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1. 適用範囲

1. Scope
1.1.

This Regulation applies to single-deck rigid or articulated vehicles belonging to
1

categories M2 or M3, Classes II or III or class B having more than 16 passengers .

1.1.

本規則は、カテゴリーM2またはM3、クラスIIまたはクラスIIIまたは17

人以上の乗客を有するクラスBに属するシングルデッキ単車もしくは連結車
両に適用する1。
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1
1

As defined in Annex 7 to the Consolidated Resolution on the Construction of vehicles

車両のM1およびN1カテゴリーは、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

(R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 as last amended by Amend.4).

1.2.

At the request of the manufacturer, this Regulation may also apply to any

1.2. メーカーの申請により、本規則は 1.1 項に含まれないいかなるその他の M2

other M2 or M3 vehicle that is not included in paragraph 1.1.

または M3 車両にも適用することができる。

2. TERMS AND Definitions

2. 用語と定義

For the purposes of this Regulation, the following terms and definitions are used:

本規則の目的においては、以下の用語と定義を使用する。

2.1.

2.1.

Units of measurement

測定単位

The units of measurement shall be:

測定単位は次のとおりとする。

Dimensions and linear distances: metres (m) or millimetres (mm)

寸法および線形距離：メートル（m）またはミリメートル（mm）

Mass or load: kilograms (kg)

質量または荷重：キログラム（kg）

Force (and weight): Newtons (N)

力（および重量）： ニュートン（N）

Moment: Newton-metres (Nm)

モーメント：ニュートンメートル（Nm）

Energy: Joules (J)

エネルギー：ジュール（J）

Gravitational constant: 9.81 (m/s2)

重力加速度：9.81（m/s2）
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2.2.

"Vehicle" means a bus or coach designed and equipped for transportation of

2.2. 「車両」とは、乗客の輸送のために設計および装備されたバスまたはコ

passengers. The vehicle is an individual representative of a vehicle type.

ーチを指す。各車両は、1 つの車両型式を代表する。

2.3. "Vehicle type" means a category of vehicles produced with the same design

2.3. 「車両型式」とは、同一の技術設計仕様、主要寸法および構造配置によって

technical specification, main dimensions and constructional arrangement. The

生産される車両のカテゴリーを指す。車両型式は、車両メーカーが定義するもの

vehicle type shall be defined by the vehicle manufacturer.

とする。

2.4. "Group of vehicle types" means those vehicle types, proposed in future as well

2.4. 「車両型式のグループ」とは、本規則に関し、「最悪ケース」の認可によって

as existing now, which are covered by the approval of the worst case, in respect of

カバーされる車両型式の一切を指し、既存の車両型式に加えて将来提案される

this Regulation.

車両型式も対象にする。

2.5. "Double deck vehicle" means a vehicle where the provided spaces for

2.5. 「ダブルデッキ車両」とは、乗客用に提供された空間が、少なくとも一部にお

passengers are arranged, at least in one part, in two superimposed levels and spaces

いて 2 層レベルの構造で、かつ上部デッキには立席乗客用の空間がない車両を

for standing passengers are not provided in the upper deck.

指す。

2.6. "Worst case" means the vehicle type, among a group of vehicle types, least

2.6. 「最悪ケース」とは、車両型式のグループの中で、上部構造の強度に関して

likely to withstand the requirements of this Regulation in respect of the strength of

本規則の要件に耐えられる可能性が最も低いと想定される車両型式を指す。最

superstructure. The three parameters which define the worst case are: structural

悪ケースを定義するパラメータは、構造強度、基準エネルギーおよび生存空間の

strength, reference energy and the residual space.

3 つである。

2.7. "Approval of a vehicle type" means the whole official process in which the

2.7. 「車両型式の認可」とは、車両型式を検査およびテストすることにより当該型

vehicle type is checked and tested to prove that it meets all the requirements

式が本規則に定めた全要件に適合することを証明する正式手続き全体を指す。

specified in this Regulation.
2.8. "Extension of approval" means the official process in which a modified vehicle

2.8. 「認可の拡大」とは、変更された車両型式が、構造、位置エネルギーおよび

type is approved on the basis of an earlier approved vehicle type, by comparison of

生存空間に関する基準の比較を通じて、以前の認可済み車両型式を基に認可さ

structure, potential energy and residual space criteria.

れる正式手続きを指す。

2.9. "Articulated vehicle" means a vehicle which consists of two or more rigid

2.9. 「連結車両」とは、互いに連結された 2 つ以上の剛体セクションからなる車両

sections which articulate to one another, the passenger compartments of each

であって、乗客がセクションを自由に行き来できるように各セクションの客室が連

UN-R66-02 (2016.08.31)
section intercommunicate so that passengers can move freely between them; the

絡路でつながっているものを指す。これらの剛体セクションは、通常は設備工場

rigid sections are permanently connected so that they can only be separated by an

以外にはない設備を使って作業しなければ分離できないように恒久的に結合され

operation involving facilities which are normally only found in a workshop.

る。

2.10. "Passenger compartment(s)" means the space(s) intended for passengers' use

2.10. 「客室」とは、バー、簡易キッチン、トイレなどの固定器具に占有されている

excluding any space occupied by fixed appliances such as bars, kitchenettes or

空間を除き、乗客による使用を意図した空間を指す。

toilets.
2.11. "Driver's compartment" means the space intended for the driver's exclusive

2.11. 「運転室」とは、運転者が専用で使用することが予定され、運転席、ステア

use and containing the driver's seat, the steering wheel, controls, instruments and

リングホイール、コントロール類およびその他の車両の運転作業に必要な装置を

other devices necessary for driving the vehicle.

含む空間を指す。

2.12. "Occupant restraint" means any device which connects a passenger, driver or

2.12. 「乗員拘束装置」とは、転覆が発生したときに、乗客、運転者または乗務員

crew member to his seat, during a rollover.

を各自の座席に拘束する装置を指す。

2.13. "Vertical longitudinal central plane" (VLCP) means the vertical plane which

2.13.「車両の垂直縦断中央面」（VLCP）とは、前輪距と後輪距の中間点を通る垂

passes through the mid-points of the front axle track and the rear axle track.

直平面を指す。

2.14. "Residual space" means a space to be preserved in the passengers', crew and

2.14. 「生存空間」とは、転覆事故が発生したときに、乗客、運転者および乗務員

driver's compartment(s) to provide better survival possibility for passengers, driver

が生き残る可能性を高めるために、客室、乗務員および運転室の中に保たれる

and crew in case of a rollover accident.

べき空間を指す

2.15. "Unladen kerb mass" (Mk) means the mass of the vehicle in running order,

2.15. 「空車質量」（Mk）とは、乗員を乗せず、荷物も積まないが、運転者に相当

unoccupied and unladen but with the addition of 75 kg for the mass of the driver, the

する質量として 75 kg とメーカーが指定した燃料タンクの容量の 90％に相当する

mass of fuel corresponding to 90 per cent of the capacity of the fuel tank specified

燃料の質量とに加え、冷却剤、潤滑油、工具およびスペアホイール（ある場合）の

by the manufacturer, and the masses of coolant, lubricant, tools and spare wheel, if

質量を追加した、ランニングオーダーの車両の質量を指す。

any.
2.16. "Total occupant mass" (Mm) means the combined mass of any passengers,

2.16. 「総乗員質量」（Mm）とは、乗員拘束装置が装備された座席についた乗客、
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crew who occupy seats fitted with occupant restraints.

乗務員の全員を合計した質量を指す。

2.17. "Total effective vehicle mass" (Mt) means the unladen kerb mass of the vehicle

2.17.「総有効車両質量」（Mt）とは、車両の空車質量（Mk）に、総乗員質量（Mm）の

(Mk) combined with the portion (k = 0.5), of the total occupant mass (Mm), considered

うち車両にしっかり固定されたものと見なされる部分（k＝0.5）を合算した値を指

to be rigidly attached to the vehicle.

す。

2.18. "Individual occupant mass" (Mmi) means the mass of an individual occupant.

2.18.「個別乗員の質量」（Mmi）とは、個別乗員 1 人の質量を指す。この質量の値

The value of this mass is 68 kg.

は 68 kg である。

2.19. "Reference energy" (ER) means the potential energy of the vehicle type to be

2.19.「基準エネルギー」（ER）とは、転覆過程の開始時の不安定な位置において、

approved, measured in relation to the horizontal lower level of the ditch, at the

溝構造の下部水平レベルとの関係で測定した、認可対象の車両型式の位置エネ

starting, unstable position of the rollover process.

ルギーを指す。

2.20. "Rollover test on a complete vehicle" means a test on a complete, full-scale

2.20. 「完成車両に対する転覆テスト」とは、上部構造に要求される強度を証明す

vehicle to prove the required strength of the superstructure.

るため、完成したフルスケールの車両に対して実施するテストを指す。

2.21. "Tilting bench" means a technical device, an arrangement of tilting platform,

2.21.「傾斜ベンチ」とは、傾斜プラットフォーム、溝構造およびコンクリートの地面

ditch and concrete ground surface, used in the rollover testing of a complete vehicle

を配置した技術的な仕組みであり、完成車両または車体セクションに対する転覆

or body sections.

テストで使用されるものを指す。

2.22. "Tilting platform" means a rigid plane which can be rotated around a horizontal

2.22.「傾斜プラットフォーム」とは、完成車両または車体セクションを傾斜させるた

axis in order to tilt a complete vehicle or body section.

めに水平軸を中心に回転させることができる剛体平面を指す

2.23. "Body work" means the complete structure of the vehicle in running order,

2.23.「車体」とは、客室、運転室、荷物室ならびに機械装置および部品のための

including all the structural elements which form the passenger compartment(s),

空間を形成するすべての構造要素を含む、ランニングオーダーの車両の完全な

driver's compartment, baggage compartment and spaces for the mechanical units

構造を指す。

and components.
2.24. "Superstructure" means the load-bearing components of the bodywork as

2.24. 「上部構造」とは、メーカーによって定義された車体の耐荷重構成部品であ

defined by the manufacturer, containing those coherent parts and elements which

って、車体の強度およびエネルギー吸収能力に寄与し、転覆テストにおいて生存

contribute to the strength and energy absorbing capability of the bodywork, and

空間を保つ一体部品および要素を含むものを指す

preserve the residual space in the rollover test.
2.25. "Bay" means a structural section of the superstructure forming a closed loop

2.25.「区画」とは、車両の垂直縦断中央面に対し垂直をなす 2 平面間で閉ループ
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between two planes which are perpendicular to the vertical longitudinal central plane

をなす上部構造の構造部分を指す。

of the vehicle.

区画には、車両の両側に 1 つずつ配置されたウインド（またはドア）ピラー、およ
び、サイドウォール部材、ルーフ構造部分、床および床下構造部分が含まれる。

A bay contains one window (or door) pillar on each side of the vehicle as well as side
wall elements, a section of the roof structure and a section of the floor and
underfloor structure.
2.26. "Body section" means a structural unit, which represents one part of the

2.26.「車体セクション」とは、認可テストにおいて、上部構造の 1 部分を代表する構

superstructure for the purposes of an approval test. A body section contains at least

造単位を指す。1 つの車体セクションには、少なくとも、代表的な結合部材（サイ

two bays connected by representative connecting elements (side, roof, and

ド、ルーフ、床下構造）によって結合された 2 つ以上の区画が含まれる。

underfloor, structures).
2.27. "Original body section" means a body section composed of two or more bays

2.27.「原車体セクション」とは、厳密に実際の車両と同一の形状および相関位置

of exactly the same form and relative position, as they appear in the actual vehicle.

をもつ 2 つ以上の区画からなる車体セクションを指す。各区画間のすべての結合

All connecting elements between the bays are also arranged exactly as they appear

部材の配置も厳密に実際の車両と同じにする。

in the actual vehicle.
2.28. "Artificial body section" means a body section built up from two or more bays

2.28.「擬似車体セクション」とは、2 つ以上の区画からできた車体セクションである

but not in the same position, nor at the same distance from each other as in the

が、位置関係および互いの距離が実際の車両とは同じではないものを指す。各

actual vehicle. The connecting elements between these bays need not be identical

区画間の結合部材は、実際の車体構造と同一である必要はないが、構造的には

with the real body work structure but shall be structurally equivalent.

同等であるものとする。

2.29. "Rigid part" means a structural part or element which does not have significant

2.29.「剛体部品」とは、転覆テスト中に著しい変形やエネルギー吸収を生じない構

deformation and energy absorption during the rollover test.

造部品または部材を指す。

2.30. "Plastic zone" (PZ) means a special geometrically limited part of the

2.30.「塑性域」（PZ）とは、上部構造の特に幾何学的に限定された部分であり、動

superstructure in which, as the result of dynamic, impact forces:

的な衝撃力を受けると次のようになるものを指す。
−大規模な塑性変形が集中して起こる。

-large scale plastic deformations are concentrated
−当初の形状（断面、長さ、その他の幾何学特性）に著しい歪みが生じる。
-essential distortion of the original shape (cross section, length, or other geometry)
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occurs

−局部座屈の結果、安定性の喪失が生じる。

-loss of stability occurs, as a result of local buckling,

−変形によって運動エネルギーが吸収される。

-kinetic energy is absorbed due to deformation.
2.31. "Plastic hinge" (PH) means a simple plastic zone formed on a rod-like element

2.31.「塑性ヒンジ」（PH）とは、棒状の部材（シングルチューブ、ウインドピラーな

(single tube, window column, etc)

ど）に形成される単純な塑性域を指す。

2.32. "Cantrail" means the longitudinal structural part of the bodywork above the

2.32.「キャントレール」とは、車体のサイドウインドウの上の縦方向の構造部分を

side windows including the curved transition to the roof structures. In the rollover

指し、曲線状にルーフ構造へと移行する部分を含む。転覆テストでは、キャントレ

test the cantrail (in the case of a double deck coach, the cantrail of the upper deck)

ール（ダブルデッキコーチの場合は上部デッキのキャントレール）が地面に最初に

hits the ground first.

あたる部分となる。

2.33. "Waistrail" means the longitudinal structural part of the bodywork below the

2.33.「ウエストレール」とは、車体のサイドウインドウの下の縦方向の構造部分を

side windows. In the rollover test the waistrail (in the case of a double deck coach,

指す。転覆テストにおいて、ウエストレール（ダブルデッキコーチの場合は上部デ

the waistrail of the upper deck) may be the second area to contact the ground after

ッキのウエストレール）は、車両の断面の初期変形後に地面と 2 番目に接触する

initial deformation of the vehicle cross-section.

領域となる場合がある。

3. Application for approval

3. 認可申請

3.1. The application for approval of a vehicle type with regard to the strength of its

3.1. 上部構造の強度にかかわる車両型式の認可の申請は、車両メーカーまた

superstructure shall be submitted by the vehicle manufacturer or by his duly accredited

はその正規の公認代理人が行政官庁に提出するものとする。

representative to the Administrative Department.
3.2. It shall be accompanied by three copies of each of the undermentioned documents

3.2. 申請書には下記の文書を 3 部ずつ添付し、下記の事項を記載するものと

and by the following particulars:

する。

3.2.1. The main identifying data and parameters of the vehicle type, or group of

3.2.1.車両型式または車両型式グループを特定する主要データおよびパラメータ

vehicle types;
3.2.1.1. General layout drawings of the vehicle type, its bodywork and its interior

3.2.1.1.車両型式、同型式の車体および車両内配置の一般的レイアウト図、なら

arrangement with the main dimensions. Seats which have passenger restraints shall

びに主要寸法。乗客用拘束装置を装備した座席は明確に表示し、車内での各座
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be clearly marked and their positions in the vehicle shall be accurately dimensioned;

席の位置について正確に寸法を記載するものとする。

3.2.1.2. The unladen kerb mass of the vehicle, and the associated axle loads;

3.2.1.2. 車両の空車質量、およびこれに関連するアクスル荷重

3.2.1.3. The exact position of the unladen vehicle's centre of gravity together with

3.2.1.3.空車車両の重心の正確な位置、および測定報告書。重心の位置を決定す

the measuring report. To determine the centre of gravity position the measuring and

る際には、附則 3 に記述されている測定および計算の方法を使用するものとす

calculation methods described in Annex 3 shall be used;

る。

3.2.1.4. The total effective vehicle mass, and the associated axle loads.

3.2.1.4. 総有効車両質量、およびこれに関連するアクスル荷重

3.2.1.5. The exact position of the centre of gravity of the total effective mass of the

3.2.1.5. 総有効車両質量時の車両の重心の正確な位置、および測定報告書。重

vehicle, together with the measuring report. To determine the centre of gravity

心の位置を決定する際には、附則 3 に記述されている測定および計算の方法を

position, the measuring and calculation methods described in Annex 3 shall be used.

使用するものとする。

3.2.2. All the data and information which are needed to evaluate the worst case

3.2.2. 車両型式グループにおける最悪ケース基準を評価するために必要な一切

criteria in a group of vehicle types:

のデータおよび情報

3.2.2.1. The value of reference energy (ER) which is the product of the vehicle mass

3.2.2.1. 基準エネルギー（ER）の値。すなわち、車両質量（M）、重力定数（g）、転

(M), the gravity constant (g) and the height (h1) of centre of gravity with the vehicle

覆テストの開始時に車両を不安定平衡位置にしたときの重心高（h1）の積（図 3 参

in its unstable equilibrium position when starting the rollover test (see Figure 3)

照）。

ここで、
where:
M = Mk, the unladen kerb mass of the vehicle type if there are no occupant restraints,
or,
Mt, total effective vehicle mass when occupant restraints are fitted, and
Mt = Mk + k x Mm, where k = 0.5 and Mm is the total mass of the restrained occupants

M＝乗員拘束装置が装備されていない場合の車両型式の空車質量 Mk、または
乗員拘束装置が装備されている場合の総有効車両質量 Mt、
Mt＝Mk＋k×Mm、ここでは k＝0.5、および Mm は拘束された乗員の総質量（2.16
項を参照のこと）。
h0＝選択された質量（M）の値に対する車両の重心高（単位 m）
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(see paragraph 2.16.).

t＝車両の垂直縦断中央面からの重心の垂直距離（単位 m）

h0 = the height (in metres) of the vehicle centre of gravity for the value of mass (M)

B＝車両の垂直縦断中央面から転覆テストの回転軸までの垂直距離（単位 m）

chosen
g＝重力定数
t = perpendicular distance (in metres) of the vehicle centre of gravity from its
longitudinal vertical central plane.

h1 ＝車両の開始時の不安定な位置における溝構造の下部水平面に対する車両
の重心高（単位 m）

B = perpendicular distance (in metres) of the vehicle's longitudinal vertical central
plane to the axis of rotation in the rollover test
g = gravitational constant
h1 = the height (in metres) of the vehicle centre of gravity in its starting, unstable
position related to the horizontal lower plane of the ditch
3.2.2.2. Drawings and detailed description of the superstructure of the vehicle type

3.2.2.2. 附則 4 に準拠した車両型式または車両型式グループの上部構造の図面

or group of vehicle types according to Annex 4.

および詳細説明

3.2.3. Further detailed documentation, parameters, data depending on the approval

3.2.3. メーカーが選択した認可テスト方法に応じたその他の詳細な文書、パラメ

test method chosen by the manufacturer, as detailed in Annex 5, Annex 6, Annex 7,

ータ、データであって、附則 5、附則 6、附則 7、附則 8 および附則 9 に詳述したも

Annex 8 and Annex 9.

の

3.2.4. In case of an articulated vehicle, all of this information shall be given

3.2.4. 連結車両の場合、指定された情報の一切は、当該車両型式の各セクショ

separately for each section of the vehicle type, except for paragraph 3.2.1.1. which is

ンについて別々に記載するものとする。ただし、3.2.1.1 項は完成車両に関して記

related to the complete vehicle.

載する。

3.3. On request of the technical service a complete vehicle (or one vehicle from

3.3. 技術機関が要請した場合、車両の空車質量、アクスル荷重、重心位置なら

each vehicle type, if approval is requested for a group of vehicle types) shall be

びに上部構造の強度に関連するその他一切のデータおよび情報をチェックする

presented to check its unladen kerb mass, axle loads, position of the centre of

ために、1 台の完成車両（または、車両型式のグループに対する認可が要請され

gravity and all other data and information which are relevant to the strength of

る場合には各車両型式より 1 台の車両）を提出するものとする。
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superstructure.
3.4. According to the approval test method chosen by the manufacturer,

3.4. メーカーが選択した認可テスト方法に従って、技術機関が要求した場合には

appropriate test pieces shall be submitted to the technical service upon its request.

適当な供試体を提出するものとする。供試体の準備および数は、技術機関との

The arrangement and number of these test pieces shall be agreed with the technical

合意を基に決定するものとする。以前にテストされたことがある供試体の場合は、

service. In case of test pieces which have been tested earlier, the test reports shall

テストレポートも提出する。

be submitted.

4.

Approval

4.1.

If the vehicle type submitted for approval pursuant to this Regulation meets the

4. 認可
4.1.

本規則に従って認可の申請を行った型式が、下記 5 項の要件に適合し

requirements of paragraphs 5. below, approval of that vehicle type shall be granted.

た場合、当該型式の認可は付与されるものとする。

4.2.

4.2.

An approval number shall be assigned to each vehicle type approved. Its first

認可された各型式に認可番号を割り当てるものとする。その最初の 2

two digits (at present 02 corresponding to the 02 series of amendments) shall indicate

桁の数字（現在、02 改訂シリーズに対して 02）は認可の発行時点でその規

the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments

則になされている最新の主要な技術的改訂を盛り込んだ改訂シリーズを示

made to the Regulation at the time of issue of the approval. The same Contracting

すものとする。同一締結国は別の車両型式に同一の番号を割り当ててはいけ

Party shall not assign the same number to another vehicle type.

ない。

4.3.

Notice of approval or of refusal or extension of approval of a vehicle type

4.3. 本規則に基づく車両型式の認可または認可の拒否もしくは拡大の通知

pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement

は、通知書（附則 1 参照）ならびにメーカーと技術機関が合意した書式によ

which apply this Regulation, by means of a communication form (see Annex 1) and of

り認可申請者から提出された図面および図解を用いて、本規則を適用する協

drawings and diagrams supplied by the applicant for approval, in a format agreed

定締約国に通知するものとする。紙の書類は、A4 判（210×297 mm）に折り

between the manufacturer and the technical service. Paper documentation shall be

たたむものとする。

foldable to A4 (210 mm x 297 mm) format.
4.4.

There shall be affixed, conspicuously and in a readily accessible place

4.4.

本規則に基づいて認可された車両型式に適合するすべての車両には、

specified on the approval form, to every vehicle conforming to a vehicle type approved

目立つように、かつ認可書式に明記されている近寄りやすい場所に、以下の

under this Regulation, an international approval mark consisting of:

ものから成る国際認可マークを貼付するものとする：

4.4.1.

4.4.1. 文字「E」の後に、認可を付与した国の識別番号2を続け、それを円で

A circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of

the country which has granted approval2, and of

囲む。
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2

The distinguish numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are

reproduced in Annex 3 to Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles

2

1958 年協定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 TRANS/WP.29/78/Rev.2.に転載されている。

(R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2.
4.4.2.

The number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash and the

4.4.2. 上記 4.4.1 項に記した円の右に本規則の数字、その後に文字「R」、ダ

approval number to the right of the circle prescribed in paragraph 4.4.1. above.

ッシュ及び認可番号を続ける。

4.5.

The approval mark shall be clearly legible and be indelible.

4.5.

認可マークは、明確に判読ができ、消えないものとする。

4.6.

The approval mark shall be placed close to or on the vehicle data plate.

4.6.

認可マークは、メーカーが添付した車両の特性などを表示したプレー

ト上又はその付近に取り付けるものとする。
4.7.

5.

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

GENERAL SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS

4.7.

本規則の附則 2 に認可マークの配置例を示す。

5. 一般仕様および要件

5.1. Requirements

5.1.

The superstructure of the vehicle shall have the sufficient strength to ensure that the

車両の上部構造は、完成車両に対する転覆テストの実施中および実施後に生存

residual space during and after the rollover test on complete vehicle is unharmed. That

空間が損傷を受けないよう確保するために十分な強度を持つものとする。具体的

means:

には、以下の条件に適合すること

5.1.1. No part of the vehicle which is outside the residual space at the start of the test

5.1.1.

(e.g. pillars, safety rings, luggage racks) shall intrude into the residual space during the

フティリング、荷物棚など）は、テスト中に生存空間の中に侵入してはなら

test. Any structural parts, which are originally in the residual space (e.g. vertical

ない。当初より生存空間内にある構造部品（例えば、垂直の握り棒、仕切り、

handholds, partitions, kitchenettes, toilets) shall be ignored when evaluating the

簡易キッチン、トイレなど）は、生存空間への侵入を評価する際には無視す

intrusion into the residual space.

るものとする。

5.1.2.

5.1.2. 生存空間のどの部分も、変形した構造の輪郭の外に突出してはならない。

No part of the residual space shall project outside the contour of the

deformed structure.

要件

テスト開始時に生存空間の外側にある部分（例えば、ピラー、セー

変形した構造の輪郭は、隣接する各ウインドおよび／またはドアピラー間で連続
して決定するものとする。2 つの変形したピラー間の輪郭は、転覆テストの前にフ
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The contour of the deformed structure shall be determined sequentially, between

ロアレベルからの高さが同一であったピラーの内側輪郭点を直線で結ぶことによ

every adjacent window and/or door pillar. Between two deformed pillars the contour

って求めた理論的表面とするものとする（図 1 参照）。

shall be a theoretical surface, determined by straight lines, connecting the inside
contour points of the pillars which were the same height above the floor level before

図 1：変形した構造の輪郭の仕様

the rollover test (see Figure 1).
Figure 1: Specification of the contour of the deformed structure

5.2.

Residual space

5.2. 生存空間
車両の生存空間の包絡線は、図 2(a)および 2(c)に記述した周辺部をもつ垂直縦

The envelope of the vehicle's residual space is defined by creating a vertical

断面を車両内に描き、この平面を以下の手順で車両の奥行方向に移動すること

transverse plane within the vehicle which has the periphery described in Figures 2(a)

によって（図 2(b)参照）定義される。

and 2(c), and moving this plane through the length of the vehicle (see Figure 2(b)) in
the following manner:
5.2.1. The SR point is located on the seat-back of each outer forward or rearward

5.2.1. SR ポイントは、外側の前向きまたは後向きの各座席（または推定座席位

facing seat (or assumed seat position), 500 mm above the floor under the seat, 150

置）のシートバック上で、座席下のフロアから高さ 500 mm、サイドウォールの内側

mm from the inside surface of the side wall. No account shall be taken of wheel

表面から 150 mm の位置とする。ホイールアーチやその他のフロアの高さの差異

arches and other variations of the floor height. These dimensions shall also be

は考慮に入れない。これらの寸法は、内側向きの座席の中央面にも適用するも

applied in the case of inward facing seats in their centre planes.

のとする。

5.2.2. If the two sides of the vehicle are not symmetrical in respect of floor

5.2.2. 車両の両側がフロア配置に関して非対称であり、SR ポイントの高さが異な

arrangement and, therefore, the height of the SR points are different, the step

る場合、生存空間の 2 つのフロアのライン間の段差部分を車両の垂直縦断中央

between the two floor lines of the residual space shall be taken as the longitudinal

面であると見なすものとする（図 2(c)参照）。
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vertical centre plane of the vehicle (see Figure 2(c));
5.2.3. The rearmost position of the residual space is a vertical plane 200 mm behind

5.2.3. 生存空間の最後方の位置は、最後方の外側座席の SR ポイントの後方 200

the SR point of the rearmost outer seat, or the inner face of the rear wall of the

mm の垂直面、または、車両の後方壁の内側面が SR ポイント後方から 200 mm 未

vehicle if this is less than 200 mm behind that SR point.

満にある場合はかかる内側面とする。

45

45

生存空間の最前方の位置は、車両内の最前方の座席（客席、乗務員席または
The foremost position of the residual space is a vertical plane 600 mm in front of the

運転席を問わない）を最も前方に調節したときの SR ポイントの前方 600 mm の垂

SR point of the foremost seat (whether passenger, crew, or driver) in the vehicle set

直面とする。

at its fully forward adjustment.
車両の両側の最後方および最前方の座席が同一の縦断面内にない場合、両側
If the rearmost and foremost seats on the two sides of the vehicle are not in the

の生存空間の長さは異なるものとなる。

same transverse planes, the length of the residual space on each side will be
different
5.2.4. The residual space is continuous in the passenger, crew and driver

5.2.4. 生存空間は、客室、乗務員および運転室の最後面から最前面までの連続

compartment(s) between its rearmost and foremost plane and is defined by moving

した空間であって、定義された垂直縦断面を車両の両側の SR ポイントを通る直線

the defined vertical transverse plane through the length of the vehicle along straight

に沿って車両の奥行方向に動かすことによって定義される。最後方の座席の SR

lines through the SR points on both sides of the vehicle. Behind the rearmost and in

ポイントの後方と最前方の座席の SR ポイントの前方では、上記の直線は水平に

front of the foremost seat's SR point the straight lines are horizontal.

なる。

5.2.5. The manufacturer may define a bigger residual space than is required for a

5.2.5. メーカーは、将来の設計開発を見込んで車両型式グループ内の最悪ケー

given seat arrangement, to simulate a worst case in a group of vehicle types to allow

スを擬似するために、与えられたシート配列に要求されるよりも大きめの生存空

for future design development.

間を定義することができる。
図 2：生存空間の仕様

Figure 2: Specification of residual space
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5.3. Specification of rollover test on a complete vehicle as the basic approval

5.3.基本認可方法としての完成車両に対する転覆テストの仕様

method

転覆テストは、以下の仕様による側方への傾斜テストである（図 3 参照）

The rollover test is a lateral tilting test (see Figure 3), specified as follows:
5.3.1. The complete vehicle is standing on the tilting platform, with blocked

5.3.1. 完成車両を傾斜プラットフォームに載せ、サスペンションをブロックして、不

suspension and is tilted slowly to its unstable equilibrium position. If the vehicle type

安定平衡位置までゆっくりと傾斜させる。車両型式に乗員拘束装置が装備されて

is not fitted with occupant restraints it will be tested at unladen kerb mass. If the

いない場合は空車質量でテストする。車両型式に乗員拘束装置が装備されてい

vehicle type is fitted with occupant restraints it will be tested at total effective

る場合は総有効車両質量でテストする。

vehicle mass;
5.3.2. The rollover test starts in this unstable vehicle position with zero angular

5.3.2. 転覆テストは、この不安定車両位置において、角速度ゼロから開始し、回

velocity and the axis of rotation runs through the wheel-ground contact points. At

転軸はホイールが地面に接するポイントを通る。この時点での車両は基準エネル

this moment the vehicle is characterized by the reference energy ER (see paragraph

ギーER によって特徴が示される（3.2.2.1 項および図 3 参照）。

3.2.2.1. and Figure 3);
5.3.3. The vehicle tips over into a ditch, having a horizontal, dry and smooth

5.3.3. 水平で、乾燥した、平坦なコンクリート製の、公称深さが 800 mm の地面で

concrete ground surface with a nominal depth of 800 mm;

できた溝構造に車両が転落する。

5.3.4. The detailed technical specification of the rollover test on a complete vehicle

5.3.4. 基本的認可テストとしての完成車両に対する転覆テストの詳しい技術仕様
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as the basic approval test is given in Annex 5.

は、附則 5 に記載した。
図 3：開始時の不安定均衡位置を通る重心（CG）の軌道を示す、完成車両に対

Figure 3: Specification of the rollover test on a complete vehicle showing the path of

する転覆テストの仕様

the centre of gravity through the starting, unstable equilibrium, position

5.4. Specifications of equivalent approval tests

5.4. 同等の認可テストの仕様
完成車両に対する転覆テストの代わりに、メーカーの裁量により、以下に記載す

Instead of the rollover test on a complete vehicle, at the discretion of the

る同等の認可テスト方法の 1 つを選択することができる。

manufacturer, one of the following equivalent approval test methods can be chosen:
5.4.1. Rollover test on body sections which are representative of the complete

5.4.1. 附則 6 の仕様に準拠した、完成車両を代表する車体セクションに対する転

vehicle, in accordance with the specifications of Annex 6.

覆テスト

5.4.2. Quasi-static loading tests of body sections in accordance with the

5.4.2. 附則 7 の仕様に準拠した、車体セクションに対する準静的荷重テスト

specifications of Annex 7.
5.4.3. Quasi-static calculations based on the results of component tests in

5.4.3. 附則 8 の仕様に準拠した、構成部品テストの結果に基づく準静的計算

accordance with the specifications of annex 8
5.4.4. Computer simulation - via dynamic calculations - of the basic rollover test on

5.4.4. 附則 9 の仕様に準拠した、完成車両に対する基本的転覆テストの−動的計

a complete vehicle in accordance with the specifications of Annex 9.

算による−コンピュータシミュレーション
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5.4.5. The basic principle is that the equivalent approval test method must be

5.4.5. 基本的原則として、同等の認可テストは、附則 5 に記載された基本的転覆

carried out in such a way that it represents the basic rollover test specified in Annex

テストを代表するような方法で実施されなければならない。メーカーが選択した同

5. If the equivalent approval test method chosen by the manufacturer cannot take

等の認可テスト方法では、車両の特別な特徴または構造（例えば、ルーフへのエ

account of some special feature or construction of the vehicle (e.g. air-conditioning

アコンの取り付け、ウエストレールの高さの変化、ルーフの高さの変化など）を考

installation on the roof, changing height of the waist rail, changing roof height) the

慮に入れることができない場合には、技術機関が附則 5 に記載された転覆テスト

complete vehicle may be required by the technical service to undergo the rollover

を実施するために完成車両を要求する場合がある。

test specified in Annex 5.
5.5.

Testing of articulated vehicles

5.5.

連結車両の試験

In the case of an articulated vehicle, each rigid section of the vehicle shall comply with

連結車両の場合、車両の各剛体セクションが 5.1 項に記載された一般要件に

the general requirement specified in paragraph 5.1. Each rigid section of an articulated

適合するものとする。連結車両の各剛体セクションは、附則 5 の 2.3 項また

vehicle may be tested separately or in combination as described in Annex 5, paragraph

は附則 3 の 2.6.7 項に記述されているとおり、単独でも、組み合わせてもテ

2.3, or in Annex 3, paragraph 2.6.7.

ストすることができる。

5.6. Direction of rollover test

5.6. 転覆テストの方向
転覆テストは、生存空間に関して、車両のより危険な側で実施するものとする。こ

The rollover test shall be carried out on that side of the vehicle which is more

の決定は、技術機関がメーカーの提案を基に少なくとも以下を考慮して行う。

dangerous with respect to the residual space. The decision is made by the technical
service on the basis of the manufacturer's proposal, considering at least the
following:
5.6.1. the lateral eccentricity of the centre of gravity and its effect on the reference

5.6.1. 車両の不安定開始位置における重心の側方への偏心およびそれによる

energy in the unstable, starting position of the vehicle, see paragraph 3.2.2.1;

基準エネルギーへの作用。3.2.2.1 項参照。

5.6.2. the asymmetry of the residual space, see paragraph 5.2.2

5.6.2. 生存空間の非対称性。5.2.2 項参照。

5.6.3. the different, asymmetrical constructional features of the two sides of the

5.6.3. 車両の両側で異なった非対称構造の特徴、および、仕切りや内側の箱構

vehicle, and the support given by partitions or inner boxes (e.g. wardrobe, toilet,

造（例えば、ワードローブ、トイレ、簡易キッチンなど）によって得られる支持の度

kitchenette). The side with the lesser support shall be chosen as the direction of the

合い。支持される度合いが小さい側を転覆テストの方向に選択するものとする。

rollover test.
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6. Modifications and extension of approval of the vehicle type
6.車両型式の変更および認可の拡大
6.1. Every modification of the approved vehicle type shall be advised to the

6.1. 認可済みの車両型式を変更する場合、当該型式認可を付与した行政官庁

Administrative Department which granted the type approval. The Administrative

にそのつど通知するものとする。行政官庁は以下のいずれかの措置を取ることが

Department may then either,

できる。

6.1.1.

6.1.1. 実施された変更によって著しい影響が生じないと見込まれ、いかなる場合

agree that the modifications made are unlikely to have an appreciable effect

and that in any case the modified vehicle type still complies with the requirements of

でも変更後の車両型式が引き続き本規則の要件に適合し、認可済みの車両型式

this Regulation and constitutes part of a group of vehicle types together with the

と共に車両型式グループの一部を構成することについて合意する。

approved vehicle type; or
6.1.2.

require a further test report from the technical service responsible for

6.1.2. テストの実施を担当する技術機関に対し、新しい車両型式が本規則の

conducting the tests to prove that the new vehicle type complies with the requirements

要件に適合し、認可済みの車両型式と共に車両型式ファミリーの一部を構成

of this Regulation and constitutes part of a group of vehicle types together with the

することについて証明するテストレポートを追加要求する。

approved vehicle type; or
6.1.3.

refuse the extension of approval and require a new approval procedure to be

6.1.3. 認可の拡大を拒否し、新規の認可手続きを実施するよう要求する。

carried out.
6.2. The decisions of the Administrative Department and the technical service shall be

6.2. 行政官庁および技術機関の決定は、最悪ケースについて定めた以下の 3 基

based on the threefold criteria of the worst case:

準に基づいて行うものとする。

6.2.1. the structural criterion means whether the superstructure is changed or not

6.2.1. 構造基準は、上部構造が変更されたか否かを対象にする（附則 4 参照）。

(see annex 4). If no change, or the new superstructure is stronger, this is favourable.

変更がないとき、または新しい上部構造の方が強いときには、有利な変更にな
る。

6.2.2. the energy criterion means whether the reference energy is changed or not. If

6.2.2. エネルギー基準は、基準エネルギーが変更されたか否かを対象にする。

the new vehicle type has the same or smaller reference energy than the approved

新しい車両型式が認可済みの車両型式と同一以下の基準エネルギーをもつとき

one, this is favourable.

には、有利な変更になる。

6.2.3. residual space criterion is based on the envelope surface of the residual

6.2.3. 生存空間基準は、生存空間の包絡面に基づく。新しい車両型式の生存空
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space. If the residual space of the new vehicle type is everywhere within the

間がその全域において認可済み型式の生存空間内に収まるときには、有利な変

approved case residual space, this is favourable.

更になる。

6.3. If all three criteria described in paragraph 6.2. are changed favourably, the

6.3. 上記 6.2 項の 3 つの基準が有利な変更に該当する場合、認可の拡大はそれ

extension of the approval shall be granted without further investigation.

以上の調査を要せずに付与されるものとする。
上記の 3 つの基準がすべて不利な変更に該当する場合、新たな認可手続きを必

If all of three answers are unfavourable, a new approval procedure is required.

要とする。

If the answers are mixed, further investigations (tests, calculation, structural

回答に有利・不利が混在する場合、追加調査（例えば、テスト、計算、構造分析な

analysis, for example) will be required. These investigations shall be determined by

ど）を必要とする。これらの調査は、技術機関がメーカーと協力して決定するもの

the technical service cooperating with the manufacturer.

とする。

6.4. Confirmation or refusal of approval, specifying the alterations, shall be notified

6.4. 認可の確認または拒否は、変更の詳細を添えて、上記 4.3 項に示した手順

by the procedure specified in paragraph 4.3. above to the Parties to the Agreement

に従って、本規則を適用する協定締約国に通知するものとする。

which apply this Regulation.
6.5. The Administrative Department issuing the extension of approval shall assign a

6.5. 認可の拡大を交付した行政官庁は、当該拡大のために作成した各通知書

series number to each communication form drawn up for such an extension.

に通し番号を割り当てるものとする。

7. Conformity of production

7. 生産の適合性

7.1. The conformity of production procedures shall comply with those set out in the

7.1.

Agreement, Appendix 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) with the following

とによって、認可済み型式に適合するように製造されるものとする。

本規則に基づいて認可された車両は、上記5項に定めた要件を満たすこ

requirements:
7.2. Every vehicle approved under this regulation shall be so manufactured as to

8.2. 本規則に基づき認可された各車両は、上記5項に記載された要件に適合

conform to the type approved by meeting the requirements set out in paragraph 5.

することによって、認可された型式に適合するよう生産されるものとする。

above. Only those elements which are nominated by the manufacturer as part of the

メーカーが上部構造をなすものとして指定した部材のみが検査されるもの

superstructure shall be checked.

とする。

7.3. The normal frequency of inspections authorised by the Administrative

7.3. 行政官庁が承認する検査の通常頻度は、2 年に 1 回とする。この視察の際
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Department shall be once every two years. If non-conformity is discovered in the

に不適合が発見された場合、行政官庁は、生産の適合性をできる限り速やかに

course of one of these visits, the Administrative Department may increase the visit

再確立するために、視察の頻度を引き上げることができる。

frequency to re-establish the conformity of production as rapidly as possible.

8. Penalties for non-conformity of production

8. 生産の不適合に対する罰則

8.1. The approval granted in respect of a vehicle type pursuant to this Regulation may

8.1.

be withdrawn if the requirements laid down in paragraph 7. above are not complied

が満たされない場合は、取り消すことができる。

本規則に準じた型式に関して付与された認可は、上記7項に定めた要件

with.
8.2. If a party to the Agreement applying this Regulation withdraws an approval it has

8.2. 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、直

previously granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties applying

ちに本規則を適用する他の締約国に対し、認可書の写しの末尾に署名および

this Regulation, by means of a copy of the approval form bearing at the end, in large

日付入りで大きな文字で「認可取消」と記載した書面をもって、取り消しの

letters, the signed and dated annotation "APPROVAL WITHDRAWN".

事実を通知するものとする。

9. Production definitely discontinued

9. 生産中止

If the holder of the approval completely ceases to manufacture a type of vehicle

認可の保有者が、本規則に従って認可された車両型式の生産を完全に停止す

approved in accordance with this Regulation, he shall so inform the authority which

る場合は、認可を付与した行政官庁にその旨を通知するものとする。行政官

granted the approval. Upon receiving the relevant communication that authority shall

庁は、かかる通知の受領後、本規則を適用する他の協定締約国に対し、本規

inform thereof the other Parties to the Agreement applying this Regulation by means

則の附則1のひな型に適合する通知書よってその旨を通知する。

of a copy of the approval form bearing at the end, in large letters, the signed and dated
annotation "PRODUCTION DISCONTINUED".

10. TRANSITIONAL PROVISIONS

10. 過渡規定

10.1. As from the official date of entry into force of the 01 series of amendments, no

10.1. 01 改訂シリーズの正式発効日以降、本規則を適用する締約国は、01 改訂

Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant ECE approval under

シリーズで改訂された本規則に基づく ECE 認可の付与を拒否してはならない。

this Regulation as amended by the 01 series of amendments.
10.2. As from 60 months after the date of entry into force, Contracting Parties

10.2. 発効日から 60 ヵ月の経過日以降、本規則を適用する締約国は、認可対象
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applying this Regulation shall grant ECE approvals for new vehicle types as defined in

の車両型式が 01 改訂シリーズで改訂された本規則の要件に適合する場合にの

this Regulation only if the vehicle type to be approved meets the requirements of

み、本規則に定義された新しい車両型式の ECE 認可を付与するものとする。

this Regulation as amended by the 01 series of amendments.
10.3. Contracting Parties applying this Regulation shall not refuse to grant

10.3. 本規則を適用する締約国は、本規則の以前の改訂シリーズによる認可の

extensions of approval to the preceding series of amendments to this Regulation.

拡大の付与を拒否してはならない。

10.4. ECE approvals granted under this Regulation, in its original form, earlier than

10.4. 発効日から 60 ヵ月が経過する前に本規則の初版に基づき付与された ECE

60 months after the date of entry into force and all extensions of such approvals,

認可とかかる認可の拡大の一切は、下記 10.6 項を前提として、無期限に有効と

shall remain valid indefinitely, subject to paragraph 10.6. below. When the vehicle

する。以前の改訂シリーズにより認可された車両型式が 01 改訂シリーズで改訂さ

type approved to the preceding series of amendments meets the requirements of

れた本規則の要件に適合する場合、認可を付与した締約国は、本規則を適用す

this Regulation as amended by the 01 series of amendments, the Contracting Party

る他の締約国にその旨を通知するものとする。

which granted the approval shall notify the other Contracting Parties applying this
Regulation thereof.
10.5. No Contracting Party applying this Regulation shall refuse national type

10.5. 本規則を適用する締約国は、本規則の 01 改訂シリーズにより認可された

approval of a vehicle type approved to the 01 series of amendments to this

車両型式に対し、国内型式認可を拒否してはならない。

Regulation.
10.6. Starting 144 months after the entry into force of the 01 series of amendments

10.6. 本規則の 01 改訂シリーズの発効日から 144 ヶ月の経過日より、本規則を

to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation may refuse first

適用する締約国は、本規則の 01 改訂シリーズの要件に適合しない車両の初回

national registration (first entry into service) of a vehicle which does not meet the

の国家登録（使用開始）を拒否することができる。

requirements of the 01 series of amendments to this Regulation.
10.7.

As from the date of entry into force of the 02 series of amendments, no

Contracting Parties applying this Regulation shall refuse to grant approval under this

10.7. 02 改訂シリーズの発効日以降、本規則を適用する締約国は、02 改訂シリ
ーズで改訂された本規則に基づく認可の付与を拒否しないものとする。

Regulation as amended by the 02 series of amendments.
10.8. Until 48 months after the date of entry into force of the 02 series of

10.8. 02 改訂シリーズの発効日から 48 カ月後まで、締約国は本規則の以前の改

amendments, no Contracting Parties shall refuse national or regional approval of a

訂シリーズに基づいて認可された車両の国内または地域認可を拒否しないもの

vehicle approved to the preceding series of amendments to this Regulation.

とする。

10.9. As from 9 November 2017, Contracting Parties may refuse first registration of a

10.9. 2017 年 11 月 9 日以降、締約国は、本規則の 02 改訂シリーズの要件を満
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new vehicle which does not meet the requirements of the 02 series of amendments

たさない新規車両の初回の登録を拒否することができる。

to this Regulation.
10.10. Notwithstanding paragraphs 10.8 and 10.9, approvals of vehicle categories and

10.10.

10.8 項および 10.9 項にかかわらず、本規則の以前の改訂シリーズに

classes granted to the preceding series of amendments to the Regulation, which are

基づいて付与された車両カテゴリーおよびクラスの認可は、02 改訂シリーズ

not affected by the 02 series of amendments, shall remain valid and Contracting

の影響を受けない場合には、引き続き有効であるものとし、本規則を適用す

Parties applying the Regulation shall continue to accept them.

る締約国は継続してかかる認可を受け入れるものとする。

10.11. Contracting Parties applying this Regulation shall not refuse to grant

10.11. 本規則を適用する締約国は、本規則の以前の改訂シリーズに基づく認可

extensions of approval to the preceding series of amendments to this Regulation.

の拡大の付与を拒否しないものとする。

11. Names and addresses of the technical services conducting approval tests, and

11. 認可試験の実施を担当する責任を有する技術機関ならびに行政官庁の

of administrative departments

名称と所在地

The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the

本規則を適用する協定締約国は、認可試験の実施を担当する技術機関及び認

United Nations secretariat the names and addresses of the Technical Services

可を付与する行政官庁（認可を付与し、他国で付与された認可の証明又は認

responsible for conducting approval tests and of the Administrative Departments

可の拡大、拒否、取消しについての書式を受領する機関）の名称及び所在地

which grant approval and to which forms, certifying approval or extension or refusal

を、国連事務局に通知する。

or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.

Annex 1

附則1

Communication

通知

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

（最大 A4 判（210×297 mm））

issued by: Name of administration:

発行：行政官庁名
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concerning2

規則No. 66 に基づく車両の上部構造の強度にかかわる車両型式の

2

認可付与

Strike out what does not apply.

APPROVAL GRANTED

認可拡大

APPROVAL EXTENDED

認可拒否

APPROVAL REFUSED

認可取消

APPROVAL WITHDRAWN

生産中止

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

について

of a vehicle type with regard to the strength of its superstructure pursuant to

2

Regulation No. 66

認可番号

Approval No.

拡大番号

該当しないものを抹消する。

Extension No.
1. Trade name or mark of the vehicle

1. 車両の商号又は商標

2. Vehicle type

2. 車両型式（該当する場合、含まれる類別）

3．Vehicle category/class

3. 車両カテゴリー／クラス

4. Manufacturer's name and address

4. メーカーの名称及び所在地

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

5. 該当する場合、メーカーの代理人の名称及び所在地

6. Brief summary of description of the superstructure in respect of paragraph 3.2.2.2.

6. 本規則の 3.2.2.2 項および附則 4 に関する上部構造の簡潔な説明：

of this Regulation and Annex 4:
7. Reference number of detailed drawing showing the residual space used in the

7. 認可手順に使用された生存空間を示す詳細図面の参照番号：

approval procedure:
8. Unladen kerb mass (kg):
and associated axle loads (kg):

8. 空車質量（kg）：
その際のアクスル荷重（kg）

9. Maximum number of seats permitted to be fitted with occupant restraints

9. 乗員拘束装置を取り付けることが許容される最大座席数：

10. The position of the centre of gravity of the unladen vehicle in the longitudinal,

10. 空車車両の重心の縦、横および垂直平面上での位置：

transverse and vertical planes:
10.1. for unladen kerb mass:

10.1. 空車質量時：
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10.2. for total effective mass:

10.2. 総有効質量時：

11. If the vehicle is fitted with occupant restraints then additionally, the total effective

11. 車両に乗員拘束装置が装備されている場合の総有効車両質量（kg）：

vehicle mass (kg)

およびその際のアクスル荷重（kg）：

and the associated axle loads (kg):
12. The value of reference energy (ER) as specified in paragraph 3.2.2.1. of this

12. 本規則の 3.2.2.1 項に定めた基準エネルギー（ER）の値：

Regulation:
13. Vehicle submitted for approval on:

13. 認可用車両提出日

14. Method of test or calculation employed for approval:

14. 認可にあたって採用されたテストまたは計算の方法：

15. Direction of the rollover test used or assumed during the approval procedure:

15. 認可手順中に使用または仮定される転覆テストの方向：

16. Technical service responsible for conducting approval tests:

16. 認可テストを実施する責任を有する技術機関：

17. Date of test report issued by that service:

17. テストレポートの日付

18. Number of report issued by that service

18. テストレポートの番号
2

19. Approval granted/refused/extended/withdrawn

19. 認可付与／拒否／拡大／取消

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

20. 拡大の理由（該当する場合）：

21. Position of approval mark

21. 車両上の認可マークの位置

List of documents containing data specified, in paragraph 3.2. of the Regulation, and

本規則の 3.2 項ならびに使用された認可テスト方法に関する附則に規定されたデ

in the annex referring to the approval test method which was used.

ータを含む書類の一覧

The listed documents are held by the Administrative Department and are available

記載した書類は、行政官庁が保管しており、要請により入手できる。

on request.
交付地：
Place:
日付：
Date:
署名：
Signature:
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Annex 2

附則2

Arrangements of approval marks

認可マークの配置

Model A

様式A

(See paragraph 4.4. of this Regulation)

（本規則の4.4項参照）

a＝最小 8 mm

a = 8 mm min.
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned
has, with regard to the strength of the superstructure, been approved in the United
Kingdom (E11) pursuant to Regulation No. 66 under approval number 022431. The
first two digits of the approval number indicate that the approval was granted in

車両に貼付された上記の認可マークは、当該車両型式が上部構造の強度に関
して英国（E11）で規則No. 66に基づき認可番号022431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桁は、認可が規則No. 66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。

accordance with the requirements of the 02 series of amendments to Regulation No.
66.

Annex 3

附則 3

DETERMINATION OF THE CENTRE OF GRAVITY OF THE VEHICLE

車両の重心の決定

1. General principles

1. 一般原則

1.1. The reference and the total energy to be absorbed in the rollover test depend

1.1.

directly on the position of the vehicle's centre of gravity position. Therefore, its

は、車両の重心の位置に直接左右される。このため、重心の決定は、できる限り

determination should be as accurate as practicable. The method of measurement of

正確に行うべきである。寸法、角度、荷重値の測定方法、および測定の精度は、

dimensions, angles and load values, and the accuracy of measurement shall be

技術機関による審査を受けるために記録するものとする。測定機器には以下の

recorded for assessment by the technical service. The following accuracy of measuring

精度が要求される。

apparatus is required:

転覆テストにおいて吸収されるべき基準エネルギーおよび総エネルギー
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−2,000 mm 以下の測定 精度 ±1 mm
-for measurements less than 2,000 mm, accuracy of +/- 1 mm
−2,000 mm を超える測定 精度 ±0.05％
-for measurements greater than 2,000 mm, accuracy of +/- 0.05 per cent
−角度測定 精度 ±1％
-for measured angles, accuracy of +/- 1 per cent
−荷重値測定 精度 ±0.2％
-for measured load values accuracy of +/- 0.2 per cent
ホイールベース、および各アクスルにおけるホイール接地面の中心間の距離（各
The wheel-base(s) and the distance between the centres of the footprint of the

輪距）は、メーカーの図面より求めるものとする。

wheel(s) at each axle (the track of each axle) shall be determined from the
manufacturer's drawings.
1.2. Blocked suspension is specified as the condition for determining centre of gravity

1.2.

and for carrying out the actual rollover test. The suspension shall be blocked in the

して、サスペンションをブロックする。サスペンションは、メーカーが定め

normal operating position as defined by the manufacturer

た通常使用位置でブロックするものとする。

1.3.

1.3.

The position of the centre of gravity is defined by three parameters:

重心を決定する際および実際の転覆テストを実施する際の条件と

重心の位置は、以下の 3 つのパラメータで定義する。

1.3.1. longitudinal distance (l1) from the centre line of front axle

1.3.1. フロントアクスルの中央線からの縦方向への距離（l1）

1.3.2.transverse distance (t) from the vertical longitudinal central plane of the vehicle

1.3.2. 車両の垂直縦断中央面からの横方向への距離（t）

1.3.3. vertical height (h0) above the flat horizontal ground level when the tyres are

1.3.3. タイヤを当該車両に指定された空気圧まで空気を入れたときの平らな水

inflated as specified for the vehicle

平の地面からの垂直高（h0）

1.4. A method for determining l1, t, h0, using load cells is described here. Alternative

1.4. ロードセルを使った l1、t、h0 の決定方法をここに記述する。メーカーは、吊り

methods using lifting equipment and/or tilt tables for example may be proposed by

上げ装置および／または傾斜テーブルなどを使った代替方法を技術機関に提案

the manufacturer to the technical service who will decide whether the method is

することができる。技術機関は、代替方法の精度を基にその方法を許容するかど

acceptable based on its degree of accuracy.

うかを決定する。

1.5. The centre of gravity position of the unladen vehicle (unladen kerb mass Mk) shall

1.5. 空車車両（空車質量 Mk）の重心の位置は、測定によって求めるものとする。

be determined by measurements.
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1.6. The centre of gravity position of the vehicle with total effective mass (Mt) may be

1.6. 総有効質量（Mt）をもつ車両の重心の位置は、以下により求めることができ

determined:

る。

1.6.1. by measuring the vehicle in total effective mass condition, or

1.6.1. 総有効質量の条件で車両を測定して決定する。または、

1.6.2. by using the measured centre of gravity position in the unladen kerb mass

1.6.2. 空車質量の条件で測定された重心の位置を基に、総乗員質量の作用を

condition and considering the effect of the total occupant mass.

考慮して決定する。

1.6.3.

1.6.3. ダブルデッキ車両の場合は、下部および上部デッキの座席の乗客の質量

In the case of a double deck vehicle, the mass of the passengers both on the

lower and upper deck seats shall be taken into account.

を考慮するものとする。

2. Measurements

2. 測定

2.1. The position of the vehicle's centre of gravity shall be determined in the unladen

2.1. 車両の重心の位置は、1.5 項および 1.6 項に定めたとおり、空車質量または

kerb mass condition or the total effective vehicle mass condition as defined in

総有効車両質量の条件で決定するものとする。総有効車両質量の条件で重心

paragraphs 1.5. and 1.6. For the determination of the position of the centre of gravity

の位置を決定する場合、個別乗員の質量（定数 k＝0.5 を考慮する）は、座席の R

in the total effective vehicle mass condition, the individual occupant mass (factored

ポイント（規則 No. 21 の附則 5 に定義）の上方 100 mm、前方 100 mm に配置し、

by the constant, k = 0.5) shall be positioned and rigidly held 100 mm above and 100

しっかりと固定するものとする。

mm forward of the R point (which is defined in Regulation No. 21, annex 5) of the
seat.
2.2. The longitudinal (l1) and transverse (t) coordinates of centre of gravity shall be

2.2. 重心の縦軸座標（l1）および横軸座標（t）は、車両の各ホイールまたはダブ

determined on a common horizontal ground (see Figure A3.1) where each wheel or

ルホイールを個別のロードセルに載せた、共通の水平の地面上（図 A3.1 参照）で

twinned wheel of the vehicle is standing on an individual load cell. Each steered wheel

求めるものとする。各ステアードホイールは、まっすぐ前を向くように位置決めす

shall be set to its straight-ahead position.

るものとする。

2.3. The individual load-cell readings shall be noted simultaneously and shall be used

2.3. 各ロードセルの読み値を同時に記録し、これらを使用して総車両質量と重

to calculate the total vehicle mass and centre of gravity position.

心の位置を計算するものとする。

2.4. The longitudinal position of the centre of gravity relative to the centre of the

2.4.前輪の接点の中心に対する重心の縦方向の位置（図 A3.1 参照）を以下の式

contact point of the front wheels (see Figure A3.1) is given by,

で求める。
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ここで、
where:
P1＝第 1 アクスルの左ホイール下のロードセルの反応荷重
P1 = reaction load on the load cell under the left-hand wheel of the first axle
P2＝第 1 アクスルの右ホイール下のロードセルの反応荷重
P2 = reaction load on the load cell under the right-hand wheel of the first axle
P3＝第 2 アクスルの左ホイール下のロードセルの反応荷重
P3 = reaction load on the load cell under the left-hand wheel(s) of the second axle
P4＝第 2 アクスルの右ホイール下のロードセルの反応荷重
P4 = reaction load on the load cell under the right-hand wheel(s) of the second axle
P5＝第 3 アクスルの左ホイール下のロードセルの反応荷重
P5 = reaction load on the load cell under the left-hand wheel(s) of the third axle
P6＝第 3 アクスルの右ホイール下のロードセルの反応荷重
P6 = reaction load on the load cell under the right-hand wheel(s) of the third axle
Ptotal＝（P1+P2+P3+P4+P5+P6）
Ptotal = (P1+P2+P3+P4+P5+P6)
＝Mk 空車質量、または
= Mk unladen kerb mass; or,
＝Mt 総有効車両質量（いずれか該当する方）
= Mt total effective vehicle mass, as appropriate
L1＝第 1 アクスルのホイールの中心から第 2 アクスルのホイールの中心までの距
st

L1 = the distance from centre of wheel on 1 axle to centre of wheel on second axle

離

L2 = the distance from centre of wheel on 1st axle to centre of wheel on third axle, if

L2＝第 1 アクスルのホイールの中心から第 3 アクスル（ある場合）のホイールの中

fitted

心までの距離

Figure A3.1: Longitudinal position of the centre of gravity

図 A3.1：重心の縦方向の位置

UN-R66-02 (2016.08.31)

2.5. The transverse position (t) of the vehicle's centre of gravity relative to its

2.5.

longitudinal vertical centre plane (see Figure A3.2) is given by,

で求める（図 A3.2 参照）。

車両の垂直縦断中央面に対する重心の横方向の位置（t）を以下の式

ここで、
where:
T1＝第 1 アクスルの各先端でのホイール接地面の中心間の距離
T1 = distance between the centres of the footprint of the wheel(s) at each end of the
first axle

T2＝第 2 アクスルの各先端でのホイール接地面の中心間の距離

T2 = distance between the centres of the footprint of the wheel(s) at each end of the

T3＝第 3 アクスルの各先端でのホイール接地面の中心間の距離

second axle
この方程式では、T1、T2、T3 の中心点を通る直線が引けることを仮定している。こ
T3 = distance between the centres of the footprint of the wheel(s) at each end of the

の仮定が該当しない場合は、特別な方程式が必要となる。

third axle
（t）の値がマイナスになる場合、車両の重心は車両の中央線の右側になる。
This equation assumes that a straight line can be drawn through the centre points of
T1, T2, T3. If this is not the case then a specialised formula will be required.
If the value of (t) is negative, then the centre of gravity of the vehicle is situated to

図 A3.2：重心の横方向の位置
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the right of the centreline of the vehicle.
Figure A3.2: Transverse position of centre of gravity

2.6. The height of the centre of gravity (h0) shall be determined by tilting the vehicle

2.6. 重心高（h0）は、車両を縦方向に傾斜させ、2 つのアクスルのホイールの各ロ

longitudinally and using individual load-cells at the wheels of two axles.

ードセルを使用して決定するものとする。

2.6.1. Two load-cells shall be positioned on a common horizontal plane, to receive

2.6.1. 前輪を載せるために 2 個のロードセルを共通の水平面に置くものとする。

the front wheels. The horizontal plane shall be at sufficient height above the

この水平面は、車両のノーズが隣接面に接触することなく必要な角度まで前方傾

surrounding surfaces that the vehicle can be tilted forward to the required angle (see

斜させることができるように（下記 2.6.2 項参照）、隣接する面よりも十分高くする

paragraph 2.6.2. below) without its nose touching that surface.

ものとする。
2.6.2. 2 組目のロードセルを支持構造上の共通の水平面に置き、車両の第 2 ア

2.6.2. A second pair of load-cells shall be placed in a common horizontal plane on

クスルのホイールを載せられるようにする。支持構造は、車両に有効な傾斜角 α

top of support structures, ready to receive the wheels of the second axle of the

（＞20°）を得るために十分な高さがあるものとする。この角度が大きくなればなる

vehicle. The support structures shall be sufficiently tall to generate a significant

ほど、計算の精度は高まる性質がある−図 A3.3 参照。車両が前方に 進まないよ

angle of inclination alpha (> 20 degrees) for the vehicle. The greater the angle, the

うにするため前輪には輪止めをつけて、4 つのロードセル上で車両の位置を決め

more accurate will be the calculation - see Figure A3.3. The vehicle is repositioned

直す。各ステアードホイールは、まっすぐ前を向いた操舵位置に設定するものと

on the four load-cells, with the front wheels chocked to prevent the vehicle rolling

する。

forward. Each steered wheel shall be set to its straight-ahead steer position.
2.6.3. The individual load-cell readings shall be noted simultaneously and shall be

2.6.3. 各ロードセルの読み値を同時に記録し、これらを使用して総車両質量と重

used to check the total vehicle mass and centre of gravity position.

心の位置を計算する。
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2.6.4. The inclination of the tilting test shell be determined by the equation (see

2.6.4. 傾斜テストにおける傾斜を以下の式で求めるものとする（図 A3.3 参照）。

Figure A3.3)

ここで、
H＝第 1 アクスルおよび第 2 アクスルのホイール接地面間の高低差
where:
L1＝ホイールの中心における第 1 アクスルと第 2 アクスルの距離
H = height difference between the footprints of the wheels of the first and second
axles
L1 = the distance from centre of wheel's first and second axles
2.6.5. The unladen kerb mass of the vehicle shall be checked as follows:

2.6.5. 車両の空車質量は次のとおりチェックするものとする。

where:

ここで、

F1 = reaction load on the load cell under the left hand wheel of the first axle

F1＝第 1 アクスルの左ホイール下のロードセルの反応荷重

F2 = reaction load on the load cell under the right hand wheel of the first axle

F2＝第 1 アクスルの右ホイール下のロードセルの反応荷重

F3 = reaction load on the load cell under the left hand wheel of the second axle

F3＝第 2 アクスルの左ホイール下のロードセルの反応荷重

F4 = reaction load on the load cell under the right hand wheel of the second axle

F4＝第 2 アクスルの右ホイール下のロードセルの反応荷重

If this equation is not fulfilled the measurement shall be repeated and/or the

この方程式が満たされない場合、測定を再度行うものとし、および／または、当
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manufacturer shall be asked to modify the value of the unladen kerb mass in the

該車両の技術仕様で表示された空車質量値を変更するようメーカーに要請する

technical description of the vehicle.

ものとする。

2.6.6. The height (ho) of the vehicle centre of gravity is given by:

2.6.6. 車両の重心高（ho）は以下の方程式で求める。

where:

ここで、

r = height of wheel centre (on first axle) above the load cell top surface

r＝ロードセルの最上面からの（第 1 アクスルの）輪心の高さ

2.6.7. If the articulated vehicle is tested in separate sections, the centre of gravity

2.6.7. 連結車両の個別セクションをテストする場合、重心位置は、各セクションに

position shall be established separately for each section.

ついて別々に決定するものとする。
図 A3.3：重心高の決定

Figure A3.3: Determination of height of centre of gravity

附則 4 上部構造の構造記述に関する視点
Annex4

VIEWPOINTS ON THE STRUCTURAL DESCRIPTION OF THE

SUPERSTRUCTURE
1. General principles

1. 一般原則
1.1. メーカーは、車体の上部構造をあいまいな点なく定義し（例として図 A4.1 を
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1.1. The manufacturer shall define unambiguously the superstructure of the

参照）、以下を明記するものとする。

bodywork (see Figure A4.1, for example) and shall state:
1.1.1. which bays contribute to the strength and energy absorption of the

1.1.1. どの区画が上部構造の強度およびエネルギー吸収に寄与するか。

superstructure;
1.1.2. which connecting elements between the bays contribute to the torsional

1.1.2. 区画間のどの結合部材が上部構造のねじり剛性に寄与するか。

stiffness of the superstructure
1.1.3. the mass distribution among the nominated bays;

1.1.3.

1.1.4. which elements of the superstructure are assumed as rigid parts.

1.1.4. 上部構造のどの部分が剛体部品と見なされるか。

指定された区画間の質量分布。

図 A4.1：車体による上部構造の導出
Figure A4.1: Derivation of the superstructure from the bodywork

1.2. The manufacturer shall supply the following information about the elements of

1.2. メーカーは、上部構造の部材に関して以下の情報を提供するものとする。

the superstructure:
1.2.1. drawings, with all the significant geometrical measurements necessary to

1.2.1. 部材の生産および部材の変更または修正の評価のために必要なすべて

produce the elements and to evaluate any change or alteration of the element;

の重要な幾何学的寸法を記載した図面
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1.2.2. the material of the elements referred to national, or international standards;

1.2.2. 国内基準または国際基準で参照された部材の素材

1.2.3. the joint technology between the structural elements (riveted, bolted, glued,

1.2.3. 構造要素間の結合方法（リベット、ボルト、接着剤、溶接、溶接の種類な

welded, type of welding, etc.).

ど）

1.3. Every superstructure shall have at least two bays: one in front of the centre of

1.3. 各上部構造には、少なくとも 2 つの区画、すなわち重心よりも前に 1 区画、

gravity and one behind the centre of gravity.

重心よりも後ろに 1 区画があるものとする。

1.4. No information is required about any elements of the bodywork, which are not

1.4. 上部構造の部品ではない車体の部材に関する情報は必要としない。

parts of the superstructure.
2. Bays

2. 区画

2.1. A bay is defined as a structural section of the superstructure forming a closed

2.1. 区画とは、車両の垂直縦断中央面（VLCP）に対し垂直の 2 平面間で閉ルー

loop between two planes which are perpendicular to the vertical longitudinal centre

プをなす上部構造の構造部分と定義される。各区画には、車両の両側に 1 個の

plane (VLCP) of the vehicle. A bay contains one window (or door) pillar on each side

ウインド（またはドア）ピラーの他、サイドウォール部材、ルーフ構造部分、フロア

of the vehicle as well as side wall elements, a section of the roof structure and a

および床下構造部分を含む。各区画は、車両の VLCP に垂直でウインドピラーの

section of the floor and underfloor structure. Every bay has a transverse centre

中央点（Cp）を通る横断中央面（CP）をもつ（図 A4.2 参照）。

plane (CP) perpendicular to the VLCP of the vehicle and passing through the centre
points (Cp) of the window-pillars (see Figure A4.2)
2.2. The Cp is defined as a point at half window height and halfway across the pillar

2.2. Cp は、窓の高さの中間かつピラーの幅の中間に位置する点と定義する。1

width. If the Cp of the left-side and right-side pillars of a bay are not in the same

つの区画の右側および左側のピラーの Cp が同一の横断面にない場合、その区

transverse plane, the CP of the bay is set halfway between the transverse planes of

画の CP は、2 つの Cp の横断面の中間に設定する。

the two Cp's.
2.3.The length of a bay is measured in the direction of the longitudinal axis of the

2.3. 区画の長さは、車両の縦断軸の方向に測定し、車両の VLCP に垂直な 2 平

vehicle, and is determined by the distance between two planes perpendicular to the

面間の距離で決定する。区画の長さを定義する限界は次の 2 つである：ウインド

VLCP of the vehicle. There are two limits which define the length of a bay: the

ウ（ドア）の配置、ならびにウインド（ドア）ピラーの形状および構造。

window (door) arrangement, and the shape and construction of the window (door)

図 A4.2：区画の長さの定義

pillars.)
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Figure A4.2: Definition of length of bays

2.3.1. The maximum length of a bay is defined by the length of the two neighbouring

2.3.1. 区画の最大長は、隣接する 2 つのウインド（ドア）フレームの長さによって

window (door) frames

定義する。

ここで、
Where:
a = the length of the window (door) frame behind the jth pillar, and

a＝jth のピラーより後方のウインド（ドア）フレームの長さ

b = the length of the window (door) frame in front of the jth pillar

b＝jth のピラーより前方のウインド（ドア）フレームの長さ

If the pillars on opposite sides of the bay are not in one transverse plane, or the window

1 つの区画の両側のピラーが同一の横断面にない場合、または車両の両側のウ

frames on each side of the vehicle have different lengths (see Figure A4.3), the overall

インドフレームの長さが異なる場合（図 A4.3 参照）、区画の全長 Wj は以下の式に

length, Wj of the bay is defined by:

より定義する。

ここで、
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amin＝aright side と aleft side のうちいずれか小さい値
where:
bmin＝bright side と bleft side のうちいずれか小さい値
amin = the smaller value of aright side or aleft side
L＝車両の右側ピラーの中央線と左側ピラーの中央線との縦方向へのずれ
bmin = the smaller value of bright side or bleft side
図 A4.3：区画の両側のピラーが同一の横断面にない場合の区画の定義
L = the longitudinal offset between the centrelines of the pillars on the left and right
sides of the vehicle
Figure A4.3: Definition of bay length when pillars on each side of the bay are not in
one transverse plane

2.3.2. The minimum length of a bay shall include the whole window pillar (including

2.3.2. 区画の最低長にはウインドピラー全体を含むものとする（ピラーの傾斜、

its inclination, corner radii, etc.). If the inclination and corner radii exceed half the

隅部の半径などを含む）。ピラーの傾斜と隅部の半径が隣接するウインドウの長

length of the adjacent window then the next pillar shall be included in the bay.

さの半分を超える場合は、隣のピラーもその区画に含むものとする。

2.4. The distance between two bays shall be defined as the distance between their

2.4. 2 つの区画の間の距離は、これらの区画の CP 間の距離と定義するものとす
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CP's.

る。

2.5. The distance of a bay from the centre of gravity of the vehicle shall be defined as

2.5. 車両の重心から区画までの距離は、その区画の CP から車両の重心までの

the perpendicular distance from its CP to the vehicle centre of gravity.

垂直距離と定義するものとする。

3. Connecting structures between the bays

3. 区画間の結合構造

3.1. The connecting structures between bays shall be clearly defined in the

3.1. 区画間の結合構造は、上部構造で明確に定義するものとする。これらの構

superstructure. These structural elements fall into two distinct categories

造要素は、次の 2 つの異なるカテゴリーに分類される。

3.1.1. The connecting structures which form part of the superstructure. These

3.1.1. 上部構造の一部をなす結合構造。この部材は、メーカーが設計の提出時

elements shall be identified by the manufacturer, in this design submission: they

に特定するものとする。この構造には以下を含む。

include:

3.1.1.1. サイドウォール構造、ルーフ構造、フロア構造であって、複数の区画を結

3.1.1.1. side-wall structure, roof structure, floor structure, which connect several bays,

合するもの

3.1.1.2. structural elements which reinforce one or more bays; for example, boxes

3.1.1.2. 1 つまたは複数の区画を補強する構造要素。例えば、座席下の箱型構

under seats, wheel arches, seat structures connecting side-wall to floor, kitchen,

造、ホイールアーチ、サイドウォールをフロアに結合する座席構造、キッチン、ワ

wardrobe and toilet structures.

ードローブおよびトイレの構造

3.1.2. The additional elements which do not contribute to the structural strength of the

3.1.2. 車両の構造強度に寄与しない補足的部材であるが、生存空間の中に侵

vehicle but which may intrude into the residual space, for example: ventilation ducts,

入する可能性があるもの。例えば、排気ダクト、手荷物ボックス、温風ダクトなど。

hand luggage boxes, heating ducts.

4. Mass distribution

4. 質量分布

4.1. The manufacturer shall clearly define the portion of the mass of the vehicle

4.1. メーカーは、上部構造の各区画に配分される車両の質量部分を明確に定義

attributed to each of the bays of the superstructure. This mass distribution shall express

するものとする。この質量分布には、各区画のエネルギー吸収能力と耐荷重能

the energy absorbing capability and load bearing capacity of each bay. The following

力を明記するものとする。質量の分布を定義する際には以下の要件を満たすも

requirements shall be met when defining the distribution of mass:

のとする。

4.1.1. the sum of the masses attributed to each bay shall be related to the mass M of

4.1.1. 各区画に配分される質量の合計は、完成車両の質量 M と次のような関係

the complete vehicle:

になるものとする。
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where:

ここで、

mj = the mass attributed to the jth bay

mj＝jth の区画に配分される質量

n = the number of bays in the superstructure

n＝上部構造の区画の数

M = Mk, unladen kerb mass; or,

M＝Mk、空車質量、または

= Mt, total effective vehicle mass, as appropriate
4.1.2. the centre of gravity of the distributed masses shall be in the same position as

＝Mt、総有効車両質量（いずれか該当する方）
4.1.2. 分布する質量の重心は、車両の重心と同位置になるものとする。

the centre of gravity of the vehicle:

where:

ここで、

lj = the distance of the jth bay from the centre of gravity of the vehicle (see paragraph

lj＝車両の重心から jth の区画までの距離（2.3 項参照）

2.3.).

lj は、区画が重心よりも前方にある場合はプラスの値になり、重心よりも後方にあ

lj is positive, if the bay is in front of the centre of gravity and negative if it is behind it.

る場合はマイナスの値になる。

4.2.The mass " mj" of each bay of the superstructure shall be defined by the

4.2. 上部構造の各区画の質量「mj」は、メーカーが次のとおり定義するものとす

manufacturer, as follows:

る。

4.2.1. the masses of the components of the "jth" bay shall be related to its mass "mj"

4.2.1. 「jth」の区画の構成部品の質量は、質量「mj」と次のような関係になるもの

by:

とする。
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where:

ここで、

mjk = the mass of each component of the bay

mjk＝区画の各構成部品の質量

s = the number of individual masses on the bay

s＝区画の個別の質量の数

4.2.2. the centre of gravity of the component masses of a bay shall have the same

4.2.2. 区画の全構成部品の質量の重心は、区画内での横方向の位置が当該区

transverse position inside the bay as the bay's centre of gravity (see FigureA4.4):

画の重心と同じ位置になるものとする（図 A4.4 参照）。

where:

ここで、

yk = the distance of the kth mass component of the bay from the axis "Z" (see Figure

yk＝当該区画の kth 番目の質量構成部品の「Z」軸からの距離（図 A4.4 参照）。

A4.4).
yk は、この軸の片側ではプラスの値になり、もう一方の側ではマイナスの値にな
yk will have a positive value on one side of the axis and a negative value on the other

る。

side.
zk＝当該区画の kth 番目の質量構成部品の「Y」軸からの距離。
zk = the distance of the kth mass component of the bay from the axis "Y",
zk は、この軸の片側ではプラスの値になり、もう一方の側ではマイナスの値にな
zk will have a positive value on one side of the axis and a negative value on the other

る。

side
4.3. 乗員拘束装置が車両仕様の一部になっている場合、区画に配分される乗
4.3. In the case where occupant restraints are part of the vehicle specification, the

員の質量は、座席および乗員の荷重を吸収するよう設計された上部構造の該当
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occupant mass attributed to a bay shall be attached to that part of the superstructure

部分に配分するものとする。

which is designed to absorb seat and occupant loadings.

図 A4.4：区画の断面における質量分布

Figure A4.4: Distribution of mass in the cross section of a bay

ANNEX5

ROLLOVER TEST AS THE BASIC APPROVAL METHOD

附則 5 基本的認可方法としての転覆テスト

1. The tilting bench
1.1. The tilting platform shall be sufficiently rigid and the rotation sufficiently

1. 傾斜ベンチ

controlled to ensure simultaneous lifting of the axles of the vehicle with a difference of

1.1. 傾斜プラットフォームは、アクスルの下で測定したプラットフォーム傾斜角の

less than 1 degree in the platform's tilt angles measured below the axles.

差がアクスル間で 1°未満のままで各アクスルを同時に持ち上げることができるよ

1.2. The height difference between the horizontal lower plane of the ditch (see

うに、十分な剛性を持ち、回転が十分にコントロールされるものとする。

Figure.A5.1) and the plane of the tilting platform on which the bus is standing, shall be

1.2. 溝構造の水平下部平面（図 A5.1 参照）とバスが載る傾斜プラットフォームの

800 +/- 20 mm.

平面との高低差は、800±20 mm にするものとする。

1.3. The tilting platform, related to the ditch, shall be placed as follows (see Figure

1.3. 傾斜プラットフォームは、溝構造との関係を以下のとおり配置するものとす

A5.1):

る（図 A5.1 参照）。

1.3.1. the axis of its rotation is max 100 mm from the vertical wall of the ditch;

1.3.1. 回転軸は、溝構造の垂直壁から最大で 100 mm のところに配置する。

1.3.2. the axis of the rotation is max 100 mm below the plane of the horizontal tilting

1.3.2. 回転軸は、水平の傾斜プラットフォームの表面より最大で 100 mm 下に配

platform.

置する。

Figure A5.1: Geometry of the tilting bench

図 A5.1：傾斜ベンチの幾何学的特徴
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1.4. Wheel supports shall be applied at the wheels being close to the axis of rotation

1.4. 車両を傾斜させたときの横滑りを防ぐために、ホイールの支持材を回転軸

against sliding of the vehicle sideways when tilting it. The main characteristics of the

に近接したホイールにあてがうものとする。ホイールの支持材の主特性（図 A5.1

wheel supports (see figure A5.1) shall be:

参照）は次のとおりとする。

1.4.1. dimensions of the wheel support:

1.4.1. ホイールの支持材の寸法

Height: shall not be greater than two-thirds of the distance between the surface on

高さ：車両が傾斜する前に載っていた表面から同表面に最も近いホイールのリム

which the vehicle stands before it is tilted and part of the rim of the wheel which is

の部分までの距離の 3 分の 2 を上回らないものとする。

nearest to the surface
幅：20 mm
Width: 20 mm
縁半径：10 mm
Edge radius: 10 mm
長さ：最低 500 mm
Length: 500 mm minimum
1.4.2. 最も広いアクスルのホイールの支持材を傾斜プラットフォーム上に配置す
1.4.2. the wheel supports at the widest axle shall be placed on the tilting platform so

る際は、タイヤの側面が回転軸から最大で 100 mm の距離に配置されるようにす

that the side of the tyre is at maximum 100 mm from the axis of rotation;

る。

1.4.3. the wheel supports at the other axles shall be adjusted so that the vertical

1.4.3. 他のアクスルのホイールの支持材は、車両の垂直縦断中央面（VLCP）が

longitudinal centre plane (VLCP) of the vehicle shall be parallel to the axis of rotation.

回転軸に対し平行になるように調節するものとする。

1.5. The tilting platform shall be constructed to prevent the vehicle moving along its

1.5. 傾斜プラットフォームは、車両が縦断軸に沿って移動しないような構造にす
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longitudinal axis.

るものとする。

1.6. The impact area of the ditch shall have a horizontal, uniform, dry and smooth

1.6. 溝構造の衝突領域は、水平かつ均質で、乾燥した、平坦なコンクリート面と

concrete surface.

するものとする。

2. Preparation of test vehicle

2. テスト車両の準備

2.1. The vehicle to be tested need not be in a fully finished, "ready for operation"

2.1. テストする車両は、完全に仕上がった「運転可能な」状態になっている必要

condition. Generally, any alteration from the fully finished condition is acceptable if

はない。一般に、上部構造の特徴および挙動が影響を受けない限り、完全に仕

the basic features and behaviour of the superstructure are not influenced by it. The test

上がった状態から一切の変更を許容する。テスト車両は、以下の点については

vehicle shall be the same as its fully finished version in respect of the following:

完全に仕上がった車両と同一であること。

2.1.1. the position of the centre of gravity, the total value of vehicle mass (unladen

2.1.1. メーカーの申告に基づく、重心の位置、総車両質量値（空車質量、または

kerb mass, or total effective vehicle mass where restraints are fitted) and the

乗員拘束装置が装備されている場合は総有効車両質量）、質量の分布および配

distribution and location of masses, as declared by the manufacturer.

置

2.1.2. all of those elements which - according to the manufacturer - contribute to the

2.1.2. 上部構造の強度に寄与するものとメーカーが指定している部材のすべて

strength of the superstructure shall be installed in their original position (see annex 4 to

は、それぞれの当初の位置に取り付けるものとする（本規則の附則 4 参照）。

this Regulation).

2.1.3. 上部構造の強度に寄与せず、かつ損傷の危険を伴わせるには価値が高

2.1.3. elements, which do not contribute to the strength of the superstructure and are

すぎる部材（例えば、ドライブチェーン、ダッシュボードの計器類、運転席、キッチ

too valuable to risk damage (e.g. drive chain, dashboard instrumentation, driver's seat,

ン設備、トイレ設備など）は、質量および取り付け方法が同一の補足部材で代替

kitchen equipment, toilet equipment, etc.) can be replaced by additional elements

することができる。これらの補足部材は、上部構造の強度を補強する効果があっ

equivalent in mass and method of installation. These additional elements must not have

てはならない。

a reinforcing effect on the strength of superstructure.

2.1.4. 燃料、電解酸、およびその他の可燃性、爆発性または腐食性の物質は、

2.1.4. fuel, battery acid and other combustible, explosive or corrosive materials may

2.1.1 項の条件が満たされれば、他の材料に換えることができる。

be substituted with other materials provided that the conditions of paragraph 2.1.1. are

2.1.5. 乗員拘束装置が当該車両型式の一部になっている場合、以下の 2 方法

met.

のうち 1 つをメーカーが選択し、同方法に従って、乗員拘束装置を装備した各座

2.1.5. In the case where occupant restraint devices are part of the vehicle type, a mass

席に質量を配分するものとする。

shall be attached to each seat fitted with an occupant restraint following one of these

2.1.5.1. 第 1 の方法：この場合の質量は、

two methods, at the choice of the manufacturer:

2.1.5.1.1.個別乗員の質量（Mmi）である 68 kg の 50％相当を、
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2.1.5.1. First method: That mass shall be:

2.1.5.1.2. その重心が規則 No. 21 の附則 5 に定義された座席の R ポイントより

2.1.5.1.1. 50 per cent of the individual occupant mass (Mmi) of 68 kg,

100 mm 上方かつ 100 mm 前方にくるように配置し、

2.1.5.1.2. placed to have its centre of gravity 100 mm above and 100 mm forward of

2.1.5.1.3. テスト中に壊れて外れることのないように、きつく、しっかりと固定す

the R point of the seat as defined in Regulation No. 21, Annex 5

る。

2.1.5.1.3. fixed rigidly and securely so that it does not break away during the test.

2.1.5.2. 第 2 の方法：この場合の質量は、

2.1.5.2. Second method: That mass shall be

2.1.5.2.1. 68 kg の質量をもつ人体型バラストを用い、2 点式安全ベルトで拘束す

2.1.5.2.1. an anthropomorphic ballast with a mass of 68 kg and shall be restrained

るものとする。バラストは、安全ベルトを巻いて所定位置に配置することができな

with a 2 point safety-belt. The ballast must allow guiding and positioning for

ければならない。

safety-belts.

2.1.5.2.2. バラストの重心の配置と寸法は、図 A5.2 に準拠するものとする。

2.1.5.2.2. placed to have its centre of gravity and dimensioning according to Figure

2.1.5.2.3. テスト中に壊れて外れることのないように、きつく、しっかりと固定す

A5.2.

る。

2.1.5.2.3. fixed rigidly and securely so that it does not break away during the test.

図 A5.2：人体型バラストの寸法

Figure A5.2: Dimensions for the anthropomorphic ballast

2.2. The test vehicle shall be prepared as follows:

2.2. テスト車両は次のとおり準備するものとする。

2.2.1. tyres shall be inflated to the pressure prescribed by the manufacturer.

2.2.1. タイヤは、メーカーが指定した圧力まで空気圧を入れるものとする。

2.2.2. the suspension system of the vehicle shall be blocked, i.e. the axles, the springs

2.2.2. 車両のサスペンションシステムは、ブロックするものとする。すなわち、車

and the suspension elements of the vehicle shall be fixed in relation to the bodywork.

両のアクスル、スプリングおよびサスペンション部材を車体に対して固定する。水

The floor height above the horizontal tilting platform shall be according to the

平の傾斜プラットフォームからフロアまでの高さは、車両が空車質量であるか総

manufacturer's specification for the vehicle, dependent on whether it is loaded to

車両質量であるかに応じて、当該車両に対するメーカーの仕様に従うものとす
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unladen kerb mass or total vehicle mass.

る。

2.2.3. every door and opening window of the vehicle shall be closed but not locked

2.2.3. 車両のドアおよび開放式の窓は、閉じるが、ロックはしない。

2.3. The rigid sections of an articulated vehicle may be tested separately or in

2.3. 連結車両の剛体セクションは、別々にテストしても、組み合わせてテストして

combination.

もよい。

2.3.1. For testing the articulated sections as a combination, the sections of the vehicle

2.3.1. 連結されたセクションを 1 つに組み合わせてテストする場合、車両の各セ

shall be fixed to each other in such a way that,

クションを以下の条件に従って互いに固定するものとする。

2.3.1.1. there is no relative movement between them during the roll-over process.

2.3.1.1. 転覆の過程でセクション間の相対移動が生じないこと。

2.3.1.2. there is no significant change in mass distribution and centre of gravity

2.3.1.2. 質量分布と重心の位置に著しい変化が生じないこと。

positions.

2.3.1.3. 上部構造の強度および変形能力に著しい変化が生じないこと。

2.3.1.3. there is no significant change in the strength and deformation capability of the

2.3.2. 連結されたセクションを別々にテストする場合、1 アクスルのセクションは

superstructure

擬似的な支持具に取り付け、これによって当該セクションが水平面から転覆点ま

2.3.2. For testing the articulated sections separately, the single-axle sections shall be

で移動する間、傾斜プラットフォームに対して固定された位置を保つものとする。

attached to an artificial support which keeps them in fixed relation to the tilting

この支持具は、以下の要件に適合するものとする。

platform during its movement from the horizontal to the point of roll-over. This

2.3.2.1. 上部構造を補強したり余分な荷重を付加したりする結果が生じない方法

support shall meet the following requirements:

で、構造部分に固定するものとする。

2.3.2.1. it shall be fixed to the structure in such a way that it does not cause either

2.3.2.2. 車両の転覆方向を変える可能性がある変形が生じないような構造であ

reinforcement or extra additional load to the superstructure.

るものとする。

2.3.2.2. it shall be constructed so that it does not suffer any deformation which could

2.3.2.3. 支持具の質量は、テストされるセクションに通常は付属しているがテスト

change the direction of the rollover of the vehicle.

中は装備されていない当該セクションの部品や部材（例えば、ターンテーブルとそ

2.3.2.3. its mass shall be equal to the mass of those elements, parts of the articulated

のフロア、握り棒、ゴム製密封カーテンなど）の質量に一致するものとする。

joint, which nominally belong to the section being tested, but which are not placed on

2.3.2.4. 支持具の重心は、2.3.2.3 項に記載された部品の共通の重心と同じ高さ

it (e.g. turntable and its floor, handholds, rubber sealing curtains, etc.).

にあるものとする。

2.3.2.4. its centre of gravity shall have the same height as the common centre of

2.3.2.5. 支持具の回転軸は、当該車両のマルチアクスルセクションの縦軸に平

gravity of those parts which are listed in paragraph 2.3.2.3.

行で、マルチアクスルセクションのタイヤの接点を通るものとする。

2.3.2.5. it shall have an axis of rotation parallel to the longitudinal axis of the

3.テスト手順、テスト過程

multi-axle section of the vehicle, and passing through the points of contact of the tyres

3.1. 転覆テストおよびテストの計器類および測定を計画する際には、このテスト
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of that section.

が特徴ある複数段階から構成される、非常に速い動的過程であることを考慮に

3. Test procedure, test process

入れる必要がある。

3.1. The rollover test is a very rapid, dynamic process having distinguishable stages,

3.2. 車両は、揺れ動かしたり動的作用を与えたりすることなく不安定均衡に達す

should be taken into consideration when a rollover test, its instrumentation and

るまで傾斜させ、転覆を開始させる。傾斜プラットフォームの角速度は、5°／秒

measurement are planned.

（0.087 ラジアン／秒）を上回ってはならない。

3.2. The vehicle shall be tilted without rocking and without dynamic effects until it

3.3. 車内の観察のために高速写真、ビデオ、可変テンプレート、電気接点センサ

reaches unstable equilibrium and commences its rollover. The angular velocity of the

またはその他の適当な手段を使用して、本規則の 5.1 項の要件が満たされてい

tilt platform shall not exceed 5 degrees/sec. (0.087 radians/sec).

ることを判定するものとする。この判定は、生存空間に危険が生じていると考えら

3.3. For inside observation high-speed photography, video, deformable templates,

れる客室、運転室および乗務員室の任意の場所で確認するものとし、正確な位

electrical contact sensors or other suitable means shall be used to determine that the

置は技術機関の裁量で決定する。少なくとも 2 つの位置、すなわち公称位置とし

requirements of paragraph 5.1. of this Regulation have been met. This shall be verified

て客室の前部と後部を使用するものとする。

at any places of the passenger, driver's and crew compartment where the residual space

3.4. 転覆および変形の過程を車外から観察し、記録することが推奨される。具

seems to be endangered, the exact positions being at the discretion of the technical

体的に以下を勧める。

service. At least two positions, nominally at the front and rear of the passenger

3.4.1. 2 台の高速カメラを 1 台は前部、もう 1 台は後部に使用する。これらのカメ

compartment(s), shall be used.

ラは、図 A5.3a に示す斜線部分に広角歪みを生じさせることなく測定可能な写真

3.4. Outside observation and recording of the rollover and deformation process is

が得られるように、車両の前壁および後壁から十分な距離を隔てて置くこと。

recommended, which means the following:

3.4.2. 重心の位置および上部構造の輪郭（図 A5.2b 参照）に縞および帯条の線

3.4.1. two high-speed cameras - one at the front and another at the rear. They should

で印をつけることにより、写真上で正確な測定ができるようにする。

be located far enough from the front and rear wall of the vehicle to produce a

図 A5.3a：外部カメラに推奨される視野

measurable picture, avoiding wide-angle distortion. in the shaded area, as shown in
Figure A5.3a
3.4.2. the position of the centre of gravity and the contour of the superstructure (see
Figure A5.2b), is marked by stripes and bands to ensure correct measurements on the
pictures.
Figure A5.3a: Recommended field of view of outside camera
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Figure A5.3b: Recommended marking of the centre of gravity position and the

図 A5.3b：重心と車両の輪郭に推奨されるマーキング

contour of the vehicle

4. Documentation of the rollover test
4.1. Detailed description of the tested vehicle shall be given by the manufacturer in
which:
4.1.1. all the deviations between the fully finished vehicle type in running order and
the tested vehicle are listed.
4.1.2. the equivalent substitution (in respect of mass, mass distribution and

4. 転覆テストの書類
4.1. メーカーは、テストを実施した車両について、以下の条件を満たす詳しい説
明を提出するものとする。
4.1.1. ランニングオーダーの完全な完成車両型式とテストされた車両との差異を
すべて列挙する。
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installation) shall be proved in every case, when structural parts, units are substituted

4.1.2. 構造部品および装置を他の装置や質量で代用した場合、代用品が（質

by other units or masses.

量、質量分布および取り付けに関し）同等のものであることを代用品ごとに証明

4.1.3. there is a clear statement of the position of centre of gravity in the tested vehicle

するものとする。

which may be based on measurements carried out on the test vehicle when it is ready

4.1.3. テストされた車両の重心の位置を明確に記載する。この重心の位置は、テ

for test, or a combination of measurement (carried out on the fully finished vehicle

ストの準備ができたテスト車両に測定を実施して決定するか、または、（完全な完

type) and calculation based on the mass substitutions.

成車両型式に対し実施した）測定および代用質量をベースにした計算により決定

4.2. The test report shall contain all the data (pictures, records, drawings, measured

することができる。

values, etc.) which show:

4.2. テストレポートには、以下を収録した全データ（写真、記録、図面、測定値な
ど）を収録するものとする。

4.2.1. that test was carried out according to this annex;

4.2.1. テストが本附則に従って実施された旨。

4.2.2. that the requirements given in paragraphs 5.1.1. and 5.1.2. of this Regulation

4.2.2. 本規則の 5.1.1 項および 5.1.2 項に定められた要件が満たされている（また

are met (or not);

は満たされていない）旨。

4.2.3. the individual evaluation of inside observations;

4.2.3. 車内観察についての個別評価。

4.2.4. all the data and information needed for the identification of the vehicle type, the

4.2.4. 車両型式、テスト車両、テスト自体、ならびにテストおよびその評価の責任

test vehicle, the test itself, and the personnel responsible for the test and its evaluation

者を識別するために必要なすべてのデータおよび情報。

4.3. It is recommended to document in the test report the centre of gravity's highest

4.3. 溝構造の地盤面に対する重心の最高位置および最低位置をテストレポート

and lowest position related to the ground level of the ditch.

に記録することが推奨される。

ANNEX6

附則 6 同等の認可方法としての車体セクションを使用した転覆テスト

ROLLOVER TEST USING BODY SECTIONS AS AN

EQUIVALENT APPROVAL METHOD
1. Additional data and information
If the manufacturer chooses this method of testing, the following information shall be
given to the technical service in addition to the data, information and drawings listed in
paragraph 3. of this Regulation:
1.1. drawings of the body sections to be tested;
1.2. verification of the validity of the distribution of masses given in Annex 4,

1. 追加データおよび情報
メーカーがこのテスト方法を選択する場合は、本規則の 3 項に列挙されたデー
タ、情報および図面に加えて以下の情報を技術機関に提出するものとする。
1.1. テストされる車体セクションの図面
1.2. 車体セクションの転覆テストが正常終了した時点での附則 4 の 4 項に定めら
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paragraph 4., upon successful completion of the body section rollover tests;

れた質量分布の有効性の確認

1.3. the measured masses of the body sections to be tested, and verification that their

1.3. テストされる車体セクションの実測した質量、および、その重心の位置が、

centre of gravity positions are the same as that of the vehicle with unladen kerb mass if

乗員拘束装置を装備していない車両では空車質量における重心の位置と同一

not fitted with occupant restraints, or with total effective vehicle mass if occupant

で、乗員拘束装置を装備している車両では総有効車両質量における重心の位置

restraints are fitted. (Presentation of measuring reports)

と同一であることの確認（測定レポートの作成）

2. The tilting bench

2. 傾斜ベンチ

The tilting bench shall meet the requirements given in Annex 5, paragraph 1.

傾斜ベンチは、附則 5 の 1 項に定めた要件に適合するものとする。

3. Preparation of body sections
3.1. The number of the body sections to be tested shall be determined by the

3. 車体セクションの準備

following rules:

3.1. テストする車体セクションの数は、以下の規則により決定するものとする。

3.1.1. all the different bay configurations which are part of the superstructure shall be

3.1.1. 上部構造の一部をなすすべての異なる区画構成は、少なくとも 1 つの車

tested in at least one body section;

体セクションでテストされるものとする。

3.1.2. every body section shall have at least two bays;

3.1.2. 各車体セクションには少なくとも 2 つの区画があるものとする。

3.1.3. in an artificial body section (see paragraph 2.28. of this Regulation) the ratio of

3.1.3. 擬似車体セクション（本規則の 2.28 項参照）では、いずれの区画の質量も

the mass of any one bay to any other bay shall not exceed 2;

他の区画の質量に対する比率が 2 を超えてはならない。

3.1.4. the residual space of the whole vehicle shall be well represented in the body

3.1.4. 車体セクションでは、車両の車体構成に起因する特異な組み合わせの一

sections, including any peculiar combinations arising from the vehicles bodywork

切を含め、車両全体の生存空間が的確に代表されるものとする。

configuration;

3.1.5. ルーフ構造において、ルーフの高さ変更、エアコン設備、ガスタンク、荷物

3.1.5. the whole roof structure shall be well represented in the body sections if there

キャリアなどの局所的な特徴がある場合、ルーフ構造の全体が車体セクションで

are local specialities, like changing height, air condition installation, gas tanks, luggage

的確に代表されるものとする。

carrier, etc.

3.2. 車体セクションの各区画は、形状、幾何学的特徴、素材、結合部に関し、上

3.2. The bays of the body section shall be exactly the same structurally as they are

部構造で使われているものと同一の構造であるものとする。

represented in the superstructure, as regards shape, geometry, material, joints.

3.3. 各区画間の結合構造はメーカーによる上部構造の記述（附則 4 の 3 項参

3.3. The connecting structures between the bays shall represent the manufacturer's

照）を形にしたものとし、以下の規則が考慮されるものとする。

description of the superstructure (see Annex 4, paragraph 3.) and the following rules

3.3.1. 実際の車両レイアウトから直接に採用した原車体セクションの場合、基本

shall be considered:

的および補足的な結合構造（附則 4 の 3.1 項参照）は、車両の上部構造と同一で
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3.3.1. in the case of an original body section taken directly from the actual vehicle

あるものとする。

layout, the basic and the additional connecting structures (see Annex 4, paragraph 3.1.)

3.3.2. 擬似車体セクションの場合、結合構造は、強度、剛性および挙動の点で

shall be the same as that of the vehicle superstructure;

車両の上部構造と同一であるものとする。

3.3.2. in the case of an artificial body section, the connecting structures shall be

3.3.3. 上部構造の一部ではないが、変形中に生存空間に侵入する可能性のあ

equivalent in terms of strength, stiffness and behaviour to that of the vehicle

る剛体部材は、車体セクションに取り付けるものとする。

superstructure;

3.3.4. 結合構造の質量は、特定の区画への配分および同区画内での分布にお

3.3.3. those rigid elements which are not part of the superstructure but which can

いて、質量分布に含まれるものとする。

encroach on the residual space during deformation, shall be installed into the body

3.4. 車体セクションは、擬似的な支持具を取り付けることにより、完成車両と同じ

sections;

重心の位置および回転軸が傾斜プラットフォーム上で得られるようにするものと

3.3.4. the mass of the connecting structures shall be included in the mass distribution,

する。支持具は、以下の要件に適合するものとする。

in terms of attribution to a particular bay and distribution within that bay.

3.4.1. 車体セクションを補強したり余分な荷重を掛けたりすることがないように、

3.4. The body sections shall be equipped with artificial supports, to provide the same

車体セクションに固定されるものとする。

centre of gravity positions and axis of rotation for them on the tilting platform as that

3.4.2. 傾斜および転覆の過程で車体セクションの動きの方向を変えうる変形を

of the complete vehicle. The supports shall meet the following requirements:

抑えるために十分な強度と剛性があるものとする。

3.4.1. they shall be fixed to the body section in such a way that they do not provide

3.4.3. 支持具の質量は、車体セクションの質量分布および重心の位置に含まれ

either reinforcement or extra additional load on the body section;

るものとする。

3.4.2. they shall be sufficiently strong and rigid to resist any deformation which could

3.5. 車体セクションの質量分布は、以下の考慮事項を基に決定するものとする。

change the direction of the body section motion during the tilting and rollover process;

3.5.1. 附則 4 の 4.2.1 項および 4.2.2 項の 2 つの方程式の有効性を確認する際

3.4.3. their mass shall be included in the mass distribution and centre of gravity

に、車体セクション全体（区画、結合構造、追加的な構造要素、支持具）を考慮に

position of the body section.

入れるものとする。

3.5. The distribution of mass in the body section shall be arranged with the following

3.5.2. 区画に配分される質量の一切は（附則 4 の 4.2.2 項および図 4 参照）、補

considerations:

強もしくは荷重増または変形の制限が生じることのないように車体セクションに配

3.5.1. The whole body section (bays, connecting structures, additional structural

置および固定されるものとする。

elements, supports) shall be considered when checking the validity of the two

3.5.3. 乗員拘束装置が車両型式の一部となっている場合、乗員の質量は、附則

equations given in Annex 4, paragraph 4.2.1 and 4.2.2.;

4 および附則 5 に記述されているとおり考慮するものとする。

3.5.2. any masses attached to the bays (see paragraph 4.2.2. and Figure 4 in Annex 4)
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shall be placed and fixed to the body section in such a way that they do not cause
reinforcement or additional load or limitation of the deformation.
3.5.3. In the case where occupant restraints are part of the vehicle type, the occupant
masses shall be considered as described in Annex 4 and Annex 5.
4. Test procedure

4. テスト手順

The test procedure shall be the same as described in paragraph 3. of Annex 5 for a

テスト手順は、完成車両について附則 5 の 3 項に記述されたものと同一であるも

complete vehicle.

のとする。

5. Evaluation of the tests

5. テストの評価

5.1. The vehicle type shall be approved if all the body sections pass the rollover test

5.1. すべての車体セクションが転覆テストに合格し、附則 4 の 4.1.1 項および

and the two equations in paragraph 4.1.1. and 4.1.2. of Annex 4 are fulfilled.

4.1.2 項の 2 つの方程式が満たされたときに、車両型式が認可されるものとする。

5.2. If one of the body sections fails the test, the vehicle type shall not be approve

5.2. 車体セクションが 1 つでもテストに合格しなかった場合、車両型式を認可して

5.3. If a body section passes the rollover test, each of the bays which form that body

はならない。

section are considered to have passed the rollover test, and the result can be quoted

5.3. 車体セクションが転覆テストに合格した場合、その車体セクションを構成す

used in future applications for approval, provided that the ratio of their masses remains

る各区画は転覆テストに合格したものと見なし、その結果を将来の認可申請に引

the same in the subsequent superstructure.

用することができる。ただし、その後の上部構造において各区画の質量の比率が

5.4. If a body section fails the rollover test, all the bays within that body section shall

同じままであることを条件とする。

be considered to have failed the test even if the residual space is invaded in only one of

5.4. 車体セクションが転覆テストに合格しなかった場合、生存空間への侵入が

the bays.

生じた区画が 1 つだけであった場合でも、当該車体セクション内のすべての区画

6. Documentation of body section rollover tests

が転覆テストに合格しなかったものと見なす。

The test report shall contain all the data necessary to demonstrate:

6. 車体セクションの転覆テストの書類
テストレポートには、以下を証明するために必要な全データを収録するものと
する。

6.1. The construction of the tested body sections (dimensions, materials, masses,

6.1. テストされた車体セクションの構造（寸法、素材、質量、重心の位置、製造方

centre of gravity position, construction methods).

法）

6.2. that the tests were carried out according to this annex

6.2. テストが本附則に従って実施された旨

6.3. whether, or not, the requirements - given in paragraph 5.1. of this Regulation - are

6.3. 本規則の 5.1 項に定められた要件が満たされたか否か
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met

6.4. 車体セクションおよびその区画についての個別評価

6.4. the individual evaluation of the body sections and their bays.

6.5. 車両型式、車両型式の上部構造、テストされた車体セクション、テスト自体、

6.5. the identity of the vehicle type, its superstructure, the tested body sections, the

ならびにテストおよびテスト評価の責任者を特定する情報

tests themselves and the personnel responsible for the tests and their evaluation.

ANNEX7

QUASI- STATIC LOADING TEST OF BODY SECTIONS AS AN

附則 7 同等の認可方法としての車体セクションの準静的荷重テスト

EQUIVALENT APPROVAL METHOD

1. Additional data and information

1. 補足的なデータおよび情報

This method of testing uses body sections as test units, each one built up from at least

このテスト方法では、評価対象車両内の少なくとも 2 つの区画で構成された各車

two bays of the vehicle under appraisal, connected together with representative

体セクションを代表的な構造要素で接続したものをテスト装置として使用する。メ

structural elements. If the manufacturer chooses this method of testing, the following

ーカーがこのテスト方法を選択する場合は、本規則の 3.2 項に列挙されたデータ

additional information shall be supplied to the technical service, in addition to the data,

および図面に加えて以下の補足情報を技術機関に提出するものとする。

and drawings listed in paragraph 3.2. of this Regulation:
1.1.

drawings of the body sections to be tested.

1.1. テストされる車体セクションの図面

1.2. energy values to be absorbed by the individual bays of the superstructure, as well

1.2. 上部構造の各区画によって吸収されるべきエネルギー値と、テストされる車

as the energy values belonging to the body sections to be tested.

体セクションに配分されるエネルギー値

1.3. verification of the energy requirement, see paragraph 4.2. below, upon

1.3. 車体セクションの準静的荷重テストが正常終了した時点でのエネルギー要

completion of successful quasi-static loading tests of body sections.

件の確認（下記 4.2 項参照）

2. Preparation of body sections

2. 車体セクションの準備

2.1. The manufacturer shall consider the requirements given in annex 6, paragraphs

2.1. メーカーは、テスト用の車体セクションを設計・生産するにあたって、附則 6

3.1., 3.2., and 3.3., when designing and producing the body sections for test.

の 3.1 項、3.2 項および 3.3 項に定めた要件を考慮するものとする。

2.2. The body sections shall be equipped with the residual space profile, at positions

2.2. 車体セクションは、予想される変形の結果としてピラーやその他の構造要素

where it is considered that the pillars or other structural elements are likely to intrude

が侵入しやすいと考えられる位置において、生存空間の特性を備えるものとす

as a result of the expected deformation.

る。

3. Test procedure

3. テスト手順
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3.1. Each body section to be tested shall be firmly and securely attached to the test

3.1. テストされる各車体セクションは、以下の条件を満たすように、剛性がある

bench through a rigid underframe structure in such a way that,

下枠構造を通じてテストベンチに固くしっかりと取り付けるものとする。

3.1.1. local plastic deformation shall not occur around the attachment points

3.1.1. 取り付けポイントの周辺で局所的な塑性変形が生じないこと。

3.1.2. the location and method of attachment shall not inhibit the formation and

3.1.2. 取り付けの場所および方法によって、予想される塑性域および塑性ヒンジ

working of expected plastic zones and hinges.

の形成および作用が妨げられないこと。

3.2. For application of the load to the body section, the following rules shall be

3.2. 荷重を車体セクションに掛けるときは、以下の規則を考慮するものとする。

considered:

3.2.1. 荷重は、剛体ビームを通じてキャントレールに均等に分布されるものとす

3.2.1. the load shall be evenly distributed on the cantrail, through a rigid beam, which

る。剛体ビームは、転覆テストにおける地面を擬似するためにキャントレールより

is longer than the cantrail to simulate the ground in a rollover test, and which follows

も長く、キャントレールの幾何学的特徴に従う。

the geometry of the cantrail.

3.2.2. 荷重を加える方向（図 A7.1 参照）は車両の垂直縦断中央面との関係で決

3.2.2. the direction of the applied load (see Figure A7.1) shall be related to the

定するものとし、その傾斜角（α）は以下のとおり決定するものとする。

longitudinal vertical centre plane of the vehicle and its inclination (alpha) shall be
determined as follows:
ここで、

where:

Hc＝車両が載った水平面より測定したキャントレールの高さ（mm）

Hc = the cantrail height (in mm) of the vehicle measured from the horizontal plane on

図 A7.1：車体セクションへの荷重の付加

which it is standing.
Figure A7.1: Application of load to the body section
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3.2.3. the load shall be applied to the beam at the centre of gravity of the body section

3.2.3. 車体セクションの区画ならびに区画を結合する構造要素の質量より導出

derived from the masses of its bays and the structural elements connecting them. Using

した車体セクションの重心において、荷重をビームに掛けるものとする。図 A7.1

the symbols of Figure A.7.1, the position of the body section can be determined by the

の記号を用いて、車体セクションの位置を以下の式で求めることができる。

following formula:

ここで、
where:
s＝車体セクションの区画の数
s = the number of the bays in the body section
mi＝ith 番目の区画の質量
mi = the mass of the ith bay
li＝選択されたピボットポイント（図 A7.1 における区画(1)の中央平面）から ith 番目
li = the distance of the centre of gravity of the ith bay from a selected pivot point (the

の区画の重心までの距離

central plane of Bay(1) in Figure A7.1)
lCG＝同じく選択されたピボットポイントから車体セクションの重心までの距離
lCG = the distance of the centre of gravity of the body section from the same selected
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pivot point.

3.2.4. 荷重は生存空間に車体セクションのいずれかの部材が侵入する最終変
形（du）に至るまで徐々に引き上げ、不連続の間隔を置いて当該時点での変形を

3.2.4. the load shall be increased gradually, taking measurements of the associated

測定するものとする。

deformation at discrete intervals until the ultimate deformation (du) when the residual

3.3. 荷重−たわみ曲線を作図する際の条件

space is invaded by one of the elements of the body section.

3.3.1. 測定頻度は、連続曲線が得られるような頻度とする（図 A7.2 参照）。

3.3. When plotting the load-deflection curve:

3.3.2. 荷重および変形の値を同時に記録するものとする。

3.3.1. the frequency of measurement shall be such as to produce a continuous curve

3.3.3. 荷重を掛けたキャントレールの変形は、荷重を掛けた平面および方向で

(see Figure A.7.2).

測定するものとする。

3.3.2. the values of load and deformation shall be measured simultaneously.

3.3.4. 荷重と変形はいずれも精度±1％以内で測定されるものとする。

3.3.3. the deformation of the loaded cantrail shall be measured in the plane and

4. テスト結果の評価

direction of the applied load.

4.1. 作図した荷重−たわみ曲線を基に、車体セクションが実際に吸収したエネル

3.3.4. both load and deformation shall be measured to an accuracy of +/- 1 per cent.

ギー量（EBS）を曲線の下の領域に表示するものとする（図 A7.2 参照）。

4. Evaluation of test results

図 A7.2：実測した荷重−たわみ曲線より導出した車体セクションの吸収エネルギ

4.1. From the plotted load-deformation curve the actual energy absorbed by the body

ー量

section (EBS) shall be expressed as the area below the curve (see Figure A.7.2).
Figure A7.2: Absorbed energy for the body section, derived from the measured
load-deformation curve
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4.2. The minimum energy required to be absorbed by the body section (Emin) shall be

4.2. 車体セクションによって吸収されなければならない最小エネルギー量（Emin）

determined as follows:

は、以下のとおり求めるものとする。

4.2.1. the total energy (ET) to be absorbed by the superstructure is

4.2.1. 上部構造によって吸収されるべき総エネルギー量（ET）は次のとおりであ
る。

where:
ここで、
M = Mk, unladen kerb mass of the vehicle if there are no occupant restraints; or,
M＝乗員拘束装置が装備されていない場合の車両の空車質量 Mk、または乗員
Mt, total effective vehicle mass when occupant restraints are fitted,

拘束装置が装備されている場合の総有効車両質量 Mt

g = gravitational constant,

g＝重力定数

delta h = the vertical movement (in metres) of the vehicle centre of gravity during a

Δh＝本附則の付録 1 で求めた転覆テスト中の車両の重心の垂直移動（単位：m）

rollover test, as determined in appendix 1 to this annex.
4.2.2. 総エネルギー「ET」量は、上部構造の区画間で各区画の質量比率に従っ
4.2.2. the total energy "ET" shall be distributed among the bays of the superstructure

て配分するものとする。

in the proportions of their masses:

where:

ここで、

Ei = the absorbed energy by the "ith" bay

Ei＝「ith」番目の区画によって吸収されたエネルギー量

mI = mass of the "ith" bay, as determined in annex 4, paragraph 4.1

mI＝附則 4 の 4.1 項で求めた「ith」番目の区画の質量

4.2.3. the minimum energy required to be absorbed by the body section (Emin) is the

4.2.3. 車体セクションによって吸収されなければならない最低エネルギー量
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sum of the energy of the bays comprising the body section:

（Emin）は、車体セクションを構成する区画のエネルギー量の合計である。

4.3. The body section passes the loading test, if:
EBS > Emin

4.3. 車体セクションは、以下の場合に荷重テストに合格する。
EBS ≧Emin

In this case, all the bays which form that body section are considered to have passed
the quasi-static loading test and these results can be quoted in future requests for

この場合、その車体セクションを構成するすべての区画は準静的荷重テストに合

approval provided that the component bays are not expected to carry a greater mass in

格したものと見なし、その結果を将来の認可申請に引用することができる。ただ

the subsequent superstructure.

し、その後の上部構造において、構成要素である区画がこれよりも大きな質量の
輸送に用いられることが予期されないことを条件とする。

4.4. The body section fails the loading test if:
EBS < Emin

4.4. 車体セクションは、以下の場合には荷重テストに合格しない。
EBS＜Emin

In this case all the bays which form that body section are considered to have failed the
test even if the residual space is invaded in only one of the bays.

この場合、生存空間への侵入が生じた区画が 1 つだけであった場合でも、当該車
体セクションを構成するすべての区画がテストに合格しなかったものと見なす。

4.5. The vehicle type shall be approved if all the required body sections pass the
loading test.

4.5. すべての必要な車体セクションが荷重テストに合格した場合に、車両型式
が認可されるものとする。
5. 車体セクションの準静的荷重テストの書類

5. Documentation of body section quasi-static loading tests

テストレポートは、附則 6 の 6 項の形式および内容に準拠するものとする。

The test report shall follow the form and content of Annex 6, paragraph 6.
附則 7−付録 1 転覆中の重心の垂直移動の決定
Annex 7 - Appendix 1
DETERMINATION OF THE VERTICAL MOVEMENT OF THE CENTRE OF

転覆テストによる重心の垂直移動（Δh）は、以下に記載する図式解法により
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GRAVITY DURING ROLLOVER

求めることができる。

The vertical movement (delta h) of centre of gravity related to the rollover test may be

1. 車両の断面の縮尺図を用いて、傾斜プラットフォームに載った車両が不安定

determined by the graphical method shown below.

均衡のポイントにあるときの溝構造の下部平面からの重心の初期高さ（h1）（位置

1. Using scaled drawings of the cross-section of the vehicle, the initial height (h1) of

1）を決定する（図 A7.A1.1 を参照）。

the centre of gravity (position 1) above the lower plane of the ditch is determined for
the vehicle standing at its point of unstable equilibrium on the tilting platform (see
Figure A7.A1.1).
2. Using the assumption that the vehicle cross-section rotates around the edge of the

2. 車両の断面がホイール支持材の先端（図 A7.A1.1 の A 点）を中心に回転する

wheel supports, (point A in Figure A7.A1.1) the vehicle cross-section is drawn with its

ことを仮定して、車両のキャントレールが溝構造の下部平面にちょうど接触すると

cantrail just touching the lower plane of the ditch (see Figure A7.A1.2). In this position

きの車両の断面を描画する（図 A7.A1.2 参照）。この位置で、溝構造の下部平面

the height (h2) of the centre of gravity (position 2) relative to the lower plane of the

に対する重心の高さ（h2）（位置 2）を決定する。

ditch is determined.

図 A7.A1.1：車両の重心の初期高さ

Figure A7.A1.1: Initial height of the vehicle centre of gravity

図 A7.A1.2：車両の重心の垂直移動の決定
Figure A7.A1.2: Determination of the vertical movement of the vehicle centre of
gravit
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3.

The vertical movement of the centre of gravity (delta h) is,

3. 重心の垂直移動（Δh）は、次のとおりとなる。

4. If more than one body sections are tested and each body section has a different

4. 複数の車体セクションがテストされる場合に、各車体セクションの垂直移動

vertical movement (delta h), the vertical movement of centre of gravity (delta hi) shall

（Δh）が異なるときは、重心の垂直移動は（Δhi）は、各車体セクションについて決

be determined for each body section and the combined mean value (delta h) is taken as,

定し、合算平均値（Δh）を次のとおり求めるものとする。

where:

ここで、

(delta hi) = the vertical movement of the centre of gravity of the ith body section,

（Δhi）＝ith 番目の車体セクションの重心の垂直移動

k = the number of body sections tested.

k＝テストされた車体セクションの数

Annex 8

附則 8 同等の認可方法としての構成部品テストに基づく準静的計算

QUASI-STATIC CALCULATION BASED ON TESTING OF

COMPONENTS AS AN EQUIVALENT APPROVAL METHOD
1. Additional data and information
If the manufacturer chooses this test method, the following information shall be given

1. 補足的データおよび情報
メーカーがこのテスト方法を選択する場合は、本規則の 3.2 項に列挙されたデ
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to the technical service, in addition to the data and drawings listed in paragraph 3.2. of

ータおよび図面に加えて以下の情報を技術機関に提出するものとする。

this Regulation:
1.1. The location of plastic zones (PZ) and plastic hinges (PH) in the superstructure;

1.1. 上部構造における塑性域（PZ）と塑性ヒンジ（PH）の位置

1.1.1. all the individual PZ's and PH's shall be uniquely identified on the drawing of

1.1.1. 各 PZ および PH はすべて上部構造の図面上でそれぞれに幾何学的に定

the superstructure in their geometrically defined locations (see Figure A.8.1.)

義された位置に一意に特定されるものとする（図 A8.1 参照）。

1.1.2. structural elements between the PZ's and PH's can be treated as rigid or elastic

1.1.2. PZ と PH の間の構造要素は、計算においては剛体部品または弾性部品と

parts in the calculation, and their length shall be determined by their actual dimensions

して扱うことができ、これらの長さは車両における実際の寸法によって決定するも

in the vehicle.

のとする。

1.2. The technical parameters of PZ's and PH's;

1.2. PZ および PH の技術的パラメータ

1.2.1. the cross-sectional geometry of the structural elements in which the PZ's and

1.2.1. PZ および PH が位置する構造要素の断面の幾何学的形状

PH's are located

1.2.2. 各 PZ および PH に掛かる負荷の種類と方向

1.2.2. the type and direction of loading applied to each PZ and PH.

1.2.3. 本附則の付録 1 に記述された各 PZ および PH の負荷−変形曲線。メーカ

1.2.3. the load-deformation curve of each PZ and PH as described in appendix 1 of

ーは、PZ と PH の静的特性または動的特性のいずれも計算に使用することがで

this annex. The manufacturer may use either the static, or the dynamic characteristics

きるが、静的特性と動的特性を混合して計算してはならない。

of the PZ's and PH's for the calculation but shall not mix static and dynamic

図 A8.1：区画上の塑性ヒンジの幾何学的パラメータ

characteristics in one calculation.
Figure A8.1: Geometrical parameters of plastic hinges on a bay

1.3. 下記 3.1 項に記載した方程式を用いた、上部構造が吸収すべき総エネルギ
ー量（ET）の明細
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1.3. A statement of the total energy (ET) to be absorbed by the superstructure, using

1.4. 計算に使用されたアルゴリズムおよびコンピュータプログラムについての簡

the formula stated in paragraph 3.1. below.

潔な技術的説明

1.4. A brief technical description of the algorithm and computer program which are
used for the calculation.
2. Requirements for the quasi-static calculation

2. 準静的計算の要件

2.1. For the calculation, the complete superstructure shall be mathematically modelled

2.1. 計算では、以下の点を考慮に入れて、完全な上部構造を耐荷重構造かつ

as a load-bearing and deformable structure, taking account of the following:

変形可能構造として数学的モデリングを行うものとする。

2.1.1. the superstructure shall be modelled as a single loaded unit containing

2.1.1. 上部構造は、適当な構造要素で結合された、変形可能な PZ と PH を含む

deformable PZ's and PH's, connected by appropriate structural elements.

単一の被荷重ユニットとしてモデリングするものとする。

2.1.2. the superstructure shall have the actual dimensions of the bodywork. The inner

2.1.2. 上部構造は、車体の実際の寸法をもつものとする。生存空間をチェックす

contour of the side-wall pillars and roof structure shall be used when checking the

る際には、サイドウォールピラーおよびルーフ構造の内側の輪郭を用いるものと

residual space

する。

2.1.3. the PH's shall utilise the actual dimensions of the pillars and structural elements

2.1.3. PH には、各 PH が位置するピラーおよび構造要素の実際の寸法を用いる

on which they are located (see appendix 1 of this annex).

ものとする（本附則の付録 1 参照）。

2.2. The applied loads in the calculation shall meet the following requirements:

2.2. 計算において、加負荷は以下の要件を満たすものとする。

2.2.1. the active load shall be applied in the transverse plane containing the centre of

2.2.1. 車両の垂直縦断中央面（VLCP）に垂直で、上部構造（車両）の重心を含

gravity of the superstructure (vehicle) which is perpendicular to the vertical

む横断面に対し、能動負荷を加えるものとする。この負荷は、キャントレールおよ

longitudinal centre plane (VLCP) of the vehicle. The active load shall be applied on the

び隣接構造を越えて両方向に伸びた完全剛体の加負荷平面を通じて、上部構造

cantrail of the superstructure through an absolutely rigid load application plane, which

のキャントレールに加えるものとする。

extends in both directions beyond the cantrail and any adjacent structure.

2.2.2. シミュレーションの開始時には、加負荷面は、キャントレールの垂直縦断

2.2.2. At the beginning of the simulation the load application plane shall touch the

中央面から最も離れた部分に接触するものとする。正確な負荷伝達を確保する

cantrail at its most distant part from the vertical longitudinal central plane. The contact

ために加負荷面と上部構造との接触点を定義するものとする。

points between the load application plane and the superstructure shall be defined to

2.2.3. 能動負荷は、車両の垂直縦断中央面に対して傾斜角 α を持つものとする

ensure an exact load transfer.

（図 A8.2 参照）

2.2.3. the active load shall have an inclination alpha related to the vertical longitudinal
centre plane of the vehicle (see FigureA.8.2).
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ここで、

where:

Hc＝車両が載った水平面から測定した車両のキャントレールの高さ（mm）

Hc = the cantrail height (in mm) of the vehicle measured from the horizontal plane on

計算中に能動負荷の作用方向を変えてはならない。

which it is standing.
The direction of action of the active load shall not be changed during the calculation.

2.2.4. 能動負荷を段階的に漸増させ、その各段階で全体的な構造の変形を計
算するものとする。負荷を掛ける段階数は 100 を超え、各段階をほぼ均等にしな
ければならない。2.2.5. 変形過程においては、加負荷面は、上部構造の非対称

2.2.4. the active load shall be increased by small incremental steps and the whole

変形に従うために、平行移動に加え、重心を含む横断面と加負荷面との交差軸

structural deformation shall be calculated at every loading step. The number of loading

を中心に回転することを許容する。

steps shall exceed 100 and the steps shall be quasi-equal.

2.2.6. 受動的（支持）力は、構造の変形に影響を及ぼすことなく剛体の床下構造

2.2.5. during the deformation process the load application plane may, in addition to

に掛かるものとする。

parallel translation, be allowed to rotate around the axis of intersection of the load

図 A8.2：上部構造への加負荷

application plane with the transverse plane containing the centre of gravity, in order to
follow the asymmetric deformation of the superstructure.
2.2.6. the passive (supporting) forces shall be applied on the rigid underfloor structure
causing no influence on the structural deformation.
Figure A8.2: Load application to the superstructure

2.3. 計算およびコンピュータプログラムのアルゴリズムは、以下の要件を満たす
ものとする。
2.3.1. プログラムは、PH の特性の非線形性と大規模な構造の変形を考慮に入
れるものとする。
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2.3.2. プログラムは、PH と PZ の有効範囲に対応するものとし、PH の変形が、検
証済みの有効範囲を超えたら計算を停止するものとする（本附則の付録 1 参
照）。
2.3.3. プログラムは、負荷が漸増する各段階において上部構造によって吸収さ
れる総エネルギーを計算できるものとする。
2.3.4. プログラムは、負荷が漸増する各段階において、上部構造を構成する区
画の変形した形状と生存空間に侵入しうる各剛体部品の位置を証明することが
できるものとする。プログラムは、どの負荷漸増段階で生存空間に剛体構造部品
2.3. The algorithm of the calculation and the computer program shall meet the

が初めて侵入したか特定しなければならない。

following requirements:

2.3.5. プログラムは、上部構造の全体的な崩壊が開始する負荷漸増段階、すな

2.3.1. the program shall take account of non-linearities in the PH characteristics and

わち、上部構造が不安定になり、負荷が増えなくとも変形が継続する段階を検出

large scale structural deformations.

し、特定することができるものとする。

2.3.2. the program shall accommodate the working range of PH's and PZ's and shall
stop the calculation if the deformation of PH's exceeds the validated working range
(see appendix 1 of this annex).
2.3.3. the program shall be able to calculate the total energy absorbed by the
superstructure at every incremental load step.
2.3.4. at every incremental load step, the program shall be able to demonstrate the
deformed shape of the bays forming the superstructure, and the position of every rigid
part which may intrude into the residual space. The program shall identify the
incremental load step at which the residual space is first invaded by any of the rigid
structural parts.
2.3.5. the program shall be able to detect and identify the incremental load step at
which overall collapse of the superstructure begins; when the superstructure becomes
unstable and deformation continues without an increase of the load.
3. Evaluation of the calculation

3. 計算の評価
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3.1. The total energy (ET) to be absorbed by the superstructure shall be determined as

3.1. 上部構造が吸収すべき総エネルギー量（ET）は、以下のとおり求めるものと

follows:

する。
ET＝0.75 M..g .Δh

where:

ここで、

M = Mk the unladen kerb mass of the vehicle, if there are no restraints, or

M＝乗員拘束装置が装備されていない場合の車両の空車質量 Mk、または乗員
拘束装置が装備されている場合の総有効車両質量 Mt

Mt the total effective vehicle mass when occupant restraints are fitted
G＝重力定数
G = the gravitational constant
Δh＝附則 7 の付録 1 で求めた転覆テスト中の車両の重心の垂直移動（m）
delta h = the vertical movement (in metres) of the vehicle centre of gravity during a
rollover test, as determined in appendix 1 of annex 7

3.2. 上部構造で吸収されるエネルギー（Ea）は、生存空間に剛体構造部品のい
ずれかが最初に接触する負荷漸増段階において計算する。

3.2. The absorbed energy (Ea) of the superstructure is calculated at the incremental

3.3. Ea≧ET となった場合に、車両型式が認可されるものとする。

load step at which the residual space is first touched by any of the rigid structural parts.
3.3. The vehicle type shall be approved if Ea> ET
4. Documentation of quasi-static calculation

4. 準静的計算の書類

The calculation report shall contain the following information:

計算の報告書には、以下の情報を収録するものとする。

4.1. detailed mechanical description of the superstructure containing the location of

4.1. PZ と PH の位置を含み、剛体部品および弾性部品を定義した、上部構造の

PZ's and PH's and defining the rigid and elastic parts,

詳しい機械的説明

4.2. data obtained from the tests and the resultant graphs,

4.2. テストより得られたデータ、およびテストを基に作成したグラフ

4.3. a statement of whether or not the requirement of paragraph 5.1. of this Regulation

4.3. 本規則の 5.1 項の要件が満たされているか否かの記述

are met,

4.4. 車両型式、ならびにテストおよび計算と評価の責任者を特定する情報

4.4. identification of the vehicle type and the personnel responsible for the tests, the
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calculations, and the evaluation.
Annex 8 - Appendix 1
1. Characteristic curves
The general form of a Plastic Zone (PZ) characteristic curve is a non-linear
load-deformation relationship measured on structural parts of the vehicle in laboratory
tests.

附則 8−付録 1 塑性ヒンジの特性
1. 特性曲線
塑性域（PZ）の特性曲線の一般形状は、試験施設でのテストにおいて車両の構
造部品で測定された負荷−変形の非線形関係を表したものである。塑性ヒンジの

Plastic Hinge characteristic curves are a bending moment (M) - rotational angle (phi)

特性曲線は、曲げモーメント（M）と回転角（Φ）との関係を表したものである。PH

relationship. The general form of a PH characteristic curve is shown in Figure A.8.

の特性曲線の一般形状は、図 A.8.A.1.1 に示す。

A.1.1.

図 A8.A1.1：塑性ヒンジの特性曲線

Figure A8.A1.1: Characteristic curve for a plastic hinge

2. 変形範囲の特徴
2. Aspects of deformation ranges

2.1. PH の特性曲線の「実測範囲」は、測定が実施された変形の範囲である。こ

2.1. The "measured range" of the PH characteristic curve is the range of deformation

の実測範囲には、亀裂の発生および／または急速硬化の範囲が含まれる場合

over which measurements have been made. The measured range may contain the

がある。実測範囲に現れた PH の特性値のみを計算に用いるものとする。

fracture, and/or the rapid hardening range. Only values of the PH characteristics which

2.2. PH の特性曲線の「有効範囲」は、計算の対象となる範囲である。

appear in the measured range shall be used in the calculation.

有効範囲は、実測範囲を超えてはならない。有効範囲には亀裂の発生を含ん
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2.2. The "working range" of the PH characteristic curve is the range covered by the

でもよいが、急速硬化範囲を含んではならない。

calculation.
The working range shall not exceed the measured range, and may contain the
fracture, but not the rapid-hardening range.

2.3. 計算に使用する PH の特性では、実測範囲内に M-Φ 曲線が含まれるものと
する。

2.3. The PH characteristics to be used in the calculation shall contain the M-phi curve
in the measured range.
3. Dynamic Characteristics

3. 動的特性

There are two kinds of PH and PZ characteristics: quasi-static and dynamic. The

PH と PZ の特性には、準静的特性と動的特性の 2 種類がある。PH の動的特性

dynamic characteristics of a PH may be determined in two ways:

は、以下の 2 つの方法で求めることができる。

3.1. by dynamic impact testing of the component.
3.2. by using a dynamic factor Kd to transform the quasi-static PH characteristics.
This transformation means that the values of the quasi-static bending moment may
be increased by Kd.

3.1. 構成部品の動的衝突テスト
3.2. 動的係数 Kd を用いた、準静的 PH 特性の変換
この変換は、準静的曲げモーメントの値を Kd によって増加させることができること
を意味している。

For steel structural elements Kd = 1.2 may be used without laboratory test.
鋼製の構造要素の場合、試験施設でのテストを要せずに Kd＝1.2 を使用すること
Figure A8.A1.2: Derivation of plastic hinge dynamic characteristics from the

ができる。

static curve
図 A8.A1.2 ：静的曲線からの塑性ヒンジの動的特性の導出
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Annex 9

COMPUTER SIMULATION OF ROLLOVER TEST ON

COMPLETE VEHICLE AS AN EQUIVALENT APPROVAL METHOD

附則 9 同等の認可方法としての完成車両に対する転覆テストのコンピュータシ
ミュレーション

1. Additional data and information
The superstructure may be shown to meet the requirements specified in paragraphs
5.1.1. and 5.1.2. of this Regulation by a computer simulation method approved by the
technical service.

1. 補足的データおよび情報
上部構造は、技術機関によって承認されたコンピュータシミュレーション方法に
よって本規則の 5.1.1 項および 5.1.2 項に定めた要件への適合を証明することが
できる。

If the manufacturer chooses this testing method, the following information shall be
supplied to the technical service in addition to the data, and drawings listed in

メーカーがこのテスト方法を選択する場合、本規則の 3.2 項に列挙されたデー

paragraph 3.2. of this Regulation;

タおよび図面に加えて以下の情報を技術機関に提出するものとする。

1.1. A description of the applied simulation and calculation method which has been

1.1. 適用したシミュレーションの説明、利用した計算方法、および分析ソフトウェ

utilised, and clear precise identification of the analysis software, including at least, its

アを明確かつ正確に特定する情報。これには少なくとも、ソフトウェアの製作者、

producer, its commercial name, the version used and contact details of the developer.

商品名、使用バージョン、開発者の連絡先を含む。

1.2. The material models and the input data utilized.

1.2. 使用した材料モデルおよび入力データ

1.3. The values for defined masses, centre of gravity and the moments of inertia used

1.3. 数学モデルで使用された、質量の定義値、重心および慣性モーメントの値
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in the mathematical model.

2. 数学モデル

2. The mathematical model

数学モデルは、附則 5 に従って、転覆過程の実際の物理挙動を説明できるもの

The model shall be capable of describing the real physical behavior of the rollover

でなければならない。数学モデルは、設計ならびに仮定の採用において、計算か

process, in accordance with Annex 5. The mathematical model shall be constructed,

ら保守的な結果が得られるようにするものとする。以下の点を考慮してモデルを

and assumptions prescribed, in such a way that the calculation gives conservative

構築するものとする。

results. The model shall be built up with the following considerations
2.1. 技術機関は、数学モデルの有効性を証明し、モデルで採用された仮定を検
2.1. the technical service may require tests to be carried out on the actual vehicle

証するために、実際の車両構造に対してテストを実施するよう要求することがで

structure to prove the validity of the mathematical model and to verify the assumptions

きる。

made in the model.

2.2. 数学モデルで使用される総質量および重心位置は、認可対象車両と同一

2.2. the total mass and the centre of gravity position used in the mathematical model

のものとする。

shall be identical to those of the vehicle to be approved.

2.3. 数学モデルにおける質量分布は、認可対象車両に対応するものとする。数

2.3. the mass distribution in the mathematical model shall correspond to the vehicle to

学モデルで使用される慣性モーメントは、この質量分布を基に計算するものとす

be approved. Moments of inertia used in the mathematical model shall be calculated on

る。

the basis of this mass distribution.
3. Requirements for the algorithm and simulation program, and for computing

3. アルゴリズムおよびシミュレーションプログラムと計算機器の要件

equipmen

3.1. 転覆時の不安定平衡の車両の位置、および地面と最初に接触する位置を

3.1. The position of the vehicle in unstable equilibrium at point of rollover, and the

指定するものとする。シミュレーションプログラムは、不安定均衡の位置から開始

position at first contact with the ground shall be specified. The simulation program

してもよいが、遅くとも地面との最初の接触点では開始しなければならない。

may start at the unstable equilibrium position, but shall start, at the latest, at the point

3.2. 地面と最初に接触する時点での初期条件は、不安定均衡位置からの位置

of first contact with the ground.

エネルギーの変化を用いて定義するものとする。

3.2. The initial conditions at the point of first contact with the ground shall be defined

3.3. シミュレーションプログラムは、少なくとも変形が最大になる時点まで行うも

using the change of potential energy from the unstable equilibrium position.

のとする。

3.3. The simulation program shall run, at least, until the maximum deformation is

3.4. シミュレーションプログラムは、その結果が時間刻みの増分とは独立して、

reached.

安定的なソリューションを実現するものとする。

3.4. The simulation program shall produce a stable solution, in which the result is

3.5. シミュレーションプログラムは、時間刻みの増分のたびにエネルギー収支に
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independent of the incremental time step.

おけるエネルギー成分を計算することができるものとする。

3.5. The simulation program shall be able to calculate the energy components for the

3.6. 数学モデルを作成する過程で導入される非物理的エネルギー成分（例え

energy balance at every incremental time step.

ば、「アワーグラス」や内部減衰など）は、どの時点においても、総エネルギー量

3.6. Non-physical energy components introduced by the process of mathematical

の 5％を超えてはならない。

modelling (for example, "hourglass" and internal damping) shall not exceed 5 per cent

3.7. 地面との接点において使用する摩擦係数は物理的なテスト結果をもって検

of the total energy at any time.

証するか、または選択された摩擦係数より保守的な結果が得られることを計算で

3.7. The friction coefficient used at the ground contact shall be validated with

証明するものとする。

physical test results, or the calculation shall prove that the friction coefficient chosen

3.8. 車両の部品同士で物理的な接触が生じる一切の可能性を数学モデルで考

produces conservative results.

慮に入れるものとする。

3.8. All the possible physical contacts between parts of the vehicle shall be taken into
account in the mathematical model.

4. シミュレーションの評価

4. Evaluation of the simulation

4.1. シミュレーションプログラムに規定された要件が満たされた場合、内部構造

4.1. When the stated requirements for the simulation program are met, the simulation

の幾何学的特性の変化と、生存空間の幾何学的形状との比較についてのシミュ

of the changes in geometry of the interior structure and comparison with the

レーションを本規則の 5.1 項および 5.2 項に定めたとおり評価することができる。

geometrical shape of the residual space can be evaluated as defined in the paragraphs

4.2. 転覆のシミュレーションで生存空間が侵害されない場合に、認可が付与され

5.1. and 5.2. of this Regulation.

るものとする。

4.2. If the residual space is not infringed during the rollover simulation, the approval

4.3. 転覆のシミュレーションで生存空間が侵害される場合に、認可は拒否される

shall be granted.

ものとする。

4.3. If the residual space is infringed during the rollover simulation, the approval shall
be refused.

5. 書類

5. Documentation

5.1. シミュレーションに関する報告書には以下の情報を収録するものとする。

5.1. The report on the simulation shall contain the following information:

5.1.1. 本附則の 1 項に定めたすべてのデータおよび情報

5.1.1. all the data and information stated in paragraph 1. of this annex,

5.1.2. 上部構造の数学モデルを示す図面

5.1.2. a drawing showing the mathematical model of the superstructure,

5.1.3. 車両の不安定均衡位置および地面との最初の接触位置における角度、

5.1.3. a statement of the values of angle, velocity, and angular velocity at the unstable

速度および角速度の値の明細

equilibrium position of the vehicle and at the position of first contact with the ground,

5.1.4. 1ms ごとのすべてのエネルギー成分（動力エネルギー、慣性エネルギー、
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5.1.4. a table of the value of the total energy and the values of all its components

アワーグラスエネルギー）の値と総エネルギーの値の表。対象期間は、少なくと

(kinetic energy, internal energy, hourglass energy), at time increments of 1 ms

も、地面に最初に接触してから変形が最大になるまでの間とする。

covering, at least, the period from first contact with the ground until the maximum

5.1.5. 地面の推定摩擦係数

deformation is reached,

5.1.6. 本規則の 5.1.1 項および 5.1.2 項に定められた要件が満たされていること

5.1.5. the assumed ground friction coefficient,

を適当な方法で証明するプロット図またはデータ。この要件は、変形した構造の

5.1.6. plots or data which show in an appropriate way that the requirements specified

輪郭と生存空間の外周との間の距離を時間に対してプロットした図を提供するこ

in paragraphs 5.1.1. and 5.1.2. of this Regulation are met. This requirement can be

とによって満たすことができる。

satisfied by the provision of a plot, against time, of the distance between the inside

5.1.7. 本規則の 5.1.1 項および 5.1.2 項に定めた要件が満たされているか否かの

contour of the deformed structure and the periphery of the residual space,

記述

5.1.7. a statement of whether, or not, the requirements specified in paragraphs 5.1.1.

5.1.8. 車両の型式、上部構造、上部構造の数学モデルを明確に特定するために

and 5.1.2. of this Regulation have been met,

必要な一切のデータおよび情報、ならびに計算自体

5.1.8. all the data and information necessary for the clear identification of the vehicle

5.2. 報告書には、最大の変形が発生した時点での変形構造のプロット図も収録

type, its superstructure, the mathematical model of the superstructure, and the

することにより、上部構造および大規模な塑性変形の領域の概要を示すことが推

calculation itself.

奨される。

5.2. It is recommended that the report also contains plots of the deformed structure at

5.3. 技術機関の要請があれば、上記以外の情報も提供し、報告書に収録するも

the moment when maximum deformation occurs, giving an overview of the

のとする。

superstructure and regions of large plastic deformation.
5.3. At the request of the technical service, further information shall be provided and
included in the report.

