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Regulation No. 117

協定規則第 117 号

Uniform provisions concerning the approval of tyres with regard to rolling sound emissions and/or to

タイヤ車外騒音の発生、ウェット路面上での摩擦力又は転がり抵抗に係るタイヤの認可に関する統一規定

adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance
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1. 適用範囲

1. Scope

1.1. This Regulation applies to new pneumatic tyres of Classes C1, C2 and C3 with regard to their sound emissions, rolling resistance 1.1. 本規則は、タイヤ車外騒音、転がり抵抗及びウェット路面での摩擦力（以下「ウェットグリップ」という。
）に関し
and to adhesion performance on wet surfaces (wet adhesion). It does not, however, apply to:
てクラス C1、C2 及び C3 の新しい空気入タイヤに適用する。ただし、本規則は、以下のタイヤには適用しない：
1.1.1. Tyres designed as "Temporary use spare tyres" and marked "Temporary use only";

1.1.1. 「応急用スペアタイヤ」として指定され、
「Temporary use only」と表示されたタイヤ；

1.1.2. Tyres having a nominal rim diameter code ≤ 10 (or ≤ 254 mm) or ≥ 25 (or ≥ 635 mm);

1.1.2. リム径の呼びが 10 以下（254 mm 以下）又は 25 以上（635 mm 以上）のタイヤ；

1.1.3. Tyres designed for competitions;

1.1.3. 競技車両用として設計されたタイヤ；

1.1.4. Tyres intended to be fitted to road vehicles of categories other than M, N and O;1

1.1.4. M、N 及び O 以外のカテゴリーの自動車に装着することが意図されたタイヤ；1

1 As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev. 4, para. 2. –
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1.1.5. Tyres fitted with additional devices to improve traction properties (e.g. studded tyres);

1.1.5. スパイクタイヤ等、トラクション特性を向上させるために補足的な手段が施されたタイヤ；

1.1.6. Tyres with a speed rating less than 80 km/h (speed symbol F);

1.1.6. 最高速度が 80 km/h 未満で速度区分記号が F 未満のタイヤ；

1.1.7. Tyres designed only to be fitted to vehicles registered for the first time before 1 October 1990.

1.1.7. 1990 年 10 月 1 日より前に初めて登録された車両に取り付けるためだけに設計されたタイヤ。

1.1.8. Professional off-road tyres.

1.1.8. プロフェッショナルオフロードタイヤ。

1.2. Contracting Parties shall issue or accept approvals to rolling sound and/or wet adhesion and/or rolling resistance.

1.2. 締約国は、タイヤ車外騒音、ウェットグリップ又は転がり抵抗の認可を発行及び受け入れを容認するものとする。

2. Definitions

2. 定義

車両構造統合決議（R.E.3）
、文書 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4、2 項に定義されているとおり。

For the purpose of this Regulation, in addition to the definitions contained in Regulations Nos. 30 and 54, the following definitions apply. 協定規則第 30 号及び第 54 号に記載されているものに加えて、以下の定義を適用する。
2.1. "Type of tyre" means, in relation to this Regulation, a range of tyres consisting of a list of tyre size designations, brand names and 2.1. 「タイヤ型式」とは、タイヤサイズの呼び、ブランド名及び商業表示より構成されるタイヤの範囲であって、以下
trade descriptions, which do not differ in such essential characteristics as:
の本質的な特性において差異がないものをいう：
(a) The manufacturer's name;

(a) 製作者名；

(b) The tyre class (see paragraph 2.4. below);

(b) タイヤクラス（下記 2.4 項参照）
；

(c) The tyre structure;

(c) タイヤの構造；

(d) The category of use: normal tyre, snow tyre and special use tyre;

(d) 用途カテゴリー：ノーマルタイヤ、スノータイヤ及び特殊用途タイヤ；

(e) For Class C1 tyres:

(e) クラス C1 タイヤの場合：

(i) In case of tyres submitted for approval of rolling sound emission levels, whether normal or reinforced (or extra load);

(i) タイヤ車外騒音の発生レベルの認可のために提出されたタイヤの場合は、ノーマルタイヤ又はレインフォースド
（若しくはエクストラロード）タイヤの別；

(ii) In case of tyres submitted for approval of performance adhesion on wet surfaces, whether normal tyres or snow tyres with a speed
category of Q or below excluding H (≤ 160 km/h) or speed category R and above including H (> 160km/h);

(ii) ウェットグリップの認可のために提出されたタイヤの場合は、ノーマルタイヤ又はスノータイヤで速度区分記号
が H を除いて Q 以下（160 km/h 以下）であるか、速度区分記号が H を含め R 以上（160 km/h を超える）であるかの
別；
(f) クラス C2 及び C3 のタイヤの場合：

(f) For Classes C2 and C3 tyres:

(i) ステージ 1 のタイヤ車外騒音の発生レベルの認可のために提出されたタイヤの場合は、M+S の表示があるかどう
かの別；

(i) In case of tyres submitted for approval of rolling sound emission levels at stage 1, whether M+S marked or not;
(ii) In case of tyres submitted for approval of rolling sound emission levels at stage 2, whether traction tyre or not;

(ii) ステージ 2 のタイヤ車外騒音の発生レベルの認可のために提出されたタイヤの場合は、トラクションタイヤの別；
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(g) トレッドパターン（本規則 3.2.1 項参照）
。

(g) The tread pattern (see paragraph 3.2.1. of this Regulation).

2.2. "Brand name" or "Trade description" means the identification of the tyre as given by the tyre manufacturer. The Brand name may 2.2. 「ブランド名」又は「商業表示」とは、タイヤ製作者によって与えられたタイヤの識別をいう。ブランド名は製作
be the same as that of the manufacturer and the trade description may coincide with the trade mark.
者名と同一でもよく、商業表示は商標と一致してもよい。
2.3. "Rolling sound emission" means the sound emitted from the contact between the tyres in motion and the road surface.

2.3. 「タイヤ車外騒音の発生」とは、走行中のタイヤと路面との接触により発生する音をいう。

2.4. "Tyre Class" means one of the following groupings:

2.4. 「タイヤクラス」とは、以下に示すグループのうちのいずれかをいう：

2.4.1. Class C1 tyres: Tyres conforming to Regulation No. 30;

2.4.1. クラス C1 タイヤ：協定規則第 30 号に適合するタイヤをいう；

2.4.2. Class C2 tyres: Tyres conforming to Regulation No. 54 and identified by a load capacity index in single formation lower or equal 2.4.2. クラス C2 タイヤ：協定規則第 54 号に適合し、単輪でのロードインデックスが 121 以下で、速度区分記号が「N」
to 121 and a speed category symbol higher or equal to "N";
以上のタイヤをいう；
2.4.3. Class C3 tyres: Tyres conforming to Regulation No. 54 and identified by:

2.4.3. クラス C3 タイヤ：協定規則第 54 号に適合する以下のタイヤをいう：

(a) A load capacity index in single formation higher or equal to 122; or

(a) 単輪でのロードインデックスが 122 以上；

(b) A load capacity index in single formation lower or equal to 121 and a speed category symbol lower or equal to"M".

(b) 単輪でのロードインデックスが 121 以下で、速度区分記号が「M」以下。

2.5. "Representative tyre size" means the tyre size which is submitted to the test described in Annex 3 to this Regulation with regard to 2.5.「代表的なタイヤサイズ」とは、タイヤ型式の型式認可に関する適合性を評価するために、タイヤ車外騒音に関して
rolling sound emissions, or Annex 5 for adhesion on wet surfaces or Annex 6 for rolling resistance to assess the conformity for the type は本規則の附則 3、ウェットグリップに関しては附則 5、転がり抵抗に関しては附則 6 及び過酷な降雪条件下での使用
approval of the type of tyre, or Annex 7 for use in severe snow conditions.
に関しては附則 7 に記述された試験のために提出されるタイヤサイズをいう。
2.6. "Temporary-use spare tyre" means a tyre different from a tyre intended to be fitted to any vehicle for normal driving conditions; but 2.6. 「応急用スペアタイヤ」とは、通常の走行条件用の車両に装着されることを目的としたタイヤとは異なり、限定さ
intended only for temporary use under restricted driving conditions.
れた走行条件の下で応急的に使用されることを目的としたタイヤをいう。
2.7. "Tyres designed for competition" means tyres intended to be fitted to vehicles involved in motor sport competition and not intended 2.7. 「競技車両用として設計されたタイヤ」とは、自動車競技に参加する車両に装着することを目的としたタイヤであ
for non-competitive on-road use.
って、自動車レース以外の道路上での使用が目的とされていないものをいう。
2.8. 「ノーマルタイヤ」とは、通常の走行条件下で、道路で使用されることを目的としたタイヤをいう。

2.8. "Normal tyre" means a tyre intended for normal on-road use.

2.9. "Reinforced tyre" or "extra load tyre" of Class C1 means a pneumatic-tyre structure designed to carry more load at a higher inflation 2.9. クラス C1 の「レインフォースドタイヤ」又は「エクストラロードタイヤ」とは、ISO 4000-1:2010 に規定された標準
pressure than the load carried by the corresponding standard version tyre at the standard inflation pressure as specified in ISO 空気圧で対応する標準タイヤが支える荷重よりも、より高い空気圧でより大きい荷重を支えるように設計された空気入
4000-1:2010.2
タイヤをいう。2
2 Class C1 tyres correspond to "passenger car tyres" in ISO 4000-1:2010.
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クラス C1 のタイヤは、ISO 4000-1:2010 では「乗用車用タイヤ」に該当する。

2.10. "Traction tyre" means a tyre in Class C2 or C3 bearing the inscription TRACTION and intended to be fitted primarily to the drive 2.10. 「トラクションタイヤ」とは、TRACTION という表示がされており、さまざまな状況において力の伝達を最大にす
axle(s) of a vehicle to maximize force transmission in various circumstances.
るために、主に車両のドライブアクスルに装着することを目的としたクラス C2 又は C3 のタイヤをいう。
2.11. "Snow tyre" means a tyre whose tread pattern, tread compound or structure is primarily designed to achieve in snow conditions a 2.11. 「スノータイヤ」とは、そのトレッドパターン、トレッドコンパウンド又はトレッド構造が、雪路における自動車
performance better than that of a normal tyre with regard to its ability to initiate or maintain vehicle motion.
の運転に関し、車両が走行を開始、維持又は停止する際において、ノーマルタイヤよりも優れた性能を有するように設
計されたタイヤをいう。
2.11.1. "Snow tyre for use in severe snow conditions" means a snow tyre whose tread pattern, tread compound or structure is specifically 2.11.1. 「過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ」
（以下「シビアスノータイヤ」という）とは、そのトレッド
designed to be used in severe snow conditions and that fulfils the requirements of paragraph 6.4. of this Regulation.
パターン、トレッドコンパウンド又はトレッド構造が、過酷な降雪条件下で使用するように特別に設計されたスノータ
イヤで、本規則 6.4 項の要件を満たすものをいう。
2.12. "Special use tyre" means a tyre intended for mixed use both on- and off-road or for other special duty. These tyres are primarily 2.12. 「特殊用途タイヤ」とは、オンロードとオフロードの両方を対象にした走行条件又はその他の特殊な走行条件の下
designed to initiate and maintain the vehicle in motion in off-road conditions.
で使用されることを目的としたタイヤをいう。これらのタイヤは、主にオフロード条件下で車両の走行を開始し、維持
するように設計されたものである。
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2.13. "Professional off-road tyre" is a special use tyre primarily used for service in severe off-road conditions.

2.13. 「プロフェッショナルオフロードタイヤ」とは、特殊用途タイヤのうち、主に過酷なオフロード条件下で使用され
ることを目的としたタイヤをいう。

2.14. "Tread depth" means the depth of the principal grooves.

2.14. 「トレッド溝深さ」とは、主溝の深さをいう。

2.14.1. "Principal grooves" means the wide circumferential grooves positioned in the central zone of the tyre tread, which, in the case of 2.14.1. 「主溝」とは、トレッド中央部にある幅広い溝をいい、乗用車及びライトトラック用（商用）タイヤの場合は、
passenger and light truck (commercial) tyres, have the treadwear indicators located in the base.
タイヤの中央部にトレッドウェアインジケータを有するものをいう。
2.15. "Void to fill ratio" means the ratio between the area of voids in a reference surface and the area of this reference surface calculated 2.15. 「間隙率」とは、金型の図面から計算した基準面内の溝の面積と当該基準面の比をいう。
from the mould drawing.
2.16. "Standard reference test tyre (SRTT)" means a tyre that is produced, controlled and stored in accordance with the American Society 2.16. 「基準タイヤ」
（以下「SRTT」という）とは、以下の ASTM（米国材料試験協会）基準に従って生産、管理及び保
for Testing and Materials (ASTM) standards
管されるタイヤをいう
(a) E1136-93 (2003) for the size P195/75R14

(a) P195/75R14 については E1136-93（2003）

(b) F2872 (2011) for the size 225/75R16C

(b) 225/75R16 C については F2872（2011）

(c) F2871 (2011) for the size 245/70R19.5

(c) 245/70R19.5 については F2871（2011）

(d) F2870 (2011) for the size 315/70R22.5.

(d) 315/70R22.5.については F2870（2011）

2.17. Wet grip or snow grip measurements - Specific definitions

2.17. ウェットグリップ又はスノーグリップの測定 - 個別定義

2.17.1. "Adhesion on wet surfaces" means the relative braking performance, on a wet surface, of a test vehicle equipped with the 2.17.1.「ウェットグリップ」とは、供試タイヤを装着した試験車両と SRTT を装着した同一の試験車両とを比較したとき
candidate tyre in comparison to that of the same test vehicle equipped with a reference tyre (SRTT).
のウェット路面上の相対的な制動性能をいう。
2.17.2. 「供試タイヤ」とは、型式を代表するタイヤであって、本規則に従って認可のために提出されるタイヤをいう。

2.17.2. "Candidate tyre" means a tyre, representative of the type that is submitted for approval in accordance with this Regulation.

2.17.3. "Control tyre" means a normal production tyre that is used to establish the wet grip or snow grip performance of tyre sizes unable 2.17.3. 「コントロールタイヤ」とは、SRTT と同一の車両に取り付けることができないタイヤサイズのウェットグリップ
to be fitted to the same vehicle as the standard reference test tyre - see paragraph 4.1.7. of Annex 5 and paragraph 3.4.3. of Annex 7 to 又はスノーグリップ性能を決定するために使われる通常の量産タイヤをいう。
（本規則の附則 5 の 4.1.7 項及び附則 7 の
this Regulation.
3.4.3 項を参照のこと。
）
2.17.4. "Wet grip index ("G")" means the ratio between the performance of the candidate tyre and the performance of the standard 2.17.4. 「ウェットグリップ指数（
「G」
）
」とは、供試タイヤの性能と SRTT との性能の比率をいう。
reference test tyre.
2.17.5. "Snow grip index ("SG")" means the ratio between the performance of the candidate tyre and the performance of the standard 2.17.5. 「スノーグリップ指数（
「SG」
）
」とは、供試タイヤの性能と SRTT の性能の比率をいう。
reference test tyre.
2.17.6. "Peak brake force coefficient ("pbfc")" means the maximum value of the ratio of braking force to vertical load on the tyre prior to 2.17.6. 「ピーク制動力係数（
「pbfc」
）
」とは、車輪がロックする前のタイヤにかかる垂直荷重に対する制動力の比率の最
wheel lock-up.
大値をいう。
2.17.7. "Mean fully developed deceleration ("mfdd")" means the average deceleration calculated on the basis of the measured distance 2.17.7. 「平均減速度（
「mfdd」
）
」とは、車両を 2 つの指定された速度間で減速させたときに記録された実測距離を基に計
recorded when decelerating a vehicle between two specified speeds.
算された平均減速度をいう。
2.17.8. "Coupling (hitch) height" means the height when measured perpendicularly from the centre of the articulation point of the trailer 2.17.8. 「カップリング（連結装置）の高さ」とは、牽引車両とトレーラーが連結されているときに、トレーラーの牽引
towing coupling or hitch to the ground, when the towing vehicle and trailer are coupled together. The vehicle and trailer shall be standing カップリング又は連結装置の連結ポイントの中心から地面までを垂直に測定したときの高さをいう。車両及びトレーラ
on level pavement surface in its test mode complete with the appropriate tyre(s) to be used in the particular test.
ーは、当該試験で使用する適当なタイヤを装着して試験モードの水平舗装面上に配置するものとする。
2.18. Rolling resistance measurement - Specific definitions

2.18. 転がり抵抗の測定 - 個別定義

2.18.1. Rolling resistance Fr

2.18.1. 転がり抵抗 Fr

Loss of energy (or energy consumed) per unit of distance traveled.3

単位移動距離当たりのエネルギー損失（又はエネルギー消費）をいう。3

3 The International System of Units (SI) unit conventionally used for the rolling resistance is the newton-meter per meter, which is equivalent to a drag force in newton.
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転がり抵抗について従来使用されている国際単位系（SI）の単位は、1 m 当たりの N/m で、これは抗力（N）に等しい。
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2.18.2. Rolling resistance coefficient Cr

2.18.2. 転がり抵抗係数 Cr

Ratio of the rolling resistance to the load on the tyre.4

タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率をいう。4

4 The rolling resistance is expressed in newton and the load is expressed in kilo-newton. The rolling resistance coefficient is dimensionless.
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2.18.3. New test tyre

2.18.3. 試験用新品タイヤ

転がり抵抗は N で表し、荷重は kN で表す。転がり抵抗係数は無次元である。

A tyre which has not been previously used in a rolling deflected test that raises its temperature above that generated in rolling resistance 以前に転がり抵抗試験で発生するより高い温度での転動試験又は 40 °C より高い温度で放置された履歴のないタイヤを
tests, and which has not previously been exposed to a temperature above 40 °C.5, 6
いう。ただし、許可された試験方法は、繰り返してもよい。5, 6
5 New test tyre definition is needed to reduce potential data variation and dispersion due to tyre aging effects.

5

タイヤの経時変化の影響による想定されるデータの変動及び拡散を低減するために、試験用新品タイヤ試験の定義が必要である。

6 It is permissible to repeat an accepted test procedure.

6

容認された試験手順を繰り返すことは許容される。

2.18.4. Laboratory control tyre

2.18.4. 試験機コントロールタイヤ

Tyre used by an individual laboratory to control machine behaviour as a function of time.7

個々の試験機関で経時での試験機の動作をモニタリングするために用いるタイヤをいう。7

7 An example of machine behaviour is drift.

7

2.18.5. Capped inflation

2.18.5. 封じ込め充填

Process of inflating the tyre and allowing the inflation pressure to build up, as the tyre is warmed up while running.

タイヤ内部の空気が走行中に温まり、空気圧が上昇可能な状態での充填をいう。

2.18.6. Parasitic loss

2.18.6. 寄生損失

試験機の動作の一例はドリフトである。

Loss of energy (or energy consumed) per unit distance excluding internal tyre losses, attributable to aerodynamic loss of the different タイヤの内部損失を除いた単位距離でのエネルギー損失（又はエネルギー消費）
。試験装置の回転部分の風損、ベアリン
rotating elements of the test equipment, bearing friction and other sources of systematic loss which may be inherent in the measurement. グ損失及びこの測定に固有のシステム的なその他発生源による損失をいう。
2.18.7. スキム試験法

2.18.7. Skim test reading

Type of parasitic loss measurement, in which the tyre is kept rolling without slippage, while reducing the tyre load to a level at which タイヤをスリップしないように回転させ続けながら、タイヤ単体のエネルギー損失が実質的にゼロのレベルに到達する
energy loss within the tyre itself is virtually zero.
までタイヤ荷重を減少して、寄生損失抵抗を測定する方法をいう。
2.18.8. Inertia or moment of inertia.

2.18.8. 慣性、慣性モーメント

Ratio of the torque applied to a rotating body to the rotational acceleration of this body.8

回転体に付与されるトルク及びその回転加速度との比率をいう。8

8 The rotating body can be, for example, a tyre assembly or machine drum.
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2.18.9. Measurement reproducibility m

2.18.9. 測定値の再現性 m

Capability of a machine to measure rolling resistance.9

転がり抵抗を測定する機械の能力をいう。9

9

Measurement reproducibility m shall be estimated by measuring n times (where n ≥ 3), on a single tyre, the whole procedure described in paragraph 4. of Annex 6 as

9

たとえば、タイヤアッセンブリ又は機械ドラムが回転体となりうる。

単一のタイヤで n 回（ここで、n ≥ 3）測定することによって、測定再現性 m を以下のとおり推定するものとする（全手順は附則 6 の 4 項に記載さ

follows:

れている）
：

Where:

ここで：

j = 任意のタイヤについて各測定を繰り返す回数を表す 1 から n のカウンター

j = is the counter from 1 to n for the number of repetitions of each measurement for a given tyre,

n = タイヤの測定の繰り返し回数（n ≥ 3）

n = number of repetitions of tyre measurements (n ≥ 3).

3. 認可申請

3. Application for approval

3.1. The application for approval of a type of tyre with regard to this Regulation shall be submitted by the tyre manufacturer or by his 3.1. タイヤの本規則に関わる型式の認可申請は、タイヤ製作者又は製作者の正規の公認代理人によって提出されるもの
duly accredited representative. It shall specify:
とする。その申請書には以下を明記するものとする：
3.1.1. The performance characteristics to be assessed for the tyre type; "rolling sound emissions level" and/or "adhesion performance 3.1.1. 当該タイヤ型式に関して評価すべき性能特性；
「タイヤ車外騒音の発生レベル」
、
「ウェットグリップレベル」又は
5
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level on wet surfaces" and/or "rolling resistance level". Tyre "snow performance level" in cases of "snow tyre for use in severe snow 「転がり抵抗レベル」
。
「シビアスノータイヤ」の場合は「スノー性能レベル」
；
conditions";
3.1.2. Name of manufacturer;

3.1.2. 製作者名；

3.1.3. Name and address of applicant;

3.1.3. 申請者の名称及び所在地；

3.1.4. Address(es) of manufacturing plant(s);

3.1.4. 製造工場の所在地；

3.1.5. Brand name(s), trade description(s), trade mark(s);

3.1.5. ブランド名、商業表示、商標；

3.1.6. Tyre class (Class C1, C2 or C3) (see paragraph 2.4. of this Regulation);

3.1.6. タイヤクラス（クラス C1、C2 又は C3）
（本規則 2.4 項参照）
；

3.1.6.1. Section width range for Class C1 tyres (see paragraph 6.1.1. of this Regulation);

3.1.6.1. クラス C1 タイヤの断面幅の呼びの範囲（本規則 6.1.1 項参照）
；

Note: This information is required only for approval with regard to rolling sound emission level.

注：この情報は、タイヤ車外騒音の発生レベルに関わる認可のためにのみ要求される。

3.1.7. Tyre structure;

3.1.7. タイヤの構造；

3.1.8. For Class C1 tyres, state whether:

3.1.8. クラス C1 タイヤの場合、以下の区別を明記する：

(a) Reinforced (or extra load) in case of approval with regard to rolling sound emission level;

(a) タイヤ車外騒音の発生レベルに関わる認可の場合、レインフォースド（又はエクストラロード）タイヤであるか；

(b) Speed category symbol "Q" or below (excluding "H") or "R" and above (including "H") in case of "snow" tyres for approval with (b) 「スノータイヤ」のウェットグリップに関わる認可の場合、速度区分記号「Q」以下（
「H」を除く）又は「R」以上
regard to adhesion on wet surfaces;
（
「H」を含む）か；
For Class C2 and C3 tyres, state whether:

クラス C2 及び C3 のタイヤの場合、以下の区別を明記する：

(a) M+S marked in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 1;

(a) ステージ 1 のタイヤ車外騒音の発生レベルに関わる認可の場合、M＋S の表示があるか；

(b) Traction in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 2.

(b) ステージ 2 のタイヤ車外騒音の発生レベルに関わる認可の場合、トラクションタイヤであるか。

3.1.9. Category of use (normal, snow, or special);

3.1.9. 用途カテゴリー（ノーマル、スノー又は特殊）
；

3.1.10. A list of tyre size designations covered by this application.

3.1.10. 本申請の対象となるタイヤサイズの呼びの一覧表。

3.2. The application for approval shall be accompanied (in triplicate) by:

3.2. 認可申請には、以下のものを 3 通添付するものとする：

3.2.1. Details of the major features, with respect to the effects on the performance (i.e. rolling sound emission level, adhesion on wet
surfaces, rolling resistance and snow grip) of the tyres, including the tread pattern, included in the designated range of tyre sizes. This
may be by means of descriptions supplemented by technical data, drawings, photographs and Computer Tomography (CT), and must be
sufficient to allow the Type Approval Authority or Technical Service to determine whether any subsequent changes to the major features
will adversely affect the tyre performance. The effects of changes to minor details of tyre construction on tyre performances will be
evident and determined during checks on conformity of production;

3.2.1. 指定された範囲のタイヤサイズに含まれるタイヤの性能に与える影響（すなわち、タイヤ車外騒音の発生レベル、
ウェットグリップ、転がり抵抗及びスノーグリップ）に関する主要な特徴（トレッドパターンを含む）についての詳細。
これには、技術データ、図面、写真及びコンピュータ断層撮影（CT）で補われた記述を用いてもよく、また、後に主要
な特徴に加えられる変更によってタイヤ性能に悪影響が生じるかどうかを型式認可当局又は試験機関が判断するために
十分な内容でなければならない。なお、タイヤ構造の細部の変更がタイヤ性能に及ぼす影響は、生産の適合性の検査時
に確認される；

3.2.2. Drawings or photographs of the tyre sidewall, showing the information given in paragraph 3.1.8. above and the approval marking 3.2.2. 遅くとも型式認可の付与日から 1 年以内（生産が開始された場合は速やかに）
、上記 3.1.8 項の情報及び 4 項の認可
referred to in paragraph 4., shall be submitted once the production has been established, but no later than one year after the date of マーキングを示したタイヤのサイドウォールの図面又は写真を提出するものとする。
granting of type approval.
3.2.3. In the case of applications relating to special use tyres, a copy of the mould drawing of the tread pattern shall be supplied in order 3.2.3. 特殊用途タイヤに関する申請の場合は、間隙率の検証が可能になるように、トレッドパターンの金型図面のコピー
to allow verification of the void-to-fill ratio.
を提出するものとする。
3.3. At the request of the Type Approval Authority, the applicant shall submit samples of tyres for test or copies of test reports from the 3.3. 型式認可当局の要請により、申請者は、試験用のタイヤのサンプル、又は本規則の 11 項に記載されているとおり通
Technical Services, communicated as given in paragraph 11. of this Regulation.
知される試験機関による試験報告書の写しを提出するものとする。
3.4. With regard to the application, testing may be confined to a worst case selection, at the discretion of the Type Approval Authority or 3.4. 申請に関し、型式認可当局又は指定された試験機関の裁量により、ワーストケースのみを選択して試験を実施する
designated Technical Service.
よう限定することができる。
3.5. The laboratories and test facilities of a tyre manufacturer may be designated as an approved laboratory and the Type Approval 3.5. 認可当局は、試験所及びタイヤ製作者の試験施設を認可試験施設として指定することができる。認可当局から指定
Authority shall have the option of being represented during any tests.
を受けた施設は、いずれの試験においても認可当局の代わりに試験を行うことが出来るものとする。
6

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
4. Markings

4. 表示

4.1. All tyres constituting the type of tyre shall be marked as prescribed by either Regulation No. 30 or 54, as applicable.

4.1. タイヤ型式を構成するすべてのタイヤは、協定規則第 30 号又は第 54 号のうち該当する方に規定されたとおり表示
を施すものとする。

4.2. In particular tyres shall bear:10

4.2. とりわけ、タイヤには以下の表示をつけるものとする：10

10 Some of these requirements may be specified separately in Regulation No. 30 or 54.

10

4.2.1. The manufacturer's name or trade mark;

4.2.1. タイヤ製作者の名称又は商標；

これらの幾つかの要件は、協定規則第 30 号又は第 54 号に別個に指定することができる。

4.2.2. The trade description (see paragraph 2.2. of this Regulation). However, the trade description is not required when it coincides with 4.2.2. 商業表示（本規則 2.2 項参照）
。ただし、商業表示が商標と一致する場合には表示する必要はない；
the trade mark;
4.2.3. The tyre size designation;

4.2.3. タイヤサイズの呼び；

4.2.4. The inscription "REINFORCED" (or alternatively "EXTRA LOAD") if the tyre is classified as reinforced;

4.2.4. タイヤがレインフォースドタイヤに分類される場合は、
「REINFORCED」
（又は代替として「EXTRA LOAD」
）
；

4.2.5. The inscription "TRACTION"11 if the tyre is classified as "traction tyre";

4.2.5. タイヤが「トラクションタイヤ」に分類される場合は、
「TRACTION」11；

11 Minimum height of marking: refer to dimension C in Annex 3 of Regulation No. 54.

11

表示の最低高さ：協定規則第 54 号の附則 3 の寸法 C を参照のこと。

4.2.6. The "Alpine" symbol ("3-peak-mountain with snowflake" conforming to the symbol described in Annex 7, Appendix 1) shall be 4.2.6. スノータイヤが「シビアスノータイヤ」に分類される場合は、アルペンシンボル（附則 7 の付録 1 に規制した記
added if the snow tyre is classified as "snow tyre for use in severe snow conditions".
号に適合する「雪片が描かれた 3 つの山頂がある山」
）を追加するものとする。
4.2.7. The inscription "MPT" (or alternatively "ML" or "ET") and /or "POR" if the tyre is classified in the category of use "special".

4.2.7. タイヤが「特殊」用途カテゴリーに分類される場合は、
「MPT」
（又は代替として「ML」若しくは「ET」
）又は「POR」
。

ET means Extra Tread, ML stands for Mining and Logging, MPT means Multi-Purpose Truck and POR means Professional Off-Road.

ET はエクストラトレッド、ML は鉱山用・林業用、MPT は多目的トラック、POR はプロフェッショナルオフロードを意
味する。

4.3. Tyres shall provide adequate space for the approval mark as shown in Annex 2 to this Regulation.

4.3. タイヤには、本規則の附則 2 に記載されているように認可マークのための適当なスペースを用意するものとする。

4.4. The approval mark shall be moulded into or onto the sidewall of the tyre, shall be clearly legible and shall be located in the lower 4.4. 認可マークは、タイヤのサイドウォールの内に凹みまたは浮き出し又は上にモールド加工し、明確に判読すること
area of the tyre on at least one of the sidewalls.
ができるものとし、少なくともサイドウォールの片面のタイヤ下部に配置するものとする。
4.4.1. However, in the case of tyres identified by the tyre to rim fitment configuration symbol "A", the marking may be located anywhere 4.4.1. ただし、タイヤのリム組立形状が記号「A」で識別されるタイヤの場合、表示はタイヤのサイドウォールの外側の
on the outside sidewall of the tyre.
どこにでも配置することができる。
5. 認可

5. Approval

5.1. If the representative tyre size of the type of tyre submitted for approval pursuant to this Regulation meets the requirements of 5.1. 本規則に従って認可申請されたタイヤ型式を代表的するタイヤサイズが下記 6 項及び 7 項の要件に適合する場合、
当
paragraphs 6. and 7. below, approval of that type of tyre shall be granted.
該タイヤ型式の認可を付与するものとする。
5.2. An approval number shall be assigned to the type of tyre approved. The same Contracting Party may not assign the same number to 5.2. 認可されたタイヤ型式には認可番号を割り当てるものとする。同一の締約国が同じ番号を別のタイヤ型式に割り当
another type of tyre.
ててはならない。
5.3. Notice of approval or extension of approval or refusal of approval of a type of tyre pursuant to this Regulation shall be 5.3. 本規則に基づくタイヤ型式の認可又は認可拡大又は認可拒否の通知は、本規則の附則 1 のモデルに準拠した書式を
communicated to the Parties to the Agreement, which apply this Regulation by means of a form conforming to the model in Annex 1 to 用い、本規則を適用する協定締約国に通知するものとする。
the Regulation.
5.3.1. Tyre manufacturers are entitled to submit an application for extension of type approval to the requirements of other Regulations 5.3.1. タイヤ製作者は、タイヤ型式に関するその他の規則の要件による型式認可の拡大の申請を提出する権利を有する。
relevant to the tyre type. In that case, a copy of the relevant type approval communication(s), as issued by the relevant Type Approval その場合、関係する型式認可当局によって発行された型式認可通知の写しを認可拡大の申請に添付するものとする。認
Authority, shall be attached to the application for extension of approval. All applications for extension of approval(s) shall only be 可拡大の申請はすべて、当該タイヤの当初の認可を発行した型式認可当局によってのみ認められるものとする。
granted by the Type Approval Authority which issued the original approval for the tyre.
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5.3.1.1. When extension of approval is granted to incorporate into the communication form (see Annex 1 to this Regulation)
certification(s) of conformity to other Regulations, the approval number on the communication form shall be supplemented by suffix(es)
to identify the given Regulation(s) and the technical prescriptions which have been incorporated by the extension of approval. In relation
to each given suffix, the specific type approval number(s) and the Regulation itself shall be added to item 9. of Annex 1 Communication form.

5.3.1.1. 認可の拡大が付与され、他の規則に対する適合性の認証が通知書（本規則の附則 1 参照）に盛り込まれる場合は、
通知書の認可番号に添え字を補足することにより、認可の拡大によって盛り込まれた当該規則及び技術規定を特定する
ものとする。該当する各添え字に関連して、具体的な型式認可番号及び規則名を附則 1 通知書の 9.に追加するものとす
る。

5.3.1.2. The prefix shall identify the series of amendments of the prescription on tyre performances for the relevant Regulation, e. g.
02S2 to identify the second series of amendments on tyre road rolling sound emissions at stage 2 or 02S1WR1 to identify the second
series of amendments on tyre road rolling sound emissions at stage 1, tyre adhesion on wet surfaces and rolling resistance at stage 1 (see
paragraph 6.1. below for stage 1 and stage 2 definitions). No identification to the series of amendments shall be required if the relevant
Regulation is in its original form.

5.3.1.2. 最初の二桁の数字は、該当する規則のタイヤ性能の規定の改訂シリーズを特定するものとする（たとえば、ステ
ージ 2 のタイヤ車外騒音の発生に関する第 2 改訂版を特定するには 02S2、又はステージ 1 のタイヤ車外騒音の発生、タ
イヤのウェットグリップ及びステージ 1 の転がり抵抗に関する第 2 改訂版を特定するには 02S1WR1）
（ステージ 1 及び
ステージ 2 の定義については下記 6.1 項を参照のこと）
。該当する規則が初版である場合には、改訂シリーズの識別は要
しないものとする。

5.3.2. The following suffixes have been already reserved to identify specific Regulations on tyre performance parameters:

5.3.2. 以下の添え字は、個々のタイヤ性能特性に対応する規則を識別するためにすでに留保されている：

S

S

To identify additional conformity to the requirements on tyre rolling sound emissions;

タイヤ車外騒音の発生に関する要件への追加適合を特定する記号；

W To identify additional conformity to the requirements on tyre adhesion on wet surfaces;

W

タイヤのウェットグリップに関する要件への追加適合を特定する記号；

R

R

タイヤの転がり抵抗に関する要件への追加適合を特定する記号。

To identify additional conformity to the requirements on tyre rolling resistance.

Taking into account that two stages are defined for rolling sound and rolling resistance specifications in paragraphs 6.1. and 6.3. below, S 下記 6.1 項及び 6.3 項でタイヤ車外騒音及び転がり抵抗の仕様について 2 つのステージを定義していることを考慮し、S
and R will be followed either by the suffix "1" for compliance to stage 1 or by the suffix "2" for compliance to stage 2.
及び R に続いて、ステージ 1 への適合については添え字「1」又はステージ 2 への適合については添え字「2」のいずれ
かを記すものとする。
5.4. In the space referred to in paragraph 4.3. and in accordance with the requirements of paragraph 4.4. above there shall be affixed to 5.4. 本規則に基づき認可されたタイヤ型式に適合する各タイヤサイズには、上記 4.3 項で定めたスペースに、4.4 項の要
every tyre size, conforming to the type of tyre approved under this Regulation, an international approval mark consisting of:
件に従って、以下により構成される国際認可マークを貼付するものとする：
5.4.1. A circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of the country which has granted approval;12 and

5.4.1. 「E」という文字に続き、認可を付与した国の識別番号を記し、これらを円で囲む；12 また

12 The distinguishing numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are reproduced in Annex 3 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles

12

(R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 4, Annex 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

（www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html）に再録されている。

1958 年 協 定 の 締 約 国 の 識 別 番 号 は 、 車 両 構 造 統 合 決 議 （ R.E.3 ） の 附 則 3 、 文 書 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4 、 附 則 3

5.4.2. The approval number, which shall be placed close to the circle prescribed in paragraph 5.4.1. above either above or below the "E" 5.4.2. 認可番号は、上記 5.4.1 項に規定されている円の近くで、
「E」の上下又は当該文字の左右いずれかに配置するもの
or to the left or right of that letter.
とする。
5.4.3. The suffix(es), and the identification to the relevant series of amendments, if any, as specified in the communication form.

5.4.3. 添え字、及び関連する改訂シリーズがあれば通知書に記載されている当該シリーズの識別表示。

One of the suffixes listed below or any combination of them can be used.

以下に挙げる添え字の 1 つ、又は複数の添え字の組み合わせを用いることができる。

S1
S2
W
R1
R2

Sound level at stage 1
Sound level at stage 2
Wet adhesion level
Rolling resistance level at stage 1
Rolling resistance level at stage 2

S1
S2
W
R1
R2

ステージ 1 のタイヤ車外騒音レベル
ステージ 2 のタイヤ車外騒音レベル
ウェットグリップレベル
ステージ 1 の転がり抵抗レベル
ステージ 2 の転がり抵抗レベル

最初の認可の一部である場合は、これらの添え字を認可番号の右又は下に配置するものとする。

These suffixes shall be placed to the right or below the approval number, if part of the original approval.

If the approval is extended subsequent to Regulation No. 30 or 54 approvals, the addition sign "+" and the series of amendment to 協定規則第 30 号又は第 54 号の認可の後に当該認可が拡大された場合は、認可の拡大を示すために、追加記号「+」及び
Regulation No. 117 shall be placed in front of the suffix or any combination of suffixes to denote an extension to the approval.
協定規則第 117 号の改訂シリーズを、添え字又は添え字の組み合わせの前に配置するものとする。
If the approval is extended subsequent to the original approval under Regulation No. 117, the addition sign "+" shall be placed between 協定規則第 117 号に基づく最初の認可の後に当該認可が拡大された場合は、認可の拡大を示すために、追加記号「+」を、
the suffix or any combination of suffixes of the original approval and the suffix or any combination of suffixes added to denote an 最初の認可の添え字又は添え字の組み合わせと、追加された添え字又は添え字の組み合わせの間に配置するものとする。
extension to the approval.
5.4.4. The marking on the tyre sidewalls of suffix(es) to the approval number removes the requirement for any additional marking on the 5.4.4. タイヤのサイドウォールに認可番号の添え字をマーキングすることによって、上記 5.3.2 項に従って当該添え字が
tyre of the specific type approval number for conformity to the Regulation(s) to which the suffix refers as per paragraph 5.3.2. above.
示す規則への適合に関する具体的な型式認可番号をタイヤに表示する要件が解除される。
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5.5. If the tyre conforms to type approvals under one or more other Regulations annexed to the Agreement in the country which has
granted approval under this Regulation, the symbol prescribed in paragraph 5.4.1. above need not be repeated. In such a case the
additional numbers and symbols of all the Regulations under which approval has been granted in the country which has granted
approval under this Regulation shall be placed adjacent to the symbol prescribed in paragraph 5.4.1. above.

5.5. 本規則に基づく認可を付与した国において、あるタイヤが協定で規定された他の規則の 1 つ以上に基づく型式認可
にも適合する場合は、上記 5.4.1 項に定めた記号を繰り返す必要はない。この場合、本規則に基づく認可を付与した国で
認可が付与される基準となったすべての規則の追加番号及び追加記号も上記 5.4.1 項に規定した記号の近くに並べるもの
とする。

5.6. Annex 2 to this Regulation gives examples of arrangements of approval marks

5.6. 本規則の附則 2 に認可マークの配置例を記す。

6. Specifications

6. 仕様

6.1. Rolling sound emission limits, as measured by the method described in Annex 3 to this Regulation.

6.1. 本規則の附則 3 に記述した方法により測定されるタイヤ車外騒音の発生の規制値

6.1.1. For Class C1 tyres, the rolling sound emission value shall not exceed the values pertinent to the applicable stage given below. 6.1.1. クラス C1 のタイヤについて、タイヤ車外騒音の発生値は、以下に記載する該当ステージにおける値を超えないも
These values refer to the nominal section width as given in paragraph 2.17.1.1. of Regulation No. 30:
のとする。かかる値は、協定規則第 30 号の 2.17.1.1 項に定めた断面幅の呼びを参照のこと：

ステージ１

Stage 1
Nominal section width

断面幅の呼び

Limit dB(A)

72
145 以下
73
145 を超え 165 以下
74
165 を超え 185 以下
75
185 を超え 215 以下
76
215 を超え
上記規制値を、エクストラロードタイヤ又はレインフォースドタイヤについては 1
dB(A)、
「特殊用途タイヤ」については 2 dB(A) 引き上げるものとする。

145 and lower
72
Over 145 up to 165
73
Over 165 up to 185
74
Over 185 up to 215
75
Over 215
76
The above limits shall be increased by 1 dB(A) for extra load tyres or reinforced tyres and by 2
dB(A) for "special use tyres".

ステージ 2

Stage 2
Nominal section width

断面幅の呼び

Limit dB(A)

6.1.2. クラス C2 のタイヤについては、各用途カテゴリー（上記 2.1 項(d)参照）におけるタイヤ車外騒音の発生値は、以
下に記載する該当ステージにおける値を超えないものとする：

6.1.2. For Class C2 tyres, the rolling sound emission value with reference to its category of use (see paragraph 2.1., subparagraph (d)
above) shall not exceed the values pertinent to the applicable stage given below:

ステージ 1

Stage 1

Normal tyre
Snow tyre
Special use tyre

規制値 dB(A)

70
185以下
71
185を超え 245以下
72
245 を超え 275 以下
74
275 を超え
シビアスノータイヤ、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、又はこれら
の組み合わせについては、上記規制値を1 dB（A）引き上げるものとする。

185 and lower
70
Over 185 up to 245
71
Over 245 up to 275
72
Over 275
74
The above limits shall be increased by 1 dB(A) for "snow tyre for use in severe snow conditions",
extra load tyres or reinforced tyres, or any combination of these classifications.

Category of use

規制値 dB(A)

用途カテゴリー

Limit dB(A)

ノーマルタイヤ
スノータイヤ
特殊用途タイヤ

75
77
78
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ステージ 2

Stage 2
Category of use

用途カテゴリー

Limit dB(A)
Other

規制値 dB(A)
その他

Traction tyres

Normal tyre
Snow tyre

72
72
Snow tyre for use in
severe snow conditions

Special use tyre

ノーマルタイヤ

73
73

73

75

74

75

スノータイヤ

シビアスノータイヤ

特殊用途タイヤ

トラクションタイヤ

72

73

72

73

73

75

74

75

6.1.3. For Class C3 tyres, the rolling sound emission value with reference to its category of use (see paragraph 2.1., subparagraph (d) 6.1.3. クラス C3 のタイヤについては、各用途カテゴリー（上記 2.1.参照）におけるタイヤ車外騒音の発生値は、以下に
above) shall not exceed the values pertinent to the applicable stage given below:
記載する該当するステージに関する値を超えないものとする：
ステージ 1

Stage 1
Category of use

用途カテゴリー

Limit dB(A)

Normal
Snow tyre
Special use tyre

規制値 dB(A)

ノーマル
スノータイヤ
特殊用途タイヤ

76
78
79

76
78
79
ステージ 2

Stage 2
Category of use
Other

Normal tyre
Snow tyre
Snow tyre for use in
severe snow conditions
Special use tyre

用途カテゴリー

Limit dB(A)

規制値 dB(A)
その他

Traction tyres

ノーマルタイヤ

73
73

75
75

74

76

スノータイヤ

75

77

特殊用途タイヤ

シビアスノータイヤ

トラクションタイヤ

73

75

73

75

74

76

75

77

「pbfc」
）又は平均減速度（
「mfdd」
）のいずれかを基準タイヤ（SRTT）
6.2. The wet grip performance will be based on a procedure that compares either peak brake force coefficient ("pbfc") or mean fully 6.2. ウェットグリップ性能は、ピーク制動力係数（
developed deceleration ("mfdd") against values achieved by a standard reference test tyre (SRTT). The relative performance shall be によって達成された値と比較する手順を基にする。相対的な性能をウェットグリップ指数（G）によって示すものとする。
indicated by a wet grip index (G).

6.2.1. For Class C1 tyres, tested in accordance with either procedure given in Annex 5, Part (A), to this Regulation, the tyre shall meet 6.2.1. 本規則の附則 5(A)に記載されている手順のいずれかに従って試験されたクラス C1 タイヤの場合、タイヤは以下の
the following requirements:
要件に適合するものとする：
Category of use

用途カテゴリー

Wet grip index

ウェットグリップ指数（G）

(G)

Normal tyre

Snow tyre

Special use tyre

"Snow tyre for use in severe snow conditions" and with a
speed symbol ("R" and above, including "H") indicating
a maximum permissible speed greater than 160 km/h
"Snow tyre for use in severe snow conditions" and with a
speed symbol ("Q" or below excluding "H") indicating a
maximum permissible speed not greater than 160 km/h

ノーマルタイヤ

≥ 1.1
≥ 1.1
≥ 1.0

スノータイヤ
≥ 0.9

特殊用途タイヤ

Not defined
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最高速度が 160km/h を超えることを示す速度区分
記号（
「R」以上で「H」を含む）の付いた「シビ
アスノータイヤ」
最高速度が 160 km/h 以下であることを示す速度
区分記号（
「Q」以下で「H」を除く）の付いた「シ
ビアスノータイヤ」

≥ 1.1
≥ 1.1
≥ 1.0

≥ 0.9

規定なし
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6.2.2. 本規則の附則 5(B)に記載されている手順のいずれかに従って試験されたクラス C2 タイヤの場合、タイヤは以下の
要件を満たすものとする：

6.2.2. For Class C2 tyres, tested in accordance with either procedure given in Annex 5, Part (B), to this Regulation, the
tyre shall meet the following requirements:

ウェットグリップ指数(G)

Wet grip index (G)

カテゴリー

Category of use
Other

その他

Traction tyres

トラクションタイヤ

Normal tyre

≥ 0.95

≥ 0.85

ノーマルタイヤ

≥ 0.95

≥ 0.85

Snow tyre

≥ 0.95

≥ 0.85

スノータイヤ

≥ 0.95

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

≥ 0.85

Snow tyre for use in severe
snow conditions
Special use tyre

シビアスノータイヤ
特殊用途タイヤ

6.2.3. For Class C3 tyres, tested in accordance with either procedure given in Annex 5, Part (B), to this Regulation, the
tyre shall meet the following requirements:

6.2.3. 本規則の附則 5(B)に記載されている手順のいずれかに従って試験されたクラス C3 タイヤの場合、タイヤは以下の
要件を満たすものとする：
ウェットグリップ指数(G)

Wet grip index (G)

カテゴリー

Category of use
Other

その他

Traction tyres

トラクションタイヤ

Normal tyre

≥ 0.80

≥ 0.65

ノーマルタイヤ

≥ 0.80

≥ 0.65

Snow tyre

≥ 0.65

≥ 0.65

スノータイヤ

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

≥ 0.65

Snow tyre for use in severe
snow conditions
Special use tyre

シビアスノータイヤ
特殊用途タイヤ

6.3. Rolling resistance coefficient limits, as measured by the method described in Annex 6 to this Regulation.

6.3. 本規則の附則 6 に記載した方法で測定した転がり抵抗係数の規制値。

6.3.1. The maximum values for stage 1 for the rolling resistance coefficient shall not exceed the following (value in N/kN is equivalent 6.3.1. ステージ 1 の転がり抵抗係数の最大値は、以下（N/kN 単位の値は kg/t 単位の値に等しい）を超えないものとする：
to value in kg/tonne):
Tyre class

タイヤのクラス

Max value(N/kN)

C1
C2
C3

12.0
10.5
8.0

C1
C2
C3

最大値(N/kN)

12.0
10.5
8.0

「シビアスノータイヤ」については、規制値を 1 N/kN 引き上げるものとする。

For "snow tyre for use in severe snow conditions", the limits shall be increased by 1 N/kN.

6.3.2. The maximum values for stage 2 for the rolling resistance coefficient shall not exceed the following (value in N/kN is equivalent 6.3.2. ステージ 2 の転がり抵抗係数の最大値は、以下（N/kN 単位の値は kg/t 単位の値に等しい）を超えないものとする：
to value in kg/tonne):
Tyre class

タイヤのクラス

Max value(N/kN)

C1
C2
C3

10.5
9.0
6.5

C1
C2
C3
「シビアスノータイヤ」については、規制値を 1 N/kN 引き上げるものとする。

For "snow tyre for use in severe snow conditions", the limits shall be increased by 1 N/kN.
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最大値(N/kN)
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6.5
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6.4. In order to be classified as a "snow tyre for use in severe snow conditions" the tyre shall meet the performance requirements of 6.4. 「シビアスノータイヤ」に分類されるためには、タイヤは、下記 6.4.1 項の性能要件を満たすものとする。タイヤは、
paragraph 6.4.1. below. The tyre shall meet these requirements based on a test method of Annex 7 by which:
以下によって、附則 7 の試験方法に基づいて当該要件を満たすものとする：
供試タイヤの
(a) The mean fully developed deceleration ("mfdd") in a braking test,

(a) ブレーキ試験における平均減速度（
「mfdd」
）
、

(b) Or alternatively an average traction force in a traction test,

(b) 又はトラクション試験における平均牽引力、

(c) Or alternatively the average acceleration in an acceleration test

(c) 又は加速度試験における平均加速度

of the candidate tyre is compared to that of a standard reference tyre.

のいずれかを標準的基準タイヤと比較する。

The relative performance shall be indicated by a snow index.

その相対的性能をスノー指数で表示するものとする。

6.4.1. Tyre snow performance requirements

6.4.1. タイヤのスノー性能要件

6.4.1.1. Class C1, C2 and C3 tyres

6.4.1.1. クラス C1、C2 及び C3 のタイヤ

The minimum snow index value, as calculated in the procedure described in Annex 7 and compared with the SRTT shall be as follows:

附則 7 に記載した手順で計算し、SRTT と比較した最小スノーグリップ指数値は以下のとおりとする：

Class

Snow grip index

Snow grip index

Snow grip index

Class

Snow grip index

Snow grip index

Snow grip index

of tyre

(brake on snow method) (a)

(spin traction method) (b)

(acceleration method) (c)

of tyre

(brake on snow method) (a)

(spin traction method) (b)

(acceleration method) (c)

Ref. =
C1 – SRTT 14

Ref. =
C2 – SRTT 16C

Ref. = C3N – SRTT 19.5

Ref. =
C1 – SRTT 14

Ref. =
C1 – SRTT 14

Ref. = C3W – SRTT 22.5

Ref. =
C2 – SRTT 16C

Ref. = C3N – SRTT 19.5

Ref. =
C1 – SRTT 14

Ref. = C3W – SRTT 22.5

C1

1.07

No

1.10

No

C1

1.07

No

1.10

No

C2

No

1.02

1.10

No

C2

No

1.02

1.10

No

C3

No

No

No

1.25

C3

No

No

No

1.25

(a) See paragraph 3. of Annex 7 to this Regulation

(a)

本規則の附則 7 の 3 項を参照のこと

(b) See paragraph 2. of Annex 7 to this Regulation

(b)

本規則の附則 7 の 2 項を参照のこと

(c) See paragraph 4. of Annex 7 to this Regulation

(c)

本規則の附則 7 の 4 項を参照のこと

6.5. In order to be classified as a "traction tyre", a tyre is required to meet at least one of the conditions of paragraph 6.5.1. below.

6..5. 「トラクションタイヤ」として分類されるためには、タイヤは下記 6.5.1 項の条件の少なくとも 1 つを満たすことが
要求される。

6.5.1. The tyre shall have a tread pattern with minimum two circumferential ribs, each containing a minimum of 30 block-like elements,
separated by grooves and/or sipe elements the depth of which has to be minimum of one half of the tread depth. The use of an alternative
option of a physical test will only apply at a later stage following a further amendment to the Regulation including a reference to an
appropriate test methods and limit values.

6.5.1. タイヤは、最低 2 つの周方向リブのあるトレッドパターンを有するものとし、各々のリブは、溝及び／又はサイプ
要素で分離された最低 30 のブロックのような要素を含み、その深さはトレッド溝深さの最低 1/2 でなければならない。
物理試験の代替オプションの使用は、適切な試験方法及び規制値に関する記述を含み、本規則の更なる改訂が行われた
後の段階で初めて適用する。

6.6. In order to be classified as a "special use tyre" a tyre shall have a block tread pattern in which the blocks are larger and more widely
spaced than for normal tyres and have the following characteristics:

6.6. 「特殊用途タイヤ」として分類されるためには、タイヤはノーマルタイヤよりもブロックが大きくて間隔が広いブロ
ックパターンを有するものとし、かつ以下の特性を有するものとする：

For C1 tyres: a tread depth ≥ 11 mm and void to fill ratio ≥ 35 per cent

C1 タイヤの場合：トレッド溝深さ ≥ 11 mm 及び間隙率 ≥ 35 %

For C2 tyres: a tread depth ≥ 11 mm and void to fill ratio ≥ 35 per cent

C2 タイヤの場合：トレッド溝深さ ≥ 11 mm 及び間隙率 ≥ 35 %

For C3 tyres: a tread depth ≥ 16 mm and void to fill ratio ≥ 35 per cent

C3 タイヤの場合：トレッド溝深さ ≥ 16 mm 及び間隙率 ≥ 35 %
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6.7. In order to be classified as a "professional off-road tyre", a tyre shall have all of the following characteristics:

6.7. 「プロフェッショナルオフロードタイヤ」として分類されるためには、タイヤは以下の特性をすべて有するものとす
る：

(a) For C1 and C2 tyres:

(a) C1 及び C2 タイヤの場合：

(i) A tread depth ≥ 11 mm;

(i) トレッド溝深さ ≥ 11 mm；

(ii) A void-to-fill ratio ≥ 35 per cent;

(ii) 間隙率 ≥ 35 %；

(iii) A maximum speed rating of ≤ Q.

(iii) 速度区分記号 ≤ Q
(b) C3 タイヤの場合：

(b) For C3 tyres:
(i) A tread depth ≥ 16 mm;

(i) トレッド溝深さ ≥ 16 mm；

(ii) A void-to-fill ratio ≥ 35 per cent;

(ii) 間隙率 ≥ 35 %；

(iii) A maximum speed rating of ≤ K.

(iii) 速度区分記号 ≤ K
7. 空気入タイヤ型式の変更及び認可の拡大

7. Modifications of the type of pneumatic tyre and extension of approval

7.1. Every modification of the type of tyre, which may influence the performance characteristics approved in accordance with this 7.1. 本規則に従って認可された性能特性に影響を与えうるタイヤの型式を変更する場合、
当該タイヤ型式を認可した型式
Regulation, shall be notified to the Type Approval Authority which approved the type of tyre. The authority may either:
認可当局にその都度通知するものとする。認可当局は、以下のいずれかの措置を取ることができる：
7.1.1. Consider that the modifications are unlikely to have any appreciable adverse effect on the performance characteristics approved 7.1.1. 変更によって、認可された性能特性に著しい悪影響が生じる見込みが低く、当該タイヤが本規則の要件に適合する
and that the tyre will comply with the requirements of this Regulation; or
と判断する；
7.1.2. 試験用の追加サンプル又は指定された試験機関による補足的な試験レポートを要求する。

7.1.2. Require further samples to be submitted for test or further test reports from the designated technical service.

7.1.3. Confirmation or refusal of approval, specifying the modifications, shall be communicated by the procedure given in paragraph 5.3. 7.1.3. 認可の確認又は拒否の通知は、変更箇所を記載し、本規則の 5.3 項に定めた手順によって、本規則を適用する協定
of this Regulation to the Parties to the Agreement which apply this Regulation.
締約国に通知するものとする。
7.1.4. The Type Approval Authority granting the extension of approval shall assign a series number for such an extension which shall
be shown on the communication form.

7.1.4. 認可の拡大を付与する型式認可当局は、かかる拡大に通し番号を割り当て、通知書にこれを記載するものとする。

8. Conformity of production

8. 生産の適合性

The conformity of production procedures shall comply with those set out in the Agreement, Appendix 2 生産の適合性手順は、協定の付属文書 2（E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2）に規定された手順と共に以下の要件に適
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) with the following requirements:
合するものとする：
8.1. Any tyre approved under this Regulation shall be so manufactured as to conform to the performance characteristics of the type of 8.1. 本規則に従って認可されたタイヤの一切は、認可されたタイヤ型式の性能特性に適合し、上記 6 項の要件を満たすよ
tyre approved and satisfy the requirements of paragraph 6. above;
うに製造されるものとする；
8.2. In order to verify conformity as prescribed in paragraph 8.1. above, a random sample of tyres bearing the approval mark required by 8.2. 上記 8.1 項に規定された適合性を検証するために、本規則で要求された認可マークをつけたタイヤについて無作為に
this Regulation shall be taken from the series production. The normal frequency of verification of conformity of production shall be at サンプルを量産品の中から採取するものとする。生産の適合性の検証の通常頻度は、少なくとも 2 年に 1 回とする；
least once every two years;
8.2.1. In the case of verifications with regard to approvals in accordance with paragraph 6.2. of this Regulation, these shall be carried out
using the same procedure (see Annex 5 to this Regulation) as that adopted for original approval, and the Type Approval Authority shall
satisfy itself that all tyres falling within an approved type comply with the approval requirement. The assessment shall be based upon the
production volume of the tyre type at each manufacturing facility, taking into account the quality management system(s) operated by the
manufacturer. Where the test procedure involves testing a number of tyres at the same time, for example a set of four tyres for the
purpose of testing wet grip performance in accordance with the standard vehicle procedure given in Annex 5 to this Regulation, then the
set shall be considered as being one unit for the purposes of calculating the number of tyres to be tested.

8.2.1. 本規則の 6.2 項に準拠した認可に関する確認の場合、当初の認可において採用されたものと同一の手順（本規則の
附則 5 参照）を用いて確認を実施するものとし、型式認可当局は、認可された型式の範囲内に当てはまるすべてのタイ
ヤが認可要件に適合することについて確証をし、確認するものとする。評価は、製作者が運用している品質マネージメ
ントシステムを考慮に入れて、各製造施設におけるタイヤ型式の生産量を基にするものとする。例えば本規則の附則 5
に定めた車両を用いた試験手順に従ってウェットグリップ性能を試験するために 4 個のタイヤを 1 つのセットにして試
験するときなど、試験手順で同時にいくつかのタイヤを試験する必要がある場合には、試験されるタイヤ数を計算する
ためにはこれらの各セットを 1 個のタイヤとみなすものとする。
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8.3. Production shall be deemed to conform to the requirements of this Regulation if the levels measured comply with the limits 8.3. 測定したレベルが、想定される量産の変動に対して規制値 +1 dB(A)の追加の許容差を伴い、上記 6.1 項で定めた規
prescribed in paragraph 6.1. of this Regulation, with an additional allowance of +1 dB(A) for possible mass production variations.
制値に適合している場合に、生産は本規則の要件に適合しているとみなすものとする。
8.4. Production shall be deemed to conform to the requirements of this Regulation if the levels measured comply with the limits 8.4. 測定したレベルが、想定される量産の変動に対して規制値 +0.3 N/kN の追加の許容差を伴い、本規則の 6.3 項で定め
prescribed in paragraph 6.3. of this Regulation, with an additional allowance of +0.3 N/kN for possible mass production variations.
た規制値に適合している場合に、生産は本規則の要件に適合しているとみなすものとする。
9. Penalties for non-conformity of production

9. 生産の不適合に対する罰則

9.1. The approval granted in respect of a type of tyre pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements laid down in 9.1. 本規則に従ってタイヤ型式に関して付与された認可は、上記 8 項に記載された要件が満たされない場合、又は当該タ
paragraph 8. above are not complied with, or if any tyre of the type of tyre exceeds the limits given in paragraph 8.3. or 8.4. above.
イヤ型式のタイヤが 1 つでも上記 8.3 項又は 8.4 項に定めた規制値を上回った場合に取り消すことができる。
9.2. If a Party to the Agreement, which applies this Regulation, withdraws an approval, it has previously granted, it shall forthwith notify 9.2. 本規則を適用する協定締約国が、以前に付与した認可を取り消す場合は、本規則の附則 1 のモデルに準拠した認可
the other Contracting Parties applying this Regulation by means of a copy of the approval form conforming to the model in Annex 1 to 書の写しを用いて、本規則を適用する他の締約国に速やかに通知するものとする。
this Regulation.
10. Production definitely discontinued

10. 生産中止

If the holder of an approval completely ceases to manufacture a type of pneumatic tyre approved in accordance with this Regulation, he 認可の保有者が本規則に従って認可された空気入タイヤ型式の製造を完全に中止する場合、認可を付与した当局にその
shall so inform the Tyre Approval Authority, which granted the approval. Upon receiving the relevant communication that authority
旨通知するものとする。関係する通知を受けた当局は、本規則の附則 1 のモデルに準拠した通知書を用いて、本規則を
shall inform thereof the other Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to 適用する他の 1958 年協定締約国にその事実を速やかに通知するものとする。
the model in Annex 1 to this Regulation.
11. Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests of Type Approval Authorities

11. 認可試験を実施する試験機関及び型式認可当局の名称及び所在地

The Parties to the Agreement which apply this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat, the names and addresses 本規則を適用する協定締約国は、認可試験を実施する試験機関、ならびに、認可を付与し、また、他国で付与された認
of the Technical Services conducting approval tests and of the Type Approval Authority which grant approval and to which forms
可、認可の拡大、拒否もしくは取り消しを認証する通知書の送付先である型式認可当局の名称 と所在地を国連事務局へ
certifying approval or extension of approval or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.
通知するものとする。
12. Transitional provisions

12. 過渡規定

12.1. As from the date of entry into force of the 02 series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation
shall not refuse to grant approval under this Regulation for a type of tyre if the tyre complies with the requirements of the 02 series of
amendments, including the stage 1 or stage 2 rolling sound requirements set out in paragraphs 6.1.1. to 6.1.3. of this Regulation, the
requirements for wet grip performance set out in paragraph 6.2.1. of this Regulation, and the stage 1 or stage 2 rolling resistance
requirements set out in paragraph 6.3.1. or 6.3.2. of this Regulation.

12.1. 本規則の 02 改訂シリーズの発効日より、本規則を適用する締約国は、タイヤが 02 改訂シリーズの要件（6.1.1 項か
ら 6.1.3 項に定めたステージ 1 又はステージ 2 のタイヤ車外騒音要件、本規則 6.2.1 項に定めたウェットグリップ性能に関
する要件、及び 6.3.1 項又は 6.3.2 項に定めたステージ 1 もしくはステージ 2 の転がり抵抗要件を含む）に適合している場
合は、当該タイヤの型式に対して本規則に基づく ECE 認可の付与を拒否しないものとする。

12.2. As from 1 November 2012, Contracting Parties applying this Regulation shall refuse to grant approval if the tyre type to be
approved does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series of amendments, and shall, in addition, refuse to
grant approval if the stage 2 rolling sound requirements set out in paragraphs 6.1.1. to 6.1.3. of this Regulation, the requirements for wet
grip performance set out in paragraph 6.2.1. of this Regulation, and the stage 1 rolling resistance requirements set out in paragraph 6.3.1.
of this Regulation are not complied with.

12.2. 2012 年 11 月 1 日より、本規則を適用する締約国は、認可対象のタイヤ型式が 02 改訂シリーズで改訂された本規則
の要件を満たしていない場合に ECE 認可の付与を拒否するものとし、加えて、本規則 6.1.1 項から 6.1.3 項に定めたステ
ージ 2 のタイヤ車外騒音要件、6.2.1 項に定めたウェットグリップ性能に関する要件、及び 6.3.1 項に定めたステージ 1 の
転がり抵抗要件に適合していない場合に ECE 認可の付与を拒否するものとする。

12.3. As from 1 November 2014, Contracting Parties applying this Regulation may refuse to allow the sale or entry into service of a tyre
which does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series, and which does not meet the requirements of this
Regulation as amended by the 02 series of amendments including the wet grip performance requirements set out in paragraph 6.2.1. of
this Regulation.

12.3. 2014 年 11 月 1 日より、本規則を適用する締約国は、02 シリーズで改訂された本規則の要件を満たしておらず、か
つ、02 改訂シリーズで改訂された本規則の要件（本規則 6.2.1 項に定めたウェットグリップ性能要件を含む）を満たして
いないタイヤの販売又は使用開始の許可を拒否してもよい。

12.4. As from 1 November 2016, Contracting Parties applying this Regulation shall refuse to grant approvals if the tyre type to be
approved does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series of amendments including the stage 2 rolling
resistance requirements set out in paragraph 6.3.2. of this Regulation and the wet grip requirements set out in paragraphs 6.2.2. and 6.2.3.
of this Regulation.

12.4. 2016 年 11 月 1 日より、本規則を適用する締約国は、認可対象のタイヤ型式が、本規則の 6.3.2 項に定めたステージ
2 の転がり抵抗要件ならびに 6.2.2 項及び 6.2.3 項に定めたウェットグリップ要件を含め、02 改訂シリーズで改訂された本
規則の要件を満たしていない場合に、認可を付与することを拒否するものとする。
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12.5. As from 1 November 2016, any Contracting Party applying this Regulation may refuse to allow the sale or entry into service of a
tyre which does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series, and which does not meet the stage 2 rolling
sound requirements set out in paragraphs 6.1.1. to 6.1.3. of this Regulation.

12.5. 2016 年 11 月 1 日より、本規則を適用する締約国は、02 シリーズで改訂された本規則の要件を満たしておらず、か
つ本規則6.1.1 項から6.1.3 項に定めたステージ2 のタイヤ車外騒音要件を満たしていないタイヤの販売又は使用開始を許
可することを拒否することができる。

12.6. As from the dates given below, any Contracting Party applying this Regulation may refuse to allow the sale or entry into service of 12.6. 以下に記載した日付より、本規則を適用する締約国は、02 シリーズで改訂された本規則の要件を満たしておらず、
a tyre which does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series, and which does not meet the stage 1 rolling かつ本規則 6.3.1 項に定めたステージ 1 の転がり抵抗要件を満たしていないタイヤの販売又は使用開始を許可することを
resistance requirements set out in paragraph 6.3.1. of this Regulation:
拒否することができる：
Tyre class

Date

タイヤのクラス

日付

C1, C2
C3

1 November 2014
1 November 2016

C1, C2
C3

2014 年 11 月 1 日
2016 年 11 年 1 月

12.7. As from the dates given below, any Contracting Party applying this Regulation may refuse to allow the sale or entry into
service of a tyre which does not meet the requirements of this Regulation as amended by the 02 series, and which does not meet the
stage 2 rolling resistance requirements set out in paragraph 6.3.2. of this Regulation and the wet grip requirements set out in
paragraphs 6.2.2. and 6.2.3. of this Regulation:

12.7. 以下に記載した日付より、本規則を適用する締約国は、02 シリーズで改訂された本規則の要件を満たしておらずか
つ本規則の 6.3.2 項に定めたステージ 2 の転がり抵抗要件ならびに 6.2.2 項及び 6.2.3 項に定めたウェットグリップ要件を
満たしていないタイヤの販売又は使用開始を許可することを拒否してもよい：

タイヤのクラス

日付

1 November 2018

C1及びC2

2018 年 11 月 1 日

1 November 2020

C3

2020 年 11 年 1 月

Tyre class

Date

C1 and C2
C3

12.8. Until 13 February 2019 (60 months after the entry into force of Supplement 4 to the 02 series of amendments to this Regulation) 12.8. 2019 年 2 月 13 日（本規則 02 改訂シリーズ補足 4 の発効日から 60 ヶ月後）まで、本規則を適用する締約国は、本規
Contracting Parties applying this Regulation may continue to grant type approvals according to the 02 series of amendments to this 則附則 4 の規定に基づいて、本規則 02 改訂シリーズに従って引き続き型式認定を付与することができる。
Regulation, based on the provisions of Annex 4 to this Regulation.
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Annex 1

附則 1

Communication

通知

(Maximum format: A4 (210 x 297 mm))

（最大寸法：A4（210 × 297mm））

Issued by: Name of administration:
.....................................
.....................................
.....................................

Concerning:2

発行：行政官庁名
.....................................
.....................................
.....................................

協定規則第 117 号に基づく「タイヤ車外騒音の発生レベル」、「ウェットグリップ」又は「転がり抵抗」に関
わるタイヤの型式の
認可付与
認可拡大
認可拒否
認可取り消し
生産中止
2
について

Approval granted
Approval extended
Approval refused
Approval withdrawn
Production definitively discontinued

1 Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).
2 Strike out what does not apply.

1

認可を付与／拡大／拒否／取消した国の識別番号（本規則の認可条項参照）

of a type of tyre with regard to "rolling sound emission level" and/or "adhesion performance on wet surfaces" and/or "rolling resistance"
pursuant to Regulation No. 117

2

該当しないものを抹消する。

Approval No. ..............................................................................................................................................

認可番号：.............................................................................................................................................

Extension No. .............................................................................................................................................

拡大番号：.............................................................................................................................................

1. Manufacturer's name and address(es): ................................................................................................

1. タイヤ製作者の名称及び所在地：...........................................................................................

2. If applicable, name and address of manufacturer's representative: .................................................

2. 該当する場合、タイヤ製作者の代理人の名称及び所在地：..........................................

3. "Tyre class" and "category of use" of the type of tyre: .....................................................................

3. タイヤ型式の「タイヤクラス」及び「用途カテゴリー」
：.............................................

3.1. Snow tyre for use in severe snow conditions (Yes/No)2

3.1. シビアスノータイヤ（はい／いいえ）2

3.2. Traction tyre (Yes/No)2

3.2. トラクションタイヤ（はい／いいえ）2

2 Strike out what does not apply.

2

4. Brand(s) name(s) and/or Trade description(s) of the type of tyre: ..................................................

4. タイヤ型式のブランド名又は商業表示：..............................................................................

該当しないものを抹消する。

5. Technical Service and, where appropriate, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity 5. 認可又は適合性試験の検証を担当する試験機関及び、該当する場合は、かかる目的のために認可された試験施
tests: ..............................................................................................................................................................
設： .......................................................................................................................................................
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6. Performance(s) approved: sound level at (stage 1/stage 2),2 wet adhesion level, rolling resistance level (stage 1/stage 2)2

6. 認可された性能：
（ステージ 1／ステージ 2）2 の騒音レベル、ウェットグリップレベル、転がり抵抗レベル（ステージ
1／ステージ 2）2

6.1. Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to 6.1. 附則 3 の付録 1 の試験報告書の 7.に基づく代表的なタイヤサイズ（本規則 2.5 項参照）の音量レベル：70/80 km/h 2
Annex 3: ................ dB(A) at reference speed of 70/80 km/h2
の基準速度において................dB(A)
6.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of this Regulation, as per item 7. of the test report in the 6.2. 附則 5 の付録の試験報告書の 7.に基づく代表的なタイヤサイズ（本規則 2.5 項参照）のウェットグリップレベル：
appendix to Annex 5: ........................... (G) using the vehicle or trailer method2
……………......(G)、車両又はトレーラー法 2 を使用
6.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of this Regulation, as per item 7. of the test report in 6.3. 附則 6 の付録 1 の試験報告書の 7.に基づく代表的なタイヤサイズ（本規則 2.5 項参照）の転がり抵抗レベル
Appendix 1 to Annex 6 .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
6.4. Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the 6.4. 附則 7 の付録 3 の試験報告書の 7.による代表的なタイヤサイズのスノーグリップレベル（協定規則第 117 号の 2.5 項
appendix3 to Annex 7: ………………. (Snow grip index) using the brake on snow method2, spin traction method2 or acceleration 参照）：……………….雪上制動法 2、スピントラクション法 2 又は加速度法 2 を使用（スノーグリップ指数）
。
2
method.
7. Number of report issued by the Technical Service: ...........................................................................

7. 上記機関により発行されたレポートの番号： ....................................................................

8. Date of report issued by that service: ....................................................................................................

8. 上記機関により発行されたレポートの日付： ....................................................................

9. Reason(s) of extension (if applicable): .................................................................................................

9. 拡大の理由（該当する場合）
： .................................................................................................

10. Any remarks: .........................................................................................................................................

10. 備考： ..............................................................................................................................................

11. Place: ......................................................................................................................................................

11. 発行地： ..........................................................................................................................................

12. Date: .......................................................................................................................................................

12. 日付： ..............................................................................................................................................

13. Signature: ...............................................................................................................................................

13. 署名： ..............................................................................................................................................

14. Annexed to this communication are: .................................................................................................

14. 本通知には以下のものを添付する： ....................................................................................

14.1. A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can 14.1. 認可を交付した型式認可当局に保管されている認可書類であって、要請すれば入手できるものの一覧 4
be obtained upon request.4
14.2. A list of tread-pattern designations: Specify for each trademark or brand name and trade description the list of tyre size 14.2. トレッドパターン記号の一覧：各商標又はブランド名及び商業表示につきタイヤサイズの呼びの一覧。また、本規
designations, adding in case of Class C1 tyres the mark "reinforced" (or "extra load") or the speed symbol of snow tyres or in the case of 則の 3.1 項によって要求されている場合、クラス C1 タイヤには「レインフォースド」
（又は「エクストラロード」
）マー
tyres of Classes C2 and C3, the mark "traction", if so required by paragraph 3.1. of this Regulation.
ク又はスノータイヤの速度区分記号を、また、クラス C2 及び C3 のタイヤの場合は「トラクション」の表示を、それぞ
れ付記する。
3 Appendix 2 for C1 and C2 tyres.

3 C1 及び C2 タイヤの場合は付録

C3 タイヤの場合は付録 3

Appendix 3 for C3 tyres.
4 In the case of "snow tyre for use in severe snow conditions" a test report according to Appendix 2 to Annex 7 shall be submitted.

2

4
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Annex 2 - Appendix 1

附則 2 - 付録 1

Example of approval marks

認可マークの例

Arrangements of Approval Marks

認可マークの配置

(See paragraph 5.4. to this Regulation)

（本規則の 5.4 項参照）

Approval according to Regulation No. 117

協定規則第 117 号に準拠した認可

Example 1

例1

The above approval mark, affixed to a pneumatic tyre shows that a tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4)
pursuant to Regulation No. 117 (marked by S2 (rolling sound at stage 2) only), under approval number 0212345. The first two
digits of the approval number (02) indicate that the approval was granted according to the requirements 02 series of amendments
to this Regulation.

上記の認可マークは、空気入タイヤに貼付されたもので、当該タイヤがオランダ（E4）で、協定規則第 117 号に従
って（S2（ステージ 2 のタイヤ車外騒音）のみ表示）認可番号 0212345 により認可されたことを示している。認
可番号の最初の 2 桁（02）は、認可が本規則の 02 改訂シリーズの要件に従って付与されたことを示している。

Example 2

例2

The above approval mark shows that the tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No.
117 (marked by S1 (rolling sound at stage 1) W (wet adhesion), and R1 (Rolling resistance at stage 1) under approval number
0212345. This indicates that the approval is for S1WR1. The first two digits of the approval number (02) indicate that the approval
was granted according to the requirements of the 02 series of amendments of this Regulation.

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、規則 No.117 に従って（S1（ステージ 1 のタイヤ車外騒音）
、
W（ウェットグリップ）
、及び R1（ステージ 1 の転がり抵抗）を表示）認可番号 0212345 により認可されたことを
示している。これは、本認可が S1WR1 に関するものであることを示している。認可番号の最初の 2 桁（02）は、
認可が本規則の 02 改訂シリーズの要件に従って付与されたことを示している。
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Annex 2 - Appendix 2

附則 2 - 付録 2

Approval according to Regulation No. 117 coincident with approval to Regulation No. 30 or 541

協定規則第 30 号又は第 54 号による認可と同時の協定規則第 117 号による認可 1

Example 1

例1

The above approval mark shows that the tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No. 117
(marked by S2 (rolling sound at stage 2)), under approval number 0212345 and Regulation No. 30, under approval number
0236378. The first two digits of the approval number (02) indicate that the approval was granted according to the 02 series of
amendments and Regulation No. 30 included the 02 series of amendments.

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、協定規則第 117 号に従って（S2（ステージ 2 のタイヤ車
外騒音）を表示）認可番号 0212345 により、ならびに協定規則第 30 号に従って認可番号 0236378 により認可され
たことを示している。認可番号の最初の 2 桁（02）は、認可が 02 改訂シリーズに従って付与されたことを示し、
協定規則第 30 号では 02 改訂シリーズが盛り込まれている。

Example 2

例2

The above approval mark shows that the tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No. 117
(marked by S2WR2 (rolling sound at stage 2 wet adhesion and rolling resistance at stage 2)), under approval number 0212345 and
Regulation No. 30 under approval number 0236378. The first two digits of the approval number (02) indicate that the approval was
granted according to the 02 series of amendments and Regulation No. 30 included the 02 series of amendments.

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、協定規則第 117 号に従って（S2WR2（ステージ 2 のタイヤ
車外騒音、ウェットグリップ及びステージ 2 の転がり抵抗）を表示）認可番号 0212345 により、ならびに協定規則
第 30 号に従って認可番号 0236378 により、認可されたことを示している。認可番号の最初の 2 桁（02）は、認可が
02 改訂シリーズに従って付与されたことを示し、協定規則第 30 号では 02 改訂シリーズが盛り込まれている。

1 Approvals in accordance with Regulation No. 117 for tyres within the scope of Regulation No. 54 currently do not include wet adhesion requirements.
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協定規則第54 号の適用範囲内のタイヤに関して協定規則第117 号に準拠した認可では、
現時点ではウェットグリップの要件は含まれていない。
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Example 3

例3

The above approval mark shows that the tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No.
117 and the 02 series of amendments under approval number 0212345 (marked by S2), and Regulation No. 54. This indicates that
the approval is for rolling sound stage 2 (S2). The first two digits of the Regulation No. 117 approval number (02) in conjunction
with "S2" indicate that the first approval was granted in accordance with Regulation No. 117 which included the 02 series of
amendments. The first two digits of Regulation No. 54 (00) indicate that this Regulation was in its original form.

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、協定規則第 117 号及び 02 改訂シリーズに従って（S2 を表
示）認可番号 0212345 により、ならびに協定規則第 54 号に従って、認可されたことを示している。これは、本認可
がタイヤ車外騒音ステージ 2（S2）に関するものであることを示している。協定規則第 117 号の認可番号の最初の 2
桁（02）及び「S2」は、最初の認可が 02 改訂シリーズを盛り込んだ協定規則第 117 号に従って付与されたことを示
している。協定規則第 54 号の最初の 2 桁（00）は、同規則が初版であることを示している。

Example 4

例4

The above approval mark shows that the tyre concerned has been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No.
117 and the 02 series of amendments under approval number 0212345 (marked by S2 R2), and Regulation No. 54. This indicates
that the approval is for rolling sound stage 2 (S2) and rolling resistance stage 2. The first two digits of the Regulation No. 117
approval number (02) in conjunction with "S2R2" indicate that the first approval was granted in accordance with Regulation No.
117 which included the 02 series of amendments. The first two digits of Regulation No. 54 (00) indicate that this Regulation was
in its original form.

上記の認可マークは、
当該タイヤがオランダ
（E4）
で、
協定規則第 117 号及び02 改訂シリーズに従って認可番号0212345
（S2 R2 を表示）により、ならびに協定規則第 54 号に従って、認可されたことを示している。これは、本認可がタイ
ヤ車外騒音ステージ 2（S2）及び転がり抵抗ステージ 2 に関するものであることを示している。
「S2R2」を伴う協定
規則第 117 号の認可番号の最初の 2 桁（02）は、最初の認可が 02 改訂シリーズを含む協定規則第 117 号に従って付与
されたことを示している。協定規則第 54 号の最初の 2 桁（00）は、本規則が初版であったことを示している。
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Annex 2 - Appendix 3

附則 2 - 付録 3

Extensions to combine approvals issued in accordance with Regulations Nos. 117, 30 or 541

協定規則第 117 号、第 30 号 又は第 54 号に従って発行された認可を結合するための拡大

Example 1

例1

The above approval mark shows that the tyre concerned has been initially approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation
No. 30 and the 02 series of amendments under approval number 0236378. It is also marked by + 02S1 (rolling sound at stage 1)
which indicates that its approval is extended under Regulation No. 117 (02 series of amendments). The first two digits of the
approval number (02) indicate that the approval was granted according to Regulation No. 30 (02 series of amendments). The
addition (+) sign indicates that the first approval was granted in accordance with Regulation No. 30 and has been extended to
include the approval(s) granted according to Regulation No. 117 (02 series of amendments) for rolling sound at stage 1.

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、最初に協定規則第 30 号及び 02 改訂シリーズに従って認可番
号 0236378 により認可されたことを示している。このマークでは、+ 02S1（ステージ 1 のタイヤ車外騒音）によって、
認可が協定規則第 117 号（02 改訂シリーズ）に従って拡大されていることも示されている。認可番号の最初の 2 桁（02）
は、認可が協定規則第 30 号（02 改訂シリーズ）に従って付与されたことを示している。プラスの添え字（+）は、最
初の認可が協定規則第 30 号に従って付与された後、ステージ 1 のタイヤ車外騒音に関して協定規則第 117 号（02 改
訂シリーズ）に従って付与された認可を含むための拡大がなされていることを示している。

Example 2

例2

The above approval mark shows that the tyre concerned has been initially approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation
No. 30 and the 02 series of amendments under approval number 0236378. This indicates that the approval is for S1 (rolling sound at
stage 1) W (wet adhesion) and R2 (rolling resistance at stage 2). The S1WR2 preceded by (02) indicates that it has had its approval
extended under Regulation No. 117 which included the 02 series of amendments. The first two digits of the approval number (02)
indicate that the approval was granted according to Regulation No. 30 (02 series of amendments). The addition (+) sign indicates
that the first approval was granted in accordance with Regulation No. 30 and has been extended to include Regulation No. 117
approval(s) (02 series of amendments).

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、最初に協定規則第 30 号及び 02 改訂シリーズに従って認可番
号 0236378 により認可されたことを示している。これは、本認可が S1（ステージ 1 のタイヤ車外騒音）
、W（ウェッ
トグリップ）及び R2（ステージ 2 の転がり抵抗）に関するものであることを示している。
（02）に続く S1WR2 は、
認可が 02 改訂シリーズを含む協定規則第 117 号に基づいて拡大されたことを示している。認可番号の最初の 2 桁（02）
は、認可が協定規則第 30 号（02 改訂シリーズ）に従って付与されたことを示している。プラスの添え字（+）は、最
初の認可が協定規則第 30 号に従って付与された後、協定規則第 117 号の認可（02 改訂シリーズ）を含むための拡大
がなされていることを示している。

1 Approvals in accordance with Regulation No. 117 for tyres within the scope of Regulation No. 54 currently do not include wet adhesion requirements.
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附則 2 - 付録 4

Extensions to combine approvals issued in accordance with Regulation No. 1171

協定規則第 117 号に従って発行された認可を結合するための拡大

Example 1

例1

The above approval mark shows that the tyre concerned has been initially approved in the Netherlands (E4) pursuant to
Regulation No. 117 and the 02 series of amendments under approval number 0212345. This indicates that the approval is for W
(wet grip). The S2R2 preceded by + indicates that it has had its approval extended under Regulation No. 117 to rolling sound at
stage 2 and rolling resistance at stage 2 based on separate certificate(s).

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、最初に協定規則第 117 号及び 02 改訂シリーズに従って認可
番号 0212345 により認可されたことを示している。これは、本認可が W（ウェットグリップ）に関するものである
ことを示している。＋に続く S2R2 は、認可が協定規則第 117 号により、ステージ 2 のタイヤ車外騒音及びステー
ジ 2 の転がり抵抗に従って、個別の認可証に基づいて拡大されたことを示している。

Example 2

例2

The above approval mark shows that the tyre concerned has been initially approved in the Netherlands (E4) pursuant to
Regulation No. 117 and the 02 series of amendments under approval number 0212345. This indicates that the approval is for S1
(rolling sound at stage 1) and W (wet grip). The R1 preceded by + indicates that it has had its approval extended under
Regulation No. 117 to rolling resistance at stage 1 based on separate certificate(s).

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、最初に協定規則第 117 号及び 02 改訂シリーズに従って認可番
号 0212345 により認可されたことを示している。これは、本認可が S1（ステージ 1 のタイヤ車外騒音）及び W（ウ
ェットグリップ）に関するものであることを示している。＋に続く R1 は、認可が協定規則第 117 号により、ステージ
1 の転がり抵抗に従って、個別の認可証に基づいて拡大されたことを示している。

Example 3

例3
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The above approval mark shows that the tyre concerned has been initially approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation
No. 117 and the 01 series of amendments under approval number 0167890. This indicates that the approval is for S (rolling sound
at stage 1) and W (wet grip). The 02R1 preceded by + indicates that it has had its approval extended under Regulation No. 117 and
the 02 series of amendments to rolling resistance at stage 1 based on separate certificate(s).

上記の認可マークは、当該タイヤがオランダ（E4）で、最初に協定規則第 117 号及び 01 改訂シリーズに従って認可番
号 0167890 により認可されたことを示している。これは、本認可が S（ステージ 1 のタイヤ車外騒音）及び W（ウェ
ットグリップ）に関するものであることを示している。＋に続く 02R1 は、認可が協定規則第 117 号及び 02 改訂シリ
ーズにより、ステージ 1 の転がり抵抗に従って、個別の認可証に基づいて拡大されたことを示している。

1 Approvals in accordance with Regulation No. 117 for tyres within the scope of Regulation No. 54 currently do not include wet adhesion requirements.
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Annex 3

附則 3

Coast-by test method for measuring tyre-rolling sound emission

タイヤ車外騒音の発生を測定するための惰行試験方法

Introduction

序文

The presented method contains specifications on measuring instruments, measurement conditions and the measurement method, in
order to obtain the sound level of a set of tyres mounted on a test vehicle rolling on a specified road surface. The maximum sound
pressure level is to be recorded, when the test vehicle is coasting, by remote-field microphones; the final result for a reference speed is
obtained from a linear regression analysis. Such test results cannot be related to tyre rolling sound measured during acceleration under
power or deceleration under braking.

以下に示す方法には、指定された路面上を走行する試験車両に取り付けられたタイヤ一式の騒音レベルを求めるための
計測器の仕様、測定条件及び測定方法を含んでいる。試験車両が惰行するときのマイクロホンの最大音圧レベルを記録
する。基準速度での最終結果は、線形回帰分析によって求める。これらの試験結果は、加速中又はブレーキを掛けた減
速中に測定されたタイヤ車外騒音であってはならない。

1. Measuring instruments

1. 計測器

1.1. Acoustic measurements

1.1. 音の測定

The sound level meter or the equivalent measuring system, including the windscreen recommended by the manufacturer shall meet or 騒音計又はこれに準ずる計測システムは、測定器製作者が推奨するウインドスクリーンを含め、IEC 60651:1979/A1:1993、
exceed the requirements of Type 1 instruments in accordance with IEC 60651:1979/A1:1993, second edition.
第 2 版に準拠したタイプ 1 計器の要件に適合するか、これを上回るものとする。
測定は、周波数重みづけ特性 A 及び時間重みづけ特性 F を用いて行うものとする。

The measurements shall be made using the frequency weighting A, and the time weighting F.

When using a system that includes a periodic monitoring of the A-weighted sound level, a reading should be made at a time interval not A 特性を行った騒音レベルを定期的に監視する機能を持つシステムを使用する場合、30 ms 以下の時間間隔で読み値を取
greater than 30 ms.
得するものとする。
1.1.1. Calibration

1.1.1. 校正

At the beginning and at the end of every measurement session, the entire measurement system shall be checked by means of a sound
calibrator that fulfils the requirements for sound calibrators of at least precision Class 1 according to IEC 60942:1988. Without any
further adjustment the difference between the readings of two consecutive checks shall be less than or equal to 0.5 dB(A). If this value is
exceeded, the results of the measurements obtained after the previous satisfactory check shall be discarded.

各測定セッションの開始時と終了時において、少なくとも IEC 60942:1988 に準拠した精度クラス 1 の音量校正器の要件
を満たす校正器を用いて、測定システムの全体をチェックするものとする。特段の調節も加えずに、2 回の連続した読み
値の差が 0.5 dB 以下になるものとする。この値を上回った場合、前回の校正に合格した後で得られた測定値は放棄する
ものとする。

1.1.2. Compliance with requirements

1.1.2. 要件への適合

The compliance of the sound calibration device with the requirements of IEC60942:1988 shall be verified once a year and the 該当する基準に適合する校正の実施を承認された試験施設によって、音量校正器が IEC 60942:1988 の要件に適合するか
compliance of the instrumentation system with the requirements of IEC 60651:1979/A1:1993, second edition shall be verified at least どうかを 1 年に 1 回検査するものとし、計測システムが IEC 60651:1979/A1:1993、第 2 版の要件に適合するかどうかは少
every two years, by a laboratory which is authorized to perform calibrations traceable to the appropriate standards.
なくとも 2 年に 1 回検査するものとする。
1.1.3. Positioning of the microphone

1.1.3. マイクロホンの配置

The microphone (or microphones) shall be located at a distance of 7.5 ± 0.05 m from track reference line CC' (Figure 1) and 1.2 ± 0.02 マイクロホン（複数ある場合はそのいずれも）は、走行路基準線 CC'（図 1）から 7.5 ± 0.05 m、地面から 1.2 ± 0.02 m の
m above the ground. Its axis of maximum sensitivity shall be horizontal and perpendicular to the path of the vehicle (line CC').
距離に配置するものとする。マイクロホンは走行路基準線に向け水平とし、車両の走行方向（ライン CC'）に対しては垂
直であるものとする。
1.2. Speed measurements

1.2. 速度測定

The vehicle speed shall be measured with instruments with accuracy of ± 1 km/h or better when the front end of the vehicle has reached 車速度は、車両の先端が線 PP（図 1）に達したときに、± 1 km/h 公差の精度を持つ計器を用いて測定するものとする。
line PP (Figure 1).
1.3. Temperature measurements

1.3. 温度測定

Measurements of air as well as test surface temperature are mandatory.

気温及び試験路面温度の測定をしなければならない。

The temperature measuring devices shall be accurate within ± 1 °C.

温度測定装置は、± 1 °C 公差の精度を持つものとする。

1.3.1. Air temperature

1.3.1. 気温

The temperature sensor is to be positioned in an unobstructed location close to the microphone in such a way that it is exposed to the 温度センサは、直射日光を浴びることなく、気流にさらされるようにするために、マイクロホンの近くで、遮るものの
airflow and protected from direct solar radiation. The latter may be achieved by any shading screen or similar device. The sensor should ない位置に置く。センサを直射日光から遮るためには、遮光板やこれらに準じた装置を使うことができる。センサは、
be positioned at a height of 1.2 ± 0.1 m above the test surface level, to minimize the influence of the test surface thermal radiation at low
試験路面のレベルから 1.2 ± 0.1 m 上の高さに配置することにより、
低気流での試験路面の熱放射による影響を最小限に抑
airflows.
えるべきものとする。
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1.3.2. 試験路面の温度

1.3.2. Test surface temperature

The temperature sensor is to be positioned in a location where the temperature measured is representative of the temperature in the wheel 温度センサは、音量測定を妨げることなしに、測定される温度がタイヤが通過する路面における温度を代表したものに
tracks, without interfering with the sound measurement.
なるような位置に配置する。
If an instrument with a contact temperature sensor is used, heat-conductive paste shall be applied between the surface and the sensor to 接触温度センサの付いた計器を使用する場合、熱伝導性ペーストを試験路面とセンサの間に塗布することにより、適当
ensure adequate thermal contact.
な熱的接触を確保するものとする。
If a radiation thermometer (pyrometer) is used, the height should be chosen to ensure that a measuring spot with a diameter of ≥ 0.1 m is 放射温度計（パイロメーター）を使用する場合、測定範囲が直径 ≥ 0.1 m になるように高さを選択するものとする。
covered.
1.4. 風速測定
1.4. Wind measurement
風速を±1 m/s の公差で測定することができるものとする。
風速はマイクロホンの高さで測定するものとする。
The device shall be capable of measuring the wind speed with a tolerance of ± 1 m/s.The wind shall be measured at microphone height. 測定装置は、
走行方向に対する風向きを記録するものとする。
The wind direction with reference to the driving direction shall be recorded.
2. Conditions of measurement

2. 測定条件

2.1. Test site

2.1. 試験場

The test site shall consist of a central section surrounded by a substantially flat test area. The measuring section shall be level; the test 試験場は、中央のセクションをほぼ平坦な試験領域で囲んだものとする。測定セクションは平坦であるものとする。試
surface shall be dry and clean for all measurements. The test surface shall not be artificially cooled during or prior the testing.
験路面は、すべての測定の際に、乾燥して汚れがない状態であるものとする。試験路面は、試験中または試験前に人為
的に冷却しないものとする。
The test track shall be such that the conditions of a free sound field between the sound source and the microphone are attained to within
1 dB(A). These conditions shall be deemed to be met if there is no large sound reflecting objects, such as fences, rocks, bridges or
building within 50 m of the centre of the measuring section. The surface of the test track and the dimensions of the test site shall be in
accordance with ISO 10844:2014. Until the end of the period indicated in paragraph 12.8. of this Regulation the specifications for the
test site may be in accordance with Annex 4 to this Regulation.

試験路は、音源とマイクロホンの間の自由音場の条件が、1 dB(A)以内を達成するようなものとする。測定区域の中心か
ら 50 m 以内に、柵、岩、橋又は建物など大きな音反射物がない場合に、かかる条件が満たされているとみなすものとす
る。試験路の表面及び試験場の寸法は、ISO 10844:2014 に従うものとする。本規則の 12.8 項に記載する期間の終了まで、
試験場に関する仕様は本規則の附則 4 に従っても良い。

A central part of at least 10 m radius shall be free of powdery snow, tall grass, loose soil, cinders or the like. There shall be no obstacle, 少なくとも半径 10 m の中央部分は、粉雪、背の高い草、軟土、灰やこれらに準じたもので被われていないものとする。
which could affect the sound field within the vicinity of the microphone and no persons shall stand between the microphone and the マイクロホンの周辺の音場に影響を及ぼしうる障害物がないものとし、マイクロホンと音源の間に人が立たないものと
sound source. The operator carrying out the measurements and any observers attending the measurements shall position themselves so する。測定を実施する者及び測定に立ち会う者は、計測器の読み値に影響を及ぼさない位置にいるものとする。
as not to affect the readings of the measuring instruments.
2.2. 気象条件
2.2. Meteorological conditions
Measurements shall not be made under poor atmospheric conditions. It shall be ensured that the results are not affected by gusts of wind. 測定は、大気条件が不良なときに行わないものとする。測定結果は、突風によって影響を受けないよう確保するものと
する。マイクロホンの高さでの風速が 5 m/s を超える場合は、測定を行わないものとする。
Testing shall not be performed if the wind speed at the microphone height exceeds 5 m/s.
Measurements shall not be made if the air temperature is below 5 °C or above 40 °C or the test surface temperature is below 5 °C or 測定は気温が 5 °C 未満もしくは 40 °C を超えるとき、又は試験路面の温度が 5 °C 未満もしくは 50 °C を超えるときには
行わないものとする。
above 50 °C.
2.3. Ambient noise

2.3. 環境騒音

2.3.1. The background sound level (including any wind noise) shall be at least 10 dB(A) less than the measured tyre rolling sound 2.3.1. 暗騒音レベル（風切音を含む）は、測定されたタイヤ車外騒音の測定値より少なくとも 10 dB(A)小さいものとする。
emission. A suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and ウインドスクリーンがマイクロホンの感度及び方向特性に及ぼす影響を考慮した上で、適当なウインドスクリーンをマ
directional characteristics of the microphone.
イクロホンに取り付けることができる。
2.3.2. Any measurement affected by a sound peak which appears to be unrelated to the characteristics of the general sound level of tyres, 2.3.2. タイヤの一般的騒音レベルの特性と無関係と考えられる騒音ピークによって影響を受けた測定は、無効とするもの
shall be ignored.
とする。
2.4. Test vehicle requirements

2.4. 試験車両の要件

2.4.1. General

2.4.1. 一般要件

The test vehicle shall be a motor vehicle and be fitted with four single tyres on just two axles.

試験は自動車で行い、2 つの車軸のみに 4 本のタイヤを単輪装着するものとする。

2.4.2. Vehicle load

2.4.2. 車両の荷重

The vehicle shall be loaded such as to comply with the test tyre loads as specified in paragraph 2.5.2. below.

車両は、下記 2.5.2 項に記載した試験タイヤ荷重に合致するように荷重を掛けるものとする。

2.4.3. Wheelbase

2.4.3. ホイールベース

The wheelbase between the two axles fitted with the test tyres shall for Class C1 be less than 3.50 m and for Class C2 and Class C3 tyres 試験タイヤを装着した 2 つの車軸間のホイールベースは、クラス C1 のタイヤでは 3.50 m 未満とし、クラス C2 及び C3
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be less than 5 m.

のタイヤでは 5 m 未満とする。

2.4.4. Measures to minimize vehicle influence on sound level measurements

2.4.4. 車両が騒音レベル測定に及ぼす影響を最小化するための措置

To ensure that tyre rolling sound is not significantly affected by the test vehicle design the following requirements and recommendations タイヤ車外騒音が試験車両の設計によって著しい影響を受けないよう確保するために、以下に要件及び推奨事項を記す。
are given.
2.4.4.1. Requirements:

2.4.4.1. 要件：

(a) Spray suppression flaps or other extra device to suppress spray shall not be fitted;

(a) 泥除けやその他のはね上げを抑える特別な装置を装備しないものとする；

(b) Addition or retention of elements in the immediate vicinity of the rims and tyres, which may screen the emitted sound, is not (b) リム及びタイヤのすぐ近くに、発生する騒音を遮る恐れのある要素を追加又は保持することは認めない；
permitted;
(c) Wheel alignment (toe in, camber and caster) shall be in full accordance with the vehicle manufacturer's recommendations;

(c) ホイールのアラインメント（トーイン、キャンバー、キャスター）は、車両製作者の推奨値とする；

(d) Additional sound absorbing material may not be mounted in the wheel housings or under the underbody;

(d) ホイールハウジング内又はアンダーボディの下に吸音材を追加して取り付けてはならない；

(e) Suspension shall be in such a condition that it does not result in an abnormal reduction in ground clearance when the vehicle is loaded (e) サスペンションは、試験要件に従って車両に荷重を掛けたときに、最低地上高が異常に低下するものでないものとす
in accordance with the testing requirement. If available, body level Regulation systems shall be adjusted to give a ground clearance る。車高調整装置を利用できる場合は、非積載状態において通常の位置とする。
during testing which is normal for unladen condition.
2.4.4.2. 寄生騒音を避けるための推奨事項：

2.4.4.2. Recommendations to avoid parasitic noise:

(a) Removal or modification on the vehicle that may contribute to the background noise of the vehicle is recommended. Any removals (a) 車両上で暗騒音の一因となる恐れのあるものは撤去又は変更することが勧められる。撤去又は変更を行った場合は、
or modifications shall be recorded in the test report;
必ず試験報告書に記録するものとする；
(b) During testing it should be ascertained that brakes are not poorly released, causing brake noise;

(b) 試験中はブレーキを完全に解除してブレーキ音を発生させることがないように確認する；

(c) It should be ascertained that electric cooling fans are not operating;

(c) 電動冷却ファンが作動していないことを確認する；

(d) Windows and sliding roof of the vehicle shall be closed during testing.

(d) 車両の窓及びスライディングルーフは、試験中閉めておく。

2.5. Tyres

2.5. タイヤ

2.5.1. General

2.5.1. 一般要件

Four identical tyres shall be fitted on the test vehicle. In the case of tyres with a load capacity index in excess of 121 and without any dual
fitting indication, two of these tyres of the same type and range shall be fitted to the rear axle of the test vehicle; the front axle shall be
fitted with tyres of size suitable for the axle load and planed down to the minimum depth in order to minimize the influence of tyre/road
contact noise while maintaining a sufficient level of safety. Winter tyres that in certain Contracting Parties may be equipped with studs
intended to enhance friction shall be tested without this equipment. Tyres with special fitting requirements shall be tested in accordance
with these requirements (e.g. rotation direction). The tyres shall have full tread depth before being run-in.

試験車両には同一のタイヤを 4 本装着するものとする。但し、ロードインデックスが 121 を超え、複輪装着を想定して
いないタイヤの場合、同一の型式及び範囲の当該タイヤ 2 本を試験車両の後軸に装着するものとする。 前軸は、当該車
軸荷重に適したサイズで、溝を最小限になるまで加工したタイヤを装着し、十分なレベルの安全性を維持すると同時に
タイヤ／道路騒音による影響を最小限に抑えるものとする。一部の締約国において、摩擦を増やすためにスタッドをつ
けることができるウインタータイヤについては、試験はスタッドなしで行うものとする。特殊な取付要件があるタイヤ
は、当該要件に従って試験するものとする（例えば、回転方向）
。タイヤは、慣らし運転を行う前の時点で新品と同様な
トレッドの深さがあるものとする。

Tyres are to be tested on rims permitted by the tyre manufacturer.

タイヤは、タイヤ製作者が認めたリムを用いて試験すること。
2.5.2. Tyre loads

2.5.2. タイヤの荷重

The test load Qt for each tyre on the test vehicle shall be 50 to 90 per cent of the reference load Qr, but the average test load Qt,avr of all 試験車両の各タイヤの試験荷重 Qt は、基準荷重 Qr の 50 ～ 90 %とするが、すべてのタイヤの平均試験荷重 Qt,avr は、基
tyres shall be 75 ± 5 per cent of the reference load Qr.
準荷重 Qr の 75 ± 5 %とする。
For all tyres the reference load Qr corresponds to the maximum mass associated with the load capacity index of the tyre. In the case すべての（クラスの）タイヤについて、基準荷重 Qr は、タイヤのロードインデックスに対応したタイヤの最大負荷能力
where the load capacity index is constituted by two numbers divided by slash (/), reference shall be made to the first number.
と一致する荷重とする。ロードインデックスがスラッシュ（/）で区分された 2 つの数字で構成される場合、基準荷重は
最初の数字により決定されなければならない。
2.5.3. Tyre inflation pressure

2.5.3. タイヤ空気圧

Each tyre fitted on the test vehicle shall have a test pressure Pt not higher than the reference pressure Pr and within the interval:

試験車両に装着した各タイヤは、試験圧 Pt が基準圧 Pr を上回らず、以下の範囲内になるようにするものとする：
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For Class C2 and Class C3 the reference pressure Pr is the pressure corresponding to the pressure index marked on the sidewall.

クラス C2 及びクラス C3 の場合、基準圧 Pr は、サイドウォールに表示された圧力指数に一致する圧力である。

For Class C1 the reference pressure is Pr = 250 kPa for "standard" tyres and 290 kPa for "reinforced" or "extra load" tyres; the minimum クラス C1 の場合、基準圧 Pr は、
「一般」タイヤでは 250 kPa、
「レインフォースド」又は「エクストラロード」タイヤで
test pressure shall be Pt = 150 kPa.
は 290 kPa である。最低試験圧 Pt は 150 kPa とする。
2.5.4. Preparations prior to testing

2.5.4. 試験前の準備

The tyres shall be "run-in" prior to testing to remove compound nodules or other tyre pattern characteristics resulting from the moulding タイヤは、試験前に「慣らし運転」を行うことにより、タイヤパターン特性に影響を与えるような、加硫工程で取り残
process. This will normally require the equivalent of about 100 km of normal use on the road.
されたゴム片等は除去するものとする。このためには通常、道路上での 100 km 程度の通常使用に相当する慣らし運転を
必要とする。
The tyres fitted to the test vehicle shall rotate in the same direction as when they were run-in.
試験車両に装着されたタイヤは、慣らし運転のときと同一の方向に回転させるものとする。
Prior to testing tyres shall be warmed up by running under test conditions.
試験を実施する前に、タイヤを装着した車両を試験条件で走行させ、慣らし運転を行うものとする。
3. Method of testing

3. 試験方法

3.1. General conditions

3.1. 一般条件

For all measurements the vehicle shall be driven in a straight line over the measuring section (AA' to BB') in such a way that the median すべての測定において、車両は、その中央縦断面が線 CC'にできる限り近くなるようにしながら、測定セクションの上を
longitudinal plane of the vehicle is as close as possible to the line CC'.
直線状（AA'から BB'）に走行するものとする。
When the front end of the test vehicle has reached the line AA' the vehicle driver shall have put the gear selector on neutral position and 試験車両の先端が線 AA'に達したときには、車両の運転者はギアセレクターをニュートラル位置に入れてエンジンが切れ
switched off the engine. If abnormal noise (e.g. ventilator, self-ignition) is emitted by the test vehicle during the measurement, the test た状態であるものとする。測定中に試験車両より異常な音（例えば、換気口、自己着火）が出た場合、その試験は無効
shall be disregarded.
とするものとする。
3.2. Nature and number of measurements

3.2. 測定回数

The maximum sound level expressed in A-weighted decibels (dB(A)) shall be measured to the first decimal place as the vehicle is 車両が線 AA'と線 BB'の間を惰行するときの最大音量レベル（A 特性（dB(A)）
）を小数点第 1 位まで測定する（図 1 - 車
coasting between lines AA' and BB' (Figure 1 - front end of the vehicle on line AA', rear end of the vehicle on line BB'). This value will 両の先端が線 AA'上、車両の後端が線 BB'上）
。この値を測定結果とする。
constitute the result of the measurement.
At least four measurements shall be made on each side of the test vehicle at test speeds lower than the reference speed specified in 試験車両の両側で、下記 4.1 項の基準速度を下回る試験速度で少なくとも 4 回の測定を実施し、基準速度を上回る試験速
paragraph 4.1. below and at least four measurements at test speeds higher than the reference speed. The speeds shall be approximately 度で少なくとも 4 回の測定を実施するものとする。速度は、下記 3.3 項に定めた速度範囲にわたってほぼ均等に間隔を置
equally spaced over the speed range specified in paragraph 3.3. below.
くものとする。
3.3. Test speed range

3.3. 試験速度範囲

The test vehicle speeds shall be within the range:

試験車両の速度は、以下の範囲内とする：

(a) From 70 to 90 km/h for Class C1 and Class C2 tyres;

(a) クラス C1 及びクラス C2 のタイヤの場合、70 km/h から 90 km/h；

(b) From 60 to 80 km/h for Class C3 tyres.

(b) クラス C3 のタイヤの場合、60 km/h から 80 km/h

4. Interpretation of results

4. 結果の解釈

The measurement shall be invalid if an abnormal discrepancy between the values is recorded (see paragraph 2.3.2. of this annex).

測定において異常値が記録された場合、測定は無効とする（本附則 2.3.2 項参照）
。

4.1. Determination of test result

4.1. 試験結果の算出方法

Reference speed Vref used to determine the final result will be:

最終結果を算出するために使用する基準速度 Vref は以下のとおりである：

(a) 80 km/h for Class C1 and Class C2 tyres;

(a) クラス C1 及びクラス C2 のタイヤの場合、80 km/h；

(b) 70 km/h for Class C3 tyres.

(b) クラス C3 のタイヤの場合、70 km/h

4.2. Regression analysis of rolling sound measurements

4.2. タイヤ車外騒音測定値の回帰分析
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The tyre-road rolling sound level LR in dB(A) is determined by a regression analysis according to:

タイヤ/道路騒音レベル LR（dB(A)）は以下の式による回帰分析で求める。

Where:

ここで：
は dB(A)で測定された、タイヤ車外騒音のレベル L の平均値である：

is the mean value of the rolling sound levels Li, measured in dB(A):

n is the measurement number (n ≥ 16),

n は測定回数である（n ≥ 16）
、
は速度 Vi の対数の平均値である：

is the mean value of logarithms of speeds Vi:

a is the slope of the regression line in dB(A):

a は回帰線の傾きである（dB(A)）
：

4.3. Temperature correction

4.3. 温度補正

For Class C1 and Class C2 tyres, the final result shall be normalized to a test surface reference temperature
temperature correction, according to the following:

Where:

by applying a クラス C1 及びクラス C2 のタイヤの場合、以下の式により温度補正を行うことによって、最終結果を試験路面の基準温
度 で補正するものとする：

ここで：
は測定された試験路面の温度とする。

= the measured test surface temperature,
= 20 °C,
For Class C1 tyres, the coefficient K is: - 0.03 dB(A)/°C, when
and: - 0.06 dB(A)/°C when
For Class C2 tyres, the coefficient K is - 0.02 dB(A)/°C

は 20 °C とする。
クラス C1 のタイヤの場合、係数 K は、
また、

のとき、- 0.03 dB(A)/°C とする

のとき、- 0.06 dB(A)/°C とする。

クラス C2 のタイヤの場合、係数 K は- 0.02 dB(A)/°C とする。
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If the measured test surface temperature does not change more than 5 °C within all measurements necessary for the determination of the
sound level of one set of tyres, the temperature correction may be made only on the final reported tyre rolling sound level as indicated
above, utilizing the arithmetic mean value of the measured temperatures. Otherwise each measured sound level Li shall be corrected,
utilizing the temperature at the time of the sound recording.

タイヤ一式の騒音レベルの算出に必要な全測定において、測定された試験路面の温度の変化が 5 °C を超えない場合には、
温度補正は、測定された温度の算術平均値を用いて、上述したとおり最終的に報告されるタイヤ車外騒音のレベルに対
してのみ実施することができる。それ以外の場合は、音量を記録した時点での温度を用いて、各回に測定された騒音レ
ベル Li を補正するものとする。

There will be no temperature correction for Class C3 tyres.

クラス C3 のタイヤは温度補正を行わない。

4.4. In order to take account of any measuring instrument inaccuracies, the results according to paragraph 4.3. shall be reduced by 1
dB(A).

4.4. 計測器の誤差を考慮に入れるため、4.3 項による結果より 1 dB(A)を減じるものとする。

4.5. The final result, the temperature corrected tyre rolling sound level LR(
lower whole value.

) in dB(A), in dB(A), shall be rounded down to the nearest 4.5. 最終結果である温度補正済みタイヤのタイヤ車外騒音のレベル LR(
る（dB(A)）
。

Figure 1

図1

Microphone positions for the measurement

測定時のマイクロホンの位置
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Annex 3 - Appendix 1

附則 3 - 付録 1

Test Report

試験報告書

Part 1 - Report

パート 1 - 報告書

1. Type Approval Authority or Technical Service: ..........................................................................................

1. 型式認可当局又は試験機関： .............................................................................................................................

2. Name and address of applicant: .....................................................................................................................

2. 申請者の名称及び所在地： ..................................................................................................................................

3. Test report No.: .................................................................................................................................................

3. 試験報告書番号： ....................................................................................................................................................

4. Manufacturer and Brand Name or Trade description: ................................................................................

4. 製作者及びブランド名又は商業表示： ...........................................................................................................

5. Tyre Class (C1, C2 or C3): .............................................................................................................................

5. タイヤクラス（C1、C2 又は C3）
： ..................................................................................................................

6. Category of use: ...............................................................................................................................................

6. 用途カテゴリー： ....................................................................................................................................................

7. Sound level according to paragraphs 4.4. and 4.5. of Annex 3: .................................................... dB(A)

7. 附則 3 の 4.4 項及び 4.5 項に基づく騒音レベル：70/80 km/h1 の基準速度において....................... dB(A)

at reference speed of 70/80 km/h1
該当しないものを抹消する。

1 Strike out what does not apply.

1

8. Comments (if any): ..........................................................................................................................................

8. 備考（ある場合）
： .................................................................................................................................................

9. Date: ...................................................................................................................................................................

9. 日付： ..........................................................................................................................................................................

10. Signature: ........................................................................................................................................................

10. 署名： .......................................................................................................................................................................

Part 2 - Test data

パート 2 - 試験データ

1. Date of test: .......................................................................................................................................................

1. 試験日： .....................................................................................................................................................................

2. Test vehicle (Make, model, year, modifications, etc.): ...............................................................................

2. 試験車両（車種、モデル、登録年月日、変更、その他）
： .....................................................................

2.1. Test vehicle wheelbase: ....................................................................................................................... mm

2.1. 試験車両のホイールベース： .................................................................................................................. mm

3. Location of test track: ......................................................................................................................................

3. 試験走行路の所在地： ...........................................................................................................................................

3.1. Date of track certification to ISO 10844:2014: ........................................................................................

3.1. ISO 10844:2014 による走行路認証日： ..........................................................................................................

3.2. Issued by: .......................................................................................................................................................

3.2. 発行機関： ..............................................................................................................................................................

3.3. Method of certification: ...............................................................................................................................

3.3. 認証方法： ..............................................................................................................................................................

4. Tyre test details: ................................................................................................................................................

4. タイヤ試験の詳細： ...............................................................................................................................................

4.1. Tyre size designation: ...................................................................................................................................

4.1. タイヤサイズの呼び： .......................................................................................................................................

4.2. Tyre service description: ..............................................................................................................................

4.2. ロードインデックスと速度区分記号： ........................................................................................................

4.3. Reference inflation pressure: ............................................................................................................... kPa

4.3. 基準空気圧： ................................................................................................................................................. kPa

4.4. Test data: ........................................................................................................................................................

4.4. 試験データ： .........................................................................................................................................................

Front left

Front right

Rear left

前方左側

Rear right

Test mass (kg)

試験荷重 (kg)

Tyre load index (%)

タイヤ負荷率 (%)

Inflation pressure (cold) (kPa)

空気圧(冷間時) (kPa)
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4.5. Test rim width code: .....................................................................................................................................

4.5. 試験リム幅の呼び： ............................................................................................................................................

4.6. Temperature measurement sensor type: ....................................................................................................

4.6. 温度測定センサのタイプ： ...............................................................................................................................

5. Valid Test results: .............................................................................................................................................

5. 有効な試験結果： ....................................................................................................................................................

Run
No.

Test
Speed
km/h

Direction

Sound level
left1

Sound level
right1

of run

measured

measured

dB(A)

dB(A)

Air

Track

temp.
°C

temp.
°C

Sound level
left 1 temp.

Sound level
right1 temp.

corrected

corrected

dB(A)

dB(A)

試験走
行番号

Comments

1
2
3
4
5
6
7
8

試験速
度
km/h

走行
方向

騒音
レベル左 1
測定値

騒音
レベル右 1
測定値

dB(A)

dB(A)

気温
℃

走行路
温度
℃

温度補正済み
騒音
レベル左 1

温度補正済み
騒音
レベル右 1

dB(A)

dB(A)

1
2
3
4
5
6
7
8
車両との相対位置

1 Relative to the vehicle.

1

5.1. Regression line slope: ..................................................................................................................................

5.1. 回帰線の傾き： .....................................................................................................................................................

5.2. Sound level after temperature correction according to paragraph 4.3. of Annex 3:

5.2. 附則 3 の 4.3 項に基づく温度補正後の騒音レベル：

............................................................................................................................... dB(A)

......................................................................................................................................... dB(A)
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Annex 4

附則 4

Specifications for the test site1

試験場の仕様 1

1 The specifications for the test site reproduced in this annex are valid until the end of the period indicated in paragraph 12.8. of this Regulation.

1

1. Introduction

1. 序文

This annex describes the specifications relating to the physical characteristics and the laying of the test track. These specifications
based on a special standard2 describe the required physical characteristics as well as the test methods for these characteristics.

本附則は、試験路の物理的特性及び施工に関する仕様を記述したものである。本仕様は、特別な基準 2 に基づいており、
要求される物理特性ならびに当該特性のための試験方法を記述する。

2 ISO 10844:2014

2

2. Required characteristics of the surface

2. 路面の要求特性

A surface is considered to conform to this standard provided that the texture and voids content or sound absorption coefficient have
been measured and found to fulfil all the requirements of paragraphs 2.1. to 2.4. below and provided that the design requirements
(paragraph 3.2. below) have been met.

路面は、きめ深さ及び空隙率又は吸音率が測定され、下記 2.1 項から 2.4 項の全要件に適合することが判明し、かつ設
計要件（下記 3.2 項）が満たされている場合に、本基準に適合するものとみなす。

2.1. Residual voids content

2.1. 空隙率

The residual Voids Content (VC) of the test track paving mixture shall not exceed 8 per cent. For the measurement procedure, see
paragraph 4.1.of this annex.

試験路の舗装混合物の空隙率（VC）は、8 %を超えないものとする。測定手順については、本規則の 4.1 項を参照のこ
と。

2.2. Sound absorption coefficient

2.2. 吸音率

If the surface fails to comply with the residual voids content requirement, the surface is acceptable only if its sound absorption
coefficient α ≤ 0.10. For the measurement procedure, see paragraph 4.2. below. The requirement of this paragraphs 2.1. above are met
also if only sound absorption has been measured and found to be α ≤ 0.10.

路面が空隙率の要件に適合しない場合、吸音率 α ≤ 0.10 になった場合には適合することとみなす。測定手順については、
下記 4.2 項を参照のこと。上記 2.1 項及び 2.2 項の要件は、吸音率を測定し、その結果 α ≤ 0.10 になった場合も適合する
ものとみなす。

Note: The most relevant characteristic is the sound absorption, although the residual voids content is more familiar among road
constructors. However, sound absorption needs to be measured only if the surface fails to comply with the voids requirement. This is
motivated because the latter is connected with relatively large uncertainties in terms of both measurements and relevance and some
surfaces therefore erroneously may be rejected when based only on the voids measurement.

注：道路建設業者にとっては空隙率の方がなじみが深いが、最も関係のある特性は吸音率である。ただし、吸音率は、

2.3. Texture depth

2.3. きめ深さ

The Texture Depth (TD) measured according to the volumetric method (see paragraph 4.3. below) shall be:

体積法（下記 4.3 項参照）に従って測定したきめ深さ（TD）は、以下を満足しなければならない：

TD ≥ 0.4 mm

TD ≥ 0.4 mm

2.4. Homogeneity of the surface

2.4. 路面の均一性

Every practical effort shall be taken to ensure that the surface is made to be as homogeneous as possible within the test area. This
includes the texture and voids content, but it should also be observed that if the rolling process results in more effective rolling at some
places than others, the texture may be different and unevenness causing bumps may also occur.

路面が、試験領域内においてできる限り均一になるよう確保するために可能な限りの努力を払うものとする。この対象
には粗さもしくはきめ深さと空隙率が含まれるが、一部の領域で他の領域よりも転圧の仕方がより効率的になっている
場合には、路面の構造が異なることが考えられ、不均一面による隆起が生じている可能性があることにも注意するもの
とする。

2.5. Period of testing

2.5. 検査の周期

In order to check whether the surface continues to conform to the texture and voids content or sound absorption requirements
stipulated in this standard, periodic testing of the surface shall be done at the following intervals:

路面が本基準に定めたきめ深さ及び空隙率又は吸音率の要件に継続して適合するかどうかを確認するために、路面の定
期的な検査を以下の間隔により実施するものとする：

本附則に再録された試験場の仕様は、本規則の 12.8 項に規定された期間の終了まで有効である。

ISO 10844:2014

路面が空隙の要件に適合しない場合にのみ測定する必要がある。これは、空隙は測定と音との関連性の両面において不
確実な要素が比較的大きいため、一部の路面では空隙の測定だけに基づくと誤って不合格になる恐れがあるためであ
る。
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(a) For residual VC or sound absorption (α):

(a) 空隙率（VC）又は吸音率（α）に関しては：

When the surface is new:

路面新設時：

If the surface meets the requirements when new, no further periodical testing is required. If it does not meet the requirement when it is
new, it may do so later because surfaces tend to become clogged and compacted with time;

路面新設時に要件に適合すれば、更なる定期的な検査試験は要しない。路面新設時に要件に適合しない場合でも、路
面は時間と共に目づまりし、締め固められる傾向があるため、後日に検査してもよい。

(b) For TD:

(b) きめ深さ（TD）に関しては：

When the surface is new:

路面新設時：

When the noise testing starts (Note: Not before four weeks after laying);

騒音試験を開始するとき（注：施工後 4 週間以上経過していること）
；

Then every twelve months.

その後は、12 ヶ月ごとに 1 回。

3. Test surface design

3. 試験路面の設計

3.1. Area

3.1. 試験領域

When designing the test track layout it is important to ensure that, as a minimum requirement, the area traversed by the vehicles
running through the test strip is covered with the specified test material with suitable margins for safe and practical driving. This will
require that the width of the track is at least 3 m and the length of the track extends beyond lines AA and BB by at least 10 m at either
end. Figure 1 shows a plan of a suitable test site and indicates the minimum area which shall be machine laid and machine compacted
with the specified test surface material. According to Annex 3, paragraph 3.2., measurements have to be made on each side of the
vehicle. This can be made either by measuring with two microphone locations (one on each side of the track) and driving in one
direction, or measuring with a microphone only on one side of the track but driving the vehicle in two directions. If the latter method is
used, then there are no surface requirements on that side of the track where there is no microphone.

試験路のレイアウトを設計する際は、最低要件として、試験路を通過する車両が、安全性と実際の走行のために適切
な余裕をもって、規定の試験材料で覆われていることを確実にすることが重要である。このためには、試験路の幅が
少なくとも 3 m で、試験路の長さが少なくとも線 AA 及び線 BB よりも各側で 10 m 長くなる必要がある。図 1 は、
適切な試験場の平面図であり、指定された試験路面材料を用いて、機械で締め固めなければならない最小の領域を示
している。附則 3 の 3.2 項に従って、測定は車両の各側について行わなければならない。この測定は、2 つのマイク
ロホン位置を用い（試験路の各側に 1 つずつ）
、1 方向への走行により測定するか、あるいは、試験路の片側のみにマ
イクロホンを用い、往復走行させるかのいずれかで行うことができる。後者の方法を使用する場合、マイクロホンが
ない試験路の側には路面についての要件はない。

Figure 1

図1

Minimum requirements for test surface area. The shaded part is called "Test area"

試験路面領域の最小要求事項。斜線部分を「試験領域」という
寸法（m）

走行中央線

キー

試験路面で被われる最低領域、すなわち試験領域
マイクロホン（高さ 1.2 m）

注 – この半径内には音響的に反射する大きな物体がないものとする。
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3.2. Design and preparation of the surface

3.2. 路面の設計及び準備

3.2.1. Basic design requirements

3.2.1. 基本設計要件

The test surface shall meet four design requirements:

試験路面は以下の 4 つの設計要件に適合しなければならない：

3.2.1.1. It shall be a dense asphaltic concrete.

3.2.1.1. 密粒度アスファルトコンクリートであること。

3.2.1.2. The maximum chipping size shall be 8 mm (tolerances allow from 6.3 mm to 10 mm).

3.2.1.2. 骨材の最大粒径は 8 mm とする（公差により 6.3 mm から 10 mm までを許容）
。

3.2.1.3. The thickness of the wearing course shall be ≥ 30 mm.

3.2.1.3. 路面表層厚さは 30 mm 以上とする。

3.2.1.4. The binder shall be a straight penetration grade bitumen without modification.

3.2.1.4. バインダは添加剤が入っていないストレートアスファルトとする。

3.2.2. Design guidelines

3.2.2. 設計指針

As a guide to the surface constructor, an aggregate grading curve which will give desired characteristics is shown in Figure 2. In
addition, Table 1 gives some guidelines in order to obtain the desired texture and durability. The grading curve fits the following
formula:

試験路面の建設業者にとっての目安として、所要の特性を得るための骨材の粒度曲線を図 2 に記す。加えて表 1 に、所
要のきめ深さ及び耐久性を得るための指針を示す。粒度曲線は、以下の式で表される：

P (% passing) = 100 · (d/dmax) 1/2

P（通過率%）＝ 100 × (d/dmax)1/2

Where:

ここで：

d = square mesh sieve size, in mm

d = ふるいの目開き（mm 単位）

dmax = 8 mm for the mean curve

dmax = 平均曲線では、8 mm

= 10 mm for the lower tolerance curve

= 最小許容曲線では、10 mm

= 6.3 mm for the upper tolerance curve

= 最大許容曲線では、6.3 mm
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Figure 2

図2

Grading curve of the aggregate in the asphaltic mix with tolerances

アスファルト混合物における骨材の粒度曲線及び許容曲線

In addition to the above, the following recommendations are given:

上記に加えて、以下のとおり推奨する：

(a) The sand fraction (0.063 mm < square mesh sieve size < 2 mm) shall include no more than 55 per cent natural sand and at least 45
per cent crushed sand;

(a) 砂の粒子の構成（0.063 mm < ふるいの目開き < 2 mm）には、粗砂の比率が 55 %以下で、スクリーニングスが少なく
とも 45 %含まれるものとする；

(b) The base and sub-base shall ensure a good stability and evenness, according to best road construction practice;

(b) 上層路盤及び下層路盤は、最良の道路工事方法に従って、適切な安定性と均一性を確保するものとする；

(c) The chippings shall be crushed (100 per cent crushed faces) and of a material with a high resistance to crushing;

(c) 骨材は、破砕されるものとし（破砕面 100 %）
、破砕に対する耐性が高い材料でできているものとする；

(d) The chippings used in the mix shall be washed;

(d) アスファルト混合物に使われる骨材は洗浄するものとする；

(e) No extra chippings shall be added onto the surface;

(e) 表面には骨材を追加しないものとする；

(f) The binder hardness expressed as PEN value shall be 40 - 60, 60 - 80 or even 80 - 100 depending on the climatic conditions of the
country. The rule is that as hard a binder as possible shall be used, provided this is consistent with common practice;

(f) PEN 値で表記したバインダの針入度は、当該国の気象条件に応じて、40 から 60、60 から 80、又は場合によっては 80
から 100 とする。概して、一般的な方法に準ずる範囲で、できる限り硬いバインダを使用するものとする；

(g) The temperature of the mix before rolling shall be chosen so as to achieve by subsequent rolling the required voids content. In
order to increase the probability of satisfying the specifications of paragraphs 2.1. to 2.4. above, the compactness shall be studied not
only by an appropriate choice of mixing temperature, but also by an appropriate number of passings and by the choice of compacting
vehicle.

(g) ローラーによる転圧の前のアスファルト混合物の温度は、その後のローラー転圧によって必要な空隙率を達成できる
ように選択するものとする。上記 2.1 項から 2.4 項の仕様を満たす確率を高めるために、適切な混合温度の選択だけでな
く、適切な転圧回数や締め固め作業車の選択によっても、締め固めについて検討するものとする。
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Table 1

表1

Design guidelines

設計指針
Target values
By total mass of mix

Mass of stones,
square mesh sieve (SM) > 2 mm
Mass of sand 0.063 < SM < 2 mm
Mass of filler SM < 0.063 mm
Mass of binder (bitumen)
Max. chipping size
Binder hardness
Polished Stone Value (PSV)
Compactness,
relative to Marshall Compactness

47.6 %
38.0 %
8.8 %
5.8 %
8 mm
(see paragraph 3.2.2. (f))
> 50
98 %

By mass of the
aggregate
50.5 %
40.2 %
9.3 %
N.A.

目標値

Tolerances

±5 %

砕石の質量、
ふるいの目開き(SM) > 2 mm
砂の質量 0.063 < SM < 2 mm
フィラーの質量 SM < 0.063 mm
バインダ（ビチューメン）の質量
骨材の最大粒径
バインダの針入度
磨製石値（PSV）
マーシャル供試体に対する締め固め度

±5 %
±5 %
± 0.5 %
6.3 - 10 mm

公差

混合物の総質量

骨材の質量

47.6 %

50.5 %

±5 %

38.0 %
8.8 %
5.8 %
8 mm
（3.2.2 項(f)参照）
> 50
98 %

40.2 %
9.3 %
該当せず

±5 %
±5 %
±0.5 %
6.3 - 10 mm

4. Test method

4. 試験方法

4.1. Measurement of the residual voids content

4.1. 空隙率の測定

For the purpose of this measurement, cores have to be taken from the track in at least four different positions, which are equally
distributed in the test area between lines AA and BB (see Figure 1). In order to avoid in homogeneity and unevenness in the wheel
tracks, cores should not be taken in wheel tracks themselves, but close to them. Two cores (minimum) should be taken close to the
wheel tracks and one core (minimum) should be taken approximately midway between the wheel tracks and each microphone
location.

この測定の目的においては、少なくとも 4 つの異なる位置で試験領域よりコアを採取しなければならない。この採取位
置は、試験領域内の線 AA と線 BB の間で均等に配分する（図 1 参照）
。車輪通過部の不均一性及び凹凸を避けるため、
コアは走行路自体から採取せず、その近辺より採取するものとする。車輪通過部の近くより 2 つのコア（最低）を採取
し、車輪通過部と各マイクロホン位置とのほぼ中間より 1 つのコア（最低）を採取するものとする。

If there is a suspicion that the condition of homogeneity is not met (see paragraph 2.4. above), cores shall be taken from more locations
within the test area.

均一性の条件が満たされていないことが疑われる場合は（上記 2.4 項参照）
、試験領域内のより多くの場所からコアを採
取するものとする。

The residual voids content has to be determined for each core, then the average value from all cores shall be calculated and compared
with the requirement of paragraph 2.1. of this annex. In addition, no single core shall have a voids value, which is higher than 10 per
cent.

空隙率を各コアについて算出し、続いて、すべてのコアの空隙率平均値を算出し、本附則 2.1 項の要件と比較するもの
とする。加えて、いずれのコアも空隙率が 10 %を超えてはならない。

The test surface constructor is reminded of the problem, which may arise when the test area is heated by pipes or electrical wires and
cores shall be taken from this area. Such installations shall be carefully planned with respect to future core drilling locations. It is
recommended to leave a few locations of size approximately 200 mm x 300 mm where there are no wires/pipes or where the latter are
located deep enough in order not to be damaged by cores taken from the surface layer.

試験路面建設者は、試験領域をパイプ又は電熱線によって暖める場合には、この領域からコアを採取しなければならな
いことによる問題の発生も考慮しておく必要がある。このような設備は、後でコアを採取する場所を考慮して計画を立
てなければならない。電熱線又はパイプが通らない部分を約 200 mm×300 mm の大きさで数か所残しておくか、又は表
層からコアを採取する際に損傷を受けないように地表から深くパイプを埋設した場所を残すことを勧める。

4.2. Sound absorption coefficient

4.2. 吸音率

The sound absorption coefficient (normal incidence) shall be measured by the impedance tube method using the procedure specified
in ISO 10534-1:1996 or ISO 10534-2:1998.

吸音率（垂直入射）は、ISO 10534-1:1996 又は ISO 10534-2:1998 に定められた手順を用いて、管内法で測定するものと
する。

Regarding test specimens, the same requirements shall be followed as regarding the residual voids content (see paragraph 4.1. above).
The sound absorption shall be measured in the range between 400 Hz and 800 Hz and in the range between 800 Hz and 1,600 Hz (at
least at the centre frequencies of third octave bands) and the maximum values shall be identified for both of these frequency ranges.
Then these values, for all test scores, shall be averaged to constitute the final result.

供試体に関しては、空隙率に関して準拠した要件と同一要件に従うものとする（上記 4.1 項参照）
。吸音率は、400 Hz
から 800 Hz の範囲と 800 Hz から 1,600 Hz の範囲で（少なくとも 1/3 オクターブバンド中心周波数で）測定するものと
し、これら両方の周波数範囲についての最大値を代表値とする。次に、すべての試験コアについて、上記の値を平均し
て最終結果を求めるものとする。
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4.3. Volumetric macro-texture measurement

4.3. きめ深さの測定

For the purpose of this standard, texture depth measurements shall be made on at least 10 positions evenly spaced along the wheel
tracks of the test strip and the average value taken to compare with the specified minimum texture depth. See Standard ISO
10844:2014 for description of the procedure.

本基準の目的においては、試験路の車輪通過部に沿って均等に間隔を置いた 10 箇所以上で、きめ深さの測定を行い、
その平均値を求めて、指定されたきめ深さの最小値と比較するものとする。試験手順については、ISO 規格 10844:2014
を参照のこと。

5. Stability in time and maintenance

5. 時間経過に伴う安定性と維持管理

5.1. Age influence

5.1. 経時変化

In common with any other surfaces, it is expected that the tyre rolling sound level measured on the test surface may increase slightly
during the first 6-12 months after construction.

どのような路面にも共通して言えることだが、試験路面で測定したタイヤ車外騒音のレベルは施工後最初の 6 から 12
ヶ月で若干増加することが予想される。

The surface will achieve its required characteristics not earlier than four weeks after construction. The influence of age on the noise
from trucks is generally less than that from cars.

路面は、要求される特性をその建設から 4 週間以上経過してから達成することが見込まれる。一般に、経時変化がト
ラックからの騒音に与える影響は、乗用車からの騒音に与える影響よりも小さい。

The stability over time is determined mainly by the polishing and compaction by vehicles driving on the surface. It shall be
periodically checked as stated in paragraph 2.5. above.

経時変化に伴う安定性は、主に路面を走行する車両によって、表面が磨かれたり、締め固められることで決まる。上
記 2.5 項に記載したとおり定期的な確認を行うものとする。

5.2. Maintenance of the surface

5.2. 路面の維持管理

Loose debris or dust, which could significantly reduce the effective texture depth shall be removed from the surface. In countries with
winter climates, salt is sometimes used for de-icing. Salt may alter the surface temporarily or even permanently in such a way as to
increase noise and is therefore not recommended.

有効なきめ深さを著しく減じる恐れのある破片やほこりが散らかっている場合は路面から除去するものとする。冬季
に、氷結防止のために塩を撒くことがあるが、塩は路面を一時的又はときには恒久的に変化させ、騒音を増やす場合
があるため、散布は勧めない。

5.3. Repaving the test area

5.3. 試験領域の再舗装

If it is necessary to repave the test track, it is usually unnecessary to repave more than the test strip (of 3 m width in Figure 1) where
vehicles are driving, provided the test area outside the strip met the requirement of residual voids content or sound absorption when it
was measured.

試験路の再舗装が必要な場合、一般には、車両が走行する試験ストリップ（図 1 の 3 m 幅の領域）以外の再舗装は不
要である。ただし、試験路の外側の試験領域も空隙率又は吸音率を測定したときに要件に適合していることを前提条
件とする。

6. Documentation of the test surface and of tests performed on it

6. 試験路面及び試験実施結果の報告書

6.1. Documentation of the test surface

6.1. 試験路面の報告書

The following data shall be given in a document describing the test surface:

試験路面を記述する報告書に以下のデータを記載するものとする：

6.1.1. The location of the test track;

6.1.1. 試験路の所在地；

6.1.2. Type of binder, binder hardness, type of aggregate, maximum theoretical density of the concrete (DR), thickness of the wearing
course and grading curve determined from cores from the test track;

6.1.2. バインダの種類、バインダの針入度、骨材の種類、アスファルトコンクリートの理論最大密度（DR）
、路面表層
厚さ、及び試験領域から採取したコアで求めた粒度曲線；

6.1.3. Method of compaction (e.g. type of roller, roller mass, number of passes);

6.1.3. 転圧工法（例えば、ローラーのタイプ、ローラーの質量、転圧回数）
；

6.1.4. Temperature of the mix, temperature of the ambient air and wind speed during laying of the surface;

6.1.4. 路面を施工した際の混合物の温度、周囲空気の温度、及び風速；

6.1.5. Date when the surface was laid and contractor;

6.1.5. 路面を施工した日付及び建設業者；

6.1.6. All or at least the latest test result, including:

6.1.6. 以下の内容を含む、すべての試験結果又は少なくとも最新の試験結果：

6.1.6.1. The residual voids content of each core;

6.1.6.1. 各コアの空隙率；

6.1.6.2. The locations in the test area from where the cores for voids measurements have been taken;

6.1.6.2. 空隙率の測定のためのコアを採取した試験領域内の場所；

6.1.6.3. The sound absorption coefficient of each core (if measured). Specify the results both for each core and each frequency range
as well as the overall average;

6.1.6.3. 各コアの吸音率
（測定した場合）
。
各コア及び各周波数範囲についての結果ならびに全体の平均値を明記すること；

6.1.6.4. The locations in the test area from where the cores for absorption measurement have been taken;

6.1.6.4. 吸音率測定のためのコアを採取した試験領域内の場所；
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6.1.6.5. Texture depth, including the number of tests and standard deviation;

6.1.6.5. きめ深さ。試験の回数と標準偏差を含む；

6.1.6.6. The institution responsible for tests according to paragraphs 6.1.6.1. and 6.1.6.2. above and the type of equipment used;

6.1.6.6. 上記 6.1.6.1 項及び 6.1.6.2 項に準拠した試験を受け持つ機関、及び使用した機器のタイプ；

6.1.6.7. Date of the test(s) and date when the cores were taken from the test track.

6.1.6.7. 試験の日付、及びコアを試験路から採取した日付。

6.2. Documentation of vehicle noise tests conducted on the surface

6.2. 路面で実施した車両騒音試験についての書類

In the document describing the vehicle noise test(s) it shall be stated whether all the requirements of this standard were fulfilled or not.
Reference shall be given to a document according to paragraph 6.1. above describing the results which verify this.

車両騒音試験について記述した書類には、本基準の全要件が満たされたかどうかを記載するものとする。上記 6.1 項に準
拠する書類を参照し、要件の適合を確認する結果を記述するものとする。
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Annex 5

附則 5

Test procedures for measuring wet grip

ウェットグリップを測定するための試験手順

(A) - C1 category tyres

(A) - カテゴリーC1 のタイヤ

1. Reference standards

1. 引用規格

The following documents listed apply.

以下に記載する文書が適用する。

1.1. ASTM E 303-93 (Reapproved 2008), Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British
Pendulum Tester.

1.1. ASTM E 303-93（2008 年再承認）
、英国式振り子試験機を用いた表面摩擦特性を測定する標準試験方法。

1.2. ASTM E 501-08, Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests.

1.2. ASTM E 501-08、路面すべり抵抗試験用の標準リブタイヤの標準仕様。

1.3. ASTM E 965-96 (Reapproved 2006), Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric
Technique.

1.3. ASTM E 965-96（2006 年再承認）
、体積法を用いた路面きめ深さを測定するための標準試験方法。

1.4. ASTM E 1136-93 (Reapproved 2003), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire P195/75R14.

1.4. ASTM E 1136-93（2003 年再承認）
、SRTTP195/75R14 の標準仕様。

1.5. ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire P225/60R16.

1.5. ASTM F 2493-08、SRTTP225/60R16 の標準仕様。

2. Definitions

2. 定義

For the purposes of testing wet grip of C1 tyres:

C1 タイヤのウェットグリップを試験する目的において：

2.1. "Test run" means a single pass of a loaded tyre over a given test track surface.

2.1. 「試験走行」とは、基準となる荷重条件下のタイヤが、試験路面上を単一回走行すること。

2.2. "Test tyre(s)" means a candidate tyre, a reference tyre or a control tyre or tyre set that is used in a test run.

2.2. 「試験タイヤ」とは、試験走行に使用される供試タイヤ、SRTT 又はコントロールタイヤもしくはタイヤセットを
いう。

2.3. "Candidate tyre(s) (T)" means a tyre or a tyre set that is tested for the purpose of calculating its wet grip index.

2.3. 「供試タイヤ（T）
」とは、そのウェットグリップ指数を計算するために試験するタイヤ又はタイヤセットをいう。

2.4. "Reference tyre(s) (R)" means a tyre or a tyre set that has the characteristics indicated in the ASTM F 2493-08 and referred to as
the Standard Reference Test Tyre.

2.4. 「基準タイヤ SRTT（R）
」とは、ASTM F 2493-08 に記載された特性を有し、かつ基準試験タイヤと呼ばれるタイ
ヤ又はタイヤセットをいう。

2.5. "Control tyre(s) (C)" means an intermediate tyre or a set of intermediate tyres which is used when the candidate tyre and the
reference tyre cannot be directly compared on the same vehicle.

2.5. 「コントロールタイヤ（C）
」とは、供試タイヤと SRTT が同一車両上で直接比較することができない場合に用い
られる中間的なタイヤ又は中間的なタイヤのセットをいう。

2.6. "Braking force of a tyre" means the longitudinal force, expressed in newton, resulting from braking torque application.

2.6. 「タイヤの制動力」とは、制動トルクを掛けた結果生じる前後力（N）をいう。

2.7. "Braking force coefficient of a tyre (BFC)" means the ratio of the braking force to the vertical load.

2.7. 「タイヤの制動力係数（BFC）
」とは、垂直負荷に対する制動力の比率をいう。

2.8. "Peak braking force coefficient of a tyre" means the maximum value of a tyre braking force coefficient that occurs prior to wheel
lockup as the braking torque is progressively increased.

2.8. 「タイヤのピーク制動力係数」とは、制動トルクが連続的に増加するのに伴い、ホイールのロックの前に生じる
タイヤの制動力係数の最大値をいう。

2.9. "Lockup of a wheel" means the condition of a wheel in which its rotational velocity about the wheel spin axis is zero and it is
prevented from rotating in the presence of applied wheel torque.

2.9. 「ホイールのロック」とは、車両の回転軸を中心とするホイールの回転速度が零で、かつホイールにトルクを掛
けたときにも回転しないホイールの状態をいう。

2.10. "Vertical load" means the load in newton imposed on the tyre perpendicular to the road surface.

2.10. 「垂直負荷」とは、タイヤに対して路面に垂直に掛かる負荷（N）をいう。

2.11. "Tyre test vehicle" means a dedicated special purpose vehicle which has instruments to measure the vertical and the longitudinal
forces on one test tyre during braking.

2.11. 「タイヤ試験車両」とは、制動中に 1 つの試験タイヤに掛かる垂直力及び前後力を測定する計器を備えた専用特
殊車両をいう。

2.12. "SRTT14" means the ASTM E 1136-93 (Reapproved 2003), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire
P195/75R14.

2.12. 「SRTT14」とは、ASTM E 1136-93（2003 年再承認）に規定されている、基準タイヤ試験タイヤ P195/75R14 の
タイヤをいう。

2.13. "SRTT16" means the ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire P225/60R16.

2.13. 「SRTT16」とは、ASTM F 2493-08 に規定されている、標準的基準試験タイヤ P225/60R16 のタイヤをいう。
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3. General test conditions

3. 一般試験条件

3.1. Track characteristics

3.1. 試験路の特性

The test track shall have the following characteristics:

試験路は以下の特性を有するものとする：

3.1.1. The surface shall have a dense asphalt surface with a uniform gradient of not more than 2 per cent and shall not deviate more
than 6 mm when tested with a 3 m straight edge.

3.1.1. 路面は、2 %以下の均一な勾配を持つ密粒度アスファルト路面を有するものとし、かつ 3 m の直定規で測定した
ときに、6 mm を超えて外れないものとする。

3.1.2. The surface shall have a pavement of uniform age, composition, and wear. The test surface shall be free of loose material and
foreign deposits.

3.1.2. 路面は、使用年数、組成、及び摩耗が均一な路面を有するものとする。試験面には軟土及び異物の堆積がない
ものとする。

3.1.3. The maximum chipping size shall be 10 mm (tolerances permitted from 8 mm to 13 mm).

3.1.3. 骨材の最大粒径は 10 mm とする（8 mm から 13 mm の公差を認める）
。

3.1.4. The texture depth as measured by a sand patch shall be 0.7 ± 0.3 mm. It shall be measured in accordance with ASTM E 965-96
(Reapproved 2006).

3.1.4. サンドパッチ法を用いて測定したきめ深さは 0.7 ± 0.3 mm とする。当該深さは ASTM E 965-96（2006 年再承認）
に従って測定するものとする。

3.1.5. The wetted frictional properties of the surface shall be measured with either method (a) or (b) in section 3.2.

3.1.5. ウェット路面の摩擦特性を 3.2 項の方法(a)又は(b)のいずれかを用いて測定するものとする。

3.2. Methods to measure the wetted frictional properties of the surface

3.2. ウェット路面の摩擦特性を測定する方法

3.2.1. British Pendulum Number (BPN) method (a)

3.2.1. 英国式振り子試験機による表面摩擦特性（BPN）の測定法(a)

The British Pendulum Number method shall be as defined in ASTM E 303-93 (Reapproved in 2008).

英国式振り子試験機による表面摩擦特性の測定法は ASTM E 303-93（2008 年再承認）に定義されたとおりとする。

Pad rubber component formulation and physical properties shall be as specified in ASTM E 501-08.

パッドのゴムの成分表及び物理的特性は ASTM E 501-08 に規定したとおりとする。

The averaged British Pendulum Number (BPN) shall be between 42 and 60 BPN after temperature correction as follows.

英国式振り子による表面摩擦特性（BPN）の平均は、以下の温度補正後 42 から 60 BPN の間とする。

BPN shall be corrected by the wetted road surface temperature. Unless temperature correction recommendations are indicated by the
British pendulum manufacturer, the following formula is used:

BPN はウェット路面温度で補正するものとする。英国式振り子製作者が温度補正推奨値を明記していない限り、以下
の式を用いる：

BPN = BPN(measured value) + temperature correction

BPN = BPN（測定値）+ 温度補正値

Temperature correction = - 0.0018 t 2 + 0.34 t - 6.1

温度補正値 = - 0.0018 t2 + 0.34 t - 6.1

Where t is the wetted road surface temperature in degrees Celsius.

ここで、t はウェット路面温度（°C）である。

Effects of slider pad wear: the pad shall be removed for maximum wear when the wear on the striking edge of the slider reaches 3.2
mm in the plane of the slider or 1.6 mm vertical to it in accordance with section 5.2.2 and Figure 3 of ASTM E 303-93 (Reapproved
2008).

スライダーパッドの摩耗の影響：ASTM E 303-93（2008 年再承認）の 5.2.2 項及び図 3 に従って、スライダーの接触端
部の摩耗がスライダー面内で 3.2 mm、又はスライダー面に垂直に 1.6 mm に達したときに、当該パッドを交換するも
のとする。

For the purpose of checking track surface BPN consistency for the measurement of wet grip on an instrumented passenger car: the BPN
values of the test track should not vary over the entire stopping distance so as to decrease the dispersion of test results. The wetted
frictional properties of the surface shall be measured five times at each point o f the BPN measurement every 10 meters and the
coefficient of variation of the averaged BPN shall not exceed 10 per cent.

実車法での試験路面の BPN 均一性確認：試験路の BPN 値は、試験結果の分散を少なくするために制動距離範囲にわ
たって変化すべきでないものとする。10 m 間隔の BPN 測定の各点において、路面のウェット摩擦特性を 5 回測定す
るものとし、BPN 平均値の変動係数は 10 %を超えないものとする。

3.2.2. ASTM E 1136 Standard Reference Test Tyre method (b)

3.2.2. ASTM E 1136 SRTT 法(b)

By derogation with paragraph 2.4. above, this method uses the reference tyre that has the characteristics indicated in the ASTM E
1136-93 (Reapproved 2003) and referred to as SRTT14.

上記 2.4 項によらず、本方法は ASTM E 1136-93（2003 年再承認）に記載された特性を有し、かつ SRTT14 と呼ばれる
SRTT を用いる。

The average peak braking force coefficient (µpeak,ave) of the SRTT14 shall be 0.7 ± 0.1 at 65 km/h.

SRTT14 の平均ピーク制動力係数（µpeak,ave）は 65 km/h で 0.7 ± 0.1 とする。

The average peak braking force coefficient (µpeak,ave) of the SRTT14 shall be corrected for the wetted road surface temperature as
follows:

SRTT14 の平均ピーク制動力係数（µpeak,ave）は、以下のとおりウェット路面温度にしたがって補正するものとする：

Peak braking force coefficient (µpeak,ave) = peak braking force coefficient (measured) + temperature correction

ピーク制動力係数（µpeak,ave）＝ピーク制動力係数（測定値）+ 温度補正値

Temperature correction = 0.0035 x (t - 20)

温度補正値 = 0.0035 × (t – 20)

Where t is the wetted road surface temperature in degrees Celsius.

ここで、t はウェット路面温度（°C）である。
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3.3. Atmospheric conditions

3.3. 環境条件

The wind conditions shall not interfere with wetting of the surface (wind-shields are allowed).

風の条件が路面散水状況を妨げないものとする（風除けは容認される）
。

Both the wetted surface temperature and the ambient temperature shall be between 2 °C and 20 °C for snow tyres and 5 °C and 35 °C
for normal tyres.

ウェット路面温度及び気温はいずれも、スノータイヤについては 2 °C から 20 °C、ノーマルタイヤについては 5 °C か
ら 35 °C とする。

The wetted surface temperature shall not vary during the test by more than 10 °C.

試験中、ウェット路面温度は 10 °C を超えて変化しないものとする。

The ambient temperature must remain close to the wetted surface temperature; the difference between the ambient and the wetted
surface temperatures must be less than 10 °C.

気温はウェット路面温度に近い温度を維持しなければならない。気温とウェット路面温度との差は 10 °C 未満でなけ
ればならない。

4. Testing methods for measuring wet grip

4. ウェットグリップを測定するための試験方法

For the calculation of the wet grip index (G) of a candidate tyre, the wet grip braking performance of the candidate tyre is compared to
the wet grip braking performance of the reference tyre on a vehicle travelling straight ahead on a wet, paved surface. It is measured with
one of the following methods:

供試タイヤのウェットグリップ指数（G）を計算するために、ウェット路面上を直進する車両で、供試タイヤのウェ
ットグリップ制動性能を SRTT のウェットグリップ制動性能と比較する。本制動性能は以下の方法の 1 つで測定する：

(a) Vehicle method consisting of testing a set of tyres mounted on an instrumented passenger car;

(a) 計装乗用車に取り付けた 1 セットのタイヤ試験で構成する実車法、

(b) Testing method using a trailer towed by a vehicle or a tyre test vehicle, equipped with the test tyre(s).

(b) 試験タイヤを装着した、車両が牽引するトレーラー又はタイヤ試験車両を用いた試験方法；

4.1. Testing method (a) using an instrumented passenger car

4.1. 計装乗用車を用いた試験方法(a)

4.1.1. Principle

4.1.1. 概要

The testing method covers a procedure for measuring the deceleration performance of C1 tyres during braking, using an instrumented
passenger car equipped with an Antilock Braking System (ABS), where "instrumented passenger car" means a passenger car that is
fitted with the measuring equipment listed in paragraph 4.1.2.2. below for the purpose of this testing method. Starting with a defined
initial speed, the brakes are applied hard enough on four wheels at the same time to activate the ABS. The average deceleration is
calculated between two pre-defined speeds.

当該試験方法は、アンチロックブレーキシステム（ABS）を装備した計装乗用車を用いて、制動中の C1 タイヤの減
速性能を測定する手順を含む。ここで、
「計装乗用車」とは、本試験方法の意図するところにより、4.1.2.2.に記載した
測定装置を装備した乗用車をいう。所定の初速度で開始し、ABS を作動させるために 4 つのホイールに同時にブレー
キを十分な強さで掛ける。2 つの所定速度間の平均減速度を計算する。

4.1.2. Equipment

4.1.2. 装置

4.1.2.1. Vehicle

4.1.2.1. 車両

Permitted modifications on the passenger car are as follows:

容認される乗用車の変更は以下のとおりである：

(a) Those allowing the number of tyre sizes that can be mounted on the vehicle to be increased;

(a) 車両に取り付けることができるタイヤサイズの数を増やすような変更；

(b) Those permitting automatic activation of the braking device to be installed;

(b) 制動装置の自動作動装置を取り付けることを可能にする変更；

(c) Any other modification of the braking system is prohibited.

(c) ブレーキシステムのその他のいかなる変更も禁止されている。

4.1.2.2. Measuring equipment

4.1.2.2. 測定装置

The vehicle shall be fitted with a sensor suitable for measuring speed on a wet surface and distance covered between two speeds.

車両には、ウェット路面上での速度及び 2 つの速度間の距離の測定に適した装置を装着するものとする。

To measure vehicle speed, a fifth wheel or non-contact speed-measuring system shall be used.

車速を測定するために、第 5 輪又は非接触型速度測定システムを用いるものとする。

4.1.3. Conditioning of the test track and wetting condition

4.1.3. 試験路の調整及び散水条件

The test track surface shall be watered at least half an hour prior to testing in order to equalize the surface temperature and water
temperature. External watering should be supplied continuously throughout testing. For the whole testing area, the water depth shall be
1.0 ± 0.5 mm, measured from the peak of the pavement.

路面温度と水温を等しくするために、試験路面を少なくとも試験の 30 分前に散水するものとする。外部からの散水は
試験全体を通して継続するものとする。試験領域全体について、水深は路面のピークから測定したときに 1.0 ± 0.5 mm
とする。

The test track should then be conditioned by conducting at least ten test runs with tyres not involved in the test programme at 90 km/h.

その後、当該試験プログラムに関与しないタイヤを用いて、90 km/h で少なくとも 10 回の試験走行を実施することに
よって、試験路に調整を施すものとする。
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4.1.4. Tyres and rims

4.1.4. タイヤ及びリム

4.1.4.1. Tyre preparation and break-in

4.1.4.1. タイヤの準備及び慣らし運転

The test tyres shall be trimmed to remove all protuberances on the tread surface caused by mould air vents or flashes at mould junctions.

金型の空気口又は金型の接合部のはみだしによって生じたトレッド面のすべての突起を取り除くために、試験タイヤ
をトリミングするものとする。

Fit the test tyres on rims specified by a recognized tyre and rim standards organization as listed in Appendix 4 of Annex 6 to this
Regulation.

試験タイヤを、本規則の附則 6 付録 4 に記載されているタイヤ及びリムの標準機関により指定されたリムに取り付け
る。

4.1.4.2. Tyre load

4.1.4.2. タイヤの負荷

The static load on each axle tyre shall lie between 60 per cent and 90 per cent of the tested tyre load capacity. Tyre loads on the same
axle should not differ by more than 10 per cent.

各車軸におけるタイヤへの静的負荷は、試験対象のタイヤの負荷能力の 60 %から 90 %の間とする。同一車軸へのタ
イヤの負荷は 10 %を超える差異がないこと。

4.1.4.3. Tyre inflation pressure

4.1.4.3. タイヤ空気圧

On the front and rear axles, the inflation pressures shall be 220 kPa (for standard- and extra-load tyres). The tyre pressure should be
checked just prior to testing at ambient temperature and adjusted if required.

前後軸において、空気圧は 220 kPa とする（ノーマルタイヤ及びエクストラロードタイヤとの区別なく）
。周囲温度で
試験直前にタイヤ空気圧を確認し、必要な場合は調節するものとする。

4.1.5. Procedure

4.1.5. 手順

4.1.5.1. Test run

4.1.5.1. 試験走行

The following test procedure applies for each test run.

各試験走行について以下の試験手順を適用する。

4.1.5.1.1. The passenger car is driven in a straight line up to 85 ± 2 km/h.

4.1.5.1.1. 試験車両を直進運転により 85 ± 2 km/h になるまで加速する。

4.1.5.1.2. Once the passenger car has reached 85 ± 2 km/h, the brakes are always activated at the same place on the test track referred to
as "braking starting point", with a longitudinal tolerance of 5 m and a transverse tolerance of 0.5 m.

4.1.5.1.2. 試験車両の速度が 85 ± 2 km/h に達したら、
「制動開始点」という試験路上の同一箇所で必ずブレーキを作動
させる。縦方向の公差は 5 m、横方向の公差は 0.5 m である。

4.1.5.1.3. The brakes are activated either automatically or manually.

4.1.5.1.3. ブレーキは自動又は手動のいずれかで作動させる。

4.1.5.1.3.1. The automatic activation of the brakes is performed by means of a detection system made of two parts, one indexed to the
test track and one on board the passenger car.

4.1.5.1.3.1. ブレーキの自動作動は、試験路に置く部分と乗用車上に置く部分の 2 つの部分から成る検知システムによ
って行う。

4.1.5.1.3.2. The manual activation of the brakes depends on the type of transmission as follows. In both cases, a minimum of 600 N
pedal efforts is required.

4.1.5.1.3.2. ブレーキの手動作動は、以下のトランスミッションの種類によって異なる。いずれの場合も、少なくとも
600 N のペダル動作が要求される。

For manual transmission, the driver should release the clutch and depress the brake pedal sharply, holding it down as long as necessary
to perform the measurement.

マニュアルトランスミッションの場合、運転者はクラッチを切り、ブレーキペダルを素早く踏み込んで、測定を実施
するのに必要な時間だけ踏み込んだ状態を維持するものとする。

For automatic transmission, the driver should select neutral gear and then depress the brake pedal sharply, holding it down as long as
necessary to perform the measurement.

オートマチックトランスミッションの場合、運転者はニュートラルギアを選択してからブレーキペダルを素早く踏み
込んで、測定を実施するのに必要な時間だけ踏み込んだ状態を維持するものとする。

4.1.5.1.4. The average deceleration is calculated between 80 km/h and 20 km/h.

4.1.5.1.4. 80 km/h と 20 km/h の間で平均減速度を計算する。

If any of the specifications listed above (including speed tolerance, longitudinal and transverse tolerance for the braking starting point,
and braking time) are not met when a test run is made, the measurement is discarded and a new test run is made.

試験走行時に、上記の仕様（速度公差、制動開始点の縦及び横方向の公差、ならびに制動時間）のいずれかが満たさ
れない場合は、測定値を破棄し、新たに試験走行を実施する。

4.1.5.2. Test cycle

4.1.5.2. 試験サイクル

A number of test runs are made in order to measure the wet grip index of a set of candidate tyres (T) according to the following
procedure, whereby each test run shall be made in the same direction and up to three different sets of candidate tyres may be measured
within the same test cycle:

以下の手順に従って、1 セットの供試タイヤ（T）のウェットグリップ指数を測定するために、何度も試験走行を実施
する。ここで、各試験走行は同一方向に対して実施するものとし、同一の試験サイクル内で最大 3 つの供試タイヤセ
ットを測定することができる。

4.1.5.2.1. First, the set of reference tyres are mounted on the instrumented passenger car.

4.1.5.2.1. まず、SRTT のセットを計装乗用車に取り付ける。

4.1.5.2.2. After at least three valid measurements have been made in accordance with paragraph 4.1.5.1. above, the set of reference tyres
is replaced by a set of candidate tyres.

4.1.5.2.2. 上記 4.1.5.1 項に従って少なくとも 3 回の有効な測定を実施した後、SRTT のセットを供試タイヤのセットと
交換する。
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4.1.5.2.3. After six valid measurements of the candidate tyres are performed, two more set of candidate tyres may be measured.

4.1.5.2.3. 供試タイヤの有効な測定を 6 回行った後、さらに 2 セットの供試タイヤの測定を実施してもよい。

4.1.5.2.4. The test cycle is closed by three more valid measurements of the same set of reference tyres as at the beginning of the test
cycle.

4.1.5.2.4. 試験サイクルは、試験サイクル開始時と同じ SRTT のセットでさらに 3 回有効な測定を実施して終了する。

Examples:

例：

(a) The run order for a test cycle of three sets of candidate tyres (T1 to T3) plus a set of reference tyres (R) would be the following:

(a) 3 セットの供試タイヤ（T1 から T3）と 1 セットの SRTT（R）の試験サイクルの走行順序は以下のとおりである：

R-T1-T2-T3-R

R - T1 - T2 - T3 - R

(b) The run order for a test cycle of five sets of candidate tyres (T1 to T5) plus a set of reference tyres (R) would be the following:

(b) 5 セットの供試タイヤ（T1 から T5）と 1 セットの SRTT（R）の試験サイクルの走行順序は以下のとおりである：

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

R - T1 - T2 - T3 - R - T4 - T5 - R

4.1.6. Processing of measurement results

4.1.6. 測定結果の処理

4.1.6.1. Calculation of the Average Deceleration (AD)

4.1.6.1. 平均減速度（AD）の計算

The Average Deceleration (AD) is calculated for each valid test run in m/s2 as follows:

各有効な試験走行について、以下のとおり平均減速度（AD）
（m/s2）を計算する：

Where:

ここで：

Sf is the final speed in m/s; Sf = 20 km/h = 5.556 m/s

Sf は終速度（m/s）である；Sf = 20 km/h = 5.556 m/s

Si is the initial speed in m/s; Si = 80 km/h = 22.222 m/s

Si は初期速度（m/s）である；Si = 80 km/h = 22.222 m/s

d is the distance covered between Si and Sf in meter.

d は Si と Sf の間に走行した距離（m）である。

4.1.6.2. Validation of results

4.1.6.2. 結果の検証

The AD coefficient of variation is calculated as follows:

AD 変動係数を以下のとおり計算する：

(Standard deviation / Average) x 100.

（標準偏差／平均値）× 100

For the reference tyres (R): If the AD coefficient of variation of any two consecutive groups of three tests runs of the reference tyre set is
higher than 3 per cent, all data should be discarded and the test repeated for all test tyres (the candidate tyres and the reference tyres).

SRTT（R）の場合：SRTT セットの 3 回の試験走行のうち、連続するいずれか 2 つのグループの AD 変動係数が 3 %を超
える場合、すべてのデータを破棄し、すべての試験タイヤ（供試タイヤ及び SRTT）について試験をやり直すものとする。

For the candidate tyres (T): The AD coefficients of variation are calculated for each candidate tyre set. If one coefficient of variation is
higher than 3 per cent, the data should be discarded and the test repeated for that candidate tyre set.

供試タイヤ（T）の場合：各供試タイヤセットについて AD 変動係数を計算する。1 つの変動係数が 3 %を超える場合、
当該データを破棄し、当該供試タイヤセットについて試験をやり直すものとする。

4.1.6.3. Calculation of adjusted average deceleration (Ra)

4.1.6.3. 調整済み平均減速度（Ra）の計算

The Average Deceleration (AD) of the reference tyre set used for the calculation of its braking force coefficient is adjusted according to
the positioning of each candidate tyre set in a given test cycle.

制動力係数の計算に使用した SRTT セットの平均減速度（AD）を、任意の試験サイクルにおける各供試タイヤセットの
試験順に従って調整する。

This adjusted AD of the reference tyre (Ra) is calculated in m/s2 in accordance with Table 1 where R1 is the average of the AD values in
the first test of the reference tyre set (R) and R2 is the average of the AD values in the second test of the same reference tyre set (R).

SRTT のこの調整済み AD（Ra）を表 1 に従って計算する（m/s2）
。ここで、R1 は SRTT セット（R）の 1 回目の試験の
AD 値の平均で、R2 は同じ SRTT セット（R）の 2 回目の試験の AD 値の平均である。
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表1

Table 1
Number of sets of candidate tyres
within one test cycle
1
(R1-T1-R2)
2
(R1-T1-T2-R2)
3
(R1-T1-T2-T3-R2)

Set of candidate tyres

1 つの試験サイクル内の供試 供試タイヤセット

Ra

Ra

タイヤセットの数
T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T1
T2
T1
T2
T3

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2
Ra = 1/2 (R1 +R2)
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

1
(R1-T1-R2)
2
(R1-T1-T2-R2)
3
(R1-T1-T2-T3-R2)

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T1
T2
T1
T2
T3

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2
Ra = 1/2 (R1 +R2)
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

4.1.6.4. Calculation of the Braking Force Coefficient (BFC)

4.1.6.4. 制動力係数（BFC）の計算

The Braking Force Coefficient (BFC) is calculated for a braking on the two axles according to Table 2 where Ta (a = 1, 2 or 3) is the
average of the AD values for each candidate tyre (T) set that is part of a test cycle.

表 2 に従って、2 つの車軸の制動について制動力係数（BFC）を計算する。ここで、Ta（a = 1、2 又は 3）は試験サイク
ルの一部である各供試タイヤ（T）セットの AD 値の平均である。

Table 2

表2

Test Tyre
Reference tyre
Candidate tyre

試験タイヤ

Braking force coefficient
BFC(R)= | Ra/g |
BFC(T)= | Ta/g |

SRTT
供試タイヤ

制動力係数
BFC(R) = | Ra/g |
BFC(T) = | Ta/g |

g is the acceleration due to gravity, g = 9.81 m/s2

g は重力による加速度である、g = 9.81 m/s2

4.1.6.5. Calculation of the wet grip index of the candidate tyre

4.1.6.5. 供試タイヤのウェットグリップ指数の計算

The wet grip index of the candidate tyre G(T) is calculated as follows:

供試タイヤのウェットグリップ指数（G（T）
）を以下のとおり計算する：

Where:
t is the measured wet surface temperature in degree Celsius when the candidate tyre (T) is tested
t0 is the wet surface reference temperature condition, t0 = 20 °C for normal tyres and t0 = 10 °C for snow tyres

ここで：
t は供試タイヤ（T）を試験したときのウェット路面測定温度（°C）である。
t0 はウェット路面基準温度である。ノーマルタイヤについては t0 = 20 °C、スノータイヤについては t0 = 10 °C である。
BFC（R0）は基準条件における SRTT の制動力係数である。BFC（R0）= 0.68

BFC(R0) is the braking force coefficient for the reference tyre in the reference conditions, BFC(R0) = 0.68
a = - 0.4232 and b = - 8.297 for normal tyres, a = 0.7721 and b = 31.18 for snow tyres [a is expressed as (1/°C)]

ノーマルタイヤについては a = - 0.4232 で b = - 8.297、
スノータイヤについては a = 0.7721 で b = 31.18 である
［a は
（1/°C）
で表記する］
。

4.1.7. Wet grip performance comparison between a candidate tyre and a reference tyre using a control tyre

4.1.7. コントロールタイヤを用いた供試タイヤと SRTT のウェットグリップ性能の比較

4.1.7.1. General

4.1.7.1. 一般要件

Where the candidate tyre size is significantly different from that of the reference tyre, a direct comparison on the same instrumented
passenger car may not be possible. This testing method uses an intermediate tyre, hereinafter called the control tyre as defined in
paragraph 2.5. above.

供試タイヤのサイズが SRTT のサイズと大幅に異なる場合は、同一の計装乗用車上で直接比較することができない場
合がある。本試験方法は中間的なタイヤ（以下、上記 2.5 項に定義したコントロールタイヤという）を用いる。
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4.1.7.2. Principle of the approach

4.1.7.2. 本アプローチの原理

The principle is the use of a control tyre set and two different instrumented passenger cars for the test cycle of a candidate tyre set in
comparison with a reference tyre set.

原理は、SRTT セットと比較した供試タイヤセットの試験サイクルに、1 つのコントロールタイヤセットと 2 台の異な
る計装乗用車を使用することである。

One instrumented passenger car is fitted with the reference tyre set followed by the control tyre set, the other with the control tyre set
followed by the candidate tyre set.

1 台の計装乗用車に SRTT セット、続いてコントロールタイヤセットを装着し、もう 1 台にコントロールタイヤセッ
ト、続いて供試タイヤセットを装着する。

The specifications listed in paragraphs 4.1.2. to 4.1.4. above apply.

上記 4.1.2 項から 4.1.4 項に記載した仕様が適用する。

The first test cycle is a comparison between the control tyre set and the reference tyre set.

1 回目の試験サイクルは、コントロールタイヤセットと SRTT セットとの比較である。

The second test cycle is a comparison between the candidate tyre set and the control tyre set. It is done on the same test track and during
the same day as the first test cycle. The wetted surface temperature shall be within ± 5 °C of the temperature of the first test cycle. The
same control tyre set shall be used for the first and the second test cycles.

2 回目の試験サイクルは、供試タイヤセットとコントロールタイヤセットとの比較である。2 回目の試験サイクルは、
1 回目の試験サイクルと同じ試験路で、同じ日に実施する。ウェット路面温度は、1 回目の試験サイクルの温度の± 5 °C
以内とする。1 回目と 2 回目の試験サイクルには同一のコントロールタイヤセットを用いるものとする。

The wet grip index of the candidate tyre G(T) is calculated as follows:

供試タイヤのウェットグリップ指数（G（T）
）を以下のとおり計算する：

G(T) = G1 × G2

G(T) = G1 × G2

Where:

ここで：

G1 is the relative wet grip index of the control tyre (C) compared to the reference tyre (R) calculated as follows:

G1 は SRTT（R）と比較したコントロールタイヤ（C）の相対的ウェットグリップ指数で以下のとおり計算する：

G2 is the relative wet grip index of the candidate tyre (T) compared to the control tyre (C) calculated as follows:

G2 はコントロールタイヤ（C）と比較した供試タイヤ（T）の相対的ウェットグリップ指数で以下のとおり計算する：

4.1.7.3. Storage and preservation

4.1.7.3. 保管及び保存

It is necessary that all the tyres of a control tyre set have been stored in the same conditions. As soon as the control tyre set has been
tested in comparison with the reference tyre, the specific storage conditions defined in ASTM E 1136-93 (Reapproved 2003) shall be
applied.

コントロールタイヤセットのすべてのタイヤは同一の条件で保管されたものでなければならない。SRTT と比較して
コントロールタイヤセットを試験した後、ただちに ASTM E 1136-93（2003 年再承認）に定められた特定保管条件を
適用するものとする。

4.1.7.4. Replacement of reference tyres and control tyres

4.1.7.4. SRTT とコントロールタイヤの交換

When irregular wear or damage results from tests, or when wear influences the test results, the use of the tyre shall be discontinued.

試験により偏摩耗もしくは損傷が生じた場合、又は摩耗が試験結果に影響を与える場合は、当該タイヤの使用を中止
するものとする。

4.2. Testing method (b) using a trailer towed by a vehicle or a tyre test vehicle

4.2. 車両が牽引するトレーラー又はタイヤ試験車両を用いた試験方法(b)

4.2.1. Principle

4.2.1. 概要

The measurements are conducted on test tyres mounted on a trailer towed by a vehicle (hereafter referred to as tow vehicle) or on a tyre
test vehicle. The brake in the test position is applied firmly until sufficient braking torque is generated to produce the maximum braking
force that will occur prior to wheel lockup at a test speed of 65 km/h.

車両が牽引する（以下牽引車両という）トレーラー又はタイヤ試験車両に取り付けた試験タイヤで測定を実施する。
65 km/h の試験速度において、ホイールのロック前に生じる最大制動力を発生させるのに十分な制動トルクが生じるま
で、試験位置にあるブレーキを強く掛ける。
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4.2.2. Equipment

4.2.2. 装置

4.2.2.1. Tow vehicle and trailer or tyre test vehicle

4.2.2.1. 牽引車両とトレーラー、又はタイヤ試験車両

The tow vehicle or the tyre test vehicle shall have the capability of maintaining the specified speed of 65 ± 2 km/h even under the
maximum braking forces.

牽引車両又はタイヤ試験車両は、最大制動力下においても 65 ± 2 km/h の所定の速度を維持することができる能力があ
るものとする。

The trailer or the tyre test vehicle shall be equipped with one place where the tyre can be fitted for measurement purposes hereafter
called 'test position' and the following accessories:

トレーラー又はタイヤ試験車両には、測定のためにタイヤを装着することができる箇所が 1 つ（以下「試験タイヤ軸」
という）と以下の付属装置を装着するものとする：

(a) Equipment to activate brakes in the test position;

(a) 試験タイヤ軸にあるブレーキを作動させる装置；

(b) A water tank to store sufficient water to supply the road surface wetting system, unless external watering is used;

(b) 外部の散水を使用しない場合は、路面散水装置に供給する十分な水を保管するための貯水タンク；

(c) Recording equipment to record signals from transducers installed at the test position and to monitor water application rate if the
self-watering option is used.

(c) 試験タイヤ軸に取り付けた発信器からの信号を記録し、自動散水装置を用いる場合は湿潤量を監視するための記録
装置。

The maximum variation of toe-settings and camber angle for the test position shall be within ± 0.5° with maximum vertical load.
Suspension arms and bushings shall have sufficient rigidity necessary to minimize free play and ensure compliance under application of
maximum braking forces. The suspension system shall provide adequate load-carrying capacity and be of such a design as to isolate
suspension resonance.

試験タイヤ軸のトー設定及びキャンバー角の最大変動は、最大垂直負荷で± 0.5°以内とする。試験タイヤの支持機構は、
最大制動力を掛けたときに、自由な動きを最小限にし、かつ適合を保証するのに十分な剛性を有するものとする。サ
スペンションシステムは、適切な耐負荷能力を提供し、かつサスペンションの共振を防止するような設計のものとす
る。

The test position shall be equipped with a typical or special automotive brake system which can apply sufficient braking torque to
produce the maximum value of braking test wheel longitudinal force at the conditions specified.

試験タイヤ軸に、所定の条件において前後力の最大値を発生させるのに十分な制動トルクを掛けることができる一般
的又は特別な自動車のブレーキシステムを取り付けるものとする。

The brake application system shall be able to control the time interval between initial brake application and peak longitudinal force as
specified in paragraph 4.2.7.1. below.

ブレーキシステムは、下記 4.2.7.1 項に規定する初期制動とピーク前後力との時間間隔を制御できるものとする。

The trailer or the tyre test vehicle shall be designed to accommodate the range of candidate tyre sizes to be tested.

トレーラー又はタイヤ試験車両は、一連のサイズの試験用供試タイヤを取り付けることができる設計とする。

The trailer or the tyre test vehicle shall have provisions for adjustment of vertical load as specified in paragraph 4.2.5.2. below.

トレーラー又はタイヤ試験車両は、下記 4.2.5.2 項に規定した垂直負荷の調節のための措置が講じられているものとす
る。

4.2.2.2. Measuring equipment

4.2.2.2. 測定装置

The test wheel position on the trailer or the tyre test vehicle shall be equipped with a rotational wheel velocity measuring system and
with transducers to measure the braking force and vertical load at the test wheel.

トレーラー又はタイヤ試験車両の試験タイヤ軸は、車輪回転速度測定システム、ならびに試験車輪の制動力及び垂直
負荷を測定するための発信器を装備するものとする。

General requirements for measurement system: The instrumentation system shall conform to the following overall requirements at
ambient temperatures between 0 °C and 45 °C:

測定システムの一般要求事項：計測システムは、0 °C から 45 °C の雰囲気温度において以下の要求特性に適合しなけ
ればならない：

(a) Overall system accuracy, force: ± 1.5 per cent of the full scale of the vertical load or braking force;

(a) 力計測システムの精度：垂直負荷又は制動力のフルスケールの ± 1.5 %；

(b) Overall system accuracy, speed: ± 1.5 per cent of speed or ± 1.0 km/h, whichever is greater.

(b) 速度計測システムの精度：速度の ± 1.5 %又は ± 1.0 km/h のいずれか大きい値。

Vehicle speed: To measure vehicle speed, a fifth wheel or non-contact precision speed-measuring system should be used.

車速：車速を測定するために、第 5 輪又は非接触型精密速度測定システムを用いるものとする。

Braking forces: The braking force-measuring transducers shall measure longitudinal force generated at the tyre-road interface as a result 制動力：制動力測定トランスデューサーは、ブレーキを掛けた結果、タイヤ－路面間で発生する前後力を、加えられ
of brake application within a range from 0 per cent to at least 125 per cent of the applied vertical load. The transducer design and location た垂直負荷の 0 %から少なくとも 125 %の範囲内で測定するものとする。トランスデューサーの設計及び位置は、慣
shall minimize inertial effects and vibration-induced mechanical resonance.
性効果及び振動が誘発する機械的共振を最小限に抑えるものとする。
Vertical load: The vertical load-measuring transducer shall measure the vertical load at the test position during brake application. The
transducer shall have the same specifications as described previously.

垂直負荷：垂直負荷測定トランスデューサーは、ブレーキを掛けている間の試験タイヤ軸における垂直負荷を測定す
るものとする。トランスデューサーは、前述の仕様と同じ仕様を有するものとする。

Signal conditioning and recording system: All signal conditioning and recording equipment shall provide linear output with necessary
gain and data reading resolution to meet the specified previous requirements. In addition, the following requirements apply:

信号処理及び記録システム：すべての信号処理記録装置は、前述の規定要件を満足する十分なゲインの線形出力及び
データ読み取り分解能を供給すること。さらに、以下の要件を適用する：
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(a) The minimum frequency response shall be flat from 0 Hz to 50 Hz (100 Hz) within ± 1 per cent full scale;

(a) 最小周波数応答は、0 Hz から 50 Hz（100 Hz）とし、フルスケールの ± 1 %以内で平坦性があること；

(b) The signal-to-noise ratio shall be at least 20/1;

(b) S/N 比は少なくとも 20/1 とする；

(c) The gain shall be sufficient to permit full-scale display for full-scale input signal level;

(c) ゲインは、フルスケールの入力信号レベルについてフルスケール表示が可能であること；

(d) The input impedance shall be at least ten times larger than the output impedance of the signal source;

(d) 入力インピーダンスは、信号源の出力インピーダンスの少なくとも 10 倍以上であること；

(e) The equipment shall be insensitive to vibrations, acceleration, and changes in ambient temperature.

(e) 装置は、振動、加速度、及び雰囲気温度の変化の影響を受けないものとする。

4.2.3. Conditioning of the test track

4.2.3. 試験路の慣らし

The test track should be conditioned by conducting at least ten test runs with tyres not involved in the test program at 65 ± 2 km/h.

当該試験プログラムに関与しないタイヤを用いて、65 ± 2 km/h で少なくとも 10 回の試験走行を実施することによっ
て、試験路に慣らしを施すものとする。

4.2.4. Wetting conditions

4.2.4. 散水条件

The tow vehicle and trailer or the tyre test vehicle may be optionally equipped with a pavement-wetting system, less the storage tank,
which, in the case of the trailer, is mounted on the tow vehicle. The water being applied to the pavement ahead of the test tyres shall be
supplied by a nozzle suitably designed to ensure that the water layer encountered by the test tyre has a uniform cross section at the test
speed with a minimum splash and overspray.

牽引車両とトレーラー、又はタイヤ試験車両には、任意で路面散水システムを装着することができる。 ただし、トレ
ーラーの場合、貯水タンクは牽引車両に取り付ける。試験タイヤ前方の路面への散水は、試験速度において、水はね
やしぶきが最小で、試験タイヤが接する水膜が均一になるように適切に設計されたノズルによって供給されるものと
する。

The nozzle configuration and position shall ensure that the water jets are directed towards the test tyre and pointed towards the pavement
at an angle of 20° to 30°.

ノズルの形状及び位置は、水流が試験タイヤの方向に向き、路面との角度が 20°から 30°の範囲でなければならない。

The water shall strike the pavement 250 mm to 450 mm ahead of the centre of tyre contact. The nozzle shall be located 25 mm above
the pavement or at the minimum height required to clear obstacles which the tester is expected to encounter, but in no case more than
100 mm above the pavement.

水流はタイヤの接地中心の 250 mm から 450 mm 前方で路面に当たるものとする。ノズルは、路面の 25 mm 上方又は
障害物を回避する最低限の高さに配置する必要があるが、いかなる場合も、路面から 100 mm を超えてはならない。

The water layer shall be at least 25 mm wider than the test tyre tread and applied so the tyre is centrally located between the edges. Water
delivery rate shall ensure a water depth of 1.0 ± 0.5 mm and shall be consistent throughout the test to within ± 10 per cent. The volume
of water per unit of wetted width shall be directly proportional to the test speed. The quantity of water applied at 65 km/h shall be 18 l/s
per meter of width of wetted surface in case of a water depth of 1.0 mm.

水膜は試験タイヤのトレッド幅より少なくとも 25 mm 広いものとし、タイヤが中央に位置するように散水するものと
する。散水量は水深が 1.0 ± 0.5 mm になるようなものとし、かつ試験中の変化が ± 10 %以内の一定量とする。単位水
膜幅当たりの散水量は、試験速度に正比例する。65 km/h での散水量は、水深が 1.0 mm の場合、単位幅 1 m 当たり 18
l/s となる。

4.2.5. Tyres and rims

4.2.5. タイヤ及びリム

4.2.5.1. Tyre preparation and break-in

4.2.5.1. タイヤの準備と慣らし走行

The test tyres shall be trimmed to remove all protuberances on the tread surface caused by mould air vents or flashes at mould junctions.

金型の空気口又は金型のはみ出しによって生じたトレッド面のすべての突起を取り除くために、試験タイヤをトリミ
ングするものとする。

The test tyre shall be mounted on the test rim declared by the tyre manufacturer.

試験タイヤをタイヤ製作者が指定した試験リムに取り付けるものとする。

A proper bead seat should be achieved by the use of a suitable lubricant. Excessive use of lubricant should be avoided to prevent slipping 適切な潤滑剤を用いて適切なビードシーティングを達成するものとする。リム上でタイヤのリムすべりを防ぐために、
of the tyre on the wheel rim.
潤滑剤の過度の使用は避けるものとする。
The test tyres/rim assemblies shall be stored in a location for a minimum of two hours such that they all have the same ambient
temperature prior to testing. They should be shielded from the sun to avoid excessive heating by solar radiation.

試験タイヤ／リムアッセンブリを、試験前にすべて同じ雰囲気温度になるように、少なくとも 2 時間放置しておくも
のとする。当該アッセンブリが日光によって過度に熱くなることを避けるために、日光から遮断するものとする。

For tyre break-in, two braking runs shall be performed under the load, pressure and speed as specified in paragraphs 4.2.5.2, 4.2.5.3 and
4.2.7.1 respectively.

タイヤの慣らしのために、それぞれ 4.2.5.2 項、4.2.5.3 項及び 4.2.7.1 項に規定した負荷、空気圧及び速度で、2 回の制
動走行を実施するものとする。

4.2.5.2. Tyre load

4.2.5.2. タイヤの負荷

The test load on the test tyre is 75 ± 5 per cent of the tyre load capacity.

試験タイヤへの試験負荷は、タイヤの最大負荷能力の 75 ± 5 %とする。
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4.2.5.3. Tyre inflation pressure

4.2.5.3. タイヤ空気圧

The test tyre cold inflation pressure shall be 180 kPa for standard-load tyres. For extraload tyres, the cold inflation pressure shall be 220
kPa.

試験タイヤの冷間空気圧は、標準ロードタイヤについては 180 kPa、エクストラロードタイヤについては、冷間空気圧
で 220 kPa とする。

The tyre pressure should be checked just prior to testing at ambient temperature and adjusted if required.

タイヤ空気圧は試験直前に雰囲気温度において確認し、必要な場合は調節するものとする。

4.2.6. Preparation of the tow vehicle and trailer or the tyre test vehicle

4.2.6. 牽引車両とトレーラー、又はタイヤ試験車両の準備

4.2.6.1. Trailer

4.2.6.1. トレーラー

For one axle trailers, the hitch height and transverse position shall be adjusted once the test tyre has been loaded to the specified test load
in order to avoid any disturbance of the measuring results. The longitudinal distance from the centre line of the articulation point of the
coupling to the transverse centre line of the axle of the trailer shall be at least ten times the "hitch height" or the "coupling (hitch) height".

1 軸のトレーラーについては、測定結果への影響を避けるために、試験タイヤに所定の試験負荷を掛けた後、カップ
リング（ヒッチ）高さ及び横方向の位置を調節するものとする。牽引車との連結部とトレーラタイヤ試験軸の中心位
置との（水平方向の）距離は、少なくとも連結部の高さの 10 倍はあること。

4.2.6.2. Instrumentation and equipment

4.2.6.2. 計測機器

Install the fifth wheel, when used, in accordance with the manufacturer's specifications and locate it as near as possible to the mid-track
position of the tow trailer or the tyre test vehicle.

製作者の仕様に従って第 5 輪を取り付ける（使用する）場合、牽引トレーラー又はタイヤ試験車両の中心に近い位置
に配置する。

4.2.7. Procedure

4.2.7. 手順

4.2.7.1. Test run

4.2.7.1. 試験走行

The following procedure applies for each test run:

各試験走行について以下の手順を適用する：

4.2.7.1.1. The tow vehicle or the tyre test vehicle is driven onto the test track in a straight line at the specified test speed 65 ± 2 km/h

4.2.7.1.1. 牽引車両又はタイヤ試験車両を、65 ± 2 km/h の所定の試験速度で試験路に直進で進入させる。

4.2.7.1.2. The recording system is launched.

4.2.7.1.2. 記録システムを始動する。

4.2.7.1.3. Water is delivered to the pavement ahead of the test tyre approximately 0.5 s prior to brake application (for internal watering
system).

4.2.7.1.3. ブレーキを掛ける約 0.5 s 前に、試験タイヤの前方の舗道に散水する（内部散水システムの場合）
。

4.2.7.1.4. The trailer brakes are activated within 2 metres of a measurement point of the wetted frictional properties of the surface and
sand depth in accordance with paragraphs 3.1.4. and 3.1.5. above. The rate of braking application shall be such that the time interval
between initial application of force and peak longitudinal force is in the range 0.2 s to 0.5 s.

4.2.7.1.4. 上記 3.1.4 項及び 3.1.5 項に従った路面のウェット摩擦特性又はきめ深さの測定ポイントから 2 m 以内で、ト
レーラーのブレーキを掛ける。ブレーキを掛ける速さは、制動開始からピーク前後力までの時間間隔が 0.2 s から 0.5 s
の範囲内になるようなものとする。

4.2.7.1.5. The recording system is stopped.

4.2.7.1.5. 記録システムを停止する。

4.2.7.2. Test cycle

4.2.7.2. 試験サイクル

A number of test runs are made in order to measure the wet grip index of the candidate tyre (T) according to the following procedure,
whereby each test run shall be made from the same spot on the test track and in the same direction. Up to three candidate tyres may be
measured within the same test cycle, provided that the tests are completed within one day.

以下の手順に従って、供試タイヤ（T）のウェットグリップ指数を測定するために、試験走行を実施する。ここで、各
試験走行は試験路の同一地点から、同一方向に対して実施するものとする。同一の試験サイクル内で最大 3 つの供試
タイヤを測定することができる。ただし、試験を 1 日以内で完了させることを条件とする。

4.2.7.2.1. First, the reference tyre is tested.

4.2.7.2.1. まず、SRTT を試験する。

4.2.7.2.2. After at least six valid measurements are performed in accordance with paragraph 4.2.7.1. above, the reference tyre is replaced
by the candidate tyre.

4.2.7.2.2. 上記 4.2.7.1 項に従って少なくとも 6 回の有効な測定を実施した後、SRTT を供試タイヤと交換する。

4.2.7.2.3. After six valid measurements of the candidate tyre are performed, two more candidate tyres may be measured.

4.2.7.2.3. 供試タイヤの有効な測定を 6 回行った後、さらに 2 つの供試タイヤの測定を実施してもよい。
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4.2.7.2.4. The test cycle is closed by six more valid measurements of the same reference tyre as at the beginning of the test cycle.

4.2.7.2.4. 試験サイクルは、試験サイクル開始時と同じ SRTT でさらに 6 回有効な測定を実施して終了する。

Examples:

例：

(a) The run order for a test cycle of three candidate tyres (T1 to T3) plus the reference tyre (R) would be the following:

(a) 3 つの供試タイヤ（T1 から T3）と SRTT（R）の試験サイクルの走行順序は以下のようになる：

R - T1 - T2 - T3 - R

R - T1 - T2 - T3 - R

(b) The run order for a test cycle of five candidate tyres (T1 to T5) plus the reference tyre R would be the following:

(b) 5 つの供試タイヤ（T1 から T5）と SRTT（R）の試験サイクルの走行順序は以下のようになる：

R - T1 - T2 - T3 – R - T4 - T5 - R

R - T1 - T2 - T3 - R - T4 - T5 - R

4.2.8. Processing of measurement results

4.2.8. 測定結果の処理

4.2.8.1. Calculation of the peak braking force coefficient

4.2.8.1. ピーク制動力係数の計算

The tyre peak braking force coefficient (µpeak) is the highest value of µ(t) before lockup occurs calculated as follows for each test run.
Analogue signals should be filtered to remove noise. Digitally recorded signals must be filtered using a moving average technique.

タイヤのピーク制動力係数（µpeak）は、各試験走行について以下のとおり計算したロックが生じる前の µ(t)の最大値で
ある。アナログ信号は、ノイズを取り除くためにフィルタ処理するものとする。デジタルで記録した信号は、移動平
均手法を用いてフィルタ処理をしてもよい。

μ t  

fh t 
fvt 

Where:
µ(t) is the dynamic tyre braking force coefficient in real time;
fh(t) is the dynamic braking force in real time, in N;
fv(t) is the dynamic vertical load in real time, in N.
4.2.8.2. Validation of results
The µpeak coefficient of variation is calculated as follows:
(Standard deviation / Average) x 100
For the reference tyre (R): If the coefficient of variation of the peak braking force coefficient (µpeak) of the reference tyre is higher than 5
per cent, all data should be discarded and the test repeated for all test tyres (the candidate tyre(s) and the reference tyre).

μ t  

fh t 
fvt 

ここで：
µ(t)は実時間の動的タイヤ制動力係数である；
fh(t)は実時間の動的制動力（N）である；
fv(t)は実時間の動的垂直負荷（N）である。
4.2.8.2. 結果の検証
µpeak 変動係数を以下のとおり計算する：
（標準偏差／平均値）× 100
SRTT（R）の場合：SRTT のピーク制動力係数（µpeak）の変動係数が 5 %を超える場合、すべてのデータを破棄し、す
べての試験タイヤ（供試タイヤ及び SRTT）について試験をやり直すものとする。

For the candidate tyre(s) (T): The coefficient of variation of the peak braking force coefficient (µpeak) is calculated for each candidate tyre.
供試タイヤ（T）の場合：各供試タイヤについてピーク制動力係数（µpeak）の変動係数を計算する。変動係数が 5 %を
If one coefficient of variation is higher than 5 per cent, the data should be discarded and the test repeated for this candidate tyre.
超える場合、当該データを破棄し、当該供試タイヤについて試験をやり直すものとする。
4.2.8.3. Calculation of the adjusted average peak braking force coefficient
4.2.8.3. 調整済み平均ピーク制動力係数の計算
The average peak braking force coefficient of the reference tyre used for the calculation of its braking force coefficient is adjusted
制動力係数の計算に使用した SRTT の平均ピーク制動力係数を、任意の試験サイクルにおける各供試タイヤの位置決
according to the positioning of each candidate tyre in a given test cycle.
めに従って調整する。SRTT のこの調整済み平均ピーク制動力係数（Ra）を表 3 に従って計算する。
This adjusted average peak braking force coefficient of the reference tyre (Ra) is calculated in accordance with table 3 where R1 is the
ここで、R1 は SRTT（R）の 1 回目の試験の平均ピークタイヤ制動係数で、R2 は同じ SRTT（R）の 2 回目の試験の平
average peak tyre braking coefficient in the first test of the reference tyre (R) and R2 is the average peak tyre braking coefficient in the
均ピークタイヤ制動係数である。
second test of the same reference tyre (R).
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表3

Table 3
Number of candidate tyre(s)
within one test cycle
1
(R1-T1-R2)
2
(R1-T1-T2-R2)
3
(R1-T1-T2-T3-R2)

Candidate tyre

1 つの試験サイクル内の供

Ra

供試タイヤ

Ra

試タイヤの数
T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T1
T2
T1
T2
T3

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2
Ra = 1/2 (R1 +R2)
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

1
(R1-T1-R2)
2
(R1-T1-T2-R2)
3
(R1-T1-T2-T3-R2)

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T1
T2
T1
T2
T3

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2
Ra = 1/2 (R1 +R2)
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

4.2.8.4. Calculation of the average peak braking coefficient (µpeak, ave)

4.2.8.4. 平均ピーク制動係数（µpeak, ave）の計算

The average value of the peak braking coefficients (µpeak, ave) is calculated according to Table 4 whereby Ta (a = 1, 2 or 3) is the average
of the peak braking force coefficients measured for one candidate tyre within one test cycle.

表 4 に従って、ピーク制動係数の平均値（µpeak, ave）を計算する。ここで、Ta（a = 1、2 又は 3）は 1 つの試験サイクル
内のそれぞれの供試タイヤについて測定したピーク制動力係数の平均値である。

Table 4

表4

Test tyre
Reference tyre
Candidate tyre

試験タイヤ

µpeak, ave
µpeak, ave(R) = Ra as per Table 3
µpeak, ave(T) = Ta

SRTT
供試タイヤ

µpeak, ave
µpeak, ave(R) = Ra（表 3に準拠）
µpeak, ave(T) = Ta

4.2.8.5. Calculation of the wet grip index of the candidate tyre

4.2.8.5. 供試タイヤのウェットグリップ指数の計算

The wet grip index of the candidate tyre (G(T)) is calculated as follows:

供試タイヤのウェットグリップ指数（G(T)）を以下のとおり計算する：

Where:

ここで：

t is the measured wet surface temperature in degree Celsius when the candidate tyre (T) is tested

t は、供試タイヤ（T）を試験したときのウェット路面測定温度（°C）である。

t0 is the wet surface reference temperature condition

t0 は、ウェット路面基準温度である。

t0 = 20 °C for normal tyres t0 = 10 °C for snow tyres

ノーマルタイヤについては t0 = 20 °C、スノータイヤについては t0 = 10 °C

µpeak, ave(R0) = 0.85 is the peak braking force coefficient for the reference tyre in the reference conditions

µpeak, ave(R0) = 0.85 は基準条件における SRTT のピーク制動力係数である。

a = -0.4232 and b = -8.297 for normal tyres, a = 0.7721 and b = 31.18 for snow tyres [a is expressed as (1/°C)].

ノーマルタイヤについては a = -0.4232 で b = -8.297、スノータイヤについては a = 0.7721 で b = 31.18［a は（1/°C）と表
記する］
。
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(B) – C2 and C3 category tyres

(B) – カテゴリーC2 及び C3 のタイヤ

1. General test conditions

1. 一般試験条件

1.1. Track characteristics

1.1. 試験路の特性

The surface shall be a dense asphalt surface with a uniform gradient of not more than two per cent and shall not deviate
more than 6 mm when tested with a 3 m straight edge.

路面は、2 %以下の均一な勾配を持つ密粒度アスファルト路面を有するものとし、かつ 3 m の直定規で試験
したときに、6 mm を超えて外れないものとする。

The test surface shall have a pavement of uniform age, composition, and wear. The test surface shall be free of loose
material or foreign deposits.

試験路面は、使用年数、組成及び摩耗が均一な路面を有するものとする。試験路面には軟土及び異物の堆積
がないものとする。

The maximum chipping size shall be from 8 mm to 13 mm.

骨材の最大粒径は 8 mm から 13 mm とする。

The sand depth measured as specified in EN13036-1:2001 and ASTM E 965-96 (reapproved 2006) shall be 0.7 ± 0.3
mm.

EN13036-1:2001 及び ASTM E 965-96（2006 年再承認）に規定されたとおりにサンドパッチ法を用いて測定
したきめ深さは、0.7 ± 0.3 mm とする。

The surface friction value for the wetted track shall be established by one or other of the following methods according to
the discretion of the Contracting Party.

ウェット路面の摩擦特性は、締約国の自由裁量で以下の方法のいずれかによって定めるものとする。

1.1.1. Standard Reference Test Tyre (SRTT) method

1.1.1. 標準的基準試験タイヤ（SRTT）法

The average peak braking coefficient (μ peak average) of the ASTM E1136 -93 (reapproved 2003) reference tyre (Test
method using a trailer or a tyre test vehicle as specified in clause 2.1) shall be 0.7 ± 0.1 (at 65 km/h and 180 kPa). The
measured values shall be corrected for the effects of temperature as follows:

ASTM E1136 -93（2003 年再承認）の SRTT（2.1.に規定されたトレーラー又はタイヤ試験車両を用いた試験
法）の平均ピーク制動係数（μ peak average）は、（65 km/h 及び 180 kPa において）0.7 ± 0.1 とする。測定値
は、以下のとおりウエット路面温度にしたがって補正するものとする：

pbfc = pbfc (measured) + 0.0035 · (t - 20)

pbfc = pbfc（測定値）+ 0.0035 · (t - 20)

Where "t" is the wetted track surface temperature in degrees Celsius.

ここで、「t」は、ウェット試験路の表面温度（°C）である。

The test shall be conducted using the lanes and length of the track to be used for the wet grip test.

当該試験は、ウェットグリップ試験に使用する試験路の車線及び長さを用いて実施するものとする。

For the trailer method, testing is run in such a way that braking occurs within 10 metres distance of where the surface was
characterized.

トレーラー法の場合は、路面に特性が現われた所から 10 m の距離内で制動が生じるように試験を行う。

1.1.2. British pendulum number (BPN) method

1.1.2. 英国式振り子試験機による表面摩擦特性（BPN）の測定法

The averaged British Pendulum Number (BPN) British Pendulum Tester method as specified in ASTM E 303-93
(reapproved 2008) using the Pad as specified in ASTM E 501-08 shall be (50 ± 10) BPN after temperature correction.

ASTM E 501-08 に規定されたパッドを用いた ASTM E 303-93（2008 年再承認）に規定された英国式振り子テ
スター法の英国式振り子による表面摩擦特性（BPN）の平均は、温度補正後に（50 ± 10）BPN とする。

BPN shall be corrected by the wetted road surface temperature. Unless temperature correction recommendations are
indicated by the British pendulum manufacturer the following formula can be used:

BPN はウェット路面温度で補正するものとする。英国式振り子製作者が温度補正推奨値を明記していない限
り、以下の式を用いる：

BPN = BPN (measured value) – (0.0018 · t²) + 0.34 · t - 6.1

BPN = BPN（測定値）– (0.0018 · t²) + 0.34 · t - 6.1

Where: "t" is the wetted road surface temperature in degrees Celsius.

ここで：「t」は、ウェット路面温度（°C）である。

Effects of slider pad wear: the pad should be removed for maximum wear when the wear on the striking edge of the slider
reaches 3.2 mm in the plane of the slider or 1.6 mm vertical to it.

スライダーパッドの摩耗の影響：スライダーの接触端部の摩耗がスライダー面内で 3.2 mm、又はスライダ
ー面に垂直に 1.6 mm に達した時に、最大摩耗により当該パッドを交換するものとする。

Check the test track testing surface BPN consistency for the measurement of wet grip on a standard vehicle.

標準車両のウェットグリップ測定のために、試験路の試験表面の BPN の均一性を確認する。

In the lanes of the track to be used during the wet grip tests, the BPN shall be measured at intervals of 10 m along the
length of the lanes. The BPN shall be measured 5 times at each point and the coefficient of variation of the BPN averages
shall not exceed 10 per cent.

ウェットグリップ試験で使用する試験路の車線において、車線の全長に沿って 10 m 間隔で BPN を測定する
ものとする。BPN は、各点で 5 回測定するものとし、BPN 平均値の変動係数は 10 %を超えないものとする。

1.1.3. The Type Approval Authority shall satisfy itself of the characteristics of the track on the basis of evidence produced
in test reports.

1.1.3. 型式認可当局は、試験報告書に記載されたデータに基づき、試験路の特性について確認する。
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1.2. The surface may be wetted from the track-side or by a wetting system incorporated into the test vehicle or the trailer.

1.2. 路面の湿潤作業は、試験路の側方から、又は試験車両もしくはトレーラーに組み込まれた散水システム
によって実施することができる。

If a track-side system is used, the test surface shall be wetted for at least half an hour prior to testing in order to equalize the
surface temperature and water temperature. It is recommended that track-side wetting be continuously applied throughout
testing.

試験路側システムを使用する場合は、路面温度と水温が等しくなるように、試験前の少なくとも 30 分間、
試験路面を湿潤させるものとする。試験路側の散水は、試験全体を通して継続的に実施することが推奨され
る。

The water depth shall be between 0.5 and 2.0 mm.

水の深さは、0.5 から 2.0 mm とする。

1.3. The wind conditions shall not interfere with wetting of the surface (wind-shields are permitted).

1.3. 風の条件が路面の湿潤を妨げないものとする（風除けは容認される）。

The ambient and the wetted surface temperature shall be between 5 °C and 35 °C and shall not vary during the test by
more than 10 °C.

気温及びウェット路面温度は、5 °C から 35 °C とし、試験中に 10 °C を超えて変動しないものとする。

1.4. In order to cover the range of the tyre sizes fitting the commercial vehicles, three Standard Reference Testing Tyre
(SRTT) sizes shall be used to measure the relative wet index:

1.4. 商用車に適合するタイヤサイズの範囲を網羅するために、相対ウェット指数の測定には 3 つの標準的基
準試験タイヤ（SRTT）のサイズを使用するものとする：

(a) SRTT 315/70R22.5 LI = 154/150, ASTM F2870

(a) SRTT 315/70R22.5 LI = 154/150、ASTM F2870

(b) SRTT 245/70R19.5 LI = 136/134, ASTM F2871

(b) SRTT 245/70R19.5 LI = 136/134、ASTM F2871

(c) SRTT 225/75 R 16 C LI = 116/114, ASTM F2872

(c) SRTT 225/75 R 16 C LI = 116/114、ASTM F2872

The three standard reference testing tyre sizes shall be used to measure the relative wet index as shown in the following
table:

3 つの標準的基準試験タイヤのサイズは、下表に示された相対ウェット指数を測定するために使用するもの
とする：
C3 タイヤの場合

For C3 tyres

SNominal > 285 mm

ナローファミリー
SNominal < 285 mm

ワイドファミリー
SNominal > 285 mm

SRTT 315/70R22.5 LI = 154/150

SRTT 245/70R19.5 LI = 136/134

SRTT 315/70R22.5 LI = 154/150

Narrow family

Wide family

SNominal < 285 mm
SRTT 245/70R19.5 LI = 136/134

For C2 tyres
SRTT 225/75 R 16 C LI = 116/114

C2 タイヤの場合
SRTT 225/75 R 16 C LI = 116/114

SNominal = Tyre nominal section width

SNominal = タイヤ断面幅の呼び

2. Test Procedure

2. 試験手順

The comparative wet grip performance shall be established using either:

比較するウェットグリップ性能は、以下のいずれかを用いて得るものとする：

(a) A trailer or special purpose tyre evaluation vehicle; or

(a) トレーラー又は特殊用途タイヤ評価用車両；又は、

(b) A standard production vehicle (M2, M3, N1, N2 or N3, category) as defined in the Consolidated Resolution on the
Construction of Vehicles (R.E.3.) contained in ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4, para.2.

(b) ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4、2 項に記載された車両構造統合決議（R.E.3）の定義にもとづく標準生産車
両（カテゴリーM2、M3、N1、N2 又は N3）による。

2.1. Trailer or special purpose tyre evaluation vehicle procedure

2.1. 車両が牽引するトレーラー又はタイヤ試験車両を用いた試験方法

2.1.1. The measurements are conducted on (a) tyre(s) mounted on a trailer towed by a vehicle or a tyre test vehicle.

2.1.1. 車両が牽引するトレーラー又はタイヤ試験車両に取り付けたタイヤで測定を実施する。

The brake on the test position is applied firmly until sufficient braking torque results to produce maximum braking force
that will occur prior to wheel lockup at a test speed of 50 km/h. The trailer, together with the towing vehicle, or the tyre
evaluation vehicle shall comply with the following requirements:

50 km/h の試験速度において、車輪のロック前に生じる最大制動力を発生させるのに十分な制動トルクが生
じるまで、試験タイヤ軸にあるブレーキを強く掛ける。牽引車両とトレーラー、又はタイヤ試験車両は、以
下の要件に適合しなければならない：

2.1.1.1. Be capable of exceeding the upper limit for the test speed of 50 km/h and of maintaining the test speed
requirement of (50  2) km/h even at the maximum level of application of braking forces;

2.1.1.1. 最大レベルの制動力が掛けられた状態においても、50 km/h の試験速度上限を上回ることができ、か
つ、（50  2）km/h の試験速度要件を維持することができる；
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2.1.1.2. Be equipped with an axle providing one test position having an hydraulic brake and actuation system that can be
operated at the test position from the towing vehicle if applicable. The braking system shall be capable of providing
sufficient braking torque to achieve the peak brake force coefficient over the range of tyre sizes and tyre loads to be tested;

2.1.1.2. 牽引車両から操作できる油圧式ブレーキおよび起動システムを有する 1 つの車軸を装備すること。
当該ブレーキシステムは、試験対象のタイヤサイズ及びタイヤ荷重の範囲にわたりピーク制動力係数を達成
するために十分な制動トルクを発生させることができるものとする；

2.1.1.3. Be capable of maintaining longitudinal alignment (toe) and camber of the test wheel and tyre assembly
throughout the test within  0.5° of the static figures achieved at the test tyre loaded condition;

2.1.1.3. 試験全体を通して、試験タイヤは、前後方向調整（トー）及びキャンバーを、荷重が掛けられた状
態の試験タイヤで達成された静的数値の 0.5°以内に維持できるものでなければならない；

2.1.1.4. In the case a track wetting system is incorporated:

2.1.1.4. 路面散水システムが組み込まれている場合：

The system shall be able to deliver the water such that the tyre and track surface in front of the tyre are wetted before the
start of braking and throughout the duration of the test. The apparatus may be
optionally
equipped
with
a
pavement-wetting system, less the storage tank, which, in the case of the trailer, is mounted on the tow vehicle. The water
being applied to the pavement ahead of the test tyres shall be supplied by a nozzle suitably designed to ensure that the water
layer encountered by the test tyre has a uniform cross section at the test speed with a minimum splash and overspray.

当該システムは、制動開始前及び試験中においてタイヤ及びタイヤの前の試験路面が湿潤しているように、
水を供給することができるものとする。車両試験車には、任意で自己散水システムを装着してもよい。ただ
し、トレーラーの場合、貯水タンクは牽引車両に取り付ける。試験タイヤ前方の路面に撒かれる水は、試験
速度において、試験タイヤが接する水膜が均一な断面をもつ（水はねやしぶきが最小となる）ことが確保さ
れるように適切に設計されたノズルによって供給されるものとする。

The nozzle configuration and position shall ensure that the water jets shall be directed toward the test tyre and pointed
toward the pavement at an angle of 15 to 30°. The water shall strike the pavement 0.25 to 0.5 m ahead of the centre of tyre
contact. The nozzle shall be located 100 mm above the pavement or the minimum height required to clear obstacles
which the tester is expected to encounter, but in no case more than 200 mm above the pavement. The water layer shall be
at least 25 mm wider than the test tyre tread and applied so the tyre is centrally located between the edges. The volume of
water per unit of wetted width shall be directly proportional to the test speed. The quantity of water applied at 50 km/h
shall be 14 l/s per meter of the width of the wetted surface. The nominal values of rate of water application shall be
maintained within  10 per cent.

ノズルの構成及び位置は、水流が試験タイヤの方に向けられ、15 から 30°の角度で路面の方に向けられるこ
とを確保するものとする。水は、タイヤの接地中心の 0.25 から 0.5 m 前方で路面に当たるものとする。ノズ
ルは、路面の上方 100 mm、又は障害物を回避するのに最低限の高さに配置する必要があるが、いかなる場
合も、路面から 200 mm を超えないものとする。水膜は、試験トレッドの幅より少なくとも 25 mm 広いもの
とし、タイヤがその両端の中央に位置するように散水するものとする。ウェット幅の単位当たりの水量は、
試験速度に正比例するものとする。50 km/h での散水量は、ウェット路面幅 1 m 当たり 14 1/s とする。散水
量の試験中の変化は、 10 %以内に維持するものとする。

2.1.2. Test procedure

2.1.2. 試験手順

2.1.2.1. Fit the test tyres on rims specified by a recognized tyre and rim standards organization as listed in Appendix 4 to
Annex 6 to this Regulation. Ensure proper bead seating by the use of a suitable lubricant. Excessive use of lubricant
should be avoided to prevent slipping of the tyre on the wheel rim.

2.1.2.1. 試験タイヤを、本規則の附則 6 付録 4 に掲出された認知されているタイヤ及びリム標準機関により
指定されたリムに取り付ける。適切な潤滑剤を用いて適正なビードシーティングを確保する。タイヤのリム
すべりを防ぐために、潤滑剤の過度の使用は避けるべきものとする。

Check the test tyres for the specified inflation pressure at ambient temperature (cold), just prior to testing. For the purpose
of this standard the testing tyre cold inflation pressure Pt shall be calculated as follows:

試験の直前に、雰囲気温度（冷間）で規定された空気圧に関して、試験タイヤの確認をする。本基準の目的
において、試験タイヤ冷間空気圧 Pt を以下のとおりに計算するものとする：

Where:

ここで：

Pr = Inflation pressure marked on the sidewall. If Pr is not marked on the sidewall refer to the specified pressure in
applicable tyre standards manuals corresponding to maximum load capacity for single applications

Pr = サイドウォールに表示された空気圧。Pr がサイドウォールに表示されていない場合は、タイヤ標準マニ
ュアルに規定された、単輪使用時の最大負荷能力に対応する空気圧を参照する。

Qt = The static test load of the tyre

Qt = タイヤの静的試験荷重

Qr = The maximum mass associated with the load capacity index of the tyre

Qr = タイヤのロードインデックスに関連する最大質量

2.1.2.2. For tyre break-in, two braking runs are performed. The tyre shall be conditioned for a minimum of two hours
adjacent to the test track such that it is stabilized at the ambient temperature of the test track area. The tyre(s) shall not be
exposed to direct sunshine during conditioning.

2.1.2.2. タイヤの慣らし運転のために、2 回の制動走行を実施する。タイヤには、試験路区域の雰囲気温度で
安定するように、試験路の近くで最低 2 時間慣らしを行うものとする。慣らしの間はタイヤを直射日光に曝
さないものとする。

2.1.2.3. The load conditions for testing shall be 75  5 per cent of the value corresponding to the load index.

2.1.2.3. 試験の荷重条件は、ロードインデックスに相当する値の 75  5 %とする。

2.1.2.4. Shortly before testing, the track shall be conditioned by carrying out at least ten braking test runs at 50 km/h on the
part of the track to be used for the performance test programme but using a tyre not involved in that programme;

2.1.2.4. 試験の少し前に、性能試験プログラムに使用する試験路の部分において、当該プログラムに関与し
ないタイヤを用いて、50 km/h で少なくとも 10 回の制動試験走行を実施することによって、試験路の慣らし
を行うものとする；
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2.1.2.5. Immediately prior to testing, the tyre inflation pressure shall be checked and reset, if necessary, to the values given
in paragraph 2.1.2.1.

2.1.2.5. 試験の直前に、タイヤの空気圧を確認し、必要な場合は 2.1.2.1 項に規定された値に再調整するもの
とする。

2.1.2.6. The test speed shall be at 50  2 km/h and shall be maintained between these limits throughout the test run.

2.1.2.6. 試験速度は、50  2 km/h とし、試験走行中この限度内に維持するものとする。

2.1.2.7. The direction of the test shall be the same for each set of tests and shall be the same for the test tyre as that used for
the SRTT with which its performance is to be compared.

2.1.2.7. 進行方向は、
試験の各セットで同一とし、
試験タイヤの進行方向は、その性能の比較対象となる SRTT
に使用するものと同一とする。

2.1.2.8. Deliver water to the pavement ahead of the test tyre approximately 0.5 s prior to brake application (for internal
watering system). The brakes of the test wheel assembly shall be applied such that peak braking force is achieved within
0.2 s and 1.0 s of brake application.

2.1.2.8. ブレーキを掛ける約 0.5 s 前に試験タイヤ前方の路面に散水する（自己散水システムの場合）。試験
ホイールアッセンブリのブレーキは、ブレーキを掛けてから 0.2 s～1.0 s の間にピーク制動力が達成されるよ
うに掛けるものとする。

2.1.2.9. For new tyres, the first two braking runs are discarded for tyre break-in.

2.1.2.9. 新品タイヤの場合、タイヤ慣らし運転の最初の 2 回の走行のデータは破棄する。

2.1.2.10. For the evaluation of the performance of any tyre compared with that of the SRTT, the braking test should be run
at the same area on the test pad.

2.1.2.10. SRTT の性能と比較されるタイヤの性能の評価において、制動試験は、試験領域上の同一区域で実
施すべきものとする。

2.1.2.11. The order of testing shall be:

2.1.2.11. 試験の順序は以下とする：

R1 - T - R2

R1 - T - R2

Where:

ここで：

R1 = the initial test of the SRTT,

R1 = SRTT の最初の試験、

R2 = the repeat test of the SRTT and

R2 = SRTT の再試験、及び、

T = the test of the candidate tyre to be evaluated.

T = 評価する供試タイヤの試験。

A maximum of three candidate tyres may be tested before repeating the SRTT test, for example:

例えば以下のように、SRTT の再試験を実施する前に最大 3 つの供試タイヤを試験してもよい：

R1 - T1 - T2 - T3 - R2

R1 - T1 - T2 - T3 - R2

2.1.2.12. Calculate the peak braking force coefficient, μpeak, for each test using the following equation:

2.1.2.12. 以下の式を用いて、各試験のピーク制動力係数、μpeak を計算する：

μt  

f h t 
f v t 

μt  
(1)

f h t 
f v t 

(1)

Where:

ここで：

μ(t) = dynamic tyre braking force coefficient in real time,

μ(t) = 実時間の動的タイヤ制動力係数、

fh(t) = dynamic braking force in real time, N,

fh(t) = 実時間の動的制動力（N）、

fv(t) = dynamic vertical load in real time, N

fv(t) = 実時間の動的垂直荷重（N）

Using equation (1) for dynamic tyre braking force coefficient, calculate the peak tyre braking force coefficient, μpeak, by
determining the highest value of μ(t) before lockup occurs. Analogic signals should be filtered to remove noise. Digitally
recorded signals may be filtered using a moving average technique.

動的タイヤ制動力係数に関する式(1)を用いて、ロックが生じる前の μ(t)の最大値を求めることによって、ピ
ークタイヤ制動力係数、μpeak を計算する。アナログ信号は、ノイズを取り除くためにフィルタ処理すべきも
のとする。デジタルで記録した信号は、移動平均手法を用いてフィルタ処理してもよい。

Calculate the average values of peak-braking coefficient (μpeak, ave) by averaging four or more valid repeated runs for each
set of test and reference tyres for each test condition provided that the tests are completed within the same day.

各試験条件における試験タイヤとSRTT の各セットについて4 回以上の有効な測定値を平均することによっ
て、ピーク制動係数の平均値（μpeak, ave）を計算する。ただし、当該試験が同じ日に完了していることを条件
とする。

54

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
2.1.2.13. Validation of results:

2.1.2.13. 結果の検証：

For the reference tyre:

SRTT の場合：

If the coefficient of variation of the peak braking coefficient, which is calculated by "standard deviation/average x 100" of
the reference tyre is higher than five per cent, discard all data and repeat the test for this reference tyre.

SRTT の「標準偏差／平均値×100」によって計算されるピーク制動係数の変動係数が 5 %を上回る場合は、
すべてのデータを破棄して、この SRTT に関する試験をやり直す。

For the candidate tyres:

供試タイヤの場合：

The coefficients of variation (standard deviation/average x 100) are calculated for all the candidate tyres. If one coefficient
of variation is greater than five per cent, discard the data for this candidate tyre and repeat the test.

すべての供試タイヤについて変動係数（標準偏差／平均値×100）を計算する。1 つの変動係数が 5 %を上回
る場合は、この供試タイヤに関するデータを破棄して、試験をやり直す。

If R1 is the average of the peak braking coefficient in the first test of the reference tyre, R2 is the average of the peak
braking coefficient in the second test of the reference tyre, the following operations are performed, according to the
following table:

R1 が SRTT の 1 回目の試験におけるピーク制動係数の平均で、
R2 が SRTT の 2 回目の試験におけるピーク制
動係数の平均である場合は、下表に従って以下の演算を行う：

If the number of sets of candidate tyres
and the set of candidate tyres to
between two successive runs of the reference
be qualified is:
tyre is:

SRTT の連続する 2 回の走行間の供試タ かつ、
認定される供試タ 「Ra」は、以下を適用することに

then "Ra" is calculated by
applying the following:

イヤのセット数が下記のとおりであ
り：

イヤのセットが下記の
とおりである場合：

よって計算される：

1 

R1 – T1 – R2

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

1 

R1 – T1 – R2

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2 

R1 – T1 - T2 – R2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

2 

R1 – T1 - T2 – R2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

3 

R1 – T1 - T2 - T3 – R2

3 

R1 – T1 - T2 - T3 – R2

2.1.2.14. The wet grip index (G) shall be calculated as:

2.1.2.14. ウェットグリップ指数（G）は、以下のとおりに計算するものとする：

Wet Grip Index (G) = μ peak,ave (T)/μ peak, ave (R)

ウェットグリップ指数（G）= μ peak,ave (T)/μ peak, ave (R)

It represents the relative Wet Grip Index for braking performance of the candidate tyre (T) compared to the reference tyre
(R).

これは、SRTT（R）と比較された供試タイヤ（T）の制動性能に関する相対的なウェットグリップ指数を表
す。

2.2. Standard vehicle procedure

2.2. 実車法の手順

2.2.1. The vehicle used shall have two axles and be equipped with an anti-lock braking system (e.g. standard production
vehicle of M2, M3, N1, N2 or N3 category). The ABS shall continue to fulfil the utilisation of adhesion requirements
defined in the Regulations as appropriate, and shall be comparable and constant throughout the tests with the different
tyres mounted.

2.2.1. 使用する車両は、2 本の車軸を有し、アンチロックブレーキシステム（ABS)を備えているものとする
（例えば、カテゴリーM2、M3、N1、N2 又は N3 の標準生産車両）。ABS は、本規則に定められた粘着利用
度要件（該当するもの）を満たし続けるものとし、試験全体を通して、装着されているタイヤが異なっても
ABS は同等の制御がされなければならない。

2.2.1.1. Measuring equipment

2.2.1.1. 測定装置

The vehicle shall be fitted with a sensor suitable for measuring speed on a wet surface and distance covered between two
speeds.

車両には、ウェット路面上での速度ならびに 2 つの速度間の距離の測定に適したセンサを装着するものとす
る。

To measure vehicle speed, a fifth wheel or non-contact speed-measuring system shall be used.

車速を測定するために、第 5 輪又は非接触型速度測定システムを用いるものとする。

The following tolerances shall be respected:

以下の許容誤差を守るものとする：

(a) For the speed measurements: ± 1 per cent or ± 0.5 km/h whichever is greater;

(a) 速度測定の場合：± 1 %又は ± 0.5 km/h のいずれか高い方；

(b) For the distance measurements: ± 1 x 10-1 m.

(b) 距離測定の場合：± 1×10－1 m。
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A display of the measured speed or the difference between the measured speed and the reference speed for the test can be
used inside the vehicle so that the driver can adjust the speed of the vehicle.

運転者が車両の速度を調節できるように、試験の速度測定値又は速度測定値と基準速度との差の表示を車内
で用いることができる。

A data acquisition system can be also used for storing the measurements.

測定値の保存のためにデータ収集システムを使用することもできる。

2.2.2. Test procedure

2.2.2. 試験手順

Starting with a defined initial speed, the brakes are applied hard enough on the two axles at the same time to activate the
ABS system.

所定の初速度で開始し、ABS システムを起動させるために 2 本の車軸に同時にブレーキを十分な強さで掛け
る。

2.2.2.1. The Average Deceleration (AD) is calculated between two defined speeds, with an initial speed of 60 km/h and a
final speed of 20 km/h.

2.2.2.1. 60 km/h の初速度及び 20 km/h の終速度を用いて、2 つの所定速度間の平均減速度（AD）を計算する。

2.2.2.2. Vehicle equipment

2.2.2.2. 車両の装備

The rear axle may be indifferently fitted with 2 or 4 tyres.

後軸には 2 つ又は 4 つのタイヤを普通に装着してよい。

For the reference tyre testing, both axles are fitted with reference tyres. (A total of 4 or 6 reference tyres depending on the
choice above mentioned).

SRTT の試験の場合、両車軸に SRTT を装着する（上述の選択に応じて、合計 4 つ又は 6 つの SRTT）。

For the candidate tyre testing, 3 fitting configurations are possible:

供試タイヤの試験の場合、3 つの装着パターンが可能である：

(a) Configuration "Configuration 1": Candidate tyres on front and rear axles: it is the standard configuration that should be
used every time it is possible.

(a) 「パターン 1」：前軸及び後軸上に供試タイヤ：これは、可能な時は常に使用すべき標準構成である。

(b) Configuration "Configuration 2": Candidate tyres on front axle and reference tyre or control tyre on rear axle: allowed
in such cases where fitting the candidate tyre on the rear position is not possible.

(b) 「パターン 2」：前軸上に供試タイヤ、後軸上に SRTT もしくはコントロールタイヤ：後部への供試タ
イヤの装着が不可能な場合に容認される。

(c) Configuration "Configuration 3": Candidate tyres on rear axle and reference tyre or control tyre on front axle:
permitted in such cases where fitting the candidate tyre on the front position is not possible.

(c) 「パターン 3」：後軸上に供試タイヤ、前軸上に SRTT もしくはコントロールタイヤ：前部への供試タ
イヤの装着が不可能な場合に許容される。

2.2.2.3. Tyre inflation pressure

2.2.2.3. タイヤ空気圧

(a) For a vertical load higher or equal to 75 per cent of the load capacity of the tyre, the test inflation pressure "Pt" shall be
calculated as follows:

(a) タイヤの負荷能力の 75 %以上である垂直荷重の場合、試験空気圧「Pt」は以下のとおり計算するものと
する：

Pt = Pr · (Qt/Qr)1.25

Pt = Pr · (Qt/Qr)1.25

Pr = Inflation pressure marked on the sidewall. If Pr is not marked on the sidewall refer to the specified pressure in
applicable tyre standards manuals corresponding to maximum load capacity for single applications

Pr = サイドウォールに表示された空気圧。Pr がサイドウォールに表示されていない場合は、単輪使用時の最
大負荷能力に対応する該当するタイヤ標準マニュアルに規定された空気圧を参照する

Qt = static test load of the tyre

Qt = タイヤの静的試験荷重

Qr = maximum mass associated with the load capacity index of the tyre

Qr = タイヤのロードインデックスに関連する最大質量

For a vertical load lower than 75 per cent of the load capacity of the tire, the test inflation pressure Pt shall be calculated as
follows:

タイヤの負荷能力の 75 %未満である垂直荷重の場合、試験空気圧 Pt は以下のとおり計算するものとする：

Pt = Pr · (0.75)1.25 = (0.7) · Pr

Pt = Pr · (0.75)1.25 = (0.7) · Pr

Pr = Inflation pressure marked on the sidewall.

Pr = サイドウォールに表示された空気圧

If Pr is not marked on the sidewall refer to the specified pressure in applicable tyre standard manuals corresponding to
maximum load capacity for single applications.

Pr がサイドウォールに表示されていない場合は、単輪使用時の最大負荷能力に対応する該当するタイヤ標準
マニュアルに規定された空気圧を参照する。

Check the tyre pressure just prior to testing at ambient temperature.

試験の直前に雰囲気温度でタイヤの空気圧を確認する。
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2.2.2.4. Tyre load

2.2.2.4. タイヤ荷重

The static load on each axle shall remain the same throughout the test procedure. The static load on each tyre shall lie
between 60 per cent and 100 per cent of the candidate tyre's load capacity. This value shall not exceed 100 per cent of the
load capacity of the reference tyre.

各車軸への静荷重は、試験手順全体を通して同一であり続けるものとする。各タイヤへの静荷重は、供試タ
イヤの負荷能力の 60 %から 100 %の間とする。この値は、SRTT の負荷能力の 100 %を超えないものとする。

Tyre load on the same axle should not differ by more than 10 per cent.

同一車軸へのタイヤ荷重の差は 10 %を超えないものとする。

The use of fitting as per Configurations 2 and 3 shall fulfil the following additional requirements:

パターン 2 及びパターン 3 に基づいて装着する場合は、以下の追加要件を満たすものとする：

Configuration 2: Front axle load > Rear axle load

パターン 2：前軸荷重 > 後軸荷重

The rear axle may be indifferently fitted with 2 or 4 tyres

後軸には 2 つ又は 4 つのタイヤを装着してよい

Configuration 3: Rear axle load > Front axle load x 1.8

パターン 3：後軸荷重 > 前軸荷重×1.8

2.2.2.5. Tyre preparation and break-in

2.2.2.5. タイヤの準備及び慣らし運転

2.2.2.5.1. The test tyre shall be mounted on the test rim declared by the tyre manufacturer.

2.2.2.5.1. 試験タイヤをタイヤ製作者により指定された試験リムに取り付けるものとする。

Ensure proper bead seating by the use of a suitable lubricant. Excessive use of lubricant should be avoided to prevent
slipping of the tyre on the wheel rim.

適切な潤滑剤を用いて適正なビードシーティングを確保する。タイヤのリムすべりを防ぐために、潤滑剤の
過度の使用は避けるものとする。

2.2.2.5.2. Place the fitted test tyres in a location for a minimum of two hours such that they all have the same ambient
temperature prior to testing, and shield them from the sun to avoid excessive heating by solar radiation. For tyre break-in,
perform two braking runs.

2.2.2.5.2. 装着した試験タイヤを、試験前にそれらすべてが同じ雰囲気温度になるように、少なくとも 2 時間
放置すること。、当該アッセンブリが日光により過度に熱くなることを避けるために日光から遮蔽する。タ
イヤの慣らし運転として、2 回の制動走行を実施する。

2.2.2.5.3. Condition the pavement by conducting at least ten test runs with tyres not involved in the test programme at an
initial speed higher or equal to 65 km/h (which is higher than the initial test speed to guarantee that a sufficient length of
track is conditioned).

2.2.2.5.3. 試験プログラムに関与しないタイヤを用いて、65 km/h 以上の初速度（試験路の十分な範囲の慣ら
しを保証するために試験初速度より高い速度）で少なくとも 10 回の試験走行を実施することによって、路
面の慣らしを実施する。

2.2.2.6. Procedure

2.2.2.6. 手順

2.2.2.6.1. First, mount the set of reference tyres on the vehicle.

2.2.2.6.1. 始めに SRTT のセットを車両に取り付ける。

The vehicle accelerates in the starting zone up to 65 ± 2 km/h.

開始区域で 65 ± 2 km/h まで車両を加速する。

Activation of the brakes on the track is made always at the same place with a tolerance of 5 metres in longitudinal and 0.5
metres in transverse.

試験路においては、前後方向 5 m 及び左右方向 0.5 m の許容誤差内で常に同じ場所でブレーキを掛ける。

2.2.2.6.2. According to the type of transmission, two cases are possible:

2.2.2.6.2. トランスミッションの方式に応じて、以下の 2 つの場合が考えられる：

(a) Manual transmission

(a) マニュアルトランスミッション

As soon as the driver is in the measuring zone and having reached 65 ± 2 km/h, the clutch is released and the brake pedal
depressed sharply, holding it down as long as necessary to perform the measurement.

運転者が測定区域に入り、65 ± 2 km/h に達したら直ちに、クラッチを切り、ブレーキペダルを素早く踏み込
んで、測定を実施するのに必要な時間だけ踏み込んだ状態を維持する。

(b) Automatic transmission

(b) オートマチックトランスミッション

As soon as the driver is in the measuring zone and having reached 65 ± 2 km/h, select neutral gear and then the brake
pedal is depressed sharply, holding it down as long as necessary to perform the measurement.

運転者が測定区域に入り、65 ± 2 km/h に達したら直ちに、ニュートラルギアを選択してからブレーキペダル
を素早く踏み込んで、測定を実施するのに必要な時間だけ踏み込んだ状態を維持する。

Automatic activation of the brakes can be performed by means of a detection system made of two parts, one indexed to
the track and one embarked on the vehicle. In that case braking is made more rigorously at the same portion of the track.

ブレーキの自動作動は、2 つの部分（1 つは試験路上に設置する部分、もう 1 つは車両に搭載する部分）か
ら成る検出システムによって実施することができる。この場合、試験路の同一部分でより正確に制動が行わ
れる。

If any of the above-mentioned conditions are not met when a measurement is made (speed tolerance, braking time, etc.),
the measurement is discarded and a new measurement is made.

測定実施時に上記の条件（速度許容誤差、制動時間など）のいずれかが満たされない場合は、当該測定結果
を破棄し、新たな測定を実施する。
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2.2.2.6.3. Test running order

2.2.2.6.3. 試験走行順序

Examples:

例：

The run order for a test of 3 sets of candidate tyres (T1 to T3) plus a reference tyre R would be:

3 セットの供試タイヤ（T1 から T3）＋ SRTT（R）の試験の走行順序は、以下のとおりとなる：

R - T1 - T2 - T3 - R

R - T1 - T2 - T3 - R

The run order for a test of 5 sets of tyres (T1 to T5) plus a reference tyre R would be:

5 セットのタイヤ（T1 から T5）＋ SRTT（R）の試験の走行順は、以下のとおりとなる：

R - T1 - T2 - T3 - R -T4 - T5 – R

R - T1 - T2 - T3 - R -T4 - T5 – R

2.2.2.6.4. The direction of the test shall be the same for each set of tests and shall be the same for the candidate test tyre as
that used for the SRTT with which its performance is to be compared.

2.2.2.6.4. 試験方向は、試験の各セットで同一とし、供試試験タイヤの試験方向は、その性能の比較対象とな
る SRTT に使用するものと同一とする。

2.2.2.6.5. For each test and for new tires, the first two braking measurements are discarded.

2.2.2.6.5. 各試験タイヤ及び新品タイヤについては、最初の 2 回の制動測定結果は破棄する。

2.2.2.6.6. After at least 3 valid measurements have been made in the same direction, the reference tyres are replaced by a
set of the candidate tyres (one of the 3 configurations presented in paragraph 2.2.2.2.) and at least 6 valid measurements
shall be performed.

2.2.2.6.6. 同一方向で少なくとも 3 回の有効な測定を実施した後、SRTT を 1 セットの供試タイヤ（2.2.2.2 項
に示された 3 つの構成のうちの 1 つ）と置き換え、少なくとも 6 回の有効な測定を実施するものとする。

2.2.2.6.7. A maximum of three sets of candidate tyres can be tested before the reference tyre is re-tested.

2.2.2.6.7. SRTT の再試験前に最大 3 セットの供試タイヤを試験することができる。

2.2.2.7. Processing of measurement results

2.2.2.7. 測定結果の処理

2.2.2.7.1. Calculation of the Average Deceleration (AD)

2.2.2.7.1. 平均減速度（AD）の計算

Each time the measurement is repeated, the average deceleration AD [m∙s-²] is calculated by:

測定を繰り返すたびに、平均減速度 AD（m∙s-²）を以下によって計算する：

S f  Si
2

AD 

2

S f  Si
2

AD 

2d

2

2d

Where d [m] is the distance covered between the initial speed Si [m∙s-1] and the final speed Sf [m∙s-1].

ここで、d（m）は、初速度 Si（m∙s-1）と終速度 Sf（m∙s-1）の間の距離である。

2.2.2.7.2. Validation of results

2.2.2.7.2. 結果の検証

For the reference tyre:

SRTT の場合：

If the coefficient of variation of "AD" of any two consecutive groups of 3 runs of the reference tyre is higher than 3 per
cent, discard all data and repeat the test for all tyres (the candidate tyres and the reference tyre). The coefficient of variation
is calculated by the following relation:

SRTT の 3 回の走行の 2 回連続の平均減速度「AD」の変動係数が 3 %を上回る場合は、すべてのデータを破
棄して、すべてのタイヤ（供試タイヤ及び SRTT）に関する試験をやり直す。変動係数は、以下の関係式に
よって計算する：

standard deviation
 100
average

標準偏差
 100
平均値

For the candidate tyres:

供試タイヤの場合：

The coefficients of variation are calculated for all the candidate tyres.

すべての供試タイヤについて変動係数を計算する。

standard deviation
 100
average

標準偏差
 100
平均値

If one coefficient of variation is greater than 3 per cent, discard the data for this candidate tyre and repeat the test.

1 つの変動係数が 3 %を上回る場合は、この供試タイヤに関するデータを破棄して、試験をやり直す。

2.2.2.7.3. Calculation of the "average AD"

2.2.2.7.3. 「平均 AD」の計算

If R1 is the average of the AD values in the first test of the reference tyre and R2 is the average of the AD values in the
second test of the reference tyre, the following operations are performed, according to Table 5.

SRTT の 1 回目の試験における AD 値の平均を R1、SRTT の 2 回目の試験における AD 値の平均である場合
を R2 とし、表 5 に従って以下の演算を行う。

Ra is the adjusted average AD of the reference tyre.

Ra は、SRTT の調整済み平均 AD 値である。

58

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
表5

Table 5
Number of sets of candidate
tyres between two successive
runs of the reference tyre

Set of candidate
tyres to be qualified

1

R1-T1-R2

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2

R1-T1-T2-R2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T2
T3

3

R1-T1-T2-T3-R2

SRTT の連続する 2 回の走行間

Ra

の供試タイヤのセット数

認定される供試
タイヤのセット

Ra

1

R1-T1-R2

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2

R1-T1-T2-R2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

3

R1-T1-T2-T3-R2

2.2.2.7.4. Calculation of braking force coefficient, BFC

2.2.2.7.4. 制動力係数、BFC の計算

BFC(R) and BFC(T) are calculated according to Table 6:

BFC(R)及び BFC(T)を表 6 に従って計算する：

Table 6

表6
Tyre type

Braking force coefficient is

タイヤの種類

制動力係数

Reference tyre

BFC(R) = Ra/g

SRTT

BFC(R) = Ra/g

Candidate tyre

BFC(T) = Ta/g

供試タイヤ

BFC(T) = Ta/g

g は重力加速度である（g = 9.81 m⋅s−2 とする）。

g is the acceleration due to gravity (rounded to 9,81 m⋅s−2).
Ta (a = 1, 2, etc.) is the average of the AD values for a test of a candidate tyre.

Ta（a＝1、2 など）は、供試タイヤの試験に関する AD 値の平均である。

2.2.2.7.5. Calculation of the relative wet grip performance index of the tyre

2.2.2.7.5. タイヤの相対的なウェットグリップ性能指数の計算

The Wet grip index represents the relative performance of the candidate tyre compared to the reference tyre. The way to
obtain it depends on the test configuration as defined in paragraph 2.2.2.2. of this annex. The wet grip index of the tyre is
calculated as reported into Table 7:

ウェットグリップ指数は、SRTT と比較された供試タイヤの相対的な性能を表す。それを得るための方法は、
本附則の 2.2.2.2 項に定められた試験パターンによって異なる。タイヤのウェットグリップ指数は表 7 に報
告されたとおりに計算する：

Table 7

表7
BFC(T)
BFC( R )

Configuration C1:
candidate tyres on both axles

Wet Grip Index 

Configuration C2:
candidate tyres on front axle
and reference tyres on rear
axle

Wet Grip Index 

BFC(T)  a  b  h  BFC( R )  a  BFC( R )
BFC( R )  b  h  BFC(T)

Configuration C3:
reference tyres on front axle
and candidate tyres on rear
axle

Wet Grip Index 

BFC(T)   a  b  h  BFC( R )  b  BFC( R )
BFC( R )   a  h  BFC(T)

パターン 1：
両車軸上に供試タイヤ

ウェットグリップ指数 

BFC(T)
BFC(R)

パターン 2：
BFC(T)  a  b  h  BFC(R)  a  BFC(R)
前軸上に供試タイヤ、後軸上 ウェットグリップ指数 
BFC(R)  b  h  BFC(T)
に SRTT
パターン 3：
BFC(T)   a  b  h  BFC(R)  b  BFC(R)
前軸上に SRTT、
後軸上に供試 ウェットグリップ指数 
BFC(R)   a  h  BFC(T)
タイヤ
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Where:

ここで：

"G": centre of gravity of the loaded vehicle

「G」：積載車両の重心

"m": mass (in kilograms) of the loaded vehicle

「m」：積載車両の質量（kg）

"a": horizontal distance between front axle and centre of gravity of the loaded vehicle (m)

「a」：前軸と積載車両の重心との水平距離（m）

"b": horizontal distance between rear axle and centre of gravity of the loaded vehicle

「b」：後軸と積載車両の重心との水平距離

"h": vertical distance between ground level and centre of gravity of the loaded vehicle (m).

「h」：地表と積載車両の重心との垂直距離（m）

N.B. When "h" is not precisely known, these worst case values shall apply:

注記：「h」が正確に分からないときは、これらの最悪の場合の値を適用するものとする：

1.2 for configuration C2, and 1.5 for configuration C3

パターン 2 は 1.2、パターン 3 は 1.5

"" loaded vehicle acceleration [m∙s-²]

「」積載車両の加速度（m∙s-2）

"g" acceleration due to the gravity [m∙s-²]

「g」重力加速度（m∙s-2）

"X1" longitudinal (X-direction) reaction of the front tyre on the road

「X1」路上でのフロントタイヤの前後方向（X 方向）反力

"X2" longitudinal (X-direction) reaction of the rear tyre on the road

「X2」路上でのリアタイヤの前後方向（X 方向）反力

"Z1" normal (Z-direction) reaction of the front tyre on the road

「Z1」路上でのフロントタイヤの垂直（Z 方向）反力

"Z2" normal (Z-direction) reaction of the rear tyre on the road

「Z2」路上でのリアタイヤの垂直（Z 方向）反力

Figure 1

図1

Nomenclature explanation related to grip index of the tyre

タイヤのウェットグリップに関連する用語説明
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2.2.2.8. Wet grip performance comparison between a candidate tyre and a reference tyre using a control tyre

2.2.2.8. コントロールタイヤを用いる場合の供試タイヤと SRTT のウェットグリップ性能比較

When the candidate tyre size is significantly different from the reference tyre, a direct comparison on the same vehicle
may be not possible. This approach uses an intermediate tyre, hereinafter called the control tyre.

供試タイヤのサイズが SRTT のサイズと大幅に異なる場合は、同一車両上で直接比較することができない場
合がある。本方法においては中間的なタイヤ（以下、「コントロールタイヤ」という）を用いる。

2.2.2.8.1. The principle lies upon the use of a control tyre and 2 different vehicles for assessing a candidate tyre in
comparison with a reference tyre.

2.2.2.8.1. SRTT と比較した供試タイヤの評価に、1 つのコントロールタイヤと 2 台の異なる車両を使用する。

One vehicle can fit the reference tyre and the control tyre, the other the control tyre and the candidate tyre. All conditions
are in conformity with paragraphs 2.2.1.2. to 2.2.2.5. above.

1 台の車両に SRTT とコントロールタイヤを装着し、もう 1 台にコントロールタイヤと供試タイヤを装着す
る。すべての条件は上記 2.2.1.2 項から 2.2.2.5 項に適合することとする。

2.2.2.8.2. The first assessment is a comparison between the control tyre and the reference tyre. The result (Wet Grip Index
1) is the relative efficiency of the control tyre compared to the reference tyre.

2.2.2.8.2. 1 回目の評価はコントロールタイヤと SRTT の比較である。その結果（ウェットグリップ指数 1）
が、SRTT と比較したコントロールタイヤの相対的性能である。

2.2.2.8.3. The second assessment is a comparison between the candidate tyre and the control tyre. The result (Wet Grip
Index 2) is the relative efficiency of the candidate tyre compared to the control tyre.

2.2.2.8.3. 2 回目の評価は供試タイヤとコントロールタイヤの比較である。その結果（ウェットグリップ指数
2）が、コントロールタイヤと比較した供試タイヤの相対的性能である。

The second assessment is done on the same track as the first one and within one week maximum. The wetted surface
temperature shall be in the range of ± 5 °C of the temperature of the first assessment. The control tyre set (4 or 6 tyres) is
physically the same set as the set used for the first assessment.

2 回目の評価は、1 回目の評価と同じ試験路で 1 週間以内に実施する。ウェット路面温度は 1 回目の評価の
温度の ± 5 °C の範囲内でなければならない。コントロールタイヤセット（4 つ又は 6 つのタイヤ）は、1 回
目の評価に用いたセットと同一のものとする。

2.2.2.8.4. The wet grip Index of the candidate tyre compared to the reference tyre is deduced by multiplying the relative
efficiencies calculated above:

2.2.2.8.4. SRTT と比較した供試タイヤのウェットグリップ指数を、上記で計算した相対的性能を下記の図式
によって導く：

(Wet Grip Index 1 · Wet Grip Index 2)

（ウェットグリップ指数 1 · ウェットグリップ指数 2）

Note: When the test expert decides to use an SRTT tyre as a control tyre (i.e. in the test procedure two SRTTs are
compared directly instead of an SRTT with a control tyre) the result of the comparison between the SRTTs is called the
"local shift factor".

注：試験の専門家がコントロールタイヤとして SRTT タイヤを使用することを決定したときは（すなわち、

It is permitted to use a previous SRTTs comparison.

以前の試験におけるローカルシフト係数を用いることが許容される。

The comparison results shall be checked periodically.

比較結果は定期的に確認しなければならない。

2.2.2.8.5. Selection of a set of tyres as a control tyre set

2.2.2.8.5. コントロールタイヤセットとしてのタイヤセットの選択

A "control tyre" set is a group of identical tyres made in the same factory during a one week period.

「コントロールタイヤ」セットは、同一製造年週で同一の工場で製造された同じタイヤのグループである。

2.2.2.8.6. Reference and control tyres

2.2.2.8.6. SRTT 及びコントロールタイヤ

Before the first assessment (control tyre / reference tyre), normal storage conditions can be used. It is necessary that all the
tyres of a control tyre set have been stored in the same conditions.

1 回目の評価（コントロールタイヤ／SRTT）の前に、SRTT で規定されている保管条件を用いることができ
る。コントロールタイヤセットのすべてのタイヤが同一条件で保管されていることが必要である。

2.2.2.8.7. Storage of control tyres

2.2.2.8.7. コントロールタイヤの保管

As soon as the control tyre set has been assessed in comparison with the reference tyre, specific storage conditions shall be
applied for control tyres replacement.

コントロールタイヤセットが SRTT との比較において評価されたら直ちに、ASTM で規定されている保管条
件をコントロールタイヤに適用するものとする。

2.2.2.8.8. Replacement of reference and control tyres

2.2.2.8.8. SRTT とコントロールタイヤの交換

When irregular wear or damage results from tests, or when wear influences the test results, the use of the tyre shall be
discontinued.

試験により偏摩耗又は損傷が生じた場合、又は摩耗が試験結果に影響を与えるときは、当該タイヤの使用を
中止するものとする。

試験手順において、1 つの SRTT と 1 つのコントロールタイヤではなく、2 つの SRTT が直接比較される場
合）、SRTT 間の比較結果は「ローカルシフト係数」と呼ばれる。
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附則 5 - 付録
ウェットグリップ指数の試験報告書の例
例 1：トレーラー法を用いたウェットグリップ指数の試験報告書
試験報告書番号：
試験日：
路面の種類：
きめ深さ（mm）：
µ peak（SRTT14 E1136）：
又はBPN：
速度（km/h）：
水深（mm）：

Annex 5 - Appendix
Test reports examples of wet grip index.
Example 1: Test report of wet grip index using trailer method
Test report number:
Test date:
Type of road surface:
Texture depth (mm):
µ peak (SRTT14 E1136):
or BPN:
Speed (km/h):
Water depth (mm):

No.
Size
Service description
Tyre identification
Rim
Pattern
Load (N)
Pressure (kPa)
μ peak
1
2
3
4
5
6
7
8
Average
Standard deviation σ
(σ/average) ≤ 5 per cent
Ra, Adjusted
Wet grip index
Surface temp. (°C)
Ambient temp. (°C)
Remarks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

番号

10

サイズ
使用表示
タイヤの識別
リム
パターン
荷重(N)
空気圧 (kPa)
μ peak
1
2
3
4
5
6
7
8
平均値
標準偏差 σ
（σ／平均値）≤ 5 %
Ra（調整済み）
ウェットグリップ指数
路面温度（°C）
雰囲気温度（°C）
備考
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2

3

4

5

6

7

8

9
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例 2：実車法を用いたウェットグリップ指数の試験報告書

Example 2: Test report of wet grip index using passenger car method

運転者：

試験日：

試験路：

乗用車：

初速度（km/h）
：

きめ深さ（mm）
：

ブランド：

終速度（km/h）
：

Model:

BPN：

モデル：

Type

水深（mm）
：

型式：

Driver:

Test date:

Track:

Passenger car:

Initial speed (km/h):

Texture depth (mm):

Brand:

Final speed (km/h):

BPN:
Water depth (mm):
No.

1

2

3

4

5

番号

1

2

3

4

5

Brand

Uniroyal

TYRE B

TYRE C

TYRE D

Uniroyal

ブランド

ユニロイヤル

タイヤ B

タイヤ C

タイヤ D

ユニロイヤル

Pattern

ASTM

PATTERN C

PATTERN D

ASTM

パターン

ASTM

パターン C

パターン D

ASTM

F

2493 PATTERN B

SRTT16

F

2493

SRTT16

F

2493 パターン B

SRTT16

F

SRTT16

Size

P225/60R16

SIZE B

SIZE C

SIZE D

P225/60R16

サイズ

P225/60R16

サイズ B

サイズ C

サイズ D

P225/60R16

Service description

97S

LI/SS

LI/SS

LI/SS

97S

使用表示

97S

LI/SS

LI/SS

LI/SS

97S

Tyre identification

XXXXXXXXX

YYYYYYYYY

ZZZZZZZZZ

NNNNNNNNN

XXXXXXXXX

タイヤの識別

XXXXXXXXX

YYYYYYYYY

ZZZZZZZZZ

NNNNNNNNN

XXXXXXXXX

Rim

リム

Front axle pressure (kPa)

前軸の空気圧（kPa）

Rear axle pressure (kPa)

後軸の空気圧（kPa）

Front axle load (kg)

前軸の負荷（kg）

Rear axle load (kg)

後軸の負荷（kg）

Wet surface temp (°C)

ウェット路面温度（°C）
雰囲気温度（°C）

Ambient temp (°C)
Braking
Average
Braking
Average
Braking
Average
Braking
Average
Braking
Average
distance deceleration distance deceleration distance deceleration distance deceleration distance deceleration
2
2
2
2
(m)
(m/s )
(m)
(m/s )
(m)
(m/s )
(m)
(m/s )
(m)
(m/s2)

Measurement

制動距離 平均減速度 制動距離 平均減速度 制動距離 平均減速度 制動距離 平均減速度 制動距離 平均減速度
（m） （m/s2）
（m） （m/s2） （m） （m/s2） （m） （m/s2） （m） （m/s2）

測定

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
10

10
Average AD (m/s2)

平均 AD（m/s2）

Standard deviation (m/s2)

標準偏差（m/s2）

Validation of results

結果の検証

Coeff. of variation (per cent) <

変動係数（%）< 3 %

3 per cent
基準タイヤの調整済み平

Adjusted average AD of ref.
tyre: Ra

均 AD：Ra（m/s2）

(m/s2)

BFC(R)

reference

2493

基準タイヤ（SRTT16）の

tyre

(SRTT16)

BFC(R)

BFC(T) candidate tyre

供試タイヤの BFC(T)

Wet grip index (%)

ウェットグリップ指数（%）
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Annex 6

附則 6

Test procedure for measuring rolling resistance

転がり抵抗を測定するための試験手順

1. Test methods

1. 試験方法

The alternative measurement methods listed below are given in this Regulation. The choice of an individual method is left to the tester.
For each method, the test measurements shall be converted to a force acting at the tyre/drum interface. The measured parameters are:

以下に挙げる測定方法が本規則に記載されている。個々の方法の選択は、試験実施者に委ねられている。各方法につ
いては、試験測定値をタイヤとドラムとの接触面に作用する力に変換するものとする。測定するパラメータは以下と
する：

(a) In the force method: the reaction force measured or converted at the tyre spindle1;

(a) フォース法では：タイヤ軸で測定又は変換した反力 1；

1 This measured value also includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel and tyre which are also to be considered for further data interpretation.

1

この測定値には、ホイール及びタイヤの軸受損失ならびに空力的損失も含まれる。これらの値は、さらなるデータの解釈のために検討しなけれ

ばならないものである。

(b) In the torque method: the torque input measured at the test drum2;

(b) トルク法では：試験ドラムにおいて測定したトルク入力 2；

2 The measured value in the torque, deceleration and power methods also includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum which are also

2

to be considered for further data interpretation.

らなるデータの解釈のために検討しなければならないものである。

(c) In the deceleration method: the measurement of deceleration of the test drum and tyre assembly2;

(c) 惰行法では：試験ドラム及びタイヤアッセンブリの減速度の測定 2；

2 The measured value in the torque, deceleration and power methods also includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum which are also

2

to be considered for further data interpretation.

らなるデータの解釈のために検討しなければならないものである。

(d) In the power method: the measurement of the power input to the test drum2.

(d) パワー法では：試験ドラムへの動力入力の測定 2。

2 The measured value in the torque, deceleration and power methods also includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum which are also

2

to be considered for further data interpretation.

らなるデータの解釈のために検討しなければならないものである。

2. Test equipment

2. 試験機器

2.1. Drum specifications

2.1. ドラムの仕様

2.1.1. Diameter

2.1.1. 直径

The test dynamometer shall have a cylindrical flywheel (drum) with a diameter of at least 1.7 m.

試験ダイナモメーターは、直径が少なくとも 1.7 m の円筒形フライホイール（ドラム）を有するものとする。

The Fr and Cr values shall be expressed relative to a drum diameter of 2.0 m. If drum diameter different than 2.0 m is used, a
correlation adjustment shall be made following the method in paragraph 6.3. of this annex.

Fr 値及び Cr 値は、2.0 m のドラム径に対して表すものとする。2.0 m とは異なるドラム径を用いる場合は、本附則 6.3
項の方法に従って補正を行うものとする。

2.1.2. Surface

2.1.2. 表面

The surface of the drum shall be smooth steel. Alternatively, in order to improve skim test reading accuracy, a textured surface may
also be used, which should be kept clean.

ドラムの表面は平滑なスチールとする。代替として、スキム試験法の精度を上げるために、ざらつきのある面を使用
することもできるが、当該面は汚れがない状態を保つものとする。

The Fr and Cr values shall be expressed relative to the "smooth" drum surface. If a textured drum surface is used, see Appendix 1,
paragraph 7.

Fr 値及び Cr 値は、
「平滑な」ドラム面に対して表すものとする。ざらつきのあるドラム面を使用する場合は、付録 1
の 7 項を参照すること。

2.1.3. Width

2.1.3. 幅

The width of the drum test surface shall exceed the width of the test tyre contact patch.

ドラム試験面の幅は、試験タイヤの接触面の幅を超えるものとする。

2.2. Measuring rim (see Appendix 2)

2.2. 測定リム（付録 2 参照）

The tyre shall be mounted on a steel or light alloy measuring rim, as follows:

タイヤは、以下のようにスチール又は軽合金製の測定リム上に取り付けるものとする：

(a) For Class C1 tyres, the width of the rim shall be as defined in ISO 4000-1:2010,

(a) クラス C1 のタイヤについては、リムの幅は ISO 4000-1:2010 に定義したとおりとする、

(b) For Class C2 and C3 tyres, the width of the rim shall be as defined in ISO 4209 1:2001.

(b) クラス C2 及び C3 のタイヤについては、リムの幅は ISO 4209 1:2001 に定義したとおりとする。
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In cases where the width is not defined in the above mentioned ISO Standards, the rim width as defined by one of the standards
organizations as specified in Appendix 4 may be used.

幅が上記の ISO 規格に定められていない場合は、付録 4 に規定する標準機関の 1 つが定めるリム幅を用いることがで
きる。

2.3. Load, alignment, control and instrumentation accuracies

2.3. 荷重、アライメント、制御及び計測機器の正確度

Measurement of these parameters shall be sufficiently accurate and precise to provide the required test data. The specific and
respective values are shown in Appendix 1.

これらのパラメータの測定は、要求される試験データを提供するのに十分な精度があり、かつ正確であるものとする。
具体的な各々の値は付録 1 に示す。

2.4. Thermal environment

2.4. 温度環境

2.4.1. Reference conditions

2.4.1. 基準条件

The reference ambient temperature, measured at a distance not less than 0.15 m and not more than 1 m from the tyre sidewall, shall be
25 C.

タイヤのサイドウォールから 0.15 m 以上 1 m 以下の距離で測定した基準雰囲気温度は、25 C とする。

2.4.2. Alternative conditions

2.4.2. 選択できる条件

If the test ambient temperature is different from the reference ambient temperature, the rolling resistance measurement shall be
corrected to the reference ambient temperature in accordance with paragraph 6.2. of this annex.

試験雰囲気温度が基準雰囲気温度と異なる場合は、転がり抵抗の測定値を、本附則の 6.2 項に従って、基準雰囲気温
度に対して補正するものとする。

2.4.3. Drum surface temperature

2.4.3. ドラム表面温度

Care should be taken to ensure that the temperature of the test drum surface is the same as the ambient temperature at the beginning of
the test.

試験ドラム表面温度が、試験開始時に必ず雰囲気温度と同じになるように注意するものとする。

3. Test conditions

3. 試験条件

3.1. General

3.1. 一般要件

The test consists of a measurement of rolling resistance in which the tyre is inflated and the inflation pressure allowed to build up, i.e.,
"capped air".

試験は、タイヤに空気を充填し、空気圧が増すようにして（
「封じ込め充填」
）転がり抵抗を測定することで構成され
る。

3.2. Test speeds

3.2. 試験速度

The value shall be obtained at the appropriate drum speed specified in Table 1.

表 1 に規定した適切なドラム速度で値を求めるものとする。

Table 1

表1

Test Speeds (in km/h)

試験速度（km/h）

Tyre Class
Load Index
Speed Symbol

C1
All
All

C2 and C3
LI ≤ 121
All

Speed

80

80

C3
LI > 121
J 100 km/h and lower or tyres
not marked with speed symbol
60

タイヤのクラス
K 110 km/h and
higher
80

ロードインデックス
速度区分記号

C1
すべて
すべて

C2 及び C3
LI ≤ 121
すべて

速度

80

80

C3
LI > 121
J 100 km/h 以下又は速度
記号の表示がないタイヤ
60

K 110 km/h 以上
80

3.3. Test load

3.3. 試験荷重

The standard test load shall be computed from the values shown in Table 2 and shall be kept within the tolerance specified in
Appendix 1.

標準試験荷重は、表 2 に示す値から計算するものとし、かつ付録 1 に規定した公差内に維持するものとする。

3.4. Test inflation pressure

3.4. 試験空気圧

The inflation pressure shall be in accordance with that shown in Table 2 and shall be capped with the accuracy specified in paragraph
4. of Appendix 1 to this annex.

空気圧は表 2 に示す空気圧に従うものとし、かつ本附則の付録 1 の 4 項に規定した精度で封じ込め充填するものとす
る。

65

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
Table 2

表2

Test loads and inflation pressures

試験荷重及び空気圧
C1 (a)

Tyre Class

タイヤのクラス

C2, C3

Standard load

Reinforced or extra load

Load - % of
maximum load
capacity

80

80

Inflation pressure
kPa

210

C1(a)

標準荷重
荷重－最大負荷能力
の%

85(b)
(% of single load)

Corresponding to maximum load
250 capacity for single application(c)

空気圧 kPa

C2, C3

レインフォースド又は
エクストラロード

80

80

85(b)
(単輪荷重の %)

210

250

単輪使用時の最大負荷能力に対応(c)

Note: The inflation pressure shall be capped with the accuracy specified in paragraph 4 of Appendix 1 to this annex.

注：空気圧は、本附則の付録 1 の 4 項に規定した精度で封じ込め充填するものとする。

(a) For those passenger car tyres belonging to categories which are not shown in ISO 4000-1:2010, the inflation pressure shall be the inflation pressure recommended by

(a) ISO 4000-1:2010

the tyre manufacturer, corresponding to the maximum tyre load capacity, reduced by 30 kPa.

対応する、タイヤ製作者が推奨する空気圧とする。

(b) As a percentage of single load, or 85 per cent of maximum load capacity for single application specified in applicable tyre standards manuals if not marked on tyre.

(b)

サイドウォールに表示されていない場合、タイヤ標準マニュアルで規定された単輪使用時の最大負荷能力の 85 %。

(c)

(c)

サイドウォールに表示された空気圧、又はサイドウォールに表示されていない場合は、単一アプリケーションの最大負荷能力に対応して、該当

Inflation pressure marked on sidewall, or if not marked on sidewall, as specified in applicable tyre standards manuals corresponding to maximum load capacity for

に記載されていないカテゴリーに属する乗用車用タイヤについては、最大タイヤ負荷能力に対する空気圧から 30 kPa 引いた値に

single application.

するタイヤ標準マニュアルに規定されたとおり。

3.5. Duration and speed

3.5. 計測間隔及び速度

When the deceleration method is selected, the following requirements apply:

惰行法を選択した場合は、以下の要件を適用する：

(a) The deceleration j shall be determined in differential dω/dt or discrete Δω/Δt form, where ω is angular velocity, t – time;

(a) 減速度 j を、微分形式の dω/dt 又は離散形式の Δω/Δt で求めるものとする。ここで ω は角速度、t は時間である；

If the differential form dω/dt is used, then the recommendations of Appendix 5 to this annex are to be applied.

微分形式の dω/dt を使用する場合は、本附則の付録 5 の推奨事項を適用すること。

(b) For duration Δt, the time increments shall not exceed 0.5 s;

(b) 計測間隔 Δt については、時間の増分は 0.5 s を超えないものとする；

(c) Any variation of the test drum speed shall not exceed 1 km/h within one time increment.

(c) 試験ドラムの速度の変動は、1 回の時間増分内では 1 km/h を超えないものとする。

4. Test procedure

4. 試験手順

4.1. General

4.1. 一般要件

The test procedure steps described below shall be followed in the sequence given.

以下に記載する試験手順で実施すること。

4.2. Thermal conditioning

4.2. 温度調節

The inflated tyre shall be placed in the thermal environment of the test location for a minimum of:

空気を充填したタイヤを最低でも以下の時間、試験場所の温度環境に保管するものとする：

(a) 3 hours for Class C1 tyres;

(a) クラス C1 のタイヤについては 3 時間；

(b) 6 hours for Class C2 and C3 tyres.

(b) クラス C2 及び C3 のタイヤについては 6 時間。

4.3. Pressure adjustment

4.3. 空気圧調整

After thermal conditioning, the inflation pressure shall be adjusted to the test pressure, and verified 10 minutes after the adjustment is
made.

温度調節後、空気圧を試験圧に調整し、かかる調整を実施してから 10 分後に確認するものとする。

4.4. Warm-up

4.4. 慣らし走行

The warm-up durations shall be as specified in Table 3.

慣らし走行時間は表 3 に規定したとおりとする。
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Table 3

表3

Warm up durations

慣らし走行時間

Tyre Class
Nominal Rim
Diameter
Warm up duration

C1

C2 and C3
LI ≤ 121

All

All

30 min.

50 min.

C3
LI > 121
< 22.5
150 min.

C1

C2 及び C3
LI ≤ 121

リム径の呼び

全て

全て

慣らし走行時間

30 分

50 分

タイヤのクラス

≥ 22.5
180 min.

C3
LI > 121
< 22.5
150分

≥ 22.5
180 分

4.5. Measurement and recording

4.5. 測定及び記録

The following shall be measured and recorded (see Figure 1):

以下を測定し、記録するものとする（図 1 参照）
：

(a) Test speed Un;

(a) 試験速度 Un；

(b) Load on the tyre normal to the drum surface Lm;

(b) ドラム面に垂直なタイヤへの荷重 Lm；

(c) The initial test inflation pressure as defined in paragraph 3.3. above;

(c) 上記 3.3.に定めた初期試験空気圧；

(d) The coefficient of rolling resistance measured Cr, and its corrected value Crc, at 25 °C and for a drum diameter of 2 m;

(d) 測定した転がり抵抗の係数 Cr、及び 25 °C でドラム径 2 m に対するその補正値 Crc；

(e) The distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state rL;

(e) 定常走行中のタイヤ軸からドラム外面までの距離 rL；

(f) Ambient temperature tamb;

(f) 雰囲気温度 tamb；

(g) Test drum radius R;

(g) 試験ドラムの半径 R；

(h) Test method chosen;

(h) 選択した試験方法；

(i) Test rim (size and material);

(i) 試験リム（サイズ及び材質）
；

(j) Tyre size, manufacturer, type, identity number (if one exists), speed symbol, load index, DOT number (Department of
Transportation).

(j) タイヤのサイズ、製作者、型式、識別番号（ある場合）
、速度区分記号、ロードインデックス、DOT 番号（運輸局）
。

図1
Figure 1

All the mechanical quantities (forces, torques) will be orientated in accordance with the axis systems specified in ISO 8855:1991.

力学量（力、トルク）はすべて、ISO 8855:1991 に規定された座標軸の方向に従って適応させる。

The directional tyres shall be run in their specified rotation sense.

指向性タイヤは、その指定された方向で走行させるものとする。

4.6. Measurement of parasitic losses

4.6. 寄生損失の測定

The parasitic losses shall be determined by one of the following procedures given in paragraph 4.6.1. or 4.6.2. below.

下記 4.6.1 項又は 4.6.2 項に記載したいずれかの手順によって、寄生損失を求めるものとする。
67

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
4.6.1. Skim test reading

4.6.1. スキム試験法

Skim test reading follows the procedure below:

スキム試験法は以下の手順に従う：

(a) Reduce the load to maintain the tyre at the test speed without slippage3.

(a) タイヤをスリップさせることなく試験速度に維持するために荷重を低減する 3。

The load values should be as follows:

荷重値は以下とする：

3 With the exception of the force method, the measured value includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum losses which also need

3

フォース法を除き、測定値には検討する必要があるホイール、タイヤ及びドラムの損失の軸受損失ならびに空力的損失が含まれる。

to be considered.
It is known that the spindle and drum bearing frictions depend on the applied load. Consequently, it is different for the loaded system measurement and the skim test

軸及びドラムの軸受摩擦は加える荷重に左右されるということが知られている。従って、荷重を加えたシステムの測定とスキム試験法は異なる。

reading. However, for practical reasons, this difference can be disregarded.

ただし、実用上は、かかる差異は無視することができる。

(i) Class C1 tyres: recommended value of 100 N; not to exceed 200 N;

(i) クラス C1 のタイヤ：推奨荷重を 100 N とし、200 N を超えないこと；

(ii) Class C2 tyres: recommended value of 150 N; not to exceed 200 N for machines designed for Class C1 tyre measurement or
500 N for machine designed for Class C2 and C3 tyres;

(ii) クラスC2 のタイヤ：推奨荷重を150 N とし、
クラスC1 のタイヤ測定用に設計された試験機器については200 N、
又はクラス C2 及び C3 のタイヤ用に設計された試験機器については 500 N を超えないこと；

(iii) Class C3 tyres: recommended value of 400 N; not to exceed 500 N.

(iii) クラス C3 のタイヤ：推奨値荷重を 400 N とし 500 N を超えないこと。

(b) Record the spindle force Ft, input torque Tt, or the power, whichever applies3;

(b) 軸力 Ft、入力トルク Tt、又は動力のいずれか該当するものを記録する 3；

3 With the exception of the force method, the measured value includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum losses which also need

3

フォース法を除き、測定値には検討する必要があるホイール、タイヤ及びドラムの損失の軸受損失ならびに空力的損失が含まれる。

to be considered.
It is known that the spindle and drum bearing frictions depend on the applied load. Consequently, it is different for the loaded system measurement and the skim test

軸及びドラムの軸受摩擦は加える荷重に左右されるということが知られている。従って、荷重を加えたシステムの測定とスキム試験法は異なる。

reading. However, for practical reasons, this difference can be disregarded.

ただし、実際上の理由により、かかる差異は無視することができる。

(c) Record the load on the tyre normal to the drum surface Lm3.

(c) ドラム面に垂直なタイヤへの荷重 Lm を記録する 3。

3 With the exception of the force method, the measured value includes the bearing and aerodynamic losses of the wheel, the tyre, and the drum losses which also need

3

フォース法を除き、測定値には検討する必要があるホイール、タイヤ及びドラムの損失の軸受損失ならびに空力的損失が含まれる。

to be considered.
It is known that the spindle and drum bearing frictions depend on the applied oad. Consequently, it is different for the loaded system measurement and the skim test

軸及びドラムの軸受摩擦は加える荷重に左右されるということが知られている。従って、荷重を加えたシステムの測定とスキム試験法は異なる。

reading. However, for practical reasons, this ifference can be disregarded.

ただし、実際上の理由により、かかる差異は無視することができる。

4.6.2. Deceleration method

4.6.2. 惰行法

The deceleration method follows the procedure below:

惰行法は以下の手順に従う：

(a) Remove the tyre from the test surface;

(a) 試験面からタイヤを離す；

(b) Record the deceleration of the test drum Do/ t and that of the unloaded tyre T0/ t or record the deceleration of the test
drum jD0 and that of the unloaded tyre jT0 in exact or approximate form in accordance with paragraph 3.5. above.

(b) 試験ドラムの無負荷の減速度Do/ t 及び無負荷時のタイヤの減速度T0/ t を記録する。
あるいは上記 3.5 項に従
って、試験ドラムの減速度 jD0 及び無荷重タイヤの減速度 jT0 を微分形式又は離散形式で記録する。

4.7. Allowance for machines exceeding σm criterion

4.7. σm 基準を超える試験機器に対する許容

The steps described in paragraphs 4.3. to 4.5. shall be carried out once only, if the measurement standard deviation determined in
accordance with paragraph 6.5. below is:

下記 6.5 項に従って求めた測定標準偏差が以下の場合には、4.3 項から 4.5 項に記載した手順を 1 回だけ実施するもの
とする：

(a) Not greater than 0.075 N/kN for Class C1 and C2 tyres;

(a) クラス C1 及び C2 のタイヤについては 0.075 N/kN 以下；

(b) Not greater than 0.06 N/kN for Class C3 tyres.

(b) クラス C3 のタイヤについては 0.06 N/kN 以下。

If the measurement standard deviation exceeds this criterion, the measurement process will be repeated n times as described in
paragraph 6.5. below. The rolling resistance value reported shall be the average of the n measurements.

測定標準偏差が本基準を超える場合は、下記 6.5 項に記載したとおり、測定プロセスを n 回繰り返す。報告する転が
り抵抗値は、n 回の測定の平均とする。

68

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
5. Data Interpretation

5. データの解釈

5.1. Determination of parasitic losses

5.1. 寄生損失の算出

5.1.1. General

5.1.1. 一般要件

The laboratory shall perform the measurements described in paragraph 4.6.1. above for the force, torque and power methods or
those described in paragraph 4.6.2. above for the deceleration method, in order to determine precisely in the test conditions (load,
speed, temperature) the tyre spindle friction, the tyre and wheel aerodynamic losses, the drum (and as appropriate, engine and/or
clutch) bearing friction, and the drum aerodynamic losses.

試験条件（荷重、速度、温度）において、タイヤ軸の摩擦、タイヤ及びホイールの空力的損失、ドラム（ならびに該
当する場合にはエンジン及び／又はクラッチ）の軸受摩擦、ならびにドラムの空力的損失を正確に求めるために、試
験施設は、力、トルク及びパワー法については上記 4.6.1 項に記載した測定、惰行法については上記 4.6.2 項に記載し
た測定を実施するものとする。

The parasitic losses related to the tyre/drum interface Fpl expressed in newton shall be calculated from the force Ft torque, power or
the deceleration, as shown in paragraphs 5.1.2. to 5.1.5. below.

タイヤとドラムとの接触面 Fpl（N）に関連する寄生損失は、下記 5.1.2 項から 5.1.5 項に示すとおり、力 Ft、トルク、
動力又は減速度から計算するものとする。

5.1.2. Force method at tyre spindle

5.1.2. フォース法

Calculate: Fpl = Ft (1 + rL/R)

以下を計算する：Fpl = Ft (1 + rL/R)

Where:

ここで：

Ft is the tyre spindle force in newton (see paragraph 4.6.1. above),

Ft はタイヤ軸力（N）
（上記 4.6.1 項参照）
、

rL is the distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state conditions, in meter,

rL は定常走行中のタイヤ軸からドラム外面までの距離（m）
、

R is the test drum radius, in meter.

R は試験ドラムの半径（m）
。

5.1.3. Torque method at drum axis

5.1.3. ドラム軸におけるトルク法

Calculate: Fpl = Tt/R

以下を計算する：Fpl = Tt/R

Where:

ここで：

Tt is the input torque in newton meter, as determined in paragraph 4.6.1,

Tt は 4.6.1 項で求めた入力トルク（N・m）
。

R is the test drum radius, in meter.

R は試験ドラムの半径（m）
。

5.1.4. Power method at drum axis

5.1.4. パワー法

Calculate: Fpl 

3,6V  A
Un

以下を計算する： Fpl 

3,6V  A
Un

Where:

ここで：

V is the electrical potential applied to the machine drive, in volt,

V は試験機器に加えた電圧（V）
、

A is the electric current drawn by the machine drive, in ampere,

A は試験機器に流した電流（A）
、

Un is the test drum speed, in kilometer per hour.

Un は試験ドラムの速度（km/h）
。

5.1.5. Deceleration method

5.1.5. 惰行法

Calculate the parasitic losses Fpl, in newton.

寄生損失 Fpl（N）を計算する

Fpl 

ID
R

Where:

 D0  I T

 
 t 0  R r

 T 0 


 0 

Fpl 

ID
R

 D0  I T

 
 t 0  R r

ここで：
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ID is the test drum inertia in rotation, in kilogram meter squared,

ID は回転中の試験ドラムの慣性モーメント（kg･m2）
、

R is the test drum surface radius, in meter,

R は試験ドラム面の半径（m）
、

D0 is the test drum angular speed, without tyre, in radians per second,

D0 は試験ドラムの角速度（タイヤ無し）
（rad/s）
、

t0 is the time increment chosen for the measurement of the parasitic losses without tyre, in second,

t0 は寄生損失の測定（タイヤ無し）について選択した時間増分（s）
、

IT is the spindle, tyre and wheel inertia in rotation, in kilogram meter squared,

IT は回転中の軸、タイヤ及びホイールの慣性モーメント（kg･m2）
、

Rr is the tyre rolling radius, in meter,

Rr はタイヤの転がり半径（m）
、

T0 is the tyre angular speed, unloaded tyre, in radian per second.

T0 はタイヤ（無負荷時のタイヤ）の角速度（rad/s）
。

or

又は

Fpl 

ID
I
jD0  T jT0
R
Rr

Fpl 

ID
I
jD0  T jT0
R
Rr

Where:

ここで：

ID is the test drum inertia in rotation, in kilogram meter squared,

ID は回転中の試験ドラムの慣性モーメント（kg･m2）
、

R is the test drum surface radius, in meter,

R は試験ドラム面の半径（m）
、

jD0 is the deceleration of the test drum, without tyre, in radians per second squared,

jD0 は試験ドラムの減速度（タイヤ無し）
（rad/s2）
、

IT is the spindle, tyre and wheel inertia in rotation, in kilogram meter squared,

IT は回転中の軸、タイヤ及びホイールの慣性モーメント（kg･m2）
、

Rr is the tyre rolling radius, in meter,

Rr はタイヤの転がり半径（m）
、

jT0 is the deceleration of unloaded tyre, in radians per second squared.

jT0 は無荷重時のタイヤ減速度（rad/s2）
。

5.2. Rolling resistance calculation

5.2. 転がり抵抗の計算

5.2.1. General

5.2.1. 一般要件

The rolling resistance Fr, expressed in newton, is calculated using the values obtained by testing the tyre to the conditions specified in
this international standard and by subtracting the appropriate parasitic losses Fpl, obtained according to paragraph 5.1. above.

転がり抵抗 Fr（N）は、本国際規則に定めた条件でタイヤを試験し、上記 5.1 項に従って求めた寄生損失 Fpl を引くこ
とによって得られる値を用いて計算する。

5.2.2. Force method at tyre spindle

5.2.2. フォース法

The rolling resistance Fr, in newton, is calculated using the equation

転がり抵抗 Fr（N）を、以下の式を用いて計算する。

Fr = Ft[1 + (rL/R)] - Fpl

Fr = Ft[1 + (rL/R)] - Fpl

Where:

ここで：

Ft is the tyre spindle force in newton,

Ft はタイヤ軸力（N）
、

Fpl represents the parasitic losses as calculated in paragraph 5.1.2. above,

Fpl は上記 5.1.2 項で計算した寄生損失、

rL is the distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady-state conditions, in meter,

rL は定常走行中のタイヤ軸からドラム外面までの距離（m）
、

R is the test drum radius, in meter.

R は試験ドラムの半径（m）を表す。
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5.2.3. Torque method at drum axis

5.2.3. ドラム軸におけるトルク法

The rolling resistance Fr, in newton, is calculated with the equation

転がり抵抗 Fr（N）を、以下の式を用いて計算する。

Fr 

Tt
 Fpl
R

Fr 

Tt
 Fpl
R

Where:

ここで：

Tt is the input torque, in newton meter,

Tt は入力トルク（N・m）
、

Fpl represents the parasitic losses as calculated in paragraph 5.1.3. above,

Fpl は上記 5.1.3 項で計算した寄生損失、

R is the test drum radius, in meter.

R は試験ドラムの半径（m）を表す。

5.2.4. Power method at drum axis

5.2.4. ドラム軸におけるパワー法

The rolling resistance Fr, in newton, is calculated with the equation:

転がり抵抗 Fr（N）を、以下の式を用いて計算する：

Fr 

3,6V  A
 Fpl
Un

Fr 

3,6V  A
 Fpl
Un

Where:

ここで：

V = is the electrical potential applied to the machine drive, in volt,

V は試験機器に加えた電圧（V）
、

A = is the electric current drawn by the machine drive, in ampere,

A は試験機器に流した電流（A）
、

Un = is the test drum speed, in kilometre per hour,

Un は試験ドラムの速度（km/h）
、

Fpl = represents the parasitic losses as calculated in paragraph 5.1.4. above.

Fpl は上記 5.1.4 項で計算した寄生損失を表す。

5.2.5. Deceleration method

5.2.5. 惰行法

The rolling resistance Fr, in newton, is calculated using the equation:

転がり抵抗 Fr（N）を、以下の式を用いて計算する：

Fr 

ID
R

 ω V  R  I T

 
R 2r
 t V 

 ω V 

  Fpl
 t V 

Fr 

ID
R

 ω V  R  I T

 
R 2r
 t V 

 ω V 

  Fpl
 t V 

Where:

ここで：

ID is the test drum inertia in rotation, in kilogram metre squared,

ID は回転中の試験ドラムの慣性モーメント（kg･m2）
、

R is the test drum surface radius, in meter,

R は試験ドラム面の半径（m）
、

Fpl represents the parasitic losses as calculated in paragraph 5.1.5. above,

Fpl は上記 5.1.5 項で計算した寄生損失、

tv is the time increment chosen for measurement, in second,

tv は測定について選択した時間増分（s）
、

Δv is the test drum angular speed increment, without tyre, in radian per second,

Δv は試験ドラムの角速度増分（rad/s）
、

IT is the spindle, tyre and wheel inertia in rotation, in kilogram metre squared,

IT は回転中の軸、タイヤ及びホイールの慣性モーメント（kg･m2）
、

Rr is the tyre rolling radius, in meter,

Rr はタイヤの転がり半径（m）
、

Fr is the rolling resistance, in newton.

Fr は転がり抵抗（N）を表す。

or

又は
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Fr 

ID
R  IT
jV 
jV  Fpl
R
R 2r

Fr 

ID
R  IT
jV 
jV  Fpl
R
R 2r

Where:

ここで：

ID is the test drum inertia in rotation, in kilogram meter squared,

ID は回転中の試験ドラムの慣性モーメント（kg･m2）
、

R is the test drum surface radius, in meter,

R は試験ドラム面の半径（m）
、

Fpl represents the parasitic losses as calculated in paragraph 5.1.5. above,

Fpl は上記 5.1.5 項で計算した寄生損失、

jV is the deceleration of the test drum, in radians per second squared,

jV は試験ドラムの減速度（rad/s2）
、

IT is the spindle, tyre and wheel inertia in rotation, in kilogram metre squared,

IT は回転中の軸、タイヤ及びホイールの慣性モーメント（kg･m2）
、

Rr is the tyre rolling radius, in meter,

Rr はタイヤの転がり半径（m）
、

Fr is the rolling resistance, in newton.

Fr は転がり抵抗（N）を表す。

72

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
6. Data analysis

6. データ解析

6.1. Rolling resistance coefficient

6.1. 転がり抵抗係数

The rolling resistance coefficient Cr is calculated by dividing the rolling resistance by the load on the tyre:

転がり抵抗係数 Cr は、転がり抵抗をタイヤへの荷重で割ることによって計算する：

Cr 

Fr
Lm

Cr 

Fr
Lm

Where:

ここで：

Fr is the rolling resistance, in newton,

Fr は転がり抵抗（N）
、

Lm is the test load, in kN.

Lm は試験荷重（kN）である。

6.2. Temperature correction

6.2. 温度補正

If measurements at temperatures other than 25 C are unavoidable (only temperatures not less than 20 C or more than 30 C are
acceptable), then a correction for temperature shall be made using the following equation, with:

25 C 以外の温度における測定が避けられない場合（20 C から 30 C の間の温度に限る。
）は、以下の式を用いて、温
度に対する補正を行うものとする。ここで：

Fr25 is the rolling resistance at 25 C, in Newton:

Fr25 は 25 C における転がり抵抗（N）である：









Fr 25  Fr 1  Kt amb  25

Fr 25  Fr 1  Kt amb  25

Where:

ここで：

Fr is the rolling resistance, in Newton,

Fr は、転がり抵抗（N）
、

tamb is the ambient temperature, in degree Celsius,

tamb は、雰囲気温度（C）である、

K is equal to:

K は以下の値にする：

0.008 for Class C1 tyres

クラス C1 のタイヤについては 0.008

0.010 for Class C2 and C3 tyres with a load index equal or lower than 121

クラス C2 及びロードインデックスが 121 以下の C3 のタイヤについては 0.010

0.006 for Class C3 tyres with a load index greater than 121

ロードインデックスが 121 を超えるクラス C3 のタイヤについては 0.006

6.3. Drum diameter correction

6.3. ドラム径補正

Test results obtained from different drum diameters shall be compared by using the following theoretical formula:

異なるドラム径から得られた試験結果は、以下の理論式を用いて補正するものとする：

Fr 02  KFr 01

Fr 02  KFr 01

with:

ここで：

K

R1

R2 R2  rT 
R1  rT 

K

R1

R2 R2  rT 
R1  rT 

Where:

ここで：

R1 is the radius of drum 1, in meter,

R1 はドラム 1 の半径（m）
、

R2 is the radius of drum 2, in meter,

R2 はドラム 2 の半径（m）
、

rT is one-half of the nominal design tyre diameter, in meter,

rT はタイヤ直径（規格値）の半分（m）
、

Fr01 is the rolling resistance value measured on drum 1, in newton,

Fr01 はドラム 1 上で測定した転がり抵抗値（N）
、

Fr02 is the rolling resistance value measured on drum 2, in newton.

Fr02 はドラム 2 上で測定した転がり抵抗値（N）である。
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6.4. Measurement result

6.4. 測定結果

Where n measurements are greater than 1, if required by paragraph 4.6. above, the measurement result shall be the average of the Cr
values obtained for the n measurements, after the corrections described in paragraphs 6.2. and 6.3. above have been made.

上記 4.6 項において、n が 1 よりも大きい場合は、Cr 値について上記 6.2 項及び 6.3 項に記載した補正を行い、その平
均とする。

6.5. The laboratory shall ensure that, based on a minimum of three measurements, the machine maintains the following values of σm, as
measured on a single tyre:

6.5. 試験施設は、最低 3 回の測定に基づいて、試験機器が必ず同一のタイヤ上で測定したときに、以下の σm 値を維持
するようにするものとする：

σm ≤ 0.075 N/kN for tyres of Classes C1 and C2

クラス C1 及び C2 のタイヤについては σm ≤ 0.075 N/kN

σm ≤ 0.06 N/kN for tyres of Class C3

クラス C3 のタイヤについては σm ≤ 0.06 N/kN

If the above requirement for σm is not met, the following formula shall be applied to determine the minimum number of measurements n
(rounded to the immediate superior integer value) that are required by the machine to qualify for conformance with this Regulation.

σm に関する上記要件が満たされない場合は、以下の式を用いて、本規則に適合するために試験機器が必要とする最低
測定回数 n を求めるものとする（すぐ上の整数値に丸める）
。

n = (σm/ x)2

n = (σm/ x)2

Where:

ここで：

x = 0.075 N/kN for tyres of Classes C1 and C2

クラス C1 及び C2 のタイヤについては x = 0.075 N/kN

x = 0.06 N/kN for tyres of Class C3

クラス C3 のタイヤについては x = 0.06 N/kN

If a tyre needs to be measured several times, the tyre/wheel assembly shall be removed from the machine between the successive
measurements.

タイヤで複数回の測定が必要な場合は、連続する測定の間に、タイヤ／ホイールアッセンブリを試験機器から取り外
すものとする。

If the removal/refitting operation duration is less than 10 minutes, the warm-up durations indicated in paragraph 4.3. above may be
reduced to:

取り外し／再取り付け作業の時間が 10 分未満の場合は、上記 4.3 項に記載した慣らし走行時間を以下まで低減するこ
とができる：

(a) 10 minutes for tyres of Class C1;

(a) クラス C1 のタイヤについては 10 分間；

(b) 20 minutes for tyres of Class C2;

(b) クラス C2 のタイヤについては 20 分間；

(c) 30 minutes for tyres of Class C3.

(c) クラス C3 のタイヤについては 30 分間。

6.6. Monitoring of the laboratory control tyre shall be carried out at intervals no greater than one month. Monitoring shall include a
minimum of 3 separate measurements taken during this one month period. The average of the 3 measurements taken during a given
one-month period shall be evaluated for drift from one monthly evaluation to another.

6.6. 試験機器補正タイヤのモニタリングを 1 カ月以内の間隔で実施するものとする。モニタリングには、当該 1 カ月
間に行った少なくとも 3 回の個別の測定が含まれるものとする。任意の 1 カ月間に行った 3 回の測定の平均について、
月次評価ごとのドリフトを評価するものとする。
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Annex 6 - Appendix 1

附則 6 - 付録 1

Test equipment tolerances

試験機器の公差

1. Purpose

1. 目的

The limits specified in this annex are necessary in order to achieve suitable levels of repeatable test results, which can also be
correlated among various test laboratories.

本附則に規定した制限は、試験結果の適切な再現性を達成するために必要であり、これによって様々な試験機関の間
で相関を取ることが可能となる。

These tolerances are not meant to represent a complete set of engineering specifications for test equipment; rather, they should serve
as guidelines for achieving reliable test results.

これらの公差は、試験機器に関する技術的に完全な仕様を表すことを意味するものではない。むしろ、これらの公差
は、信頼できる試験結果を達成するための指針としての役割を果たすべきものとする。

2. Test rims

2. 試験リム

2.1. Width

2.1. 試験リム幅

For passenger car tyre rims (C1 tyres), the test rim width shall be the same as the measuring rim determined in ISO 4000-1: 2010,
clause 6.2.2.

乗用車用タイヤリム（C1 タイヤ）については、試験リム幅は、ISO 4000-1:2010 の 6.2.2.で求めた測定リムと同じとす
る。

For truck and bus tyres (C2 and C3), the rim width shall be the same as the measuring rim determined ISO 4209-1:2001 clause
5.1.3.

トラック及びバス用タイヤ（C2 及び C3）については、試験リム幅は、ISO 4209-1:2001 の 5.1.3.で求めた測定リムと同
じとする。

In cases where the width is not defined in the above mentioned ISO Standards, the rim width as defined by one of the standards
organizations as specified in Appendix 4 to Annex 6 may be used.

試験リム幅が上記の ISO 規格に定められていない場合は、
附則 6 の付録 4 に規定する標準機関の 1 つが定めるリム幅
を用いることができる。

2.2. Run-out

2.2. 振れ

Run-out shall meet the following criteria:

振れは以下の基準を満たすものとする：

(a) Maximum radial run-out: 0.5 mm;

(a) 半径方向の最大振れ幅：0.5 mm

(b) Maximum lateral run-out: 0.5 mm.

(b) 横方向の最大振れ幅：0.5 mm

3. Drum / tyre alignment

3. 姿勢角

General:

一般要件：

Angle deviations are critical to the test results.

角度偏差は試験結果に対して重大な影響を与える。

3.1. Load application

3.1. 荷重負荷方向

The direction of tyre loading application shall be kept normal to the test surface and shall pass through the wheel centre within

タイヤの荷重負荷方向は、試験面に対して垂直を維持するものとし、かつ以下の値以内でホイールの中心を通るもの
とする：

(a) 1 mrad for the force and deceleration methods;

(a) フォース法及び惰行法については 1 mrad；

(b) 5 mrad for the torque and power methods.

(b) トルク法及びパワー法については 5 mrad。

3.2. Tyre alignment

3.2. タイヤの姿勢角

3.2.1. Camber angle

3.2.1. キャンバ角

The plane of the wheel shall be perpendicular to the test surface within 2 mrad for all methods.

ホイール試験面は、すべての試験法について 2 mrad 以内でドラムの表面に垂直とする。

3.2.2. Slip angle

3.2.2. スリップ角

The plane of the tyre shall be parallel to the direction of the test surface motion within 1 mrad for all methods.

タイヤ面は、すべての試験法について 1 mrad 以内で試験面のドラムの進行方向に対して平行とする。
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4. Control accuracy

4. 制御正確度

Test conditions shall be maintained at their specified values, independent of perturbations induced by the tyre and rim
non-uniformity, such that the overall variability of the rolling resistance measurement is minimized. In order to meet this
requirement, the average value of measurements taken during the rolling resistance data collection period shall be within the
accuracies stated as follows:

転がり抵抗測定の全体的な変動が最小限になるように、試験条件は、タイヤ及びリムの非均一性によって引き起こさ
れる摂動とは関係なく、所定の値に維持するものとする。本要件を満たすために、転がり抵抗データ収集期間中に行
った測定の平均値は、以下に記載する正確度内とする：

(a) Tyre loading:

(a) タイヤ荷重：

(i) For LI ≤ 121 ± 20 N or ± 0.5 per cent, whichever is greater;

(i) LI ≤ 121 の場合、± 20 N 又は ± 0.5 %のいずれか大きい方；

(ii) For LI > 121 ± 45 N or ± 0.5 per cent whichever is greater;

(ii) LI > 121 の場合、± 45 N 又は ± 0.5 %のいずれか大きい方；

(b) Cold inflation pressure: ± 3 kPa;

(b) 冷間空気圧：± 3 kPa；

(c) Surface speed:

(c) 表面速度：

(i) ± 0.2 km/h for the power, torque and deceleration methods;

(i) パワー法、トルク法及び惰行法については ± 0.2 km/h；

(ii) ± 0.5 km/h for the force method;

(ii) フォース法については ± 0.5 km/h；
(d) 時間：

(d) Time:
(i) ± 0.02 s for the time increments specified in Annex 6, paragraph 3.5.(b) for the data acquisition in the deceleration
method in ∆ω/∆t form;

(i) ∆ω/∆t 形式の減速度法におけるデータ取得に関しては附則 6 の 3.5 項(b)に規定した時間増分に対して±
0.02 s；

(ii) ± 0.2 per cent for the time increments specified in Annex 6, paragraph 3.5.(a) for the data acquisition in the
deceleration method in dω/dt form;

(ii) dω/dt 形式の減速度法におけるデータ取得に関しては附則 6 の 3.5 項(a)に規定した時間増分に対して±
0.2 %；

(iii) ± 5 per cent for the other time durations specified in Annex 6.

(iii) 附則 6 に規定した時間以外については± 5 %。

5. Instrumentation accuracy

5. 計測機器の正確度

The instrumentation used for readout and recording of test data shall be accurate within the tolerances stated below:

試験データの読み出し及び記録に使用する試験機器は、以下に記載する公差内の正確度を有するものとする：

Parameter

Load Index ≤ 121

Load Index > 121

パラメータ

Tyre load

±10 N or ±0.5 % (a)

±30 N or ±0.5 % (a)

タイヤ荷重

±1 kPa

±1.5 kPa

(a)

(a)

Inflation pressure

ロードインデックス > 121

±10 N又は ±0.5 % (a)

±30 N又は ±0.5 % (a)

±1 kPa

±1.5 kPa

± 0.5 N 又は ±0.5 % (a)

±1.0 N又は ±0.5 % (a)

Spindle force

±0.5 N or ±0.5 %

Torque input

±0.5 Nm or ±0.5 % (a)

±1.0 Nm or ±0.5 % (a)

Distance

±1 mm

±1 mm

距離

±1 mm

±1 mm

Electrical power

±10 W

±20 W

電力

±10 W

±20 W

Temperature

±0.2 °C

Surface speed

±0.1 km/h

Time
Angular velocity

±1.0 N or ±0.5 %

空気圧

ロードインデックス ≤ 121

軸力
入力トルク

温度
表面速度
時間

(b)

±0.01 s - ±0.1 % - ±10 s
±0.1 %

角速度

(a)

Whichever is greater.

(a)

(b)

±0.01 s for the time increments specified in Annex 6, paragraph 3.5.(b) for the data acquisition in the deceleration method in ∆ω/∆t form

(b)

±0.1 per cent for the time increments specified in Annex 6, paragraph 3.5.(a) for the data acquisition in the deceleration method in
dω/dt form

± 0.5 Nm 又は ± 0.5 % (a)

±1.0 Nm又は ± 0.5 % (a)

±0.2 °C
±0.1 km/h
±0.01 s - ±0.1 % - ±10 s(b)
±0.1 %

いずれか大きい方。

∆ω/∆t 形式の減速度法におけるデータ取得に関しては附則 6 の 3.5 項(b)に規定した時間増分に対して±0.01 s
dω/dt 形式の減速度法におけるデータ取得に関しては附則 6 の 3.5 項(a)に規定した時間増分に対して±0.1 %
附則 6 に規定した時間以外については±10 s

±10 sec for the other time durations specified in Annex 6.
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6. Compensation for load/spindle force interaction and load misalignment for the force method only

6. 荷重／軸力の相互作用及び荷重の姿勢角誤差に対する補正（フォース法に関してのみ）

Compensation of both load/spindle force interaction ("cross talk") and load misalignment may be achieved either by recording the
spindle force for both forward and reverse tyre rotation or by dynamic machine calibration. If spindle force is recorded for forward
and reverse directions (at each test condition), compensation is achieved by subtracting the "reverse" value from the "forward" value
and dividing the result by two.If dynamic machine calibration is intended, the compensation terms may be easily incorporated in the
data reduction.

荷重／軸力の相互作用（
「クロストーク」
）及び荷重の姿勢角誤差の双方に対する補正は、タイヤの正転及び逆転方向
の回転の両方について軸力を記録するか、又は動的試験機器校正のいずれかによって達成することができる。正転及
び逆転方向について軸力（各試験条件で）を記録する場 合は、
「正転」の値から「逆転」の値を引き、その値を 2 で
割ることによって補正を達成する。動的試験機器校正を意図する場合は、補正項をデータ整理に容易に組み込むこと
ができる。

In cases where reverse tyre rotation immediately follows the completion of the forward tyre rotation, a warm-up time for reverse tyre
rotation shall be at least 10 minutes for Class C1 tyres and 30 minutes for all other tyre types.

タイヤの正転の完了直後にタイヤの逆転が続く場合は、タイヤの逆転のための慣らし走行時間は、クラス C1 のタイ
ヤについては少なくとも 10 分間、その他すべてのタイヤについては 30 分間とする。

7. Test surface roughness

7. 試験面の粗さ

The roughness, measured laterally, of the smooth steel drum surface shall have a maximum centreline average height value of 6.3
m.

横方向に測定した平滑なスチールドラム面の粗さは、中心線における平均高さに対する最大振れ幅 6.3 m とする。

Note: In cases where a textured drum surface is used instead of a smooth steel surface, this fact is noted in the test report. The surface
texture shall then be 180 m deep (80 grit) and the laboratory is responsible for maintaining the surface roughness characteristics. No
specific correction factor is recommended for cases where a textured drum surface is used.

注：平滑なスチールドラム面ではなく、ざらつきのあるドラム面を使用する場合は、試験報告書にその旨を記載する
こと。その場合の表面性状は、深さ 180 m（80 グリット）とし、試験施設は当該表面粗さの特性を維持する責任を
有する。ざらつきのあるドラム面を使用する場合は、特定の補正係数は推奨しない。
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Annex 6 - Appendix 2

附則 6 - 付録 2

Measuring rim width

試験に使用するためのリム幅

1. Class C1 tyres

1. クラス C1 のタイヤ

The measuring rim width Rm is equal to the product of the nominal section width SN and the coefficient K2:

測定リム幅 Rm は、断面幅の呼び SN と係数 K2 の積に等しい：

Rm = K2 x SN

Rm = K2 x SN

rounded to the nearest standardized rim, where K2 is the rim/section width ratio coefficient. For tyres mounted on 5° drop-centre rims
with a nominal diameter expressed by a two-figure code:

積は最も近い標準リム幅に丸める。ここで、K2 はリム幅と／断面幅の比率である。2 桁の数値のコードで表されるリ
ム径の呼びを有する 5°テーパーのドロップセンターリムに取り付けるタイヤについては、以下とする：

K2 = 0.7 for nominal aspect ratios 95 to 75

偏平率の呼び 95 から 75 については K2 = 0.7

K2 = 0.75 for nominal aspect ratios 70 to 60

偏平率の呼び 70 から 60 については K2 = 0.75

K2 = 0.8 for nominal aspect ratios 55 and 50

偏平率の呼び 55 及び 50 については K2 = 0.8

K2 = 0.85 for nominal aspect ratio 45

偏平率の呼び 45 については K2 = 0.85

K2 = 0.9 for nominal aspect ratios 40 to 30

偏平率の呼び 40 から 30 については K2 = 0.9

K2 = 0.92 for nominal aspect ratios 20 and 25

偏平率の呼び 20 及び 25 については K2 = 0.92

2. Class C2 and C3 tyres

2. クラス C2 及び C3 のタイヤ

The measuring rim width Rm is equal to the product of the nominal section width SN, and the coefficient K4:

測定リム幅 Rm は、断面幅の呼び SN と係数 K4 の積に等しい：

Rm = K4 x SN rounded to the nearest standardized rim width.

Rm = K4 x SN 積は最も近い標準リム幅に丸める。

Table 1

表1

Coefficients for determining measuring rim width

試験に使用するためのリム幅を求めるための係数

Tyre structure code

Type of rim

B, D, R

5º tapered

15º tapered
(drop-centre)

偏平率の呼びH/S

測定リム幅と断面幅の比率K4

100から75

0.70

70及び65

0.75

60

0.75

0.80

55

0.80

45

0.85

50

0.80

40

0.90

45

0.85

90 to 65

0.75

40

0.90

60

0.80

55

0.80

50

0.80

45

0.85

40

0.85

90から65
60
55
50
45
40

0.75
0.80
0.80
0.80
0.85
0.85

Nominal aspect ratio H/S

Measuring rim/ section ratio K4

100 to 75

0.70

70 and 65

0.75

60

0.75

55

0.80

50

Note: Other factors may be established for new tyre concepts (structures).

タイヤ構造のコード

リムのタイプ

B,D,R

5 ºテーパー

15ºテーパー（ドロッ
プセンター）

注：新しい概念（構造）のタイヤの場合、その他のファクターを考慮することができる。
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Annex 6 - Appendix 3

附則 6 - 付録 3

Test report and Test data (Rolling resistance)

試験報告書及び試験データ（転がり抵抗）

Part 1: Report
1.
Type Approval Authority or Technical Service: ................................................................................................

パート 1：報告書
1.

型式認可当局又は試験機関： .................................................................................................................................

2.

Name and address of applicant: ............................................................................................................................

2.

申請者の名称及び所在地： .....................................................................................................................................

3.

Test report No.: ........................................................................................................................................................

3.

試験報告書番号： .......................................................................................................................................................

4.

Manufacturer and brand name or trade description: ..........................................................................................

4.

タイヤ製作者及びブランド名又は商業表示： ..................................................................................................

5.

Tyre class (C1, C2 or C3): .....................................................................................................................................

5.

タイヤのクラス（C1、C2 又は C3）
： .................................................................................................................

6.

Category of use: .......................................................................................................................................................

6.

用途カテゴリー： .......................................................................................................................................................

7.

Rolling resistance coefficient

7.

転がり抵抗係数
（温度及びドラム径補正済み）
： ..............................................................................................................................

(temperature and drum diameter corrected): ........................................................................................................
8.

Comments (if any): .................................................................................................................................................

8.

備考（ある場合）
： .....................................................................................................................................................

9.

Date: ..........................................................................................................................................................................

9.

日付： .............................................................................................................................................................................

10.

Signature: ..................................................................................................................................................................

10.

署名： .............................................................................................................................................................................

Part 2: Test data

パート 2：試験データ

1.

Date of test: ...............................................................................................................................................................

1.

試験日： ........................................................................................................................................................................

2.

Test machine identification and drum diameter/surface: ....................................................................................

2.

試験機器の識別並びにドラム径及び表面：……………………….............................................................

3.

Test tyre details: ........................................................................................................................................................

3.

試験タイヤの詳細：....................................................................................................................................................

3.1.

Tyre size designation and service description: .....................................................................................................

3.1.

タイヤサイズの呼び及びロードインデックスと速度区分記号： .............................................................

3.2.

Tyre brand and trade description: ...........................................................................................................................

3.2.

タイヤのブランド及び商業表示： .......................................................................................................................

3.3.

Reference inflation pressure: ........................................................................................................................... kPa

3.3.

基準空気圧：......................................................................................................................................................... kPa

4.

Test data: ....................................................................................................................................................................

4.

試験データ： ...............................................................................................................................................................

4.1.

Measurement method: .............................................................................................................................................

4.1.

測定方法： ...................................................................................................................................................................

4.2.

Test speed: ....................................................................................................................................................... km/h

4.2.

試験速度：........................................................................................................................................................... km/h

4.3.

Load: ...................................................................................................................................................................... N

4.3.

荷重：.......................................................................................................................................................................... N

4.4.

Test inflation pressure, initial: .................................................................................................................................

4.4.

試験空気圧（初期）
： ...............................................................................................................................................

4.5.

Distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state conditions, rL: ........................... m

4.5.

定常走行中のタイヤ軸からドラム外面までの距離 rL：........................................................................... .m

4.6.

Test rim width and material: ...................................................................................................................................

4.6.

試験リム幅及び材質： .............................................................................................................................................

4.7.

Ambient temperature: ........................................................................................................................................ °C

4.7.

雰囲気温度：........................................................................................................................................................... °C

4.8.

Skim test load (except deceleration method): .................................................................................................. N

4.8.

スキム試験荷重（惰行法を除く）
：.................................................................................................................. N

5.

Rolling resistance coefficient: .................................................................................................................................

5.

転がり抵抗係数： ......................................................................................................................................................

5.1.

Initial value (or average in the case of more than 1): ................................................................................ N/kN

5.1.

測定値（1 を超える場合は平均）
：............................................................................................................ N/kN

5.2.

Temperature corrected: ................................................................................................................................. N/kN

5.2.

温度補正済みの値：........................................................................................................................................ N/kN

5.3.

Temperature and drum diameter corrected: ............................................................................................... N/kN

5.3.

温度及びドラム径補正済みの値：............................................................................................................. N/kN
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附則 6 – 付録 4

Tyre standards organizations

タイヤ標準機関

1.

The Tire and Rim Association, Inc. (TRA)

1.

タイヤ・リム協会（TRA）

2.

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO)

2.

欧州タイヤ･リム技術協会（ETRTO）

3.

The Japan Automobile Tyre Manufacturers' Association (JATMA)

3.

日本自動車タイヤ協会（JATMA）

4.

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA)

4.

オーストラリアタイヤ・リム協会（TRAA）

5.

South Africa Bureau of Standards (SABS)

5.

南アフリカ標準局（SABS）

6.

China Association for Standardization (CAS)

6.

中国規格協会（CAS）

7.

Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITTAC)

7.

インド・タイヤ技術諮問委員会（ITTAC）

8.

International Standards Organisation (ISO)

8.

国際標準化機構（ISO）

Annex 6 - Appendix 5

附則 6 – 付録 5

Deceleration method: Measurements and data processing for deceleration value obtaining in differential form
dω/dt.

減速度法：微分形式の dω/dt で取得する減速度値に関する測定及びデータ処理

1. Record dependency "distance-time" of rotating body decelerated from peripheral with a speed range such as 82 to 78
km/h or 62 to 58 km/h dependent on tyre class (Annex 6, paragraph 3.2., Table 1) in a discrete form (Figure 1) for a
rotating body:

1. タイヤのクラスに応じて 82 から 78 km/h または 62 から 58 km/h などの速度範囲（附則 6 の 3.2 項、表 1）
で、周速度から減速した回転体の「距離 – 時間」の依存性を回転体の離散形式（図 1）で記録する：

z = f(tz)

z = f(tz)

Where:

ここで：

z is a number of body revolutions during deceleration;

z は減速中の本体回転数である；

tz is end time of revolution number z in seconds recorded with 6 digits after zero.

tz は小数点以下 6 桁で記録した回転数 z の終了時間（秒）である。

Figure 1

図1

Note 1: The lower speed of the recording range may be reduced down to 60 km/h when test speed is 80 km/h and 40
km/h when the test speed is 60 km/h.

注 1：記録範囲の下方速度を試験速度が 80 km/h のときは 60 km/h、試験速度が 60 km/h のときは 40 km/h に

2. Approximate recorded dependency by continuous, monotonic, differentiable function:

2. 連続、単調、微分可能関数で記録した依存性を近似する：

2.1. Choose the value nearest to the maximum of z dividable by 4 and divide it into 4 equal parts with bounds: 0, z1(t1),

2.1. 4 で割り切れる z の最大値に最も近い値を選び、境界をつけて 4 等分する：0、z1(t1)、z2(t2)、z3(t3)、z4(t4)。

引き下げても良い。
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z2(t2), z3(t3), z4(t4).
2.2. Work out the system for 4 equations each of the form:

2.2. 以下の形式でそれぞれ 4 つの方程式について系を立てる：

cosB(TΣ  t m )
z m  Aln
cosBTΣ

z m  Aln

cosB(TΣ  t m )
cosBTΣ

ここで未知数は以下のとおりである：

Where unknowns:
A is a dimensionless constant,
B is a constant in revolutions per second,

A は無次元数、
B は定数（回転数／秒）
、
TΣ は定数（秒）
、

TΣ is a constant in seconds,
m is the number of bounds shown in figure 1.
Insert in these 4 equations the coordinates of 4-th bound above.
2.3. Take constants A, B and TΣ as the solution of the equation system of paragraph 2.2. above using iteration process and
approximate measured data by formulae:

m は図 1 に示す境界の数である。
これらの 4 つの式に上記 4 番目の境界の座標を挿入する。I
2.3. 繰り返しプロセスを用いて定数 A、B 及び TΣ を上記 2.2 項の方程式系の解として取り上げ、下記の式に
よって測定データを近似する：

cosB(TΣ  t)
z(t)  Aln
cosBTΣ

z(t)  Aln

cosB(TΣ  t)
cosBTΣ

ここで：

Where:
z(t) is the current continuous angular distance in number of revolutions (not only integer values);

z(t)は現時点の連続した角距離（回転数）である（整数値とは限らない）
；
t は時間（秒）である。

t is time in seconds.
Note 2: Other approximating functions z = f(tz) may be used if their adequacy is proven.
3. Calculate the deceleration j in revolutions per second squared (s-2) by the formula:

注 2：妥当性が証明されている場合には、他の近似関数 z = f(tz)を使用しても良い。
3. 以下の式によって減速度 j（回転数／（秒・秒）
）
（s-2）

j  AB2 

ω2
j  AB2 
A

ω2
A

ここで：

Where:
ω is the angular speed in revolutions per second (s-1).
For the case Un = 80 km/h; ω = 22.222/Rr (or R).
For the case Un = 60 km/h; ω = 16.666/Rr (or R).
4. Estimate the quality of approximation of measured data and its accuracy by parameters:
4.1. Standard deviation in percentages:

ω は角速度（回転数／秒）
（s-1）
。
Un = 80 km/h の場合；ω = 22.222/Rr (または R)。
Un = 60 km/h の場合；ω = 16.666/Rr (または R)。
4. 測定データの近似の質及び精度を以下のパラメータで推定する：
4.1. 標準偏差（%）
：
2

σ

2

σ

1
 z(t)
1
 100%

n  1 1 
z 
n

4.2. Coefficient of determination

1 n  z(t)
 1  z   100%
n  1 1 

4.2. 決定係数
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n

R2  1

n

2
 z  z(t)

R2  1

1

 z  z
n

2

1

Where:

z

 z  z(t)

2

1

 z  z
n

2

1

ここで：

1 n
1
1 n
z  1  2    n  

n z 1
n
2

z

1 n
1
1 n
z  1  2    n  

n z 1
n
2

Note 3: The above calculations for this variant of the deceleration method for tyre rolling resistance measurement can be
executed by the computer program "Deceleration Calculator" downloadable from the WP.29 website1 as well as any
software which allows the calculation of nonlinear regression.

注 3：タイヤの転がり抵抗を測定する減速度法のこの変形に関する上記の計算は、非線形回帰の計算ができ

1

1

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/deceleration_calculator.html.

るソフトウェアと同様に、WP.29 のウェブサイト 1 からダウンロードできるコンピュータプログラム「減速
度計算器」によって実行することができる。
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Annex 7

附則 7

Procedures for snow performance testing relative to snow tyre for use in severe snow conditions

シビアスノータイヤに対するスノー性能試験の手順

1. Specific definitions for snow test when different of existing ones

1. スノー試験のための追加定義

1.1. "Test run" means a single pass of a loaded tyre over a given test surface.

1.1. 「試験走行」とは、基準となる荷重条件下のタイヤが、試験路面上を単一回走行すること。

1.2. "Braking test" means a series of a specified number of ABS-braking test runs of the same tyre repeated within a short time frame.

1.2. 「制動試験」とは、短時間の枠内で繰り返す、同一タイヤによる一連の所定の数の ABS - ブレーキ試験走行をい
う。

1.3. "Traction test" means a series of a specified number of spin-traction test runs according to ASTM standard F1805-06 of the same
tyre repeated within a short time frame.

1.3. 「トラクション試験」とは、短時間の枠内で繰り返す、ASTM 規格 F1805-06 に従った、同一タイヤによる一連の
所定の数のスピン－トラクション試験走行をいう。

1.4. "Acceleration test" means a series of specified number of traction controlled acceleration test runs of the same tyre repeated within
a short timeframe.

1.4. 「加速試験」とは、短時間の間に所定の回数繰り返される、同一タイヤの駆動力制御による一連の加速試験走行
をいう。

2. Spin traction method for Class C1 and C2 tyres (traction force test per paragraph 6.4. (b) of this Regulation)

2. クラス C1 及び C2 のタイヤに関するスピントラクション法（本規則 6.4 項(b)に準拠した試験）

The test procedure of ASTM standard F1805-06 shall be used to assess snow performance through spin traction values on medium
packed snow (The snow compaction index measured with a CTI penetrometer1 shall be between 70 and 80).

ASTM 規格 F1805-06 の試験手順を用いて、軟圧雪度に対するスピントラクション値によってスノー性能を評価するも
のとする（CTI 針入度計で測定したスノーコンパクション指数 1 は、70 から 80 とする）
。

1 See appendix of ASTM standard F1805-06 for details.

1

2.1. The test course surface shall be composed of a medium packed snow surface, as characterized in table A2.1 of ASTM standard
F1805-06.

2.1. 試験コースの表面は、ASTM 規格 F1805-06 の表 A2.1 に特性が記載されている軟圧雪度の表面から成るものとす
る。

2.2. The tyre load for testing shall be as per option 2 in paragraph 11.9.2. of ASTM standard F1805-06.

2.2. 試験におけるタイヤ荷重は、ASTM 規格 F1805-06 の 11.9.2 項のオプション 2 に従うものとする。

3. Braking on snow method for Class C1 and C2 tyres

3. クラス C1 及び C2 のタイヤに関する雪上制動法

3.1. General conditions

3.1. 一般条件

3.1.1. Test course

3.1.1. 試験コース

The braking tests shall be done on a flat test surface of sufficient length and width, with a maximum 2 per cent gradient, covered with
packed snow.

制動試験は、十分な長さ及び幅を有し、最大勾配 2 %で、圧雪で覆われた平坦な試験路面上で行うものとする。

The snow surface shall be composed of a hard packed snow base at least 3 cm thick and a surface layer of medium packed and
prepared snow about 2 cm thick.

雪面は、少なくとも 3 cm の硬圧雪の基盤、ならびに約 2 cm の厚さの軟圧雪の人工圧雪の表面層から成るものとする。

The air temperature, measured about one meter above the ground, shall be between -2 °C and -15 °C; the snow temperature, measured
at a depth of about one centimetre, shall be between -4 °C and -15 °C.

地上約 1 m で測定した気温は -2 °C から -15 °C とし、かつ深さ約 1 cm で測定した雪温は -4 °C から -15 °C とする。

It is recommended to avoid direct sunlight, large variations of sunlight or humidity, as well as wind.

直射日光、日光又は湿度の大幅な変動、及び風を避けることが推奨される。

The snow compaction index measured with a CTI penetrometer1 shall be between 75 and 85.

CTI 針入度計で測定したスノーコンパクション指数 1 は、75 から 85 とする。

1 See appendix of ASTM standard F1805-06 for details.

1

3.1.2. Vehicle

3.1.2. 車両

The test shall be conducted with a standard production vehicle in good running order and equipped with an ABS system.

試験は、適切な走行状態の車両で、正常に作動する ABS システムを装備した標準量産車両を用いて行うものとする。

The vehicle used shall be such that the loads on each wheel are appropriate to the tyres being tested. Several different tyre sizes can be
tested on the same vehicle.

使用する車両は、各ホイールへの負荷が試験対象のタイヤに対して適切になるようなものとする。同一の車両で、複
数の異なるタイヤサイズを試験することができる。
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3.1.3. Tyres

3.1.3. タイヤ

The tyres should be "broken-in" prior to testing to remove spew, compound nodules or flashes resulting from moulding process. The
tyre surface in contact with snow shall be cleaned before performing a test.

タイヤは、金型の空気口又は金型の接合部のはみだしによって生じたトレッド面のすべての突起を取り除くために、
試験の前 に「慣らし運転」を実施するものとする。雪と接するタイヤ面は、試験を実施する前に汚れを取り除くもの
とする。

Tyres shall be conditioned at the outdoor ambient temperature at least two hours before their mounting for tests. Tyre pressures shall
then be adjusted to the values specified for the test.

試験用に取り付ける少なくとも 2 時間前に、タイヤを屋外の雰囲気温度において調整を施すものとする。その後、タ
イヤ空気圧を当該試験用の所定値に調節するものとする。

In case a vehicle cannot accommodate both the reference and candidate tyres, a third tyre ("control" tyre) may be used as an
intermediate. First test control vs. reference on another vehicle, then test candidate vs. control on the vehicle.

車両に SRTT 及び供試タイヤの両方を装着することができない場合は中間として 3 番目のタイヤ（
「コントロール」
タイヤ）を用いることができる。最初に、別の車両でコントロールタイヤと SRTT を試験し、次に当該車両で供試タ
イヤとコントロールタイヤを試験する。

3.1.4. Load and pressure:

3.1.4. 荷重及び空気圧：

3.1.4.1. For C1 tyres, the vehicle load shall be such that the resulting loads on the tyres are between 60 per cent and 90 per cent of the
load corresponding to the tyre load index.

3.1.4.1. C1タイヤについては、
車両の荷重を各タイヤに掛かる荷重がタイヤロードインデックスに対応する荷重の60 %
から 90 %になるように調整する。

The cold inflation pressure shall be 240 kPa.

冷間空気圧は 240 kPa とする。

3.1.4.2. For C2 tyres, the vehicle load shall be such that the resulting loads on the tyres are between 60 per cent and 100 per cent of the
load corresponding to the tyre load index.

3.1.4.2. C2 タイヤについては、車両の荷重を、各タイヤに掛かる荷重がタイヤロードインデックスに対応する荷重の
60 %から 100 %になるように調整する。

The static tyre load on the same axle should not differ by more than 10 per cent.

同一車軸に掛かる静的タイヤ荷重は、10 %を超える差異がないものとする。

The inflation pressure is calculated to run at constant deflection:

空気圧は、一定のタイヤのたわみで走行するように計算する：

For a vertical load higher or equal to 75 per cent of the load capacity of the tyre, a constant deflection is applied, hence the test inflation
pressure "Pt" shall be calculated as follows:

タイヤの負荷能力の 75 %以上の垂直負荷については、タイヤのたわみを一定にするため、試験空気圧「Pt」を以下の
とおり計算するものとする：

1.25

1.25

Q 
Pt  Pr  t 
 Qr 

Q 
Pt  Pr  t 
 Qr 

Qr is the maximum load associated to the load capacity index of the tyre written on the sidewall

Qr はサイドウォールに表示されたタイヤのロードインデックスに関連する最大荷重

Pr is the reference pressure corresponding to the maximum load capacity Qr

Pr は最大荷重 Qr に対応する基準空気圧

Qt is the static test load of the tyre

Qt はタイヤの静的試験荷重である

For a vertical load lower than 75 per cent of the load capacity of the tyre, a constant inflation pressure is applied, hence the test inflation
pressure Pt shall be calculated as follows:

タイヤの負荷能力の 75 %未満の垂直負荷については、一定の空気圧を適用し、試験空気圧 Pt を以下のとおり計算する
ものとする：

Pt  Pr 0.75

Pt  Pr 0.75

1.25

 (0.7) Pr

1.25

 (0.7) Pr

Pr is the reference pressure corresponding to the maximum load capacity Qr

Pr は最大荷重 Qr に対応する最大荷重である

Check the tyre pressure just prior to testing at ambient temperature.

試験直前に雰囲気温度でタイヤ空気圧を確認する。

3.1.5. Instrumentation

3.1.5. 測定装置

The vehicle shall be fitted with calibrated sensors suitable for measurements in winter. There shall be a data acquisition system to store
measurements.

車両には、冬期の測定に適した校正済みセンサを取り付けるものとする。測定値を保存するためのデータ収集システ
ムを用意するものとする。

The accuracy of measurement sensors and systems shall be such that the relative uncertainty of the measured or computed mean fully
developed decelerations is less than 1 per cent.

測定センサ及びシステムの精度は、測定又は計算した平均減速度の相対不確かさが 1 %未満になるようなものとする。
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3.2. Testing sequences

3.2. 試験順序

3.2.1. For every candidate tyre and the standard reference tyre, ABS-braking test runs shall be repeated a minimum of 6 times.

3.2.1. 各供試タイヤ及び SRTT について、ABS 制動試験走行を最低 6 回繰り返すものとする。

The zones where ABS-braking is fully applied shall not overlap.

ABS 制動を完全に掛ける試験領域は重ならないものとする。

When a new set of tyres is tested, the runs are performed after shifting aside the vehicle trajectory in order not to brake on the tracks of
the previous tyre.

新規のタイヤセットを試験する場合は、以前のタイヤの走行路でブレーキを掛けないように、車両の軌道からずらし
て走行を実施する。

When it is no longer possible not to overlap full ABS-braking zones, the test course shall be re-groomed.

ABS 制動を完全にかける試験領域が重ならないようにすることが不可能になった場合は、試験コースを再整備するも
のとする。

Required sequence:

要求される順序：

6 repeats SRTT, then shift aside to test next tyre on fresh surface

SRTT で 6 回繰り返し、その後、新しい路面上で次のタイヤを試験するためにずらす

6 repeats Candidate 1, then shift aside

供試タイヤ 1 で 6 回繰り返し、その後ずらす

6 repeats Candidate 2, then shift aside

供試タイヤ 2 で 6 回繰り返し、その後ずらす

6 repeats SRTT, then shift aside

SRTT で 6 回繰り返す。

3.2.2. Order of testing:

3.2.2. 試験の順番：

If only one candidate tyre is to be evaluated, the order of testing shall be:

1 つの供試タイヤだけを評価する場合は、試験の順番は以下とする：

R1 - T - R2

R1 - T - R2

Where:

ここで：

R1 is the initial test of the SRTT, R2 is the repeat test of the SRTT and T is the test of the candidate tyre to be evaluated.

R1 は SRTT の最初の試験、R2 は SRTT の再試験、そして T は評価する供試タイヤの試験である。

A maximum of two candidate tyres may be tested before repeating the SRTT test, for example:

たとえば以下のように、SRTT 試験を再び実施する前に、最大で 2 個の供試タイヤを試験することができる：

R1 - T1 - T2 - R2.

R1 - T1 - T2 - R2

3.2.3. The comparative tests of SRTT and candidate tyres shall be repeated on two different days.

3.2.3. SRTT と供試タイヤの比較試験は、異なる 2 日において繰り返し実施するものとする。

3.3. Test procedure

3.3. 試験手順

3.3.1. Drive the vehicle at a speed not lower than 28 km/h.

3.3.1. 車両を 28 km/h 以上の速度で運転する。

3.3.2. When the measuring zone has been reached, the vehicle gear is set into neutral, the brake pedal is depressed sharply by a
constant force sufficient to cause operation of the ABS on all wheels of the vehicle and to result in stable deceleration of the vehicle
and held down until the speed is lower than 8 km/h.

3.3.2. 測定領域に達したときに、車両のギアをニュートラルにし、車両のすべてのホイールで ABS が作動し、車両が
安定的に減速するようにブレーキペダルを一定の踏力で急激に踏み込み、速度が 8 km/h を下回るまで維持する。

3.3.3. The mean fully developed deceleration between 25 km/h and 10 km/h shall be computed from time, distance, speed, or
acceleration measurements.

3.3.3. 25 km/h から 10 km/h の平均減速度を、時間、距離、速度又は加速度の測定値から計算するものとする。

3.4. Data evaluation and presentation of results

3.4. データ評価及び結果の提示

3.4.1. Parameters to be reported

3.4.1. 報告するパラメータ

3.4.1.1. For each tyre and each braking test, the mean and standard deviation of the mfdd shall be computed and reported.

3.4.1.1. 各タイヤ及び各ブレーキ試験について、mfdd の平均及び標準偏差を計算及び報告するものとする。

The coefficient of variation CV of a tyre braking test shall be computed as:

タイヤブレーキ試験の変動係数 CV を以下のように計算するものとする：

CV tyre  

Std.devtyre 
Meantyre 

CV tyre  
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3.4.1.2. Weighted averages of two successive tests of the SRTT shall be computed taking into account the number of candidate tyres
in between:

3.4.1.2. SRTT の連続する 2 回の試験の加重平均を、その間の供試タイヤの数を考慮して以下のとおり計算するものと
する：

In the case of the order of testing R1 - T - R2, the weighted average of the SRTT to be used in the comparison of the performance of
the candidate tyre shall be taken to be:

試験の順番が R1 - T - R2 の場合は、供試タイヤの性能の比較で用いる SRTT の加重平均を以下のように求めるものと
する：

wa(SRTT) = (R1 + R2)/2

wa(SRTT) = (R1 + R2)/2

Where:

ここで：

R1 is the mean fully developed deceleration for the first test of the SRTT and R2 is the mean mfdd for the second test of the SRTT.

R1 は SRTT の最初の試験の平均 mfdd で、R2 は SRTT の 2 回目の試験の平均 mfdd である。

In the case of the order of testing R1 - T1 - T2 - R2, the weighted average (wa) of the SRTT to be used in the comparison of the
performance of the candidate tyre shall be taken to be:

試験の順番が R1 - T1 - T2 - R2 の場合は、供試タイヤの性能の比較で用いる SRTT の加重平均（wa）を以下のように求
めるものとする：

wa (SRTT) = 2/3 R1 + 1/3 R2 for comparison with the candidate tyre T1; and:

供試タイヤ T1 との比較については、wa (SRTT) = 2/3 R1 + 1/3 R2 及び：

wa (SRTT) = 1/3 R1 + 2/3 R2 for comparison with the candidate tyre T2.

供試タイヤ T2 との比較については、wa (SRTT) = 1/3 R1 + 2/3 R2

3.4.1.3. The snow grip index (SG) in per cent of a candidate tyre shall be computed as:

3.4.1.3. 供試タイヤのスノーグリップ指数（SG）
（%）は、以下のとおり計算するものとする：

Snow Grip Index (candidate) 

スノーグリップ指数供試 

Mean (candidate)
wa (SRTT)

平均(供試)
wa (SRTT)

3.4.2. Statistical validations

3.4.2. 統計的検証

The sets of repeats of measured or computed mfdd for each tyre should be examined for normality, drift, eventual outliers.

各タイヤについて測定又は計算した mfdd の繰り返しのセットを、正常性、ドリフト、結果として生じた異常値につい
て調べるものとする。

The consistency of the means and standard-deviations of successive braking tests of SRTT should be examined.

SRTT の連続するブレーキ試験の平均及び標準偏差の整合性を調べるものとする。

The means of two successive SRTT braking tests shall not differ by more than 5 per cent.

連続する 2 回の SRTT ブレーキ試験の平均の差は、5 %を超えないものとする。

The coefficient of variation of any braking test shall be less than 6 per cent.

いかなるブレーキ試験の変動係数も 6 %未満とする。

If those conditions are not met, tests shall be performed again after re-grooming the test course.

これらの条件が満たされない場合は、試験コースを再整備してからもう一度試験を実施するものとする。

3.4.3. In the case where the candidate tyres cannot be fitted to the same vehicle as the SRTT, for example, due to tyre size, inability to
achieve required loading and so on, comparison shall be made using intermediate tyres, hereinafter referred to as "control tyres", and
two different vehicles. One vehicle shall be capable of being fitted with the SRTT and the control tyre and the other vehicle shall be
capable of being fitted with the control tyre and the candidate tyre.

3.4.3. 例えばタイヤのサイズ、要求負荷が達成できないなどの理由で、供試タイヤが SRTT と同一の車両に取り付け
ることができない場合は、中間的なタイヤ（以下「コントロールタイヤ」という）と 2 台の異なる車両を用いて比較
するものとする。1 台の車両には SRTT とコントロールタイヤを装着することができるものとし、もう 1 台の車両に
はコントロールタイヤと供試タイヤを装着することができるものとする。

3.4.3.1. The snow grip index of the control tyre relative to the SRTT (SG1) and of the candidate tyre relative to the control tyre (SG2)
shall be established using the procedure in paragraphs 3.1. to 3.4.2. above.

3.4.3.1. SRTT に対するコントロールタイヤのスノーグリップ指数（SG1）
、及びコントロールタイヤに対する供試タイ
ヤのスノーグリップ指数（SG2）を、上記 3.1 項から 3.4.2 項の手順を用いて確定するものとする。

The snow grip index of the candidate tyre relative to the SRTT shall be the product of the two resulting snow grip indices that is SG1 x
SG2.

SRTT に対する供試タイヤのスノーグリップ指数は、
その結果である2つのスノーグリップ指数の積、
つまりSG1 x SG2
とする。

3.4.3.2. The ambient conditions shall be comparable. All tests shall be completed within the same day.

3.4.3.2. 環境条件は同程度とする。すべての試験は同じ日に完了するものとする。

3.4.3.3. The same set of control tyres shall be used for comparison with the SRTT and with the candidate tyre and shall be fitted in the
same wheel positions.

3.4.3.3. SRTT との比較及び供試タイヤとの比較には、同一のコントロールタイヤのセットを用いるものとし、同じ位
置に装着するものとする。

3.4.3.4. Control tyres that have been used for testing shall subsequently be stored under the same conditions as required for the SRTT.

3.4.3.4. 試験に使用したコントロールタイヤは、試験後、SRTT に要求されるのと同じ条件下で保管するものとする。

3.4.3.5. The SRTT and control tyres shall be discarded if there is irregular wear or damage or when the performance appears to have
been deteriorated.

3.4.3.5. SRTT 及びコントロールタイヤは、偏摩耗又は損傷があった場合、あるいは性能が劣化していると判断された
場合は使用しないものとする。
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4. Acceleration method for Class C3 tyres

4. クラス C3 タイヤに関する加速試験法

4.1. According to the definition of C3 tyres reported into paragraph 2.4.3. above, the additional classification for the purpose of this test
method only applies:

4.1. 上記 2.4.3 項に報告した C3 タイヤの定義に従って、本試験法の目的に限り、追加の分類を適用する：

(a) C3 Narrow (C3N), when the C3 tyre nominal section width is lower than 285 mm

(a) C3 ナロー（C3N）
（C3 タイヤの断面幅の呼びが 285 mm 未満の場合）

(b) C3Wide (C3W), when the C3 tyre nominal section width is greater or equal to 285 mm

(b) C3 ワイド（C3W）
（C3 タイヤの断面幅の呼びが 285 mm 以上の場合）

4.2. Methods for measuring snow grip index

4.2. スノーグリップ指数の測定方法

Snow performance is based on a test method by which the average acceleration in an acceleration test, of a candidate tyre is compared
to that of a standard reference tyre.

スノー性能は、加速試験における供試タイヤの平均加速と SRTT の平均加速度を比較する試験法に基づく。

The relative performance shall be indicated by a snow grip index (SG).

相対的性能をスノーグリップ指数（SG）で示すものとする。

When tested in accordance with the acceleration test in paragraph 4.7. below, the average acceleration of a candidate snow tyre shall
be at least 1.25 compared to one of the two equivalent SRTTs - ASTM F 2870 and ASTM F 2871.

下記 4.7 項の加速試験に従って試験をしたときに、供試タイヤの平均加速度は、2 つのうち供試タイヤと同等な SRTT
（ASTM F 2870 と ASTM F 2871）と比較して少なくとも 1.25 とする。

4.3. Measuring equipment

4.3. 測定装置

4.3.1. A sensor suitable for measuring speed and distance covered on snow/ice surface between two speeds must be used.

4.3.1. 速度及び 2 つの速度間の雪氷路面での移動距離の測定に適したセンサを用いなければならない。

To measure vehicle speed, a fifth wheel or non-contact speed-measuring system (including radar, GPS ...) shall be used.

車速を測定するために、第 5 輪又は非接触型速度測定システム（レーダー、GPS などを含む）を用いるものとする。

4.3.2. The following tolerances shall be respected:

4.3.2. 以下の公差を順守するものとする：

(a) For speed measurements: ±1 per cent (km/h) or 0.5 km/h whichever is greater.

(a) 速度の測定について：±1 %（km/h）又は 0.5 km/h のいずれか大きい値

(b) For distance measurements: ±1 x 10-1 m

(b) 距離の測定について：±1 x 10-1 m

4.3.3. A display of the measured speed or the difference between the measured speed and the reference speed for the test is
recommended inside the vehicle so that the driver can adjust the speed of the vehicle.

4.3.3. 運転者が車両の速度を調節できるように、試験中の車両の車速度、又は車速度と基準速度の差を車内に表示す
ることが推奨される。

4.3.4. For Acceleration test covered in paragraph 4.7. below, a display of the slip ratio of the driven tyres is recommended inside the
vehicle and shall be used in the particular case of paragraph 4.7.2.1.1. below.

4.3.4. 下記 4.7 項に記載した加速試験については、走行タイヤのスリップ率を車内に表示することが推奨され、かつ下
記 4.7.2.1.1 項の特別な場合に用いるものとする。

The slip ratio is calculated by

スリップ率は以下のとおり計算する：

 Wheel Speed  Vehicle Speed 
Slip Ratio %  
 100
Vehicle Speed



ホイール速度  車速 
スリップ率%  
  100
車速



(a) Vehicle speed is measured as defined in 4.3.1. above (m/s)

(a) 車速は上記 4.3.1.に定めたとおりに測定する（m/s）

(b) Wheel speed is calculated on a tyre of the driven axle by measuring its angular velocity and its loaded diameter

(b) ホイール速度は、駆動軸のタイヤの角速度及び走行中の負荷直径を測定することによって 計算する。

Wheel Speed  π  loaded diameter  angular speed

ホイール速度 = π × 走行中の負荷直径 × 角速度

Where, π = 3.1416 (m/360deg), the loaded diameter (m) and the angular speed (revolution per second = 360 deg/sec).

ここで、π = 3.1416（m/360°）
、負荷直径（m）及び角速度（1 秒当たりの回転 = 360°/s）である。

4.3.5. A data acquisition system can be used for storing the measurements.

4.3.5. 測定値を保存するためにデータ取得システムを用いることができる。

4.4. General conditions

4.4. 一般条件

4.4.1. Test course

4.4.1. 試験コース

The test shall be done on a flat test surface of sufficient length and width, with a maximum 2 per cent gradient, covered with packed
snow.

試験は、十分な長さ及び幅を有し、最大勾配 2 %で、圧雪で覆われた平坦な試験路面上で行うものとする。
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4.4.1.1. The snow surface shall be composed of a hard packed snow base at least 3 cm thick and a surface layer of medium packed
and prepared snow about 2 cm thick.

4.4.1.1. 雪面は、少なくとも 3 cm の硬圧雪の基盤、ならびに約 2 cm の厚さの軟圧雪の表面層から成るものとする。

4.4.1.2. The snow compaction index measured with a CTI penetrometer shall be between 80 and 90. Refer to the appendix of ASTM
F1805 for additional details on measuring method.

4.4.1.2. CTI 針入度計で測定したスノーコンパクション指数は 80 から 90 とする。測定方法の追加詳細については、
ASTM F1805 の付録を参照のこと。

4.4.1.3. The air temperature, measured about one meter above the ground, shall be between -2 °C and -15 °C; the snow temperature,
measured at a depth of about one centimetre, shall be between -4 °C and -15 °C.

4.4.1.3. 地上約 1 m で測定した気温は -2 °C から -15 °C とする。深さ約 1 cm で測定した雪温は -4 °C から -15 °C とす
る。

Air temperature shall not vary more than 10 deg C during the test.

試験中、気温は 10 °C を超えて変化しないものとする。

4.5. Tyres preparation and break-in

4.5. タイヤの準備と慣らし走行

4.5.1. Fit the test tyres on rims as per ISO 4209-1 using conventional mounting methods. Ensure proper bead seating by the use of a
suitable lubricant. Excessive use of lubricant should be avoided to prevent slipping of the tyre on the wheel rim.

4.5.1. 従来の取り付け方法を用いて、試験タイヤを ISO 4209-1 に従ってリムに取り付ける。適切な潤滑剤を用いて適
切なビードシーティングを確保する。リム上でタイヤがすべるのを防ぐために、潤滑剤の過度 の使用は避けるもの
とする。

4.5.2. The tyres should be "broken-in" prior to testing to remove spew, compound nodules or flashes resulting from moulding process.

4.5.2. タイヤは、成形プロセスの結果生じたスピュー、複合ノジュール又はバリを取り除くために、試験の前に「慣
らし運転」を実施するものとする。

4.5.3. Tyres shall be conditioned at the outdoor ambient temperature at least two hours before their mounting for tests.

4.5.3. 試験用に取り付ける少なくとも 2 時間前に、タイヤを屋外の雰囲気温度において調整を施すものとする。

They should be placed such that they all have the same ambient temperature prior to testing and be shielded from the sun to avoid
excessive heating by solar radiation.

タイヤを、試験前にすべて同じ雰囲気温度になるように置いておき、太陽光によって過度に熱くなることを避けるた
めに、太陽から遮断するものとする。

The tyre surface in contact with snow shall be cleaned before performing a test.

雪と接するタイヤ面は、試験を実施する前に汚れを取り除くものとする。

Tyre pressures shall then be adjusted to the values specified for the test.

その後、タイヤ空気圧を当該試験用の所定値に調節するものとする。

4.6. Testing sequence

4.6. 試験順序

If only one candidate tyre is to be evaluated, the order of testing shall be:

1 つの供試タイヤだけを評価する場合は、試験の順序は以下とする：

R1, T, R2

R1、T、R2

Where:

ここで：

R1 is the initial test of the SRTT, R2 is the repeat test of the SRTT and T is the test of the candidate tyre to be evaluated.

R1 は SRTT の初回試験、R2 は SRTT の再試験、T は評価対象の供試タイヤの試験である。

A maximum of 3 candidate tyres may be tested before repeating the SRTT test, for example: R1, T1, T2, T3, R2.

再度 SRTT 試験を実施する前に、最大 3 つの供試タイヤを試験することができる。例えば：R1、T1、T2、T3、R2

Recommendations are that the zones where acceleration is fully applied shall not overlap without reworking and when a new set of
tyres is tested;

加速を完全に加える領域は、路面の手直しをしない場合には重ならないことが推奨され、新しいタイヤセットを試験
する場合は：

The runs are performed after shifting the vehicle trajectory in order not to accelerate on the tracks of the previous tyre; when it is no
longer possible not to overlap full acceleration zones, the test course should be re-groomed.

以前のタイヤの試験路で加速しないように、車両の軌道をずらして走行を実施する。全開加速領域を重ならないよう
にすることが不可能になった場合は、試験コースの再整備を実施するものとする。

4.7. Acceleration on snow test procedure for snow grip Index of Classes C3N and C3W

4.7. クラス C3N 及び C3W のスノーグリップ指数用の雪上加速試験手順

4.7.1. Principle

4.7.1. 概要

The test method covers a procedure for measuring the snow grip performance of commercial vehicle tyres during acceleration, using a
commercial vehicle having a Traction Control System (TCS, ASR, etc.).

試験方法には、トラクションコントロールシステム（TCS、ASR など）を装備した車両を用いて、加速中のタイヤの
スノーグリップ性能を測定するための手順が含まれる。

Starting with a defined initial speed, the full throttle is applied to activate the traction control system, the average acceleration is
calculated between two defined speeds.

所定の初速度で開始し、トラクションコントロールシステムを作動させるためにフルスロットルを掛け、2 つの所定
速度間の平均加速度を計算する。
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4.7.2. Vehicle

4.7.2. 車両

4.7.2.1. The test shall be conducted with a standard 2 axle commercial vehicle in good running order with:

4.7.2.1. 試験は、適切な走行状態で、以下を装備した 2 軸の標準商用車を用いて行うものとする：

(a) Low rear axle weight and an engine powerful enough to maintain the average percentage of slip during the test as required in
paragraphs 4.7.5.1. and 4.7.5.2.1. below;

(a) 低重量後軸ならびに下記4.7.5.1項及び4.7.5.2.1項で要求される試験中の平均スリップ率を維持するのに十分な出力
のエンジン；

(b) A manual gearbox (automatic gearbox with manual shift allowed) having a gear ratio covering the speed range of at least 19 km/h
between 4 km/h and 30 km/h;

(b) 4 km/h から 30 km/h で少なくとも 19 km/h の速度範囲のギア比を有するマニュアルギアボックス（マニュアルモー
ドを装備したオートマチックギアボックスは容認）
；

(c) Differential lock on driven axle is recommended to improve repeatability;
(d) A standard commercial system controlling/limiting the slip of the driving axle during acceleration (Traction Control, ASR, TCS,
etc.).

(c) 繰り返し性を高めるために被駆動―軸上のディファレンシャルロックが推奨される；
(d) 加速中に駆動軸のスリップを制御／制限する標準商用システム（トラクションコントロー ル、ASR、TCS など）
。

4.7.2.1.1. In the particular case where a standard commercial vehicle equipped with a traction control system is not available, a vehicle
without Traction Control/ASR/TCS is permitted provided the vehicle is fitted with a system to display the percentage slip as stated in
paragraph 4.3.4. of this annex and a mandatory differential lock on the driven axle used in accordance with operating procedure
4.7.5.2.1. below. If a differential lock is available it shall be used; if the differential lock, however, is not available, the average slip ratio
should be measured on the left and right driven wheel..

4.7.2.1.1. トラクションコントロールシステムを備えた標準商用車が使用不可能である特別な場合は、トラクションコ
ントロール／ASR／TCS のない車両が容認されるが、当該車両は、本附則 4.3.4 項に記載したスリップ率を表示するシ
ステム、及び下記 4.7.5.2.1 項の操作手順に従って用いられる駆動軸上の強制的なディファレンシャルロックを装備し
ていることを条件とする。ディファレンシャルロックが使用可能な場合は用いることとするが、ディファレンシャル
ロックが使用可能でない場合は、平均スリップ率は左右の駆動輪上で測定するものとする。

4.7.2.2. The permitted modifications are:

4.7.2.2. 容認される変更は以下のとおりである：

(a) Those allowing to increase the number of tyre sizes capable to be mounted on the vehicle;

(a) 車両に取り付けることができるタイヤサイズの数を増やすような変更；

(b) Those permitting to install an automatic activation of the acceleration and the measurements.

(b) 加速及び測定の自動作動装置を取り付けることを可能にする変更。

Any other modification of the acceleration system is prohibited.

加速システムのその他のいかなる変更も禁止されている。

4.7.3. Vehicle fitting

4.7.3. 車両への装着

The rear driven axle may be indifferently fitted with 2 or 4 test tyres if respecting the loading by tyre.

タイヤの試験荷重を順守している場合は、リア被駆動車軸に 2 又は 4 本の試験タイヤをどちらでも取り付けることが
できる。

The front steer non driven axle is equipped with 2 tyres having a size suitable for the axle load. These 2 front tyres could be maintained
along the test.

被駆動ではないフロント操舵軸に、車軸負荷に適したサイズのタイヤを 2 本装着する。この 2 本のフロントタイヤは
試験中保持しなければならない。

4.7.4. Load and inflation pressure

4.7.4. 負荷及び空気圧

4.7.4.1. The static load on each rear driven test tyres must be between 20 per cent and 55 per cent of the tested tyre load capacity
written on the sidewall.

4.7.4.1. 各リア駆動輪への静的負荷は、サイドウォールに記載された試験対象のタイヤの負荷能力の 20 %から 55 %で
なければならない。

The vehicle front steer total static axle load should be between 60 per cent and 160 per cent of the driven rear total axle load.

車両のフロント操舵軸の総静的負荷は、被駆動後軸の総負荷の 60 %から 160 %とする。

The static tyre load on the same driven axle should not differ by more than 10 per cent.

同一の被駆動軸への静的タイヤ負荷は、10 %を超える差異がないものとする。

4.7.4.2. The driven tyres inflation pressure shall be 70 per cent of the one written on the sidewall.

4.7.4.2. 被駆動タイヤの空気圧は、サイドウォールに記載された空気圧の 70 %とする。

The steer tyres are inflated at nominal sidewall pressure.

操舵タイヤはサイドウォールに記載された空気圧まで空気を充填する。

If the pressure is not marked on the sidewall, refer to the specified pressure in applicable tyre standards manuals corresponding to
maximum load capacity.

空気圧がサイドウォールに記載されていない場合は、該当するタイヤ標準マニュアルで最大負荷能力に対応する規定
空気圧を参照すること。

4.7.5. Testing Runs

4.7.5. 試験走行

4.7.5.1. Mount first the set of reference tyres on the vehicle and when on the testing area.

4.7.5.1. 試験領域で、まず車両に SRTT のセットを取り付ける。

Drive the vehicle at a constant speed between 4 km/h and 11 km/h and the gear ratio capable of covering the speed range of at least 19
km/h for the complete test programme (e.g. R-T1-T2-T3-R).

試験プログラム全体（例えば R - T1 - T2 - T3 - R）について、4 km/h から 11 km/h の間の定速で、かつ少なくとも 19 km/h
の速度範囲に対応することができるギア比で車両を運転する。

The recommended gear ratio selected is 3rd or 4th and shall give a minimum 10 per cent average slip ratio in the measured range of speed. 推奨する選択ギア比は 3 速又は 4 速であり、測定した速度範囲において少なくとも 10 %の平均スリップ率を付与す
るものとする。
4.7.5.2. In case of traction control system equipped vehicles (already switched "on" before the run) apply full throttle until the vehicle
has reached the final speed.

4.7.5.2. トラクションコントロールシステムを装着した車両（走行前に既にスイッチを「オン」にすること）の場合は、
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車両が終速度に達するまでフルスロットルを掛ける。
Final speed = Initial speed + 15 km/h

終速度 = 初速度 + 15 km/h

No rearward restraining force shall be applied to the test vehicle.

試験車両には後方への抑制力を加えないものとする。

4.7.5.2.1. In the particular case of paragraph 4.7.2.1.1. of this annex where a standard commercial vehicle equipped with a traction
control system is not available, the driver shall manually maintain the average slip ratio between 10 and 40 per cent (controlled slip
procedure in place of the full slip) within the prescribed range of speeds. If a differential lock is not available, the averaged slip ratio
difference between the left and right driven wheel shall not be higher than 8 per cent for each run. All the tyres and runs in the test
session are performed with controlled slip procedure

4.7.5.2.1. トラクションコントロールシステムを備えた標準商用車が使用不可能という本附則の 4.7.2.1.1 項の特別な場
合は、運転者は規定の速度範囲において、平均スリップ率を手動で 10 %から 40 %の間に維持するものとする（フル
スリップの代わりにスリップ率制御方式）
。ディファレンシャルロックが使用不可能な場合は、左右の被駆動ホイール
の平均スリップ率の差は各走行について 8 %を超えないものとする。試験セッションにおけるすべての駆動タイヤ及
び駆動軸は、スリップ率制御方式で実施する。

4.7.5.3. Measure the distance between the initial speed and the final speed.

4.7.5.3. 初速度と終速度の間の距離を測定する。

4.7.5.4. For every candidate tyre and the standard reference tyre, the acceleration test runs shall be repeated a minimum of 6 times and
the coefficients of variation (standard deviation/ average*100) calculated for minimum 6 valid runs on the distance shall be lower than or
equal to 6 per cent.

4.7.5.4. 各供試タイヤ及び SRTT については、加速試験走行を少なくとも 6 回繰り返すものとし、最低 6 回の有効な走
行について、距離から求めた変動係数（標準偏差／平均値×100）は 6 %以下とする。

4.7.5.5. In case of traction control system equipped vehicle, the average slip ratio shall be in the range from 10 per cent to 40 per cent
(calculated as per paragraph 4.3.4. of this annex).

4.7.5.5. トラクションコントロールシステムを備えた車両の場合は、平均スリップ率は 10 %から 40 %の範囲内（本附
則の 4.3.4 項に準拠して計算）とする。

4.7.5.6. Apply testing sequence as defined in paragraph 4.6. above.

4.7.5.6. 上記 4.6 項に定める試験順序を適用する。

4.8. Processing of measurement results

4.8. 測定結果の処理

4.8.1. Calculation of the average acceleration AA

4.8.1. 平均加速度 AA の計算

Each time the measurement is repeated, the average acceleration AA (m ∙ s-2) is calculated by

測定を繰り返すたびに、平均加速度 AA（m･s-2）を以下によって計算する：

Sf  Si
2D
2

AA 

2

S  Si
AA  f
2D
2

2

Where D (m) is the distance covered between the initial speed Si (m.s-1) and the final speed Sf (m.s-1).

ここで、D（m）は初速度 Si（m･s-1）と終速度 Sf（m･s-1）の間に走行した距離である。

4.8.2. Validation of results

4.8.2. 結果の検証

For the candidate tyres:

供試タイヤについて：

The coefficients of variation of the average acceleration is calculated for all the candidate tyres. If one coefficient of variation is greater
than 6 per cent, discard the data for this candidate tyre and repeat the test.

すべての供試タイヤについて、平均加速度の変動係数を計算する。1 つの変動係数が 6 %を超える場合は、当該供試タ
イヤのデータを破棄し、試験を繰り返す。

coefficien t of variation 

stdev
 100
average

変動係数 

標準偏差
 100
平均値

For the reference tyre:

SRTT について：

If the coefficient of variation of the average acceleration "AA" for each group of min 6 runs of the reference tyre is higher than 6 per
cent, discard all data and repeat the test for all tyres (the candidate tyres and the reference tyre).

SRTT の最低 6 回の走行の各グループについて、平均加速度「AA」の変動係数が 6 %を超える場合は、すべてのデー
タを破棄し、すべてのタイヤ（供試タイヤと SRTT）について試験を繰り返す。

In addition and in order to take in account possible test evolution, the coefficient of validation is calculated on the basis of the average
values of any two consecutive groups of min 6 runs of the reference tyre. If the coefficient of validation is greater than 6 per cent,
discard the data for all the candidate tyres and repeat the test.

加えて、また想定される試験状態の変化を考慮に入れるために、SRTT の最低 6 回の走行の連続する 2 つのグループ
の平均値に基づいて、検証係数を計算する。検証係数が 6 %を超える場合は、すべての候補タイヤのデータを破棄し、
試験を繰り返す。

coefficien t of validation 

Average2  Average1
100
Average1

検証係数 
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4.8.3. Calculation of the "average AA"

4.8.3. 「平均 AA」の計算

If R1 is the average of the "AA" values in the first test of the reference tyre, R2 is the average of the "AA" values in the second test of
the reference tyre, the following operations are performed, according to Table 1:

R1 が SRTT の 1 回目の試験における「AA」値の平均で、R2 が SRTT の 2 回目の試験における「AA」値 の平均であ
る場合は、表 1 に従って以下の操作を実行する：

Table 1

表1
SRTT の連続する 2 つの走行の間の供試タイ

If the number of sets of candidate tyres between and the set of candidate tyres to be then "Ra" is calculated by applying the
two successive runs of the reference tyre is:

1 
2 

R - T1 – R
R - T1 – T2 – R

3  R - T1 – T2 - T3 – R

かつ、認められる供試タイヤセット
が以下である場合：

以下を適用して「Ra」を計算する：

ヤセットの数が以下であり：

1 

R - T1 – R

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2 

R - T1 – T2 – R

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

qualified is:

following:

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T2

Ra = 1/2 (R1 + R2)

T3

Ra = 1/4 Ry + 3/4 Ry

T3

Ra = 1/4 Ry + 3/4 Ry

"Ta" (a = 1, 2, ...) is the average of the AA values for a test of a candidate tyre.
4.8.4. "AFC" Calculation (Acceleration Force Coefficient)

3  R - T1 – T2 - T3 – R

「Ta」
（a = 1, 2, ...）は供試タイヤの試験の AA 値の平均である。
4.8.4. 「AFC」計算（駆動力係数）

Also called AFC Acceleration Force Coefficient

表 2 に定めたところによる AFC（加速試験 Ta）及び AFC（Ra）の計算：

Calculation on of AFC(Ta) and AFC(Ra) as defined in Table 2:

表2
Table 2

駆動力係数「AFC」は以下のとおりである：
The acceleration force coefficient
"AFC" is:

Reference tyre
Candidate tyre

AFC(R) =

Ra
g

AFC(T) =

Ta
g

SRTT

AFC(R) =

Ra
g

供試タイヤ

AFC(T) =

Ta
g

Ra と Ta は m/s2 で示す

Ra and Ta are in m/s²
"g"= gravity acceleration (rounded to 9.81 m/s2)

「g」= 重力加速度（9.81 m/s2 とする）

4.8.5. Calculation of the relative snow grip index of the tyre

4.8.5. タイヤの相対的スノー性能指数の計算

The snow grip index represents the relative performance of the candidate tyre compared to the reference tyre.

スノーグリップ指数は、SRTT と比較した供試タイヤの相対的性能を示す。

Snow Grip Index 

AFC(T)
AFC(R)

スノーグリップ指数 

AFC(T)
AFC(R)

4.8.6. Calculation of the slip ratio

4.8.6. スリップ率の計算

The slip ratio can be calculated as the average of slip ratio as mentioned in paragraph 4.3.4. of this annex or by comparing the average
distance referred to in paragraph 4.7.5.3. of this annex of the minimum 6 runs to the distance of a run done without slip (very low
acceleration)

スリップ率は、本附則の 4.3.4 項に記載したスリップ率の平均として計算できる。あるいは、最低 6 回の走行の本附則の
4.7.5.3 項に言及した平均距離とスリップなしで完了した 1 回の走行（かなりの低加速度）の距離を比較することによって
計算することができる。

 Average distance  No slip distance 
Slip Ratio %  
  100
No slip distance



 平均距離  スリップなしの距離 
スリップ率%  
  100
スリップなしの距離



No slip distance means the wheel distance calculated on a run done with a constant speed or a continuous low acceleration.

スリップなしの距離とは、定速又は連続した低加速度で完了した 1 回の走行について計算したホイール距離をいう。
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4.9. Snow grip performance comparison between a candidate tyre and a reference tyre using a control tyre

4.9. コントロールタイヤを用いた供試タイヤと SRTT のスノーグリップ性能比較

4.9.1. Scope

4.9.1. 適用範囲

When the candidate tyre size is significantly different from the reference tyre a direct comparison on the same vehicle may be not
possible. This is an approach using an intermediate tyre, hereinafter called the control tyre.

供試タイヤのサイズが SRTT のサイズと大幅に異なる場合は、同一車両上で直接比較することができない場合がある。
これは、中間的なタイヤ（以下、コントロールタイヤという）を用いる方法である。

4.9.2. Principle of the approach

4.9.2. 本アプローチの原理

The principle lies upon the use of a control tyre and 2 different vehicles for the assessment of a candidate tyre in comparison with a
reference tyre.

原理は、SRTT と比較した供試タイヤの評価に、1 つのコントロールタイヤと 2 台の異なる車両を使用することである。

One vehicle can fit the reference tyre and the control tyre, the other the control tyre and the candidate tyre. All conditions are in
conformity with paragraph 4.7. above.

1 台の車両に SRTT とコントロールタイヤを装着し、もう 1 台にコントロールタイヤと供試タイヤを装着する。すべ
ての条件は上記 4.7.項に適合すること。

The first assessment is a comparison between the control tyre and the reference tyre. The result (snow Grip Index 1) is the relative
efficiency of the control tyre compared to the reference tyre.

1 回目の評価はコントロールタイヤと SRTT の比較である。その結果（スノーグリップ指数 1）が、SRTT と比較した
コントロールタイヤの相対的効率である。

The second assessment is a comparison between the candidate tyre and the control tyre. The result (snow grip index 2) is the relative
efficiency of the candidate tyre compared to the control tyre.

2 回目の評価は供試タイヤとコントロールタイヤの比較である。その結果（スノーグリップ指数 2）が、コントロー
ルタイヤと比較した供試タイヤの相対的効率である。

The second assessment is done on the same track as the first one. The air temperature must be in the range of +/- 5 deg C of the
temperature of the first assessment. The control tyre set is the same set as the set used for the first assessment.

2 回目の評価は 1 回目の評価と同じ試験路で実施する。気温は 1 回目の評価の温度の ±5 °C の範囲内でなければなら
ない。コントロールタイヤセットは、1 回目の評価に用いたセットと同じセットとする。

The snow grip performance index of the candidate tyre compared to the reference tyre is deduced by multiplying the relative
efficiencies calculated above:

SRTT と比較した供試タイヤのスノーグリップ性能指数を、上記で計算した相対的効率を掛けることによって導く：

Snow Grip Index  SG1  SG2

スノーグリップ指数  SG1 SG2

4.9.3. Selection of a set of tyres as a control tyre set

4.9.3. コントロールタイヤセットとしてのタイヤセットの選択

A control tyre set is a group of identical tyres made in the same factory during one week period.

コントロールタイヤセットは、1 週間の期間中に同一の工場で製造された同じタイヤのグループである。

4.10. Storage and preservation

4.10. 保管及び保存

Before the first assessment (control tyre / reference tyre), normal storage conditions can be used. It is necessary that all the tyres of a
control tyre set have been stored in the same conditions.

1 回目の評価（コントロールタイヤ／SRTT）の前は、通常の保管条件を用いることができる。コントロールタイヤセ
ットのすべてのタイヤは同一の条件で保管されたものでなければならない。

As soon as the control tyre set has been assessed in comparison with the reference tyre, specific storage conditions shall be applied for
control tyres replacement.

SRTT と比較してコントロールタイヤセットを評価した後、ただちにコントロールタイヤの交換について特定の保管
条件を適用するものとする。

When irregular wear or damage results from tests, or when wear influences the test results, the use of the tyre shall be discontinued.

試験により偏摩耗もしくは損傷が生じた場合、又は摩耗が試験結果に影響を与える場合は、当該タイヤの使用を中止
するものとする。
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附則 7 - 付録 1

Pictogram definition of "Alpine Symbol"

「アルペンシンボル」のピクトグラムによる定義

Minimum 15 mm base and 15 mm height.

底部は最低 15 mm、高さは最低 15 mm。

Above drawing not to scale.

上記の図は正確な縮尺ではない。

93

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
Annex 7 - Appendix 2

附則 7 - 付録 2

Test reports and test data for C1 and C2 tyres

C1 及び C2 タイヤの試験報告書及び試験データ

Part 1 - Report

パート 1 - 報告書

1.

Type Approval Authority or Technical Service: ..............................................................

1.

型式認可当局又は試験機関： ......................................................................................

2.

Name and address of applicant:...........................................................................................

2.

申請者の名称及び所在地： ...........................................................................................

3.

Test report No.: .....................................................................................................................

3.

試験報告書番号： .............................................................................................................

4.

Manufacturer and brand name or trade description: ........................................................

4.

タイヤ製作者及びブランド名又は商業表示： .......................................................

5.

Tyre class: ..............................................................................................................................

5.

タイヤのクラス： .............................................................................................................

6.

Category of use: ....................................................................................................................

6.

用途カテゴリー： .............................................................................................................

7.

Snow index relative to SRTT according to paragraph 6.4.1.1.

7.

6.4.1.1.項に従った SRTT に対するスノー指数： ..................................................

7.1.

Test procedure and SRTT used ..........................................................................................

7.1.

用いた試験手順及び SRTT： ........................................................................................

8.

Comments (if any): ..............................................................................................................

8.

備考（ある場合）
： ...........................................................................................................

9.

Date: .......................................................................................................................................

9.

日付： ...................................................................................................................................

10.

Signature: ...............................................................................................................................

10.

署名： ...................................................................................................................................

Part 2 - Test data

パート 2 - 試験データ

1.

Date of test: ............................................................................................................................

1.

試験日： ...............................................................................................................................

2.

Location of test track: ...........................................................................................................

2.

試験路の場所： ..................................................................................................................

2.1.

Test track characteristics:

2.1.

試験路の特性：

At start of tests

At end of tests

試験開始時

Specification

Weather

試験終了時

仕様

Ambient temperature

-2 °C to -15 °C

天候
雰囲気温度

Snow temperature

-4 °C to -15 °C

雪温

-4 °C から-15 °C

CTI index

75 to 85

CTI指数
その他

75から85

Other

-2 °Cから-15 °C

3.

Test vehicle (make, model and type, year):........................................................................

3.

試験車両（車種、モデル及び型式、モデルイヤー）
： ........................................

4.

Test tyre details ......................................................................................................................

4.

試験タイヤの詳細： .........................................................................................................

4.1.

Tyre size designation and service description:...................................................................

4.1.

タイヤサイズの呼び及びサービス記述： .................................................................

4.2.

Tyre brand and trade description:.........................................................................................

4.2.

タイヤのブランド及び商業表示： ..............................................................................

4.3.

Test tyre data: .........................................................................................................................

4.3.

試験タイヤのデータ： ....................................................................................................
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SRTT (1st test)

Candidate

Candidate

SRTT（1回目の試験）

SRTT (2nd test)

Tyre dimensions

タイヤサイズの呼び

Test rim width code

試験リム幅コード

Tyre loads F/R (kg)

タイヤ試験荷重 F/R（kg）

Load index F/R ( per cent)

負荷率 F/R（%）

Tyre pressure F/R(kPa)

タイヤ試験空気圧 F/R（kPa）

5.

Test results: mean fully developed decelerations (m/s2) / traction coefficient1.

1

1 Strike out what does not apply.

Run number

5.

Specification

SRTT (1st test)

Candidate

Candidate

1
2
3
4
5
6

Mean
Std-deviation
CV (%)
Validation
SRTT
SRTT
average

平均値

Snow grip index

仕様

SRTT（1回目の試験）

標準偏差
<

CV (%)

<6%

検証SRTT

(SRTT) < 5 %

SRTT 平均
スノーグリップ
指数

100
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SRTT（2回目の試験）

適用しないものを削除する。

1
2
3
4
5
6

<6%
(SRTT)
5%

供試タイヤ

試験結果：平均減速度（m/s2）／トラクション係数 1。

走行番号

SRTT (2nd test)

供試タイヤ

100

供試タイヤ

供試タイヤ

SRTT（2回目の試験）
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附則 7 - 付録 3

Test reports and test data for C3 tyres

C3 タイヤの試験報告書及び試験データ

Part 1 - Report

パート 1 - 報告書

1.

Type Approval Authority or Technical Service: ..........................................................

1.

型式認可当局又は試験機関： ..................................................................................................

2.

Name and address of applicant: ......................................................................................

2.

申請者の氏名及び所在地： .......................................................................................................

3.

Test report No.: ..................................................................................................................

3.

試験報告書番号： .........................................................................................................................

4.

Manufacturer and brand name or trade description: .....................................................

4.

タイヤ製作者及びブランド名又は商業表示： ....................................................................

5.

Tyre class: ...........................................................................................................................

5.

タイヤクラス： ..............................................................................................................................

6.

Category of use: .................................................................................................................

6.

用途カテゴリー： ..........................................................................................................................

7.

Snow index relative to SRTT according to paragraph 6.4.1.1.

7.

6.4.1.1 項に従った SRTT に対するスノー指数

7.1.

Test procedure and SRTT used .......................................................................................

7.1.

用いた試験手順及び SRTT ...........................................................................................................

8.

Comments (if any): ...........................................................................................................

8.

備考（ある場合）
： ........................................................................................................................

9.

Date: ....................................................................................................................................

9.

日付： .................................................................................................................................................

10.

Signature: ............................................................................................................................

10.

署名： .................................................................................................................................................

Part 2 - Test data

パート 2 - 試験データ

1.

Date of test: .........................................................................................................................

1.

試験日： ............................................................................................................................................

2.

Location of test track: .......................................................................................................

2.

試験路の所在地： ...........................................................................................................................

2.1.

Test track characteristics:

2.1.

試験路の特性：

At start of tests

At end of tests

試験開始時

Specification

試験終了時

仕様

天候

Weather
Ambient temperature

-2 °C to -15 °C

雰囲気温度

-2 °Cから-15 °C

Snow temperature

-4 °C to -15 °C

雪温

-4 °Cから-15 °C

CTI index

80 to 90

CTI 指数

80から90

その他

Other
3.

Test vehicle (make, model and type, year): ...................................................................

3.

試験車両（車種、モデル及び型式、イヤーモデル）
： ......................................................

4.

Test tyre details ..................................................................................................................

4.

試験タイヤの詳細： .......................................................................................................................

4.1.

Tyre size designation and service description: ..............................................................

4.1.

タイヤサイズの呼び及び使用表示： .......................................................................................

4.2.

Tyre brand and trade description: ...................................................................................

4.2.

タイヤブランド及び商業表示： .................................................................................................

4.3.

Test tyre data: ....................................................................................................................

4.3.

試験タイヤデータ： ......................................................................................................................

96

UN-R117-02-S08 (2016.1.20)
SRTT (1st test)

Candidate 1

Candidate 2

Candidate 3

SRTT (2nd test)

SRTT (1回目の試験)

Tyre dimensions

タイヤサイズの呼び

Test rim
code

試験リム幅コード

width

Tyre loads F/R (kg)

タイヤ荷重 F/R（kg）

Load index F/R
(per cent)

ロードインデックス
F/R（%）
タイヤ空気圧 F/R（kPa）

Tyre pressure F/R
(kPa)

5.

Run number

Specification

SRTT (1st test)

Candidate 1

Candidate 2

Candidate 3

走行番号

SRTT (2nd test)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

仕様

SRTT (1回目の試験)

平均値
Mean

標準偏差

Std-deviation

スリップ率
（%）
CV (%)
≤6%

Slip ratio (per
cent)
CV (per cent)

≤ 6 per cent

検証SRTT

Validation
SRTT

(SRTT) ≤ 6
per cent

SRTT平均値

SRTT average
Snow index

スノー指数
1.00
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供試タイヤ 2

供試タイヤ 3

SRTT (2回目の試験)

試験結果：平均加速度（m/s2）

5.

Test results: average accelerations (m/s2)

供試タイヤ 1

(SRTT) ≤ 6 %

1.00

供試タイヤ 1

供試タイヤ 2

供試タイヤ 3

SRTT (2回目の試験)

