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0. INTRODUCTION

0. 緒言

The intention of the Regulation is to establish uniform provisions for the layout and performance of

本規則の目的は、路上で使用する車両に備え付けるかじ取装置のレイアウト及び性能

steering systems fitted to vehicles used on the road. Traditionally the major requirement has been that

に係る統一規定を定めることである。従来、主力ステアリングシステムには、車両の

the main steering system contains a positive mechanical link between the steering control, normally

進路を決定するため、通常、ステアリングホイールであるかじ取ハンドルと、ロード

the steering wheel, and the road wheels in order to determine the path of the vehicle.

ホイールとの間に、確実な機械的連結があることが重要な要件であった。また機械的

The mechanical link, if amply dimensioned, has been regarded as not being liable to failure.

連結は、十分設計されれば故障しにくいものとされてきた。

Advancing technology, coupled with the wish to improve occupant safety by elimination of the

技術進歩に加えて、機械式ステアリングコラムをなくすことにより乗員の安全性を向

mechanical steering column, and the production advantages associated with easier transfer of the

上したいという希望、並びに左ハンドル及び右ハンドル車両間のかじ取ハンドルの移

steering control between left and right hand drive vehicles, has led to a review of the traditional

動が容易になり生産の優位性が高まったことから、従来の方法の見直しに至った。新

approach and the Regulation is now amended to take account of the new technologies. Accordingly it

技術を考慮し、ここに本規則を改訂する。これにより、かじ取ハンドルとロードホイ

will now be possible to have steering systems in which there is not any positive mechanical

ールとの間に確実な機械的連結が全くないステアリングシステムを備え付けることが

connection between the steering control and the road wheels.

可能となる。

Systems whereby the driver remains in primary control of the vehicle but may be helped by the

運転者が車両の主制御を行ったままの状態で、車上で発信された信号の影響を受けな

steering system being influenced by signals initiated on-board the vehicle are defined as "Advanced

がらかじ取装置に支援されるシステムを、「高度運転者支援ステアリングシステム」

Driver Assistance Steering Systems". Such Systems can incorporate an "Automatically Commanded

と定義する。
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Steering Function", for example, using passive infrastructure features to assist the driver in keeping

当該システムは、「自動命令型かじ取機能」を内蔵することが可能であり、例えば、

the vehicle on an ideal path (Lane Guidance, Lane Keeping or Heading Control), to assist the driver

パッシブ型の基盤特性を用いて、車両が理想的な進路を維持するよう運転者を支援

in manoeuvring the vehicle at low speed in confined spaces or to assist the driver in coming to rest at

（レーン誘導、レーン維持又は進路制御）し、空間が限られる場合に車両を低速運転

a pre-defined point (Bus Stop Guidance). Advanced Driver Assistance Steering Systems can also

するよう運転者を支援し、又は事前に定めた位置に停止するよう運転者を支援（バス

incorporate a "Corrective Steering Function" that, for example, warns the driver of any deviation

ストップ誘導）することが可能となる。高度運転者支援ステアリングシステムはま

from the chosen lane (Lane Departure Warning), corrects the steering angle to prevent departure from

た、「補正かじ取機能」を内蔵することも可能であり、例えば、選択したレーンから

the chosen lane (Lane Departure Avoidance) or corrects the steering angle of one or more wheels to

の逸脱を運転者に警告（レーン逸脱警告）し、選択したレーンからの逸脱を防止する

improve the vehicle's dynamic behaviour or stability.

ためにかじ取角度を補正（レーン逸脱回避）し、又は車両の動的挙動若しくは安定性
を改善するため複数の車輪のかじ取角度の補正をすることができる。

In the case of any Advanced Driver Assistance Steering System, the driver can, at all times, choose to

いずれの高度運転者支援ステアリングシステムについても、運転者は常に、例えば道

override the assistance function by deliberate action, for example, to avoid an unforeseen object in

路上の予期しない物体を避けるなど、支援機能より優先して慎重な行動を選択するこ

the road.

とができる。

It is anticipated that future technology will also allow steering to be influenced or controlled by

また、将来の技術により、車両内外から生じるセンサー及び信号により、かじ取りに

sensors and signals generated either on or off-board the vehicle. This has led to several concerns

影響を与え、又はかじ取りを制御することが可能になることが期待されている。その

regarding responsibility for the primary control of the vehicle and the absence of any internationally

ため、車両の主制御に係る責任、並びに非車載若しくは車外のかじ取制御に関する国

agreed data transmission protocols with respect to off-board or external control of steering.

際的に合意されたデータ転送プロトコルがないことに、少なからず懸念が示されてい

Therefore, the Regulation does not permit the general approval of systems that incorporate functions

る。

by which the steering can be controlled by external signals, for example, transmitted from roadside

したがって本規則は、例えば道路脇の交通標識又は路面に埋め込まれた能動的物体か

beacons or active features embedded into the road surface. Such systems, which do not require the

ら伝達された外部信号によりかじ取制御が可能な機能を内蔵するシステムについて、

presence of a driver, have been defined as "Autonomous Steering Systems".

一般的認可を許可するものではない。運転者を必要としない当該システムは、「自律

This Regulation also prevents the approval of positive steering of trailers by means of electrical

ステアリングシステム」と定義されている。

control from the towing vehicle as there are currently no standards applicable to this application. It

本規則はまた、牽引車両からの電気制御を用いたトレーラーの積極的操舵に適用可

is expected that at some time in the future, ISO 11992 will be amended to include messages

能な基準が現在存在しないため、かかる積極的操舵の認可を防止する。ステアリン

associated with the transmission of steering control.

グコントロールのトランスミッションに関連するメッセージを含めるために、将来
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いずれかの時点でISO 11992が改訂されると思われる。

1. 適用範囲

1. SCOPE
1.1. This Regulation applies to the steering equipment of vehicles of categories M, N and O.
1/

1.1. 本規則は、車両区分M、N及びOの自動車のかじ取装置に適用する。1/

1/

As defined in Annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3)

1/

車両構造統合決議(R.E.3)の附則 7 の定義による(TRANS/SC.1/WP.29/78/Rev.1.)。

(TRANS/SC.1/WP.29/78/Rev.1).
1.2. This Regulation does not apply to:

1.2. 本規則は、以下のものには適用しない。

1.2.1. Steering equipment with a purely pneumatic transmission;

1.2.1. 純空気圧伝送方式のかじ取装置

1.2.2. Autonomous Steering Systems as defined in paragraph 2.3.3;

1.2.2.

2.3.3.項に定める自律ステアリングシステム

1.2.3. Steering systems exhibiting the functionality defined as Category B2, C, D or E in paragraphs

1.2.3.

2.3.4.1.3項、2.3.4.1.4項、2.3.4.1.5項または2.3.4.1.6項にそれぞれカテゴリー

2.3.4.1.3., 2.3.4.1.4., 2.3.4.1.5., or 2.3.4.1.6., respectively, until specific provisions would be

B2、C、DまたはEとして定める機能性を呈するステアリングシステム（本規則に特別

introduced in this Regulation."

規定が導入されるまでの期間）
。

2. DEFINITIONS

2. 定義

For the purposes of this Regulation:

本規則の意図するところでは、

2.1. "Approval of a vehicle" means the approval of a vehicle type with regard to its steering

2.1. 「車両の認可」とは、当該かじ取装置に関する車両型式の認可をいう。

equipment.
2.2. "Vehicle type" means a vehicle which does not differ with respect to the manufacturer's

2.2. 「車両型式」とは、メーカーが表示する車両型式に関して、および、の指定と差

designation of the vehicle type and in essential characteristics such as:

異がなく、かつ以下に掲げる本質的な特性を備える車両をいう。

2.2.1. type of steering equipment, steering control, steering transmission, steered wheels, and energy

2.2.1. かじ取装置、かじ取ハンドル、ステアリング伝達装置、ステアードホイール、

source.

及びエネルギーソースの型式。

2.3. "Steering equipment" means all the equipment the purpose of which is to determine the direction

2.3. 「かじ取装置」とは、車両が動く方向を決定するための全装置をいう。

of movement of the vehicle.
かじ取装置は以下のものから成る。

The steering equipment consists of:
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The steering control,

かじ取ハンドル

The steering transmission,

ステアリング伝達装置

The steered wheels,

ステアードホイール

The energy supply, if any.

（あれば）エネルギー供給装置

2.3.1. "Steering control" means the part of the steering equipment which controls its operation; it may

2.3.1. 「かじ取ハンドル」とは、運転者が直接操作するか否かに関わらず、その作動

be operated with or without direct intervention of the driver. For steering equipment in which the

を制御するかじ取装置の一部をいう。操舵力が、専ら又は部分的に運転者の肉体労働

steering forces are provided solely or partly by the muscular effort of the driver the steering control

によるものであるかじ取装置の場合、その操舵力が機械式、油圧式又は電気式方法に

includes all parts up to the point where the steering effort is transformed by mechanical, hydraulic or

より変換されるところまでのあらゆる部分を、かじ取ハンドルに含む。

electrical means;
2.3.2. "Steering transmission" means all components which form a functional link between the

2.3.2. 「ステアリング伝達装置」とは、かじ取ハンドルとロードホイール間の機能的

steering control and the road wheels.

連結を構成する全ての部品をいう。

The transmission is divided into two independent functions:

伝達装置は、制御伝達装置及びエネルギー伝達装置の2つの個別機能に分類される。

The control transmission and the energy transmission.

本規則において「伝達装置」という用語が単独で使われる場合は、制御伝達装置及び

Where the term "transmission" is used alone in this Regulation, it means both the control

エネルギー伝達装置の両方を意味する。両者は、信号又はエネルギーが伝えられる手

transmission and the energy transmission. A distinction is drawn between mechanical, electrical and

段に応じて、機械式、電気式及び油圧式伝達装置に分類される。

hydraulic transmission systems or combinations thereof, according to the means by which the signals
and/or energy is transmitted.
2.3.2.1. "Control transmission" means all components by means of which signals are transmitted for

2.3.2.1. 「制御伝達装置」とは、かじ取装置を制御するための信号の伝達手段となる

control of the steering equipment.

全ての構成部品をいう。

2.3.2.2. "Energy transmission" means all components by means of which the energy required for

2.3.2.2. 「エネルギー伝達装置」とは、ホイールのかじ取機能の制御又は調整に要す

control/Regulation of the steering function of the wheels is transmitted.

るエネルギー伝達手段となる全ての構成部品をいう。

2.3.3. "Autonomous Steering System" means a system that incorporates a function within a complex

2.3.3. 「自律ステアリングシステム」とは、車外から発信され伝達された信号に反応

electronic control system that causes the vehicle to follow a defined path or to alter its path in

して車両が定められた進路に従う、又は車両の進路を変更することができる機能を、

response to signals initiated and transmitted from off-board the vehicle. The driver will not

複合電子制御システム内に内蔵したシステムをいう。運転者は必ずしも車両の主制御
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necessarily be in primary control of the vehicle.

を行わない。

2.3.4. "Advanced Driver Assistance Steering System" means a system, additional to the main steering

2.3.4. 「高度運転者支援ステアリングシステム」とは、主力ステアリングシステムに

system, that provides assistance to the driver in steering the vehicle but in which the driver remains at

加え、運転者の車両のかじ取りの支援を行うシステムをいう。当該システムでは、運

all times in primary control of the vehicle. It comprises one or both of the following functions:

転者は引き続き、常に車両の主制御を行う。当該システムは、以下に示す一方又は両
方の機能から成る。

2.3.4.1.

2.3.4.1.

"Automatically commanded steering function (ACSF)" means the function within an electronic control

自動命令型操舵機能（ACSF）」とは、電子制御システム内部の機能であり、車両上で

system where actuation of the steering system can result from automatic evaluation of signals initiated

起動された信号の自動評価に基づき、おそらくは受動的インフラ機能と連動して、運

on-board the vehicle, possibly in conjunction with passive infrastructure features, to generate control

転者を支援するために制御動作を発生させる目的でステアリングシステムの作動を引

action in order to assist the driver.

き起こすことが可能である機能を指す。

2.3.4.1.1.

2.3.4.1.1.

"ACSF of Category A" means, a function that operates at a speed no greater than 10 km/h to assist the

「カテゴリーA の ACSF」とは、低速時または駐車操作中に、要求に応じ、運転者を支

driver, on demand, in low speed or parking manoeuvering.

援するために 10 km/h 以下の速度で作動する機能を指す。

2.3.4.1.2.

2.3.4.1.2.

"ACSF of Category B1" means a function which assists the driver in keeping the vehicle within the

「カテゴリーB1 の ACSF」とは、車両の側方移動に影響を及ぼすことにより、車両を

chosen lane, by influencing the lateral movement of the vehicle.

選択車線内に維持するように運転者を支援する機能を指す。

2.3.4.1.3.

2.3.4.1.3.

"ACSF of Category B2" means a function which is initiated/activated by the driver and which keeps

「カテゴリーB2 の ACSF」とは、運転者によって開始／作動され、車両の側方移動に

the vehicle within its lane by influencing the lateral movement of the vehicle for extended periods

影響を及ぼすことにより、長時間、さらなる運転者の指示／確認なしに車両を自車線

without further driver command/confirmation

内に維持する機能を指す。
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2.3.4.1.4.

2.3.4.1.4.

"ACSF of Category C" means, a function which is initiated/activated by the driver and which can

「カテゴリーC の ACSF」とは、運転者によって開始／作動され、運転者によって指示

perform a single lateral manoeuver (e.g. lane change) when commanded by the driver.

されたときに 1 回の側方操作（たとえば車線変更）を実行することができる機能を指
す。

2.3.4.1.5.
"ACSF of Category D" means, a function which is initiated/activated by the driver and which can

2.3.4.1.5.

indicate the possibility of a single lateral manoeuvre (e.g. lane change) but performs that function only

「カテゴリーD の ACSF」とは、運転者によって開始／作動され、1 回の側方操作（た

following a confirmation by the driver.

とえば車線変更）の可能性を指示することができるが、運転者による確認後にのみ、
その操作を実行する機能を指す。

2.3.4.1.6.
"ACSF of Category E" means, a function which is initiated/activated by the driver and which can

2.3.4.1.6.

continuously determine the possibility of a manoeuvre (e.g. lane change) and complete these

「カテゴリーEのACSF」とは、運転者によって開始／作動され、ある操作（たとえば

manoeuvers for extended periods without further driver command/confirmation."

車線変更）の可能性を連続的に判断し、長時間、さらなる運転者の指示／確認なしに
当該操作を実施することができる機能を指す。
」

2.3.4.2.

2.3.4.2.

"Corrective steering function (CSF)" means the control function within a electronic control system

「補正操舵機能（CSF）
」とは、電子制御システム内部の制御機能であり、限られた継

whereby, for a limited duration, changes to the steering angle of one or more wheels may result from

続時間において、車両上で起動された信号の自動評価に基づき、以下を目的として 1

the automatic evaluation of signals initiated on-board the vehicle, in order:

つまたは複数のホイールのステアリングアングルに変化を起こしうる機能を指す：

(a)

To compensate a sudden, unexpected change in the side force of the vehicle, or;

(a) 車両の横力に生じた突然の予期せぬ変化を補償すること、または、

(b)

To improve the vehicle stability (e.g. side wind, differing adhesion road conditions "mu -split"),

(b)

させること、または、

or;
(c)

車両安定性（たとえば横風、粘着力が異なる路面状況「μ スプリット」
）を向上

(c) 車線逸脱を是正すること。
（たとえば車線マークの踏み越え、道路からの離脱を

To correct lane departure. (e.g. to avoid crossing lane markings, leaving the road)."

回避することを目的とする。
）
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2.3.5. "Steered wheels" means the wheels, the alignment of which may be altered directly or

2.3.5. 「ステアードホイール」とは、車両の運動方向を決定するため、車両の前後方

indirectly in relation to the longitudinal axis of the vehicle in order to determine the direction of

向軸に関連して直接又は間接的に配置を調整可能なホイールをいう。（ステアードホ

movement of the vehicle. (The steered wheels include the axis around which they are rotated in order

イールには、車両の運動方向を決定するための回転軸も含む）。

to determine the direction of movement of the vehicle);
2.3.6. "Energy supply" includes those parts of the steering equipment which provide it with energy,

2.3.6. 「エネルギー供給装置」とは、エネルギーを供給し、制御し、さらに該当する

regulate that energy and where appropriate, process and store it. It also includes any storage

場合には処理し、貯蔵するかじ取装置の一部を含む。また、作動媒体及び循環ライン

reservoirs for the operating medium and the return lines, but not the vehicle's engine (except for the

のための貯蔵リザーバも含むが、車両の原動機（5.3.2.1項の目的を除く）又はエネル

purpose of paragraph 5.3.2.1.) or its drive to the energy source.

ギーソースに対する駆動装置は含まない。

2.3.6.1. "Energy source" means the part of the energy supply, which provides the energy in the

2.3.6.1. 「エネルギーソース」とは、必要な形式でエネルギーを供給するエネルギー

required form.

供給装置の一部をいう。

2.3.6.2. "Energy reservoir" means that part of the energy supply in which the energy provided by the

2.3.6.2. 「エネルギーリザーバ」とは、エネルギーソースから供給されたエネルギー

energy source is stored, for example, a pressurised fluid reservoir or vehicle battery.

を貯えておくエネルギー供給装置の一部であって、例えば加圧リザーバ・タンクや車
両の蓄電池をいう。

2.3.6.3. "Storage reservoir" means that part of the energy supply in which the operating medium is

2.3.6.3. 「貯蔵リザーバ」とは、作動媒体を大気圧又はそれに近い圧力で貯蔵するエ

stored at or near to the atmospheric pressure, for example a fluid reservoir.

ネルギー供給装置の一部であって、例えばリザーバ・タンクをいう。

2.4. Steering parameters

2.4. ステアリングパラメーター

2.4.1. "Steering control effort" means the force applied to the steering control in order to steer the

2.4.1. 「かじ取ハンドル力」とは、車両のかじ取りを行うためにかじ取ハンドルに加

vehicle.

えられる力をいう。

2.4.2. "Steering time" means the period of time from the beginning of the movement of the steering

2.4.2. 「かじ取時間」とは、かじ取ハンドルが動き始めた時点から、ステアードホイ

control to the moment at which the steered wheels have reached a specific steering angle.

ールが特定のかじ取角度に達する時点までの時間をいう。

2.4.3. "Steering angle" means the angle between the projection of a longitudinal axis of the vehicle

2.4.3. 「かじ取角度」とは、車両の前後方向軸の投影と、ホイール面（ホイールが軸

and the line of intersection of the wheel plane (being the central plane of the wheel, normal to the

の周りを回転する垂直なホイールの中央面）と路面の交差線とが成す角度をいう。

axis around which it rotates) and the road surface.
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2.4.4. "Steering forces" mean all the forces operating in the steering transmission.

2.4.4. 「操舵力」とは、ステアリング伝達装置において作用するあらゆる力をいう。

2.4.5. "Mean steering ratio" means the ratio of the angular displacement of the steering control to the

2.4.5. 「平均操舵率」とは、ステアードホイールの完全なロック・ツー・ロック回転

mean of the swept steering angle of the steered wheels for a full lock-to-lock turn;

の移動かじ取角度の平均に対する、かじ取ハンドルの角変位の比率をいう。

2.4.6. "Turning circle" means the circle within which are located the projections onto the ground

2.4.6. 「回転円」とは、車両が旋回走行する際、間接視界用外部装置と前部方向指示

plane of all the points of the vehicle, excluding the external devices for indirect vision and the front

器を除き、車両のあらゆる箇所の地面上への投影像がその内部に収まる円を指す。

direction indicators, when the vehicle is driven in a circle;
2.4.7. "Nominal radius of steering control" means in the case of a steering wheel the shortest

2.4.7. 「かじ取ハンドルの公称半径」とは、ステアリングホイールの場合、その回転

dimension from its centre of rotation to the outer edge of the rim. In the case of any other form of

の中心から車枠の外端までの最短寸法をいう。その他の制御方式の場合は、その回転

control it means the distance between its centre of rotation and the point at which the steering effort

の中心と、操舵力が加えられる箇所を結んだ長さをいう。当該箇所が複数ある場合、

is applied. If more than one such point is provided, the one requiring the greatest effort shall be used.

最大の力を必要とする箇所を用いるものとする。

2.4.8. "Remote Controlled Parking (RCP)" means an ACSF of category A, actuated by the driver,
providing parking or low speed maneuvering. The actuation is made by remote control in close
proximity to the vehicle.
2.4.9. "Specified maximum RCP operating range (SRCPmax)" means the maximum distance between
the nearest point of the motor vehicle and the remote control device up to which ACSF is designed to
operate.
2.4.10. "Specified maximum speed Vsmax " means the maximum speed up to which an ACSF is
designed to operate.
2.4.11. "Specified minimum speed Vsmin" means the minimum speed down to which an ACSF is
designed to operate.
2.4.12. "Specified maximum lateral acceleration aysmax" means the maximum lateral acceleration up

2.4.8. 「遠隔操作駐車（RCP）
」とは、運転者によって作動され、駐車または低速運転
を可能にする、カテゴリーA の ACSF を指す。その作動は、車両の直近位置で遠隔操
作によって行われる。
2.4.9. 「規定最大 RCP 作動範囲（SRCPmax）」とは、自動車の最近点から遠隔操作装
置までの、ACSF が作動するように設計された最大距離を指す。
2.4.10.
「規定最大速度 Vsmax」とは、ACSF が作動するように設計された最大速度を指す。
2.4.11.
「規定最小速度 Vsmin」とは、ACSF が作動するように設計された最小速度を指す。
2.4.12.
「規定最大横加速度 aysmax」とは、ACSF が作動するように設計された最大横加速度
を指す。

to which an ACSF is designed to operate."

2.5. かじ取装置の種類

2.5. Types of steering equipment
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Depending on the way the steering forces are produced, the following types of equipment are

操舵力が生じる方法に応じて、装置の種類は以下の通り分類される。

distinguished:
2.5.1. For motor vehicles:

2.5.1. 自動車の場合

2.5.1.1. "Main steering system" means the steering equipment of a vehicle which is mainly

2.5.1.1. 「主力ステアリングシステム」とは、走行方向を決定する主な役割を担う車

responsible for determining the direction of travel. It may comprise:

両のかじ取装置をいい、以下から構成される。

2.5.1.1.1. "Manual steering equipment" in which the steering forces result solely from the muscular

2.5.1.1.1. 操舵力が専ら運転者の肉体労働により生じる「手動かじ取装置」。

effort of the driver.
2.5.1.1.2. "Power assisted steering equipment" in which the steering forces result from both the

2.5.1.1.2. 操舵力が運転者の肉体労働とエネルギー供給装置（複数を含む）の両方に

muscular effort of the driver and the energy supply (supplies).

より生じる「原動機付きかじ取装置」。

2.5.1.1.2.1. Steering equipment in which the steering forces result solely from one or more energy

2.5.1.1.2.1. 装置に損傷がない場合には1つ又は複数のエネルギー供給装置のみにより

supplies when the equipment is intact, but in which the steering forces can be provided by the

操舵力が生じるが、かじ取装置（集積パワーシステム）に欠陥がある場合には運転者

muscular effort of the driver alone if there is a fault in the steering (integrated power systems), is also

の肉体労働のみでも操舵力を生じることができるようなかじ取装置も、原動機付きか

considered to be power assisted steering equipment;

じ取装置とみなされる。

2.5.1.1.3. "Full-power steering equipment" in which the steering forces are provided solely by one or

2.5.1.1.3. 操舵力が専ら1つ又は複数のエネルギー供給装置により生じる「フル出力か

more energy supplies;

じ取装置」。

2.5.1.2. "Self-tracking steering equipment" means a system designed to create a change of steering

2.5.1.2. 「セルフトラッキングかじ取装置」とは、路面に接触するタイヤにかかる力

angle on one or more wheels only when acted upon by forces and/or moments applied through the

又はモーメントにより作用される場合に限り、1つ又は複数のホイールのかじ取角度

tyre to road contact.

を変化させるように設計されたシステムをいう。

2.5.1.3. "Auxiliary steering equipment (ASE)" means a system in which the wheels on axle(s) of

2.5.1.3. 「補助かじ取装置（ASE）」とは、主力かじ取装置に加え、車両の挙動に応

vehicles of categories M and N are steered in addition to the wheels of the main steering equipment

じて、主力かじ取装置のホイール又は前部若しくは後部ホイールのかじ取角度と同一

in the same or opposite direction to those of the main steering equipment and/or the steering angle of

又は反対の方向に、車両区分M及びNの車両の車軸のホイールをかじ取りするシステ

the front and/or the rear wheels may be adjusted relative to vehicle behaviour.

ムをいう。

2.5.2. For trailers:

2.5.2. 被牽引自動車の場合

2.5.2.1. "Self-tracking steering equipment" means a system designed to create a change of steering

2.5.2.1. 「セルフトラッキングかじ取装置」とは、路面に接触するタイヤにかかる力
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angle on one or more wheels only when acted upon by forces and/or moments applied through the

又はモーメントにより作用される場合に限り、1つ又は複数のホイールのかじ取角度

tyre to road contact.

を変化させるように設計されたシステムをいう。

2.5.2.2. "Articulated steering" means equipment in which the steering forces are produced by a

2.5.2.2. 「連接かじ取装置」とは、ステアリング操舵力が牽引車両の方向転換により

change in direction of the towing vehicle and in which the movement of the steered trailer wheels

生じ、さらにトレーラーのステアードホイールの動きが牽引車両の縦軸とトレーラー

is linked to the relative angle between the longitudinal axis of the towing vehicle and that of the

の縦軸の間の相対角度に関連する装置を指す。

trailer;
2.5.2.3. "Self-steering" means equipment in which the steering forces are produced by a change in

2.5.2.3. 「自動かじ取装置」とは、操舵力が牽引車両の方向転換により生じ、さらに

direction of the towing vehicle and in which the movement of the steered trailer wheels is firmly

被牽引自動車のステアードホイールの動きが被牽引自動車若しくはそれに代わる積み

linked to the relative angle between the longitudinal axis of the trailer frame or a load replacing it and

荷の前後方向軸と、車軸が取り付けられるサブフレームの前後方向軸の間の相対角度

the longitudinal axis of the sub-frame to which the axle(s) is (are) attached;

に厳密に関連する装置をいう。

2.5.2.4. "Additional steering equipment" means a system, independent of the main steering system,

2.5.2.4. 「追加かじ取装置」とは、主力ステアリングシステムとは独立したシステム

by which the steering angle of one or more axle(s) of the steering system can be influenced

であり、ステアリングシステムの1つ又は複数の車軸のかじ取角度が、操縦のために

selectively for manoeuvring purposes.

選択的に影響を受ける場合があるシステムをいう。

2.5.2.5.

2.5.2.5.

"Full-power steering equipment" means equipment in which the steering forces are

「フルパワーステアリング装置」とは、ステアリング操舵力が1つ以上のエ

provided solely by one or more energy supplies;

ネルギーサプライによってのみ提供される装置を指す。

2.5.3. Depending on the arrangement of the steered wheels, the following types of steering equipment

2.5.3. ステアードホイールの配列に応じて、かじ取装置の種類は以下の通り分類され

are distinguished:

る。

2.5.3.1. "Front-wheel steering equipment" in which only the wheels of the front axle(s) are steered.

2.5.3.1. 前軸のホイールのみをかじ取りする「前部ホイールかじ取装置」。この場

This includes all wheels which are steered in the same direction.

合、全てのホイールが同一の方向にかじ取りされる場合がある。

2.5.3.2. "Rear-wheel steering equipment" in which only the wheels of the rear axle(s) are steered.

2.5.3.2. 後軸のホイールのみをかじ取りする「後部ホイールかじ取装置」。この場

This includes all wheels which are steered in the same direction.

合、全てのホイールが同一の方向にかじ取りされる場合がある。

2.5.3.3. "Multi-wheel steering equipment" in which the wheels of one or more of each of the front

2.5.3.3. 1つ若しくは複数の各前軸又は後軸のホイールをかじ取りする「複数ホイール

and the rear axle(s) are steered;

かじ取装置」。

2.5.3.3.1. "All-wheel steering equipment" in which all the wheels are steered;

2.5.3.3.1. 全てのホイールをかじ取りする「全ホイールかじ取装置」。
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2.5.3.3.2. "Buckle steering equipment" in which the movement of chassis parts relative to each other

2.5.3.3.2. 車台部分の動きが操舵力により直接生み出される「バックルかじ取装

is directly produced by the steering forces.

置」。

2.6. Types of steering transmission

2.6. ステアリング伝達装置の種類

Depending on the way the steering forces are transmitted, the following types of steering transmission

操舵力の伝わり方に応じて、ステアリング伝達装置は以下の通り分類される。

are distinguished:
2.6.1. "Purely mechanical steering transmission" means a steering transmission in which the steering

2.6.1. 「純機械式ステアリング伝達装置」とは、操舵力が完全に機械的手段で伝達さ

forces are transmitted entirely by mechanical means.

れるステアリング伝達装置をいう。

2.6.2. "Purely hydraulic steering transmission" means a steering transmission in which the steering

2.6.2. 「純油圧式ステアリング伝達装置」とは、操舵力が伝達装置のどこかで油圧式

forces, somewhere in the transmission, are transmitted only by hydraulic means.

手段のみで伝達されるステアリング伝達装置をいう。

2.6.3. "Purely electric steering transmission" means a steering transmission in which the steering

2.6.3. 「純電気式ステアリング伝達装置」とは、操舵力が伝達装置のどこかで電気式

forces, somewhere in the transmission, are transmitted only through electric means.

手段のみで伝達されるステアリング伝達装置をいう。

2.6.4. "Hybrid steering transmission" means a steering transmission in which part of the steering

2.6.4. 「混合型ステアリング伝達装置」とは、操舵力の一部が上記手段の1つで、残

forces is transmitted through one and the other part through another of the above mentioned means.

りが別の手段で伝達されるステアリング伝達装置をいう。 ただし、伝達装置の機械

However, in the case where any mechanical part of the transmission is designed only to give position

部品が位置フィードバックのみを提供するよう設計され、操舵力の全部を伝達するに

feedback and is too weak to transmit the total sum of the steering forces, this system shall be

は不十分である場合には、本システムは、純油圧式又は純電気式ステアリング伝達装

considered to be purely hydraulic or purely electric steering transmission.

置とみなすものとする。

2.7. "Electric control line" means the electrical connection which provides the steering control

2.7. 「電気制御ライン」とは、被牽引自動車にかじ取制御機能をもたらす電気的接続

function to the trailer. It comprises the electrical wiring and connector and includes the parts for data

をいう。これは電気配線及びコネクタで構成され、被牽引自動車の制御伝達装置のた

communication and the electrical energy supply for the trailer control transmission.

めのデータのやり取りに係る部分及び電気エネルギー供給装置を含む。

3. APPLICATION FOR APPROVAL

3. 認可申請

3.1. The application for approval of a vehicle type with regard to the steering equipment shall be

3.1. かじ取装置に係る車両型式の認可申請は、車両メーカー、または又はその正規の

submitted by the vehicle manufacturer or by his duly accredited representative.

委任代理人が行うものとする。

3.2. It shall be accompanied by the undermentioned documents in triplicate, and by the following

3.2. 申請書には、以下に掲げる項目の詳細を記載した書面を3部添付しなければなら
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particulars:

ない。

3.2.1. a description of the vehicle type with regard to the items mentioned in paragraph 2.2.; the

3.2.1. 2.2項に記載した項目に係る車両型式の説明。車両型式を明記すること。

vehicle type shall be specified;
3.2.2. a brief description of the steering equipment with a diagram of the steering equipment as a

3.2.2. かじ取装置全体の略図を伴うかじ取装置の概要説明。かじ取りに影響を与える

whole, showing the position on the vehicle of the various devices influencing the steering.

各種装置の車両上の位置を示す。

3.2.3. in the case of full power steering systems and systems to which Annex 6 of this Regulation

3.2.3. フル出力ステアリングシステム及び本規則の附則6が適用されるシステムの場

applies, an overview of the system indicating the philosophy of the system and the fail-safe

合、車両の安全走行を保証するために必要となる、システムの基本概念及びフェイル

procedures, redundancies and warning systems necessary to ensure safe operation in the vehicle.

セーフの手順を示すシステム概要、冗長性並びに警告システム。

The necessary technical files relating to such systems shall be made available for discussion with the

当該システムに関して、型式認可を行った行政官庁又は技術機関の審議に必要な技術

type approval authority and/or technical service. Such files will be discussed on a confidential basis.

ファイルを提出しなければならない。当該ファイルの審議にあたっては、部外秘を原
則とする。

3.3. A vehicle representative of the vehicle type to be approved shall be submitted to the technical

3.3. 認可を受けるべき車両型式を代表する車両1台を、認可試験実施を担当する技術

service responsible for conducting approval tests.

機関に提出しなければならない。

4. APPROVAL

4. 認可

4.1. If the vehicle submitted for approval pursuant to this Regulation meets all relevant requirements

4.1. 本規則に従って認可のために提出される車両が、本規則の全ての該当する要件に

given in this Regulation, approval of that vehicle type with regard to the steering equipment shall be

適合した場合、かじ取装置に係る当該車両型式の認可を付与するものとする。

granted.
4.1.1. The type approval authority shall verify the existence of satisfactory arrangements for ensuring

4.1.1. 型式認可を行う行政官庁は、型式認可を付与する前に、本規則7.に定める生産

effective control of the conformity of production as given in paragraph 7. of this Regulation, before

の適合性の有効な管理を保証するための十分な体制が整っていることを確認するもの

type approval is granted.

とする。

4.2. An approval number shall be assigned to each type approved. Its first two digits (at present 01)

4.2. 認可番号は、認可された各型式毎に割り当てるものとする。認可番号の最初の2

shall indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments

桁（現在は「01」）は、本規則に加えられた主要な技術的修正に関して、認可時点に

made to the Regulation at the time of issue of the approval. The same Contracting Party shall not

おける最新の改訂版を示すものとする。同じ締約国は、別の車両型式、又は同じ車両
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assign this number to another vehicle type or to the same vehicle type submitted with different

型式でも3項で要求された書類に記載されたものとは異なるかじ取装置を備えるもの

steering equipment from that described in the documents required by paragraph 3.

として提出された車両型式には、この番号を割り当ててはならない。

4.3. Notice of approval or of extension or refusal of approval of a vehicle type pursuant to this

4.3. 本規則による車両型式の認可、認可の拡大又は認可の拒否は、本規則附則1のひ

Regulation shall be communicated to the Parties to the 1958 Agreement which apply this Regulation,

な形に準拠する書式により、本規則を採用する1958年協定締約国に対して通知される

by means of a form conforming to the model in Annex 1 to this Regulation.

ものとする。

4.4. There shall be affixed, conspicuously and in a readily accessible place specified on the approval

4.4. 本規則に基づく認可を受けた車両型式に適合する全ての車両には、容易に視認で

form, to every vehicle conforming to a vehicle type approved under this Regulation, an international

きる位置として認可証類に記載された場所に、下記から成る国際認可マークを表示す

approval mark consisting of:

るものとする。

4.4.1. a circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of the country which

4.4.1. 文字「E」及びその後に認可した国の識別番号を記載し、その全体を円で囲

has granted approval;
2/

む。2/

2/

1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for

2/ 1

ドイツ、2 フランス、3 イタリア、4 オランダ、5 スウェーデン、6 ベルギー、

Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Serbia and Montenegro, 11 for the United

7 ハンガリー、8 チェコ共和国、9 スペイン、10 セルビア・モンテネグロ、11 英

Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for Norway, 17 for

国、12 オーストリア、13 ルクセンブルグ、14 スイス、15（欠番）、16 ノルウェ

Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for Poland, 21 for Portugal, 22 for the Russian

ー、17 フィンランド、18 デンマーク、19 ルーマニア、20 ポーランド、21 ポルト

Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 28 for

ガル、22 ロシア連邦、23 ギリシャ、24 アイルランド、25 クロアチア、26 スロベ

Belarus, 29 for Estonia, 30 (vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32 for Latvia, 33 (vacant), 34

ニア、27 スロバキア、28 ベラルーシ、29 エストニア、30（欠番）、31 ボスニア・

for Bulgaria, 35 (vacant), 36 for Lithuania, 37 for Turkey, 38 (vacant), 39 for Azerbaijan, 40 for The

ヘルツェゴビナ、32 ラトビア、33（欠番）、34 ブルガリア、35（欠番）、36 リト

former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for the European Community (Approvals

アニア、37 トルコ、38（欠番）、39 アゼルバイジャン、40 マケドニア旧ユーゴス

are granted by its Member States using their respective ECE symbol), 43 for Japan, 44 (vacant), 45

ラビア共和国、41（欠番）、42 欧州共同体（認可は共同体加盟国によりそれぞれの

for Australia, 46 for Ukraine, 47 for South Africa, 48 for New Zealand, 49 for Cyprus, 50 for Malta

ECE記号を使って付与される）、43 日本、44（欠番）、45 オーストラリア、46 ウ

and 51 for the Republic of Korea. Subsequent numbers shall be assigned to other countries in the

クライナ、47 南アフリカ、48 ニュージーランド、49 キプロス、50 マルタ、51 大

chronological order in which they ratify or accede to the Agreement Concerning the Adoption of

韓民国。後続番号は、他国が「車輪並びに車両への取付け又は車両における使用が可

Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted

能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて

and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals

行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」を批准した年代順に割り当て
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Granted on the Basis of these Prescriptions, and the numbers thus assigned shall be communicated by

る。割り当てられた番号は、国連事務総長が本協定の締約国に通知するものとする。

the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties to the Agreement.
4.4.2. the number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash and the approval number to

4.4.2. 上記4.4.1項に規定する円の右側に本規則の番号、それに続けて「R」、「-」及

the right of the circle prescribed in paragraph 4.4.1.

び認可番号を記載する。

4.5. If the vehicle conforms to a vehicle type approved, under one or more other Regulations annexed

4.5. 本規則に基づく認可を行った国において、当該認可を受けた車両型式に適合する

to the Agreement, in the country which has granted approval under this Regulation, the symbol

自動車が１つ又は複数の他の規則に基づき認可された車両型式についても適合する場

prescribed in paragraph 4.4.1. need not be repeated; in such a case the Regulation and approval

合には、4.4.1項に規定する記号を複数表示する必要はない。この場合において、本規

numbers and the additional symbols of all the Regulations under which approval has been granted in

則に基づく認可を付与した国において認可された他の規則に係る追加の番号及び記号

the country which has granted approval under this Regulation shall be placed in vertical columns to

は、4.4.1項に規定する記号の右側に縦列に配置するものとする。

the right of the symbol prescribed in paragraph 4.4.1.
4.6. 認可マークは、はっきりと読みとることができ、かつ、消えないものでなければ

4.6. The approval mark shall be clearly legible and shall be indelible.

ならない。

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

4.7. 認可マークは、メーカーが貼付する自動車の特性等を表示したプレート上又は当

manufacturer.

該プレート付近に表示するものとする。

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

4.8. 認可マークの配置例を本規則の附則2に示す。

5. CONSTRUCTION PROVISIONS

5. 構造規定

5.1. General provisions

5.1. 一般規定

5.1.1. The steering system shall ensure easy and safe handling of the vehicle up to its maximum

5.1.1. ステアリングシステムは、車両の最高設計速度まで、また被牽引自動車の場合

design speed or in case of a trailer up to its technically permitted maximum speed. There must be a

は技術的に許容された最高速度まで、容易かつ安全に操縦できるようにするものとす

tendency to self-centre when tested in accordance with paragraph 6.2. with the intact steering

る。正常なかじ取装置を使って6.2項に従い試験を行った場合には、自動調心する傾

equipment. The vehicle shall meet the requirements of paragraph 6.2. in the case of motor vehicles

向がなければならない。車両は、自動車の場合は6.2項の要件に、被牽引自動車の場

and of paragraph 6.3. in the case of trailers. If a vehicle is fitted with an auxiliary steering system, it

合は6.3項の要件に適合するものとする。車両が補助ステアリングシステムを装備し

shall also meet the requirements of Annex 4. Trailers equipped with hydraulic steering transmissions

ている場合には、附則4の要件も満たすものとする。油圧式ステアリング伝達装置を
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shall comply also with Annex 5.

備えた被牽引自動車は、附則5も遵守するものとする。

5.1.2. It must be possible to travel along a straight section of road without unusual steering correction

5.1.2. 運転者は、異常なかじ取りの補正をせずに、車両の最高設計速度でステアリン

by the driver and without unusual vibration in the steering system at the maximum design speed of

グシステムに異常な振動を引き起こすことなく、道路の直線区間を真っ直ぐに走行で

the vehicle.

きなければならない。

5.1.3. The direction of operation of the steering control shall correspond to the intended change of

5.1.3. かじ取ハンドルの作動方向は、車両の意図した方向変換に対応するものとし、

direction of the vehicle and there shall be a continuous relationship between the steering control

ステアリングコントロールの振れとステアリングアングルとの間に連続的な関係性が

deflection and the steering angle. These requirements do not apply to systems that incorporate an

あるものとする。これらの要件は、自動命令型操舵機能もしくは補正操舵機能を組み

automatically commanded or corrective steering function, or to auxiliary steering equipment.

込んでいるシステム、または補助ステアリング装置には適用しない。

These requirements may also not necessarily apply in the case of full power steering when the vehicle is

これらの要件は、車両が静止状態の場合、最高速度 15 km/h までの速度における低速

stationary, during low speed manoeuvres at speeds up to a maximum speed of 15km/h and when the

操縦中、およびシステムが通電していない場合には、フルパワーステアリングには必

system is not energised.

ずしも適用しなくてもよい。

5.1.4. The steering equipment shall be designed, constructed and fitted in such a way that it is capable

5.1.4. かじ取装置は、車両又は連結車両が通常作動している間に生じる負荷に耐え得

of withstanding the stresses arising during normal operation of the vehicle, or combination of

るよう設計・製作・装備されるものとする。特にその為に設計された場合を除き、最

vehicles. The maximum steering angle shall not be limited by any part of the steering transmission

大かじ取角度は、ステアリング伝達装置のいずれの部分からも制限を受けてはならな

unless specifically designed for this purpose. Unless otherwise specified, it will be assumed that for

い。別に定めがある場合を除き、本規則の意図するところでは、かじ取装置に1度に

the purpose of this Regulation, not more than one failure can occur in the steering equipment at any

複数の故障が生じることはなく、また、1台の台車上に車軸が2つある場合は1つの車

one time and two axles on one bogie shall be considered as one axle.

軸とみなすものとする。

5.1.5. The effectiveness of the steering equipment, including the electrical control lines, shall not be

5.1.5. 電気制御ラインを含むステアリング装置の効力が、磁界または電界により悪い

adversely affected by magnetic or electric fields. This shall be demonstrated by fulfilling the

影響を受けないものとする。これは、以下を適用することにより規則No. 10の技術要

technical requirements and respecting the transitional provisions of Regulation No. 10 by applying:

件を満たし、過渡規定を遵守することによって証明するものとする：

(a)

(a)

The 03 series of amendments for vehicles without a coupling system for charging the

充電式電気エネルギー貯蔵システム（駆動用バッテリー）を充電するためのカ

Rechargeable Electric Energy Storage System (traction batteries);

ップリングシステムを装備していない車両については03改訂シリーズ

(b)

(b)

The 04 series of amendments for vehicles with a coupling system for charging the Rechargeable

充電式電気エネルギー貯蔵システム（駆動用バッテリー）を充電するためのカ

ップリングシステムを装備している車両については04改訂シリーズ

Electric Energy Storage System (traction batteries).
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5.1.6. Advanced driver assistance steering systems shall only be approved in accordance with this

5.1.6. 高度運転者支援ステアリングシステムは、当該機能が基本的なステアリングシ

Regulation where the function does not cause any deterioration in the performance of the basic

ステムの性能に一切悪影響を与えない場合に限り、本規則に従って認可されるものと

steering system. In addition they shall be designed such that the driver may, at any time and by

する。また、運転者が、随時意図的に、当該機能より慎重な行動を優先することがで

deliberate action, override the function."

きるようそれらを設計しなければならない。

5.1.6.1.

5.1.6.1. CSF システムは、附則 6 の要件の適用を受けるものとする。
5.1.6.1.1. あらゆる CSF 介入は、少なくとも 1 秒間またはその補正終了までのいずれ
か長い時間表示される光学信号により、運転者に対してただちに知らされるものとす
る。
5.1.6.1.2. 車線マークの存在および位置または車線の境界に関する評価に基づく CSF
介入の場合には、これに加えて以下を適用するものとする：

A CSF system shall be subject to the requirements of Annex 6.

5.1.6.1.1.

Every CSF intervention shall immediately be indicated to the driver by an optical signal

which is displayed for at least 1s or as long as the compensation exists, whichever is longer.
5.1.6.1.2.

In the case of a CSF intervention which is based on the evaluation of the presence and

location of lane markings or boundaries of the lane the following shall apply additionally:
5.1.6.1.2.1.

5.1.6.1.2.1.
介入時間が以下より長い場合：
(a) カテゴリーM1 および N1 の車両については 10 秒、または
(b) カテゴリーM2、M3 およびカテゴリーN2、N3 の車両については 30 秒、
その介入終了までの間、音響警告が与えられるものとする。

In the case of an intervention longer than:

(a) 10 s for vehicles of category M1 and N1, Or
(b) 30 s for vehicles of category M2, M3 and N2, N3,
an acoustic warning shall be provided until the end of the intervention.
5.1.6.1.2.2.

In the case of two or more consecutive interventions within a rolling interval of 180

seconds and in the absence of a steering input by the driver during the intervention, an acoustic warning
shall be provided by the system during the second and any further intervention within a rolling interval

5.1.6.1.2.2. 180 秒の循環間隔内で 2 回以上の連続的介入が発生し、その介入中に運転
者によるステアリングインプットがない場合には、180 秒の循環間隔内における 2 回
目以降の介入過程でシステムによって音響警告が与えられるものとする。3 回目の介
入（およびその後の介入）以降、音響信号は、直前の警告信号よりも 10 秒以上長く継
続するものとする。

of 180 seconds. Starting with the third intervention (and subsequent interventions) the acoustical signal

5.1.6.1.3. The steering control effort necessary to override the directional control provided by the

5.1.6.1.3.
システムによる方向制御を無効化するために必要なステアリングコントロール力は、
CSF の動作範囲全体について 50 N を超えないものとする。

system shall not exceed 50 N in the whole range of CSF operations.

5.1.6.1.4.

5.1.6.1.4.

上記要件は、本規則の附則8に規定された当該車両テストに従ってテストするものと

shall continue for at least 10 seconds longer than the previous warning signal.

The above requirements shall be tested in accordance with the relevant vehicle test(s)

specified in Annex 8 of this Regulation."

する。
」

5.1.7.

5.1.7.

Towing vehicles equipped with a connection to supply electrical energy to the steering

system of the trailer and trailers that utilise electrical energy from the towing vehicle to power the
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引車両からの電気エネルギーを利用するトレーラーは、附則7の該当する要件を満た

trailer steering system shall fulfil the relevant requirements of Annex 7.

すものとする。

5.1.8. Steering transmission

5.1.8. ステアリング伝達装置

5.1.8.1. Adjustment devices for steering geometry must be such that after adjustment a positive

5.1.8.1. かじ取りのジオメトリ調整装置は、調整後、適切なロック装置により、調整

connection can be established between the adjustable components by appropriate locking devices.

部品間の確実な接続を実現するものでなければならない。

5.1.8.2. Steering transmission which can be disconnected to cover different configurations of a

5.1.8.2. 車両のさまざまな形状（例えば伸長可能なセミトレーラ）に対応するために

vehicle (e.g. on extendable semi-trailers), must have locking devices which ensure positive relocation

ステアリング伝達装置が分離可能な場合には、構成部品の確実な配置変換ができるよ

of components; where locking is automatic, there must be an additional safety lock which is operated

うロック装置を備えなければならない。自動ロック式の場合には、手動の安全ロック

manually.

も予備として備えなければならない。

5.1.9. Steered wheels

5.1.9. ステアードホイール

The steered wheels shall not be solely the rear wheels. This requirement does not apply to semi-trailers.

ステアードホイールは、後部ホイールのみであってはならない。本要件は、セミトレ
ーラには適用しない。

5.1.10. Energy supply

5.1.10. エネルギー供給装置

The same energy supply may be used for the steering equipment and other systems. However in the

かじ取装置とその他のシステムに、同じエネルギー供給装置を使用することができ

case of a failure in any system which shares the same energy supply steering shall be ensured in

る。ただし、同じエネルギー供給装置を共有するいずれかのシステムが故障した場

accordance with the relevant failure conditions of paragraph 5.3.

合、かじ取装置は、5.3項の該当する故障条件に従い安全を確保されるものとする。

5.1.11. Control systems

5.1.11. 制御システム

The requirements of Annex 6 shall be applied to the safety aspects of electronic vehicle control

高度運転者支援ステアリングシステムを含むかじ取機能の制御伝達装置の一部を備え

systems that provide or form part of the control transmission of the steering function including

るか又はそれを構成する、電子車両制御システムの安全面に対しては、附則6の要件

advanced driver assistance steering systems. However, systems or functions, that use the steering

を適用するものとする。ただし、より高度な目的を達成する手段としてステアリング

system as the means of achieving a higher level objective, are subject to Annex 6 only insofar as they

システムを使用するようなシステム又は機能に関しては、ステアリングシステムに直

have a direct effect on the steering system. If such systems are provided, they shall not be deactivated

接影響を与える場合に限り、附則6を適用する。当該システムを装備している場合、

during type approval testing of the steering system.

ステアリングシステムの型式認可試験中、当該システムを作動しない状態にしてはな
らない。
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5.2. 被牽引自動車に関する特別規定

5.2. Special provisions for trailers
5.2.1. Trailers (with the exception of semi-trailers and centre-axle trailers) which have more than one
axle with steered wheels and semi-trailers and centre-axle trailers which have at least one axle with
steered wheels must fulfil the conditions given in paragraph 6.3. However, for trailers with selftracking steering equipment a test under paragraph 6.3. is not necessary if the axle load ratio between
the unsteered and the self-tracking axles equals or exceeds 1.6. under all loading conditions.
However for trailers with self-tracking steering equipment, the axle load ratio between unsteered or
articulated steered axles and friction-steered axles shall be at least 1 under all loading conditions.

5.2.1. ステアードホイールの車軸が複数ある被牽引自動車（セミトレーラ及びセンタ
ーアクスルトレーラを除く）、並びにステアードホイールの車軸が少なくとも1つ以
上あるセミトレーラ及びセンターアクスルトレーラは、下記6.3.項に示す条件を満た
さなければならない。ただし、セルフトラッキングかじ取装置を備えた被牽引自動車
については、かじ取りされていない場合の車軸とセルフトラッキングの場合の車軸と
の間の車軸の荷重比が、あらゆる積載状態下で1.6以上の場合、6.3項に基づく試験は
不要である。ただし、セルフトラッキングかじ取装置を備えた被牽引自動車について
は、かじ取りされていない場合又は連結かじ取りされた場合の車軸と、摩擦によるか
じ取りの場合の車軸との間の車軸の荷重費は、あらゆる積載状態下で1以上でなけれ
ばならない。

5.2.2. If the towing vehicle of a vehicle combination is driving straight ahead, the trailer and towing

5.2.2. 連結車両を有する牽引車両が直線走行をしている場合、被牽引自動車と牽引車

vehicle must remain aligned. If alignment is not retained automatically, the trailer must be equipped

両は、整列を保たなければならない。整列が自動的に保持されない場合には、被牽引

with a suitable adjustment facility for maintenance.

自動車は、整列の保持のために適切な調整装置を備えなければならない。

5.3. Failure provisions and performance

5.3. 故障規定及び性能

5.3.1. General

5.3.1. 一般要件

5.3.1.1. For the purposes of this Regulation the steered wheels, the steering control and all

5.3.1.1. 本規則の意図するところでは、ステアードホイール、かじ取ハンドル及びス

mechanical parts of the steering transmission shall not be regarded as liable to breakage if they are

テアリング伝達装置の全ての機械部品は、十分に設計され、メンテナンスのために容

amply dimensioned, are readily accessible for maintenance, and exhibit safety features at least equal

易にアクセスでき、かつ車両の他の基本構成部品（ブレーキ装置等）に定められたも

to those prescribed for other essential components (such as the braking system) of the vehicle. Where

のと少なくとも同等の安全性上の特徴を示している場合、故障しやすい部品とはみな

the failure of any such part would be likely to result in loss of control of the vehicle, that part must be

されないものとする。当該部品のいずれかが故障し、それにより車両の制御が失われ

made of metal or of a material with equivalent characteristics and must not be subject to significant

るおそれがある場合には、当該部品は、金属又は同等の特性をもつ材料で制作しなけ

distortion in normal operation of the steering system.

ればならず、またステアリングシステムの通常動作中に著しく変形してはならない。

5.3.1.2. The requirements of paragraphs 5.1.2., 5.1.3. and 6.2.1. shall also be satisfied with a failure

5.3.1.2. かじ取装置に故障が生じても、各項が要求する速度で車両を運転できる場合

in the steering equipment as long as the vehicle can be driven with the speeds required in the

には、5.1.2項、5.1.3項及び6.2.1項の要件も満たすものとする。

respective paragraphs.

この場合、5.1.3 項は、車両が静止状態の場合のフル出力ステアリングシステムには適
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In this case paragraph 5.1.3. shall not apply for full power steering systems when the vehicle is

用されないものとする。

stationary.
5.3.1.3. Any failure in a transmission other than purely mechanical must clearly be brought to the

5.3.1.3. 純機械式以外の伝達装置に何らかの故障が生じた場合には、5.4項に定める通

attention of the vehicle driver as given in paragraph 5.4. When a failure occurs, a change in the

り、車両の運転者の注意を明確に促さなければならない。故障が生じた場合でも、

average steering ratio is permissible if the steering effort given in paragraph 6.2.6. is not exceeded.

6.2.6項の操作力以下であれば、平均操舵率の変動は許容される。

5.3.1.4. In the case where the braking system of the vehicle shares the same energy source as the

5.3.1.4. 車両のブレーキシステム及びステアリングシステムが同じエネルギーソース

steering system and this energy source fails, the steering system shall have priority and shall be

を共有している場合に、当該エネルギーソースが故障した場合には、ステアリングシ

capable of meeting the requirements of paragraphs 5.3.2. and 5.3.3. as applicable. In addition the

ステムが優先されるものとし、該当する場合には5.3.2項及び5.3.3項の要件を満たすこ

braking performance on the first subsequent application, shall not drop below the prescribed service

とができなければならない。また、故障の後、最初にブレーキをかけた際の制動性能

brake performance, as given in paragraph 2. of Annex 3 of this Regulation.

は、本規則の附則3の2.項に定める通り、規定のサービス制動性能より低下してはな
らない。

5.3.1.5. In the case where the braking system of the vehicle shares the same energy supply as the

5.3.1.5. 車両のブレーキシステム及びステアリングシステムが同じエネルギー供給装

steering system and there is a failure in the energy supply, the steering system shall have priority and

置を共有している場合に、当該エネルギー供給装置が故障した場合には、ステアリン

shall be capable of meeting the requirements of paragraphs 5.3.2. and 5.3.3. as applicable. In addition

グシステムが優先されるものとし、該当する場合には5.3.2項及び5.3.3項の要件を満た

the braking performance on the first subsequent application shall comply with the prescriptions of

すことができなければならない。また、故障の後、最初にブレーキをかけた際の制動

paragraph 3. of Annex 3 of this Regulation.

性能は、本規則の附則3の3項に定める規定に適合するものとする。

5.3.1.6.

5.3.1.6.

The requirements for the braking performance in paragraphs 5.3.1.4. and 5.3.1.5. above

上記5.3.1.4項および5.3.1.5項の制動性能に関する要件は、エネルギー貯蔵が

shall not apply if the braking system is such that in the absence of any energy reserve it is possible

ない場合に、以下に記載された二次ブレーキシステムの安全要件を常用ブレーキコン

with the service brake control to achieve the safety requirement for the secondary braking system

トロールで達成することが可能であるようなブレーキシステムの場合には適用しない

mentioned in:

ものとする：

(a) Paragraph 2.2. of Regulation No. 13-H, Annex 3 (for M1-, N1-vehicles);

(a) 規則 No. 13-H、附則 3 の 2.2 項（M1、N1 車両の場合）

(b)Paragraph 2.2. of Regulation No. 13, Annex 4 (for M2-, M3-, N-vehicles).

(b) 規則No. 13、附則4の2.2項（M2、M3、N車両の場合）

5.3.1.7. In the case of trailers the requirements of paragraphs 5.2.2. and 6.3.4.1. shall also be met

5.3.1.7. ステアリングシステムに故障が生じた場合、被牽引自動車は、5.2.2項及び
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when there is a failure in the steering system.

6.3.4.1項の要件も満たすものとする。

5.3.2. Power assisted steering systems

5.3.2. 原動機付きステアリングシステム

5.3.2.1. Should the engine stop or a part of the transmission fail, with the exception of those parts

5.3.2.1. 原動機が停止するか又は伝達装置の一部が故障した場合、5.3.1.1項に記載の

listed in paragraph 5.3.1.1., there shall be no immediate changes in steering angle. As long as the

部品に関する場合を除き、かじ取角度に急激な変化があってはならない。当該車両

vehicle is capable of being driven at a speed greater than 10 km/h the requirements given in

が、時速10 km/を超える速度で運転が可能な限り、故障したシステムに関しては6項

paragraph 6., relating to a system with a failure, shall be met.

に定める要件を満たすものとする。

5.3.3. Full power steering systems

5.3.3. フル出力ステアリングシステム

5.3.3.1. The system shall be designed such that the vehicle cannot be driven indefinitely at speeds

5.3.3.1. システムの設計にあたっては、5.4.2.1.1項に定める警報信号の作動を必要とす

above 10 km/h where there is any fault which requires operation of the warning signal referred to in

る何らかの故障が発生した場合には、車両が時速10 km/hを超える速度で無制限に運

paragraph 5.4.2.1.1.

転できないよう設計するものとする。

5.3.3.2. In case of a failure within the control transmission, with the exception of those parts listed in

5.3.3.2. 制御伝達装置内で故障が生じた場合にも、5.1.4項に記載された一部を除き、

paragraph 5.1.4., it shall still be possible to steer with the performance laid down in paragraph 6. For

正常なステアリングシステムに関しては、6項に定める性能によるかじ取りを可能と

the intact steering system.

する。

5.3.3.3. In the event of a failure of the energy source of the control transmission, it shall be possible

5.3.3.3. 制御伝達装置のエネルギーソースに故障が生じた場合にも、各ループ形状が

to carry out at least 24 "figure of eight" manoeuvres, where each loop of the figure is 40 m diameter

時速10 km/hで直径40 mであり、かつ6項の正常なシステムについて定めた性能水準を

at 10 km/h speed and at the performance level given for an intact system in paragraph 6. The test

保った状態で、「8の字」操作を少なくとも24回実施することを可能とする。試験時

manoeuvres shall begin at an energy storage level given in paragraph 5.3.3.5.

の操作は、5.3.3.5項に定めるエネルギー貯蔵水準で開始するものとする。

5.3.3.4. In the event of a failure within the energy transmission, with the exception of those parts

5.3.3.4. エネルギー伝達装置内に故障が生じた場合にも、5.3.1.1項に記載された一部

listed in paragraph 5.3.1.1., there shall not be any immediate changes in steering angle. As long as the

を除き、かじ取角度に急激な変化があってはならない。当該車両が、時速10 km/hを

vehicle is capable of being driven at a speed greater than 10 km/h the requirements of paragraph 6.

超える速度で運転が可能な限り、時速10 km/hの最低速度で、各ループ形状が直径40

for the system with a failure shall be met after the completion of at least 25 "figure of eight"

mの「8の字」操作を少なくとも25回完了した上で、6項に定める故障したシステムの

manoeuvres at 10 km/h minimum speed, where each loop of the figure is 40 m diameter.

要件を満たすものとする。

The test manoeuvres shall begin at an energy storage level given in paragraph 5.3.3.5.

試験時の操作は 5.3.3.5 項に定めるエネルギー貯蔵水準で開始するものとする。

5.3.3.5. The energy level to be used for the tests referred to in paragraphs 5.3.3.3. and 5.3.3.4. shall

5.3.3.5.
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be the energy storage level at which a failure is indicated to the driver.

故障を運転者に表示する時点のエネルギー貯蔵水準とする。

In the case of electrically powered systems subject to Annex 6, this level shall be the worst case

附則6に準拠する電気を動力源とするシステムの場合、本水準は、附則6に関連して提

situation outlined by the manufacturer in the documentation submitted in connection with Annex 6

出された文書においてメーカーが規定した最悪の事態であるものとし、また、例えば

and shall take into account the effects of e.g. temperature and ageing on battery performance.

温度及び経時変化が蓄電池の性能に対して与える影響を考慮したものでなければなら
ない。

5.4. Warning signals

5.4. 警報信号

5.4.1. General provisions

5.4.1. 一般規定

5.4.1.1. Any fault which impairs the steering function and is not mechanical in nature must be

5.4.1.1. かじ取機能を損ない、また本質的に機械的ではない故障が生じた場合は常

signalled clearly to the driver of the vehicle.

に、車両の運転者に明確に示されなければならない。

Despite the requirements of 5.1.2. the deliberate application of vibration in the steering system may

5.1.2項の要件にかかわらず、ステアリングシステムを故意に振動させることで、本シ

be used as an additional indication of a fault condition in this system.

ステムの故障状態の追加表示とすることもできる。

In the case of a motor vehicle, an increase in steering force is considered to be a warning indication; in

自動車の場合、操舵力の増大は警告表示とみなされる。被牽引自動車の場合、機械式

the case of a trailer, a mechanical indicator is permitted.

の指示器も認められる。

5.4.1.2.

Optical warning signals shall be visible, even by daylight and distinguishable from other

5.4.1.2. 光学警告信号は、昼光下でも視認可能であり、かつ他の警報と区別できるもの

alerts; the satisfactory condition of the signals shall be easily verifiable by the driver from the driver's

とする。信号の良好な状態を運転席から運転者が容易に確認できるものとする。警告

seat; the failure of a component of the warning devices shall not entail any loss of the steering system's

装置の構成部品の故障に伴い、ステアリングシステムの性能にいかなる喪失も生じな

performance.

いものとする。

5.4.1.3.

Audible warning signals shall be by continuous or intermittent sound signal or by vocal

5.4.1.3. 音響警告信号は、連続的もしくは断続的な音響信号または音声情報によるもの

information. Where vocal information is employed, the manufacturer shall ensure that the alert uses

とする。音声情報を採用する場合、メーカーは、その警報に当該車両が販売される

the language(s) of the market into which the vehicle is sold.

市場の言語を使用することを確保するものとする。

音響警告は、運転者によって容易に認識されるものとする。
」

Audible warning shall be easily recognized by the driver."
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5.4.1.4.

If the same energy source is used to supply the steering system and other systems, an

5.4.1.4. 同じエネルギーソースが、ステアリングシステムとその他のシステムのソー

acoustic or optical warning shall be given to the driver, when the stored energy/fluid in the

スとして使用される場合に、エネルギー又は貯蔵リザーバ内の貯蔵エネルギー若しく

energy/storage reservoir drops to a level liable to cause an increase in steering effort. This warning

は液体が操舵力の増大を招きやすい水準まで低下した場合には、警告音又は視覚によ

may be combined with a device provided to warn of brake failure if the brake system uses the same

る警告により、運転者にその旨を示すものとする。ブレーキシステムが同じエネルギ

energy source. The satisfactory condition of the warning device must be easily verifiable by the

ーソースを使用する場合には、当該警告は、ブレーキ故障の警告を発する装置と連携

driver.

することができる。運転者は、警告装置が万全の状態にあることを、容易に確認でき
なければならない。

5.4.2. Special provisions for full-power steering equipment

5.4.2. フル出力かじ取装置に関する特別規定

5.4.2.1. Power-driven vehicles shall be capable of providing steering failure and defect warning

5.4.2.1. 動力駆動車両は、以下の通り、かじ取装置の故障及び欠陥を示す警報信号を

signals, as follows:

発する能力を備えるものとする。

5.4.2.1.1. A red warning signal, indicating failures defined in paragraph 5.3.1.3. within the main

5.4.2.1.1. 主力かじ取装置内に5.3.1.3項に定める故障が生じたことを示す、赤色の警報

steering equipment.

信号

5.4.2.1.2. Where applicable, a yellow warning signal indicating an electrically detected defect within

5.4.2.1.2. 該当する場合、かじ取装置内に電気的に検知された欠陥が生じたことを示

the steering equipment, which is not indicated by the red warning signal.

す、黄色の警報信号。当該欠陥は、赤色の警報信号では表示されない。

5.4.2.1.3. If a symbol is used, it must comply with symbol J 04, ISO/IEC registration number 7000-

5.4.2.1.3. 記号を使用する場合には、ISO 2575: 2000で定める記号J 04、ISO/IEC登録番

2441 as defined in ISO 2575: 2000.

号7000-2441に準拠しなければならない。

5.4.2.1.4. The warning signal(s) mentioned above shall light up when the electrical equipment of the

5.4.2.1.4. 上記の警報信号は、車両（及びステアリングシステム）の電気装置が通電

vehicle (and the steering system) is energised. With the vehicle stationary, the steering system shall

している場合に、点灯するものとする。車両が静止した場合、ステアリングシステム

verify that none of the specified failures or defects is present before extinguishing the signal.

において、一定の故障又は欠陥が一切ないことを確認した上で、信号を消灯するもの

Specified failures or defects which should activate the warning signal mentioned above, but which

とする。

are not detected under static conditions, shall be stored upon detection and be displayed at start-up

上記の警報信号を作動すべき一定の故障又は欠陥が生じたが、静的条件では検知され

and at all times when the ignition (start) switch is in the "on" (run) position, as long as the failure

なかった場合には、当該故障又は欠陥は検知と同時に保存され、イグニション（始

persists.

動）スイッチが「オン」（作動）状態になるスタートアップ時に示されるものとし、
またそれ以降常に、当該故障が持続する限り表示されるものとする。
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5.4.3. In the case where additional steering equipment is in operation and/or where the steering angle

5.4.3. 追加のかじ取装置が作動状態であるか、又は当該装置により生じたかじ取角度

generated by that equipment has not been returned to normal driving position a warning signal must

が通常の運転位置に戻らない場合、運転者に対して警報信号を示さなければならな

be given to the driver.

い。

5.5. Provisions for the periodic technical inspection of steering equipment

5.5. かじ取装置の定期技術検査に関する規定

5.5.1. As far as practicable and subject to agreement between the vehicle manufacturer and the type

5.5.1. 実用上可能な範囲で、また車両メーカーと型式認可を行った行政官庁との合意

approval authority, the steering equipment and its installation shall be so designed that, without

に従い、かじ取装置及びその取り付けは、必要に応じて、一般的に使用される測定計

disassembly, its operation can be checked with, if necessary, commonly used measuring instruments,

器、方法又は試験装置により、分解することなく作動チェックができるよう設計され

methods or test equipment.

るものとする。

5.5.2. It must be possible to verify in a simple way the correct operational status of those Electronic

5.5.2. かじ取りを制御する電子システムが正しい作動状態にあることを、簡易な方法

Systems, which have control over steering. If special information is needed, this shall be made freely

で確認できなければならない。特別な情報が必要な場合には、自由に入手可能なもの

available.

であるものとする。

5.5.2.1. At the time of Type Approval the means implemented to protect against simple unauthorized

5.5.2.1. 型式認可の際に、メーカーが選択した確認方法の作動（例えば警報信号）に

modification to the operation of the verification means chosen by the manufacturer (e.g. warning

対して、無認可で容易に改造されないよう保護するための手段が講じられている場合

signal) shall be confidentially outlined.

には、当該手段は、機密情報として示されるものとする。

Alternatively this protection requirement is fulfilled when a secondary means of checking the correct

一方、本保護要件を満たすために、正しい作動状況を確認するための二次的な手段を

operational status is available.

備えることもできる。

5.6.

5.6. ACSF に関する規定
ACSF は附則 6 の要件の適用を受けるものとする。

Provisions for ACSF

ACSF shall be subject to the requirements of Annex 6.
5.6.1.

5.6.1. カテゴリーA の ACSF に関する特別規定
カテゴリーA の ACSF システムは、以下の要件を満たすものとする。

Special Provisions for ACSF of Category A

Any ACSF system of Category A shall fulfil the following requirements.
5.6.1.1.

General

5.6.1.1.1. The system shall only operate until 10 km/h (+2 km/h tolerance)
5.6.1.1.2. The system shall be active only after a deliberate action of the driver and if the conditions
for operation of the system are fulfilled (all associated functions - e.g. brakes, accelerator, steering,
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5.6.1.1. 一般要件
5.6.1.1.1. システムは、10 km/h（+2 km/h の公差）までの範囲でのみ作動するものとす
る。
5.6.1.1.2. システムは、運転者の意図的操作の後、かつシステムの動作条件が満たされ
ている（すべての関連機能 − たとえばブレーキ、アクセル、ステアリング、カメラ／
レーダー／ライダー等が正しく機能している）場合にのみ、能動状態になるものとす
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camera/radar/lidar etc. are working properly).

る。

5.6.1.1.3. The system shall be able to be deactivated by the driver at any time.

5.6.1.1.3.
システムは、運転者が任意の時点で不作動にすることができるものとする。

5.6.1.1.4.

In case the system includes accelerator and/or braking control of the vehicle, the vehicle

shall be equipped with a means to detect an obstacle (e.g. vehicles, pedestrian) in the maneuvering area
and to bring the vehicle immediately to a stop to avoid a collision.*
* Until uniform test procedures have been agreed, the manufacturer shall provide the Technical
Service the documentation and supporting evidence to demonstrate compliance with these
provisions. This information shall be subject to discussion and agreement between the Technical
Service and vehicle manufacturer.
5.6.1.1.5.
Whenever the system becomes operational, this shall be indicated to the driver. Any termination of
control shall produce a short but distinctive driver warning by a visual signal and either an acoustic
signal or by imposing a tactile warning signal on the steering control.
For RCP, the requirements for driver warning shown above shall be fulfilled by the provision of a
visual signal at least at the remote control device.
5.6.1.2.

5.6.1.1.5.
システムが動作可能になったときは、そのことが必ず運転者に知らされるものとする。
制御動作の終了時には、視覚信号に加え、音響信号またはステアリングコントロール
に触覚警告信号を生じさせることにより、短いが特徴的な運転者警告を出力するもの
とする。
RCP については、少なくとも遠隔操作装置の位置における視覚信号の出力によって上
記の運転者警告に関する要件が満たされるものとする。
5.6.1.2.

direct influence on steering direction, acceleration and braking via the remote control device shall not
be possible.
A continuous actuation of the remote control device by the driver is required during the

parking manoeuvre.
5.6.1.2.3.

* 統一テスト手順が合意されるまでの間、メーカーは、これらの規定への適合を実
証する文書およびその裏付けとなる証拠を技術機関に提出するものとする。この情
報は、技術機関と車両メーカーの間の協議および合意の対象とする。

RCP システムに関する追加規定

Additional provisions for RCP systems

5.6.1.2.1. The parking manoeuvre shall be initiated by the driver but controlled by the system. A

5.6.1.2.2.

5.6.1.1.4.
システムに車両のアクセルおよび／または制動コントロールが含まれる場合、車両は、
走行領域内の障害物（たとえば車両、歩行者）を検出し、衝突を回避するために車両
をただちに停止させるための手段を備えるものとする。*

If the continuous actuation is interrupted or the distance between vehicle and remote

control device exceeds the specified maximum RCP operating range (SRCPmax) or the signal between
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5.6.1.2.1.
駐車操作は、運転者が開始するが、システムによって制御されるものとする。遠隔制
御装置を介した操舵方向、加速および制動に対する直接的な作用は可能でないものと
する。
5.6.1.2.2.
駐車操作の過程では運転者による遠隔操作装置の連続的作動を必須とする。
5.6.1.2.3. 連続的作動が中断されるか、または車両と遠隔操作装置の間の距離が規定
最大 RCP 作動範囲（SRCPmax）を超え、あるいは遠隔操作装置と車両の間の信号が失
われた場合、車両はただちに停止するものとする。
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remote control and vehicle is lost, the vehicle shall stop immediately.
5.6.1.2.4.

If a door of the vehicle is opened during the parking manoeuvre, the vehicle shall stop

immediately.
5.6.1.2.5. The system shall be designed to protect against unauthorized activation or operation of the

5.6.1.2.4. 駐車操作の過程で車両のドアが開かれた場合、車両はただちに停止するも
のとする。

RCP systems and interventions into the system.

5.6.1.2.5. システムは、不正な RCP システムの作動または操作およびシステムへの介
入から保護するように設計されるものとする。

5.6.1.2.6. The specified maximum RCP operating range shall not exceed 6m.

5.6.1.2.6. 規定最大 RCP 作動範囲は 6 m を超えないものとする。

5.6.1.2.7.

If the vehicle has reached its final parking position either automatically or by confirmation

from the driver, and the ignition is switched off, the parking braking system shall be automatically
engaged.
5.6.1.3.

5.6.1.2.7. 自動的にまたは運転者からの確認によって車両が最終的な駐車位置に到達
した後、イグニッションスイッチが切られたときは、駐車制動システムが自動的に起
動されるものとする。
5.6.1.3. システム情報データ

System information data

5.6.1.3.1.

Following data shall be provided together with the documentation package required in

5.6.1.3.1. 型式認可の時点で、本規則の附則 6 で要件とされている文書パッケージと
ともに以下のデータが技術機関に提出されるものとする：

Annex 6 of this Regulation to the Technical Service at the time of type approval :
5.6.1.3.1.1.
5.6.1.3.1.2.

5.6.1.3.1.1. 規定最大 RCP 作動範囲（SRCPmax）の値。

The value for the specified maximum RCP operating range (SRCPmax);
The conditions under which the system can be activated, i. e. when the conditions for

operation of the system are fulfilled;
5.6.1.3.1.3.

For RCP systems the Manufacturer shall provide the technical authorities with an

explanation how the system is protected against unauthorized activation.
5.6.2.

Special Provisions for ACSF of Category B1

Any system of ACSF of Category B1 shall fulfil the following requirements within the boundary

5.6.1.3.1.2. システムの作動が可能とされる条件、すなわちシステムの動作条件がどの
時点で満たされるか。
5.6.1.3.1.3. RCP システムに関し、メーカーは、不正な作動に対してシステムがどのよ
うに保護されるかという説明を技術当局に与えるものとする。
5.6.2. カテゴリーB1 の ACSF に関する特別規定
カテゴリーB1 の ACSF システムは、境界条件の範囲内で以下の要件を満たすものとす
る。

conditions.
5.6.2.1.

5.6.2.1. 一般要件

General

5.6.2.1.1. The activated system shall at any time ensure that the vehicle does not cross a lane marking
for lateral accelerations below the maximum lateral acceleration specified by the vehicle manufacturer
aysmax.

The system may exceed the specified value aysmax by not more than 0.3m/s2, while not
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5.6.2.1.1. 作動後のシステムは、車両メーカーが規定する最大横加速度 aysmax より低
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exceeding the maximum value specified in the table in paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation.

5.6.2.1.3 項の表に規定する最大値を超えないものとする。

5.6.2.1.2. The vehicle shall be equipped with a means for the driver to activate and deactivate the

5.6.2.1.2. 車両は、運転者がシステムを作動させるため、および不作動にするための手
段を備えるものとする。任意の時点で不作動にすることが可能であるものとする。

system. The deactivation shall be possible at any time.
5.6.2.1.3.

The system shall be designed so that excessive intervention of steering control is

suppressed to ensure the steering operability by the driver and to avoid unexpected vehicle behavior,
during its operation. To ensure this, the following requirements shall be fulfilled:
(a)

The steering control effort necessary to override the directional control provided by the system

5.6.2.1.3. システムは、その動作中、運転者によるステアリング操作性を確保し、予期
せぬ車両挙動を回避する目的で、ステアリングコントロールの過度の介入を抑制する
ように設計されるものとする。これを確保するため、以下の要件が充足されるものと
する：
システムによる方向制御を無効化するために必要なステアリングコントロー
ル力は 50 N を超えないものとする。
(b) システムが発生した規定最大横加速度 aysmax は、下表に定める限界値の範囲
内であるものとする：
(a)

shall not exceed 50 N.
(b)

The specified maximum lateral acceleration aysmax generated by the system shall be within

the limits as defined in the following table:
カテゴリーM1、N1 車両の場合

For vehicles of category M1, N1
Speedrange

10-60 km/h

>60-100 km/h

>100-130 km/h

130 km/h>

Maximum value for the

3 m/s2

3 m/s2

3 m/s2

3 m/s2

specified maximum lateral

10-60 km/h

>60-100 km/h

>100-130 km/h

130 km/h>

規 定最 大横 加速

3 m/s2

3 m/s2

3 m/s2

3 m/s2

0 m/s2

0.5 m/s2

0.8 m/s2

0.3 m/s2

度の最大値

acceleration
Minimum value for the

速度レンジ

規 定最 大横 加速
2

0 m/s

0.5 m/s

2

0.8 m/s

2

0.3 m/s

2

度の最小値

specified maximum lateral
acceleration

For vehicles of category M2, M3, N2, N3
Speedrange
Maximum value for the specified

10-30 km/h
2.5 m/s

2

>30- 60 km/h
2.5 m/s

2

>60 km/h
2.5 m/s2

カテゴリーM2、M3、N2、N3 車両の場合
速度レンジ
10-30 km/h
>30- 60 km/h
規定最大横加速度の 2.5 m/s2
2.5 m/s2
最大値
規定最大横加速度の
最小値
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maximum lateral acceleration
Minimum value for the specified

0 m/s2

0.3m/s2

0.5m/s2

(c)
システムが発生した横加加速度の 2 分の 1 秒間の移動平均は、5 m/s3 を超えないも
のとする。

maximum lateral acceleration
(c) The moving average over half a second of the lateral jerk generated by the system shall not
exceed 5 m/s3.

5.6.2.1.4.

5.6.2.1.4. The requirements in paragraphs 5.6.2.1.1. and 5.6.2.1.3. of this Regulation shall be tested

本規則の 5.6.2.1.1 項および 5.6.2.1.3 項の要件は、本規則の附則 8 に規定された当該車

in accordance with relevant vehicle test(s) specified in Annex 8 of this Regulation.

両テストに従ってテストするものとする。

5.6.2.2.

ACSF of Category B1 operation

5.6.2.2.1.

If the system is active an optical signal shall be provided to the driver.

5.6.2.2.2.

When the system is temporarily not available, for example due to inclement weather

5.6.2.2. カテゴリーB1 機能の ACSF

conditions, the system shall clearly inform the driver about the system status by an optical signal,

5.6.2.2.1. システムが能動状態のとき、運転者に対して光学信号が出力されるものとす

except if the system is in the OFF mode, e.g. switched off.

る。
5.6.2.2.2. たとえば厳しい気象条件が原因でシステムが一時的に利用できない場合、

5.6.2.2.3.

When the system reaches its boundary conditions set out in paragraph 5.6.2.3.1.1. of this

システムは、たとえばスイッチが切られてシステムがオフモードであるときを除き、

Regulation (e.g. the specified maximum lateral acceleration aysmax) and both in the absence of any

光学信号により、そのシステム状態について運転者に明確に通知するものとする。

driver input to the steering control and when any front tyre of the vehicle is crossing the lane marking,

5.6.2.2.3. システムが本規則の 5.6.2.3.1.1 項に規定された境界条件（たとえば規定最

the system shall continue to provide assistance and shall clearly inform the driver about this system

大横加速度 aysmax）に達し、かつステアリングコントロールに対する運転者入力が

status an optical signal and additionally by an acoustic or haptic signal.

なく、車両のいずれかのフロントタイヤが車線マークを踏み越えつつある時点におい

For vehicles of categories M2 M3 N2 and N3, this requirement is deemed to be fulfilled if the vehicle

て、システムは引き続き支援を与えるとともに、光学信号および付加的な音響または

is equipped with a Lane Departure Warning System (LDWS) fulfilling the technical requirements of

触覚信号により、このシステム状態について運転者に明確に通知するものとする。

Regulation No. 130."

カテゴリーM2、M3、N2、および N3 の車両については、当該車両が規則 No. 130 の
技術要件を満たす車線逸脱警報システム（LDWS）を備えていれば、この要件を充足
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5.6.2.2.4.

A system failure shall be signaled to the driver. The optical signal mentioned in paragraph

するものとみなされる。
」

5.6.5.2.2. of this Regulation may be used for this purpose. However, when the system is manually

5.6.2.2.4. システム故障は運転者に知らされるものとする。本規則の 5.6.5.2.2 項に記

deactivated by the driver, the indication of failure mode may be suppressed.

載する光学信号をこの目的のために使用することができる。ただし、運転者がシステ

5.6.2.2.5.

ムを手動で不作動状態にしたときは、故障モードの通知を抑制してもよい。

When the system is active (i.e. ready to intervene or intervening) and in the speed range

between 10 km/h or Vsmin, whichever is higher, and Vsmax, it shall provide a means of detecting that

5.6.2.2.5. システムは、能動状態（すなわち介入の準備ができている、または介入

the driver is holding the steering control.

中）であり、かつ 10 km/h または Vsmin のいずれか高い速度から Vsmax までの速度

If, after a period of no longer than 15 seconds the driver is not holding the steering control, an optical

レンジにある場合、運転者がステアリングコントロールを保持していることを検出す

warning shall be provided.

る手段を提供するものとする。

If, after a period of no longer than 30 seconds the driver is not holding the steering control, an acoustical

最大 15 秒の経過後に運転者がステアリングコントロールを保持していなければ、光

warning shall be provided in addition to the signal mentioned above.

学警告を与えるものとする。

The warnings shall be active until the driver is holding the steering control, or until the system is

最大 30 秒の経過後に運転者がステアリングコントロールを保持していなければ、上

deactivated, either manually or automatically.

記の信号に加えて音響警告を与えるものとする。警告は、運転者がステアリングコン

If the acoustic warning continues for more than 30 seconds, the system shall be automatically

トロールを保持した状態になるまで、またはシステムが手動で、もしくは自動的に不

deactivated. In this case the system shall clearly inform the driver about the system status by an

作動状態にされるまでの間、能動状態であるものとする。音響警告の継続時間が 30

emergency signal which is different from the warning signal, for at least five seconds or until the driver

秒を超えた場合、システムは自動的に不作動状態になるものとする。この場合、シス

holds the steering control again.

テムは、警告信号とは異なる緊急信号により、少なくとも 5 秒間または運転者が再び

The above requirements shall be tested in accordance with the relevant vehicle test(s) specified in

ステアリングコントロールを保持するまでの間、そのシステム状態について運転者に

Annex 8 of this Regulation.

明確に通知するものとする。
上記要件は、本規則の附則 8 に規定された当該車両テストに従ってテストするものと

5.6.2.3.

する。

System information data

5.6.2.3.
システム情報データ

5.6.2.3.1.
Following data shall be provided together with the documentation package required in Annex 6 of this
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型式認可の時点で、本規則の附則 6 で要件とされている文書パッケージとともに以下

regulation to the Technical Service at the time of type approval;

のデータが技術機関に提出されるものとする：

5.6.2.3.1.1.

5.6.2.3.1.1.

The conditions under which the system can be activated and the boundaries for operation (boundary

システムが作動可能になる条件および作動のための境界（境界条件）
。車両メーカー

conditions). The vehicle manufacturer shall provide values for Vsmax , Vsmin and aysmax for every

は、本規則の 5.6.2.1.3 項の表に記載されたすべての速度レンジについて、Vsmax、

speed range as mentioned in the table of paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation;

Vsmin および aysmax の値を提示するものとする。

5.6.2.3.1.2.

5.6.2.3.1.2.

Information about how the system detects that the driver is holding the steering control."

運転者がステアリングコントロールを保持していることをシステムが検出する方法に
ついての情報。
」

6. TEST PROVISIONS

6. 試験規定

6.1. General provisions

6.1. 一般規定

6.1.1. The test shall be conducted on a level surface affording good adhesion.

6.1.1. 試験は、良好な粘着性を持つ水平面上で実施されるものとする。

6.1.2. During the test(s), the vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass and

6.1.2. 試験中、車両の操舵される車軸には、技術的に許容される最大質量及び技術的

its technically permissible maximum load on the steered axle(s).

に許容される最大荷重が負荷されるものとする。

In the case of axles fitted with ASE, this test shall be repeated with the vehicle loaded to its

車軸に ASE が備えられている場合には、技術的に許容される最大質量を負荷した車両

technically permissible maximum mass and the axle equipped with ASE loaded to its maximum

及び最大許容質量を負荷した ASE を備えた車軸により、本試験を繰り返すものとす

permissible mass.

る。

6.1.3. Before the test begins, the tyre pressures shall be as prescribed by the manufacturer for the

6.1.3. 試験開始前には、車両静止時において、6.1.2項に規定された質量に対してメー

mass specified in paragraph 6.1.2. when the vehicle is stationary.

カーが指定するタイヤ空気圧になっているものとする。

6.1.4. In the case of any systems that use electrical energy for part or all of the energy supply, all

6.1.4. エネルギー供給装置の一部又は全てに電気エネルギーを使用するシステムの場

performance tests shall be carried out under conditions of actual or simulated electrical load of all

合は、同じエネルギー供給装置を共有する全ての基本システム又はシステム構成部品

essential systems or systems components which share the same energy supply. Essential systems

を、実際又はシミュレーション上で電気負荷をかけた状態のもとで、全ての性能試験
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shall comprise at least lighting systems, windscreen wipers, engine management and braking

を実施するものとする。基本システムとは、少なくとも、照明システム、前面ガラス

systems.

の窓ふき器、原動機管理システム及びブレーキシステムから成るものとする。

6.2. Provisions for motor vehicles

6.2. 自動車に関する規定

6.2.1. It must be possible to leave a curve with a radius of 50 m at a tangent without unusual

6.2.1. 下記の速度により、かじ取装置に異常な振動がない状態で、接点で半径50 mの

vibration in the steering equipment at the following speed:

カーブを通過できなければならない。

Category M1 vehicles: 50 km/h

車両型式M1の車両： 時速50 km/h

Category M2, M3, N1, N2 and N3 vehicles: 40 km/h or the maximum design speed if this is below the

車両型式 M2、M3、N1、N2 及び N3 の車両：時速 40 km/h 又は最高設計速度が上記の

speeds given above.

速度を下回る場合は、その最高設計速度。

6.2.2. When the vehicle is driven in a circle with its steered wheels at approximately half lock and a

6.2.2. 車両がステアードホイールをほぼハーフロックの状態にし、少なくとも時速10

constant speed of at least 10 km/h, the turning circle must remain the same or become larger if the

km/hの一定速度で円を描きながら走行する場合、かじ取ハンドルを放してもその回転

steering control is released.

円に変化がないか又は大きくならなければならない。

6.2.3. During the measurement of control effort, forces with a duration of less than 0.2 seconds shall

6.2.3. 制御力を測定する際、0.2秒未満の間の力は考慮しないものとする。

not be taken into account.
6.2.4. The measurement of steering efforts on motor vehicles with intact steering equipment.

6.2.4. 正常なかじ取装置を備えた自動車における操舵力の測定。

6.2.4.1. The vehicle shall be driven from straight ahead into a spiral at a speed of 10 km/h. The

6.2.4.1. 車両は時速10 km/hで、直線から螺旋状の走行に入るものとする。ステアリン

steering wheel control effort shall be measured at the nominal radius of the steering control until the

グホイールの制御力は、かじ取ハンドルの位置が、正常なかじ取装置を備えた特定の

position of the steering control corresponds to turning radius given in the table below for the

車両型式の車両について示した下表の回転半径に一致するまでは、かじ取ハンドルの

particular category of vehicle with intact steering. One steering movement shall be made to the right

公称半径で測定するものとする。かじ取ハンドルは左右1回ずつ、両方向に回すもの

and one to the left.

とする。

6.2.4.2. The maximum permitted steering time and the maximum permitted steering control effort

6.2.4.2. 車両型式別に、正常なかじ取装置を備えた場合の最大許容操舵時間及び最大

with intact steering equipment are given in the table below for each category of vehicle.

許容かじ取制御力を下表に示す。

6.2.5. The measurement of steering efforts on motor vehicles with a failure in the steering equipment.

6.2.5. 欠陥のあるかじ取装置を備えた自動車における操舵力の測定。

6.2.5.1. The test described in paragraph 6.2.4. shall be repeated with a failure in the steering

6.2.5.1. かじ取装置に欠陥がある場合、6.2.4項に定めた試験を繰り返し行うものとす

equipment. The steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds

る。 操舵力は、かじ取ハンドルの位置が、欠陥のあるかじ取装置を備えた特定の車
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to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in

両型式の車両について示した下表の回転半径に一致するまで測定するものとする。

the steering equipment.
6.2.5.2. The maximum permitted steering time and the maximum permitted steering control effort

6.2.5.2. 車両型式別に、欠陥のあるかじ取装置を備えた場合の最大許容操舵時間及び

with a failure in the steering equipment are given in the table below for each category of vehicle.

最大許容かじ取制御力を下表に示す。

Table: STEERING CONTROL EFFORT REQUIREMENTS

表：かじ取り制御力の要件

Vehicle
Category

INTACT

正常なかじ取装置

WITH A FAILURE

Maximu
Turning
Maximum
m effort Time(s)
radius (m) effort (daN)
(daN)

車両型式

Time
(s)

Turning
radius (m)

最大力
時間(s)

欠陥のあるかじ取装置

回転半径

最大力

(m)

(daN)

(daN)

時間(s)

回転半径
(m)

M1

15

4

12

30

4

20

M1

15

4

12

30

4

20

M2

15

4

12

30

4

20

M2

15

4

12

30

4

20

M3

20

4

12 **/

45 */

6

20

M3

20

4

12 **/

45*/

6

20

N1

20

4

12

30

4

20

N1

20

4

12

30

4

20

N2

25

4

12

40

4

20

N2

25

4

12

40

4

20

N3

20

4

12 **/

45 */

6

20

N3

20

4

12 **/

45*/

6

20

*/ 50 for rigid vehicles with 2 or more steered axles excluding self tracking equipment

*/ セルフトラッキング装置を除き、操舵される車軸が2つ以上ある剛体車両の場合は

**/ or full lock if 12m radius is not attainable.

50。
**/ 又は、12mの回転半径が達成できない場合にはフルロック。

6.3. Provisions for trailers

6.3. 被牽引車両に関する規定

6.3.1. The trailer must travel without excessive deviation or unusual vibration in its steering

6.3.1. 牽引車両が、時速80 km/hまたは又は被牽引車両メーカーにより指定される技術

equipment when the towing vehicle is travelling in a straight line on a flat and horizontal road at a

的に許容できる最高速度（時速80 km/h未満である場合）で、平坦かつ水平な路面を

speed of 80 km/h or the technically permissible maximum speed indicated by the trailer manufacturer

直線走行している場合、被牽引自動車は、そのかじ取装置に過剰な逸脱を生じたり、
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if this is less than 80 km/h.

異常な振動が生じたりしないように走行しなければならない。

6.3.2. With the towing vehicle and trailer having adopted a steady state turn corresponding to a

6.3.2. 牽引車両及び被牽引自動車が、時速5 km/hの一定速度で回転半径25 m（2.4.6項

turning circle radius of 25 m (see paragraph 2.4.6.) at a constant speed of 5 km/h, the circle described

参照）に相当する一定の状態で旋回している場合、被牽引自動車の後方最外端が描く

by the rearmost outer edge of the trailer shall be measured. This manoeuvre shall be repeated under

円が測定対象となるものとする。本操作を同一条件で、ただし時速25 km±1 kmの速度

the same conditions but at a speed of 25 km/h +/- 1 km/h. During these manoeuvres, the rearmost

で繰り返すものとする。これらの走行の間、時速25 km±1 kmで走行する被牽引自動車

outer edge of the trailer travelling at a speed of 25 km/h +/- 1 km/h shall not move outside the circle

の後方最外端は、時速5 km/hの一定速度で描く円より外側へ0.7 mを超えてはみ出して

described at a constant speed of 5 km/h by more than 0.7 m.

はならない。

6.3.3. No part of the trailer shall move more than 0.5 m beyond the tangent to a circle with a radius of

6.3.3. 被牽引車両が、6.3.2項に定めた旋回軌道から接線に沿って離れながら時速

25 m when towed by a vehicle leaving the circular path described in paragraph 6.3.2. along the

25km/hで走行する車両に牽引されている場合、当該被牽引車両のいずれの部分も、半

tangent and travelling at a speed of 25 km/h. This requirement must be met from the point the tangent

径25 mの円への接線から0.5 mを超えてはみ出してはならない。本要件は、接線が円

meets the circle to a point 40 m along the tangent. After that point the trailer shall fulfil the condition

と交わる点から接線に沿って40 mの地点まで満たされなければならない。この地点以

specified in paragraph 6.3.1.

降は、被牽引自動車は、6.3.1項に定める条件を満たすものとする。

6.3.4. The annular ground area swept by the towing vehicle/trailer combination with an intact

6.3.4. 正常なステアリングシステムを備える牽引車両又は被牽引車両が描く環状面の

steering system, driving at no more than 5 km/h in a constant radius circle with the front outer corner

面積は、一定の回転半径上を時速5 km/h以下で走行し、「0.67 ×連結車両長さ」で12.5

of the towing vehicle describing a radius of 0.67 x vehicle combination length but not less than 12.5

m以上の半径を描く牽引車両の前方最外端で、測定される。

m is to be measured.
6.3.4.1. If, with a fault in the steering system, the measured swept annular width is > 8.3 m, then this

6.3.4.1. ステアリングシステムの故障により、測定された環状面幅が8.3 m未満の場

must not be an increase of more than 15 per cent compared with the corresponding value measured

合、正常なステアリングシステムで測定された対応値と比較して、その増加の値は

with the intact steering system.

15%以下でなければならない。

There shall not be any increase in the outer radius of the swept annular width.

描かれた環状面幅の外側半径は、いかなる場合も増加してはならない。

6.3.5. The tests described in paragraphs 6.3.2., 6.3.3. and 6.3.4. shall be conducted in both clockwise

6.3.5. 6.3.2項、6.3.3項及び6.3.4項に定める試験は、時計回り及び反時計回りの両方向

and anti-clockwise directions.

で実施されるものとする。
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7. CONFORMITY OF PRODUCTION

7. 生産の適合性

The Conformity of Production Procedures shall comply with those set out in the 1958 Agreement,

生 産 の 適 合 性 に 係 る 手 続 き は 、 1958 年 協 定 の 付 録 2 (E/ECE/324-

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

E/ECE/TRANS/505/Rev.2)に定める手順及び 7.1 項から 7.2 項までに規定する用件に適
合しなければならない。

7.1. The holder of the approval must ensure that results of the conformity of production tests are

7.1. 認可を受けた者は、生産の適合性に係る試験結果を記録し、当該添付書類を、認

recorded and that the annexed documents remain available for a period determined in agreement with

可を行った行政官庁又は技術機関との合意により決定された期間中、提出可能な状態

the approval authority or technical service. This period must not exceed 10 years counted from the

に保持しなければならない。この期間は、生産が完全に中止された時点から数えて10

time when production is definitely discontinued.

年を超えてはならない。

7.2. The type approval authority or technical service which has granted type approval may at any

7.2. 型式認可を行った行政官庁又は型式認可を付与した技術機関は、各生産施設で採

time verify the conformity control methods applied in each production facility. The normal frequency

用した適合性管理方法を随時確認することができる。当該確認は、通常2年に1度の頻

of these verifications shall be once every two years.

度で実施されるものとする。

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 be withdrawn

8.1. 本規則に基づく車両型式に関する認可は、7.1項の要件に適合しない場合又はサ

if the requirement laid down in paragraph 7.1. is not complied with or if sample vehicles fail to

ンプル車両が本規則6項の要件に適合しない場合には、取り消されることがある。

comply with the requirements of paragraph 6. of this Regulation.
8.2. If a Contracting Party to the Agreement applying this Regulation withdraws an approval it has

8.2. 本規則を採用している協定加盟国は、既に行われた認可を取り消す場合には、本

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

規則附則1のひな形に準拠する通知書により、ただちに本規則を採用している他の協

by means of a communication form conforming to the model in Annex 1 to this Regulation.

定締約国に通知するものとする。

9. MODIFICATION AND EXTENSION OF APPROVAL OF THE VEHICLE TYPE

9. 車両型式認可の変更及び拡大

9.1. Every modification of the vehicle type shall be notified to the approval authority which granted

9.1. 車両型式について変更があった場合には、当該認可を行った行政官庁に届出しな

the approval. The approval authority may then either:

ければならない。認可を行った行政官庁は、以下に規定するいずれかの処置を行うも
のとする。
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9.1.1. Consider that the modifications made are unlikely to have an appreciable adverse effect and

9.1.1. 実施された変更が安全上著しい悪影響を与えるおそれがない場合には、車両が

that in any case the vehicle still complies with the requirements; or

引き続き要件に適合すると判断を下すものとする。

9.1.2. Require a further test report from the technical service responsible for conducting the tests.

9.1.2. 認可試験の実施を担当する技術機関に追加の試験成績書を要求するものとす
る。

9.2. Confirmation or extension or refusal of approval, specifying the alterations, shall be

9.2. 行政官庁は、変更に係る認可又は認可の拡大若しくは拒否を行った場合には、変

communicated by the procedure specified in paragraph 4.3. to the Parties to this Regulation.

更点を明記の上、4.3項に規定した手続きにより、本規則を採用する協定締約国に通
知するものとする。

9.3. The approval authority issuing the extension of approval shall assign a series number for such an

9.3. 認可の拡大を行う行政官庁は、当該拡大に対して通し番号を割り当て、本規則を

extension and inform there of the other Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by

採用する1958年協定締約国に、本規則附則1のひな形に準拠する通知書により、その

means of a communication form conforming to the model in Annex 1 to this Regulation.

旨を通知するものとする。

10. PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

10. 生産中止

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

認可を受けた者は、本規則に基づく車両型式の生産を中止する場合には、認可を付与

accordance with this Regulation, he shall so inform the authority which granted the approval. Upon

した行政官庁に対して、その旨を届出しなければならない。届出を受けた行政官庁

receiving the relevant communication that authority shall inform thereof the other Parties to the 1958

は、本規則を採用する他の1958年協定締約国に対して、本規則附則1のひな形に準拠

Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in

する通知書により、その旨を通知するものとする。

Annex 1 to this Regulation.

11. NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR

11. 認可試験を実施する技術機関及び行政官庁の名称と所在地

CONDUCTING APPROVAL TESTS AND OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

本規則を採用する1958年協定締約国は、国連事務局に対して、認可試験を実施する技

The Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations

術機関、並びに認可を付与し、他国で行われた認可、認可の拡大、認可の拒否若しく

Secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval

は認可の取消に係る通知書類の送付先となる行政官庁の名称と所在地を通知するもの

tests and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying

とする。

approval or extension or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.
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Annex 1

附則1

COMMUNICATION

通知

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

（最大判形：A4（210×297mm））

issued by: Name of administration:

発行：行政官庁名

1/

1/

Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see

認可を付与／拡大／拒否／取り消した国の識別番号（本規則の認可条項を参照）。

approval provisions in the Regulation).
concerning: 2/

協定規則第79号に基づく、かじ取装置に関する車両型式の

2/

認可

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2/

of a vehicle type with regard to steering equipment pursuant to Regulation No. 79

2/ /該当しない項目を抹消する。

Approval No.

認可番号

Extension No.

拡大番号

1. Trade name or mark of vehicle

1. 車両の商号又は商標

2. Vehicle type

2. 車両型式

3. Manufacturer's name and address

3. メーカーの名称及び所在地
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4. If applicable, name and address of manufacturer's representative

4. メーカーの代理人の名称及び所在地（適用の場合）

5. Brief description of the steering equipment

5. かじ取装置の概要説明

5.1. Type of steering equipment

5.1. かじ取装置の種類

5.2. Steering control

5.2. かじ取ハンドル

5.3. Steering transmission

5.3. ステアリング伝達装置

5.4. Steered wheels

5.4. ステアードホイール

5.5. Energy source

5.5. エネルギーソース

6. Results of tests, vehicle characteristics

6. 試験結果、車両の特徴

6.1. Steering effort required to achieve a turning circle of 12 m radius with an intact system and 20 m

6.1. 正常なシステムの場合は半径12 m及び故障状態のシステムの場合は半径20 mの回

radius with a system in the failed condition

転円を達成するために必要な操舵力

6.1.1. Under normal conditions

6.1.1. 通常の条件下

6.1.2. After failure of special equipment

6.1.2. 特別な装置の故障後

6.2. Other tests required by this Regulation

6.2. 本規則により要求されるその他の試験

pass/fail
2/

合格／不合格2/

2/

2/

Strike out what does not apply.

該当しない項目を抹消する。

6.3. Adequate documentation in accordance with Annex 6 was supplied in respect of the following

6.3. ステアリングシステムの以下の部分について、附則6に準拠した適切な書類一式

parts of the steering system:

を提出した。

7. Applicable only to towing vehicles

7. 牽引車両にのみ適用可能

7.1. The towing vehicle is / is not2 equipped with an electrical connector fulfilling the relevant

7.1. 牽引車両に附則7の該当する要件を満たす電気コネクタが装備されている／いな

requirements of Annex 7

い2

7.2. The maximum current available is

.A3

7.2. 使用可能な最大電流は

3
.A

8. Applicable only to trailers

8. トレーラーにのみ適用可能

8.1. The steering system of the trailer fulfils the relevant provisions of Annex 7 to UN Regulation

8.1. レーラーのステアリングシステムはUN規則No. 79の附則7の該当する規定を満た

No. 79 .

.Yes/No2

2

している はい／いいえ
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8.2. The maximum current required for the trailer steering system is A3
8.3. The trailer steering system is/is not2 able to supply auxiliary equipment on the trailer with

3
8.2. トレーラーステアリングシステムに必要な最大電流は A

electrical energy

供給することができる／できない

3 As defined by the vehicle manufacturer – see paragraphs 2.3. and 3.1. of Annex 7 as appropriate.

3車両メーカーが定めたとおり－附則7の2.3項および3.1項の該当する項を参照。

9. Vehicle submitted for approval on

9. 認可用車両の提出日

10. Technical service responsible for conducting approval tests

10. 認可試験実施を担当する技術機関

11. Date of report issued by that service

11. 当該機関による試験成績書発行日

12. Number of report issued by that service

12. 当該機関が発行した試験成績書番号

13. Approval granted/extended/refused/withdrawn 2/

13. 認可／認可拡大／認可拒否／認可取消2/

2/

2/

Strike out what does not apply.

8.3. トレーラーステアリングシステムは、トレーラーの補助装置に電気エネルギーを
2

該当しない項目を抹消する。

14. Position of approval mark on vehicle

14. 車両上の認可マークの位置

15. Place

15. 場所

16. Date

16. 日付

17. Signature

17. 署名

18. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the

18. 認可を行った行政官庁に提出された認可書類の一覧を本通知書に添付しており、

administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request.

この書類は請求により入手可能である。

Annex 2

附則2

ARRANGEMENTS OF APPROVAL MARKS

認可マークの配置

Model A

モデルA

(See paragraph 4.4. of this Regulation)

（本規則の4.4項参照）
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a = 8 mm min

a＝最小8 mm

The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has, with regard

車両に貼付する上記の認可マークは、当該車両型式がかじ取装置に関して、オランダ

to steering equipment, been approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulation No. 79 under

（E4）において、認可番号012439として協定規則第79号に基づき認可されたことを示

approval No. 012439. The approval number indicates that the approval was granted in accordance

す。

with the requirements of Regulation No. 79 incorporating the 01 series of amendments.

この認可番号は、この認可が第 1 改訂版を盛り込んだ協定規則第 79 号の要件に基づき
付与されたことを示す。

Model B

モデルB

(See paragraph 4.5. of this Regulation)

（本規則の4.5項参照）

a = 8 mm min

a＝最小8 mm
車両に貼付する上記の認可マークは、当該車両型式がオランダ（E4）において、協定

The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has been
approved in the Netherlands (E4) pursuant to Regulations Nos. 79 and 31 The approval numbers

規則第79号及び協定規則第31号*/に基づき認可されたことを示す。この認可番号は、

indicate that, at the dates when the respective approvals were given, Regulation No. 79 incorporating

これらの認可を付与した時点で、協定規則第79号が第1改訂版を盛り込んでおり、協

the 01 series of amendments and Regulation No. 31 included the 01 series of amendments.

定規則第31号も第1改訂版を盛り込んでいることを示す。

*/

*/2

*/.

The second number is given merely as an example.

つ目の規則番号は単に例として示したものである。

Annex 3

附則3

BRAKING PERFORMANCE FOR VEHICLES USING THE SAME ENERGY SOURCE TO

ブレーキ装置とエネルギーソースを共用するかじ取装置を備えた車両の制動性能

SUPPLY STEERING EQUIPMENT AND BRAKING DEVICE
1. For tests carried out in accordance with this annex the following vehicle conditions shall be met:

1. 本附則に基づいて実施される試験については、以下の車両条件に適合しなければ
ならない。

1.1. The vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass distributed between the
39/60
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axles as declared by the vehicle manufacturer. Where provision is made for several arrangements of

配分して負荷するものとする。車軸にかかる質量の配列をいくつか準備する場合、車

the mass on the axles, the distribution of the maximum mass between the axles shall be such that the

軸間の最大質量は、各車軸にかかる質量が各車軸の最大許容質量に比例するよう配分

mass on each axle is proportional to the maximum permissible mass for each axle. In the case of

するものとする。セミトレーラ用牽引トラックの場合、質量は、上記の荷重条件から

tractors for semi-trailers, the mass may be repositioned approximately half way between the kingpin

生じるキングピンの位置と後軸の中心線の間のほぼ中ほどに再配置することができ

position resulting from the above loading conditions and the centreline of the rear axle(s);

る。

1.2. The tyres shall be inflated to the cold inflation pressure prescribed for the mass to be borne by

1.2. タイヤは、車両が静止状態の場合にタイヤが支える質量について規定された常温

the tyres when the vehicle is stationary;

のタイヤ空気圧まで、空気を入れるものとする。

1.3. Before the start of the tests the brakes shall be cold, that is, with a disc or outer brake drum

1.3. 試験開始時までは、ブレーキは冷却状態とし、すなわちディスク又は外側ブレー

surface temperature less than 100 degrees C.

キドラムの表面温度は100℃未満とする。

2. If an energy source failure occurs, service braking performance on the first brake application shall

2. エネルギーソースに欠陥が生じた場合、最初にブレーキをかけた際のサービス制

achieve the values given in the table below.

動性能は、下記の表中の数値に達するものとする。

Category

m/s2

V (km/h)

車両型式

FdaN

m/s2

V (km/h)

FdaN

M1

80

5.8

50

M1

80

5.8

50

M2 and M3

60

5.0

70

M2 及び M3

60

5.0

70

N1

80

5.0

70

N1

80

5.0

70

N2 and N3

60

5.0

70

N2 及び N3

60

5.0

70

3. After any failure in the steering equipment, or the energy supply, it shall be possible after eight full

3. かじ取装置又はエネルギー供給装置において何らかの欠陥が生じた後も、サービ

stroke actuations of the service brake control, to achieve at the ninth application, at least the

スブレーキ制御装置を8回フルストローク作動させた後の9回目において、補助（緊

performance prescribed for the secondary (emergency) braking system (see table below).

急）ブレーキシステムに関する規定以上の性能を発揮できるものとする（下表を参

In the case where secondary performance requiring the use of stored energy is achieved by a separate

照）。

control, it shall still be possible after eight full stroke actuations of the service brake control to

別制御により、蓄積エネルギーの使用が必要な補助性能が得られる場合、サービスブ

achieve at the ninth application, the residual performance (see table below).

レーキ制御装置を8回フルストローク作動させた後の9回目において、残余制動性能を
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発揮できるものとする（下表を参照）。
ブレーキの補助効果及び残存効果

SECONDARY AND RESIDUAL EFFICIENCY
Category

V km/h

Secondary braking m/s2

車両型式

Residual braking
m/s2

V km/h

補助ブレーキ m/s2

残余制動力 m/s2

M1

80

2.9

1.7

M1

80

2.9

1.7

M2

60

2.5

1.5

M2

60

2.5

1.5

M3

60

2.5

1.5

M3

60

2.5

1.5

N1

70

2.2

1.3

N1

70

2.2

1.3

N2

50

2.2

1.3

N2

50

2.2

1.3

N3

40

2.2

1.3

N3

40

2.2

1.3

Annex 4

附則4 ASEを備えた車両に関する追加規定

ADDITIONAL PROVISIONS FOR VEHICLES EQUIPPED WITH ASE

1. General Provisions

1. 一般規定

Vehicles fitted with auxiliary steering equipment (ASE) in addition to the requirements given in the

補助かじ取装置（ASE）を備えた車両は、本規則の本文に定める要件に加え、本附則の

body of this Regulation shall also comply with the provisions of this Annex.

規定にも適合しなければならない。

2. Specific Provisions

2. 特別規定

2.1. Transmission

2.1. 伝達装置

2.1.1. Mechanical steering transmissions

2.1.1. 機械式ステアリング伝達装置

Paragraph 5.3.1.1. of this Regulation applies.

本規則の 5.3.1.1 項を適用する。

2.1.2. Hydraulic steering transmissions

2.1.2. 油圧式ステアリング伝達装置

The hydraulic steering transmission must be protected from exceeding the maximum permitted service

油圧式ステアリング伝達装置は、最大許容供給圧 T を超えないよう保護しなければな

pressure T.

らない。

41/60

UN-R79-01-S05 改訂版（2017.10.10 発効）
2.1.3. Electric steering transmissions

2.1.3. 電気式ステアリング伝達装置

The electric steering transmission must be protected from excess energy supply.

電気式ステアリング伝達装置は、過剰なエネルギー供給がないように保護しなければ
ならない。

2.1.4. Combination of steering transmissions

2.1.4. ステアリング伝達装置の組み合わせ

A combination of mechanical, hydraulic and electric transmissions shall comply with the requirements

機械式、油圧式、電気式の伝達装置が組み合わされている場合は、上記の 2.1.1 項、2.1.2

specified in paragraphs 2.1.1., 2.1.2. and 2.1.3. above.

項及び 2.1.3 項に規定された要件に適合するものとする。

2.2. Testing requirements for failure

2.2. 故障時の試験要件

2.2.1. Malfunction or failure of any part of the ASE (except for parts not considered to the

2.2.1. ASEのいずれかの部品（本規則5.3.1.1項に定められた故障しにくいとみなされる

susceptible to breakdown as specified in paragraph 5.3.1.1. of this Regulation) shall not result in a

部品は除く）に動作不良又は故障が生じた場合でも、車両の挙動は突発的に著しく変

sudden significant change in vehicle behaviour and the relevant requirements of paragraph 6. of this

化してはならないものとし、また本規則6項の該当要件は依然として満たされるもの

Regulation shall still be met. Furthermore, it must be possible to control the vehicle without

とする。また、異常なかじ取装置を修正することなく、車両を制御することが可能で

abnormal steering correction. This shall be verified by the following tests:

なければならない。この要件を下記の試験により確認するものとする。

2.2.1.1. Circular test

2.2.1.1. 回転試験

The vehicle shall be driven into a test circle with a radius "R" m and a speed "v" km/h corresponding

車両を、その車両区分に対応する下表に示す半径「R」（m）及び速度「v」（km/h）

to its category and the values given in the table below:

で旋回走行させ試験を行うものとする。

R 3/

Vehicle category

車両区分

v 1/2/

R 3/

v 1/2/

M1 and N1

100

80

M1 及び N1

100

80

M2 and N2

50

50

M2 及び N2

50

50

M3 and N3

50

45

M3 及び N3

50

45

1/

1/

If the ASE is in a mechanically locked position at this specified speed, the test speed will be

modified to correspond to the maximum speed where the system is functioning. Maximum speed
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means the speed when the ASE becomes locked minus 5 km/h.

を減算した速度をいう。

2/

2/

If the dimensional characteristics of the vehicle imply an overturning risk, the manufacturer shall

車両の寸法特性から転覆の危険性が予測される場合は、メーカーは、安全に試験を

provide to the Technical Service behaviour simulation data demonstrating a lower maximum safe

実施するためのさらに低い最高速度を立証する挙動シミュレーションデータを、技術

speed for conducting the test. Then the Technical Service will choose this test speed.

機関に提供しなければならない。技術機関は、当該試験速度を採用する。

3/

3/

If, due to the configuration of the test site, the values of the radii cannot be observed, the tests may

試験場の配置により、当該半径の数値を順守できない場合には、他の半径（最大偏

be carried out on tracks with other radii, (maximum variation: +/- 25 per cent) provided that the

差：±25%）の走行路で試験を実施することができる。ただし、特定の車両区分につ

speed is varied to obtain the transverse acceleration resulting from the radius and speed indicated in

いて表に示す半径と速度により生じる横方向の加速度をつけるため、速度を変えるこ

the table for the particular category of vehicle

とを条件とする。

The failure shall be introduced when the specified test speed has been reached. The test shall include

規定の試験速度に達した時点で、故障が誘発されるものとする。試験は、時計回り及

driving in a clockwise direction, and in a counter-clockwise direction.

び反時計回りの両方向の走行で実施されるものとする。

2.2.1.2. Transient test

2.2.1.2. 過渡試験

2.2.1.2.1. Until uniform test procedures have been agreed, the vehicle manufacturer shall provide the

2.2.1.2.1. 統一試験手順に関して合意が得られるまで、車両メーカーは、故障時の過

technical services with their test procedures and results for transient behaviour of the vehicle in the

渡的な車両挙動に関する試験手順及び試験結果を、技術機関に提出するものとする。

case of failure.
2.3. Warning signals in case of failure.

2.3. 故障時の警報信号

2.3.1. Except for parts of ASE not considered susceptible to breakdown as specified in paragraph

2.3.1. 本規則5.3.1.1項に定める故障しにくいとみなされる部品は除き、ASEに以下の

5.3.1.1. of this Regulation, the following failure of ASE shall be clearly brought to the attention of

故障が生じた場合、運転者に対してその旨が明確に示されるものとする。

the driver.
2.3.1.1. A general cut-off of the ASE electrical or hydraulic control.

2.3.1.1. ASE電気式又は油圧式制御のカットオフ全般

2.3.1.2.

Failure of the ASE energy supply.

2.3.1.2.

2.3.1.3.

A break in the external wiring of the electrical control if fitted.

2.3.1.3. 外部電気制御配線（備えられている場合）の破損
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Annex 5

附則5

PROVISIONS FOR TRAILERS HAVING HYDRAULIC STEERING TRANSMISSIONS

油圧式ステアリング伝達装置を備えた被牽引自動車に関する規定

1. General provisions

1. 一般規定

Vehicles fitted with hydraulic steering transmission, in addition to the requirements given in the body

油圧式ステアリング伝達装置を備えた車両は、本規則の本文に定める要件に加え、本

of this Regulation shall also comply with the provisions of this annex.

附則の規定にも適合しなければならない。

2. Specific provisions

2. 特別規定

2.1. Performance of hydraulic lines and hose assemblies.

2.1. 油圧ラインとホースの組立ての性能

2.1.1. The hydraulic lines of hydraulic transmission shall be capable of

a burst pressure at least four

2.1.1. 油圧式伝達装置の油圧ラインは、車両メーカーが規定する最大正常供給圧

times the maximum normal service pressure (T) specified by the vehicle manufacturer. Hose

（T）の少なくとも4倍の破壊圧力に耐えることを可能とする。ホースの組立ては、

assemblies shall comply with ISO Standards 1402:1994, 6605:1986 and 7751:1991.

ISO規格1402：1994、6605：1986及び 7751：1991に適合するものとする。

2.2. In systems dependent on an energy supply;

2.2. エネルギー供給装置に依存するシステム

2.2.1. the energy supply must be protected from excess pressure by a pressure limiting valve which

2.2.1. エネルギー供給装置は、圧力Tで作動する圧力制限バルブにより、過剰な圧力

operates at the pressure T.

から保護されなければならない。

2.3. Protection of steering transmission;

2.3. ステアリング伝達装置の保護

2.3.1. the steering transmission must be protected from excess pressure by a pressure limiting valve

2.3.1. ステアリング伝達装置は、圧力1.1Tから2.2Tで作動する圧力制限バルブによ

which operates at between 1.1 T and 2.2 T. The operating pressure of the pressure limiting valve shall be

り、過剰な圧力から保護されなければならない。圧力制限バルブの作動圧力は、車両

of a value that is compatible with the operating characteristics of the steering system installed on the

に取り付けられたステアリングシステムの作動特性に適合する値とする。これは、型

vehicle. This shall be confirmed by the vehicle manufacturer at the time of type approval.

式認可時に車両メーカーが確認するものとする。

Annex 6

附則6

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE APPLIED TO THE SAFETY ASPECTS OF COMPLEX

複合電子車両制御システムの安全面に適用される特別要件

ELECTRONIC VEHICLE CONTROL SYSTEMS
1. GENERAL

1. 一般要件

This annex defines the special requirements for documentation, fault strategy and verification with

本附則では、本規則に係る複合電子車両制御システム（2.3項以下）の安全面に関す
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respect to the safety aspects of Complex Electronic Vehicle Control Systems (paragraph 2.3. below)

る書類、故障時の対応戦略及び確認について定義する。

as far as this Regulation is concerned.

本附則にはまた、本規則の特別項目により求められる場合は、電子システムが制御す

This annex may also be called, by special paragraphs in this Regulation, for safety related functions

る安全性関連の機能についても記載することができる。

which are controlled by electronic system(s).

本附則は「本システム」の性能基準については規定することなく、型式認可のために

This annex does not specify the performance criteria for "The System" but covers the methodology

設計工程で採用する手法及び技術機関に提出しなければならない情報について記載す

applied to the design process and the information which must be disclosed to the technical service,

る。

for type approval purposes.

当該情報においては、「本システム」が、正常時及び故障時において、本規則の他の

This information shall show that "The System" respects, under normal and fault conditions, all the

規定に定める全ての適切な性能要件に適合することを示すものとする。

appropriate performance requirements specified elsewhere in this Regulation.
2. DEFINITIONS

2. 定義

For the purposes of this annex,

本附則の意図するところでは、

2.1. "Safety concept" is a description of the measures designed into the system, for example within

2.1. 「安全性の概念」とは、電気的故障が生じた場合であってもシステムの完全性に

the electronic units, so as to address system integrity and thereby ensure safe operation even in the

ついて対処することにより安全な作動を保証するため、システム、例えば電子ユニッ

event of an electrical failure.

ト内に設計された手段の説明である。重要な車両機能に関して、一部の作動又は予備

The possibility of a fall-back to partial operation or even to a back-up system for vital vehicle functions

システムのための代替システムを備える可能性は、安全性の概念の一部とすることが

may be a part of the safety concept.

できる。

2.2. "Electronic control system" means a combination of units, designed to co-operate in the

2.2. 「電子制御システム」とは、電子データプロセシングにより、規定の車両制御機

production of the stated vehicle control function by electronic data processing.

能を作動させる上で連携して機能するよう設計されたユニットの組合せをいう。当該

Such systems, often controlled by software, are built from discrete functional components such as

システムは、ソフトウェアにより制御される場合が多く、センサー、電子制御ユニッ

sensors, electronic control units and actuators and connected by transmission links. They may include

ト及び作動装置等の個別の機能部品で構成され、伝送リンクで接続されている。ま

mechanical, electro-pneumatic or electro-hydraulic elements. "The System", referred to herein, is the

た、機械式、空電式又は電子油圧式要素を有する場合もある。本附則で述べる「本シ

one for which type approval is being sought.

ステム」とは、型式認可で求められるシステムの1つである。

2.3. "Complex electronic vehicle control systems" are those electronic control systems which are

2.3. 「複合電子車両制御システム」とは、制御階層から成る電子制御システムであ

subject to a hierarchy of control in which a controlled function may be over-ridden by a higher level

り、当該システムにおいては、より高位にある電子制御システム又は機能は制御対象
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electronic control system/function.

A function which is over-ridden becomes part of the complex

の機能より優先することができる。下位とされた機能は、当該複合システムの一部と

system.

なる。

2.4. "Higher-Level control" systems/functions are those which employ additional processing and/or

2.4. 「高レベルの制御」システム又は機能とは、車両制御システムの通常機能を変化

sensing provisions to modify vehicle behaviour by commanding variations in the normal function(s)

させるよう命令することにより、車両挙動を修正するための追加処理機能又は感知機

of the vehicle control system.

能を動作させるシステムである。これにより、複合システムは、感知した状況に応じ

This allows complex systems to automatically change their objectives

with a priority which depends on the sensed circumstances.

て優先目標を自動的に変更することが可能になる。

2.5. "Units" are the smallest divisions of system components which will be considered in this annex,

2.5. 「ユニット」とは、本附則においてシステム構成部品の最小区分とみなされ、当

since these combinations of components will be treated as single entities for purposes of

該構成部品の組み合わせは、識別、分析又は交換のための単一体として取扱われる。

identification, analysis or replacement.
2.6. "Transmission links" are the means used for inter-connecting distributed units for the purpose of

2.6. 「伝送リンク」とは、信号、作動データ又はエネルギー供給の伝達を目的として

conveying signals, operating data or an energy supply.

内部接続の分配ユニットのために使用される手段である。本装置は通常電気式である

This equipment is generally electrical but may, in some part, be mechanical, pneumatic or hydraulic.

が、一部においては、機械式、空気圧式又は油圧式とすることもできる。

2.7. "Range of control" refers to an output variable and defines the range over which the system is

2.7. 「制御範囲」とは、出力変数で表されるもので、システムにより制御される可能

likely to exercise control.

性のある範囲を明示する。

2.8. "Boundary of functional operation" defines the boundaries of the external physical limits within

2.8. 「機能的作動の限界」とは、外部物理的制限の限界を明示するもので、その限界

which the system is able to maintain control.

内においてシステムは制御を維持することができる。

3. DOCUMENTATION

3. 必要書類

3.1. Requirements

3.1. 要件

The manufacturer shall provide a documentation package which gives access to the basic design of

メーカーは、「本システム」の基本設計並びに他の車両システムに接続する手段若し

"The System" and the means by which it is linked to other vehicle systems or by which it directly

くは出力変数を直接制御する手段に関する情報を示した書類一式を提出しなければな

controls output variables. The function(s) of "The System" and the safety concept, as laid down by

らない。「本システム」の機能及び安全性の概念は、メーカーが定める内容に従い明

the manufacturer, shall be explained. Documentation shall be brief, yet provide evidence that the

示されるものとする。書類は簡潔に記載するものとするが、設計及び開発が、関係す

design and development has had the benefit of expertise from all the system fields which are

る全てのシステム領域の専門技術の恩恵を受けている旨の根拠を示すものとする。定

involved. For periodic technical inspections, the documentation shall describe how the current

期技術検査を実施するため、書類には、「本システム」の現行作動状況の確認方法を
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operational status of "The System" can be checked.

記載するものとする。

3.1.1. Documentation shall be made available in two parts:

3.1.1. 書類は以下の2つの部分から成るものとする。

(a) The formal documentation package for the approval, containing the material listed in paragraph 3.

(a)

(with the exception of that of paragraph 3.4.4.) which shall be supplied to the technical service at the

書の提出時に技術機関に提出する資料を含む。これは、本附則4項に定める確認プロ

time of submission of the type approval application. This will be taken as the basic reference for the

セスのための基本資料とみなされる。

認可のための正式な書類一式で、3項（3.4.4項は除外）に掲げる、型式認可申請

verification process set out in paragraph 4. of this annex.
(b) Additional material and analysis data of paragraph 3.4.4. which shall be retained by the

(b)

manufacturer, but made open for inspection at the time of type approval.

認可時に検査用に公開されるものとする。

3.2. Description of the functions of "The System"

3.2. 「本システム」の機能説明

A description shall be provided which gives a simple explanation of all the control functions of "The

「本システム」の全ての制御機能及び目標達成のために用いられる方法の簡単な説明

System" and the methods employed to achieve the objectives, including a statement of the

（制御実行のメカニズムについての記載を含む）を記載するものとする。

3.4.4項の追加資料及び分析データ。これは、メーカーが保持するものとし、型式

mechanism(s) by which control is exercised.
3.2.1. A list of all input and sensed variables shall be provided and the working range of these

3.2.1. 全ての入力変数及び検知された変数を網羅する一覧表を提出し、それらが機能

defined.

する範囲を定めるものとする。

3.2.2. A list of all output variables which are controlled by "The System" shall be provided and an

3.2.2. 「本システム」が制御する全ての出力変数を網羅する一覧表を提出し、それぞ

indication given, in each case, of whether the control is direct or via another vehicle system. The

れの場合について、直接制御であるのか又は別の車両システムを経由した制御である

range of control (paragraph 2.7.) exercised on each such variable shall be defined.

のかを示すものとする。当該各出力変数により実行される制御範囲（2.7項）を定め
るものとする。

3.2.3. Limits defining the boundaries of functional operation (paragraph 2.8.) shall be stated where

3.2.3. システム性能に適切な、機能的作動の限界（2.8項）を定める限度を記載するも

appropriate to system performance.

のとする。

3.3. System layout and schematics

3.3. システムの設計図及び概略図

3.3.1. Inventory of components.

3.3.1. 構成部品の目録

A list shall be provided, collating all the units of "The System" and mentioning the other vehicle

当該制御機能を達成するために必要な「本システム」の全ユニットを照合し、またそ

systems which are needed to achieve the control function in question.

の他の車両システムも盛り込んだ一覧表を提出するものとする。
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An outline schematic showing these units in combination, shall be provided with both the equipment

当該ユニットの構成を示す概略図を、装置の配置及び相互接続を明確に示した上で提

distribution and the interconnections made clear.

出するものとする。

3.3.2. Functions of the units

3.3.2. ユニットの機能

The function of each unit of "The System" shall be outlined and the signals linking it with other units

「本システム」の各ユニットの機能の概略を説明し、また、その他のユニット又はそ

or with other vehicle systems shall be shown. This may be provided by a labelled block diagram or

の他の車両システムと「本システム」を結ぶ信号を示すものとする。ラベル付きのブ

other schematic, or by a description aided by such a diagram.

ロック図若しくはその他の概略図、又は当該ブロック図を加えた説明形式で提出する
こともできる。

3.3.3. Interconnections

3.3.3. 相互接続

Interconnections within "The System" shall be shown by a circuit diagram for the electric

「本システム」内の相互接続は、電気伝達リンクについては回路図で、空気圧式又は

transmission links, by a piping diagram for pneumatic or hydraulic transmission equipment and by a

油圧式伝達装置については配線図で、また機械的リンク機構については簡潔な略図で

simplified diagrammatic layout for mechanical linkages.

示すものとする。

3.3.4. Signal flow and priorities

3.3.4. 信号フロー及び優先順位

There shall be a clear correspondence between these transmission links and the signals carried

当該伝達リンクとユニット相互に伝達される信号との間には、明確な対応関係がある

between Units. Priorities of signals on multiplexed data paths shall be stated wherever priority may

ものとする。本規則に関わる性能又は安全性に影響を与える問題のうちいずれが最優

be an issue affecting performance or safety as far as this Regulation is concerned.

先であるかを問わず、多重データ経路上の信号の優先順位を記載するものとする。

3.3.5. Identification of units

3.3.5. ユニットの識別

Each unit shall be clearly and unambiguously identifiable (e.g. by marking for hardware and marking

対応するハードウェアと書類を関連づけるため、各ユニットは、明確かつ明らかに識

or software output for software content) to provide corresponding hardware and documentation

別可能であるものとする（例えば、ハードウェアには印付け、ソフトウェアコンテン

association. Where functions are combined within a single unit or indeed within a single computer,

ツには印付け又はソフトウェア出力を行う方法による）。

but shown in multiple blocks in the block diagram for clarity and ease of explanation, only a single

単一ユニット内又は事実上単一のコンピュータ内で機能が組み合わされているが、説

hardware identification marking shall be used. The manufacturer shall, by the use of this

明の明白性と簡易性のためにブロック図に複数の構成が示される場合には、ハードウ

identification, affirm that the equipment supplied conforms to the corresponding document.

ェア識別用の印付けを１つだけ使用するものとする。メーカーは、本識別を活用する
ことで、提供装置と対応文書とが一致していることを確約するものとする。

3.3.5.1. The identification defines the hardware and software version and, where the latter changes
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such as to alter the function of the Unit as far as this Regulation is concerned, this identification shall

規則に関して、ユニットの機能を変化させるような変更がソフトウェアに加えられた

also be changed.

場合には、本識別も同時に変更するものとする。

3.4. Safety concept of the manufacturer

3.4. メーカーの安全性の概念

3.4.1. The manufacturer shall provide a statement which affirms that the strategy chosen to achieve

3.4.1. メーカーは、「本システム」の目的達成のために選択した戦略が、故障してい

"The System" objectives will not, under non-fault conditions, prejudice the safe operation of systems

ない状態において、本規則の規定に準拠するシステムの安全な作動を損なわないこと

which are subject to the prescriptions of this Regulation.

を確約する説明を提出するものとする。

3.4.2. In respect of software employed in "The System", the outline architecture shall be explained

3.4.2. 「本システム」に採用したソフトウェアについて、その概要構成を説明するも

and the design methods and tools used shall be identified. The manufacturer shall be prepared, if

のとし、また、設計方法及び使用ツールを特定するものとする。メーカーは、必要で

required, to show some evidence of the means by which they determined the realization of the system

あれば、設計及び開発過程中にシステム論理の実現を決定した手段に関して、証拠を

logic, during the design and development process.

示すことができるよう準備を行うものとする。

3.4.3. The Manufacturer shall provide the technical authorities with an explanation of the design

3.4.3. メーカーは、試験機関に対して、故障した状態で安全に作動するように「本シ

provisions built into "The System" so as to generate safe operation under fault conditions. Possible

ステム」に組み込んだ設計段階の対応策を説明するものとする。「本システム」の故

design provisions for failure in "The System" are for example:

障に対して設計段階で想定された対応策の例を以下に示す。

(a) Fall-back to operation using a partial system.

(a) 一部システムを活用して作動する代替システム

(b) Change-over to a separate back-up system.

(b) 別の予備システムへの切り替え

(c) Removal of the high level function.

(c) 高位機能の解除

In case of a failure, the driver shall be warned for example by warning signal or message display.

故障の場合、運転者は、例えば警報信号又はメッセージの表示により警告を受けるも

When the system is not deactivated by the driver, e.g. by turning the ignition (run) switch to "off", or

のとする。例えば、イグニション（走行）スイッチを「オフ」にするか、又は専用ス

by switching off that particular function if a special switch is provided for that purpose, the warning

イッチが当該目的用に設けられていればその特定機能のスイッチを切ることにより、

shall be present as long as the fault condition persists.

運転者がシステムを不作動状態にしない限り、故障状態が続く間は、警告は継続する
ものとする。

3.4.3.1. If the chosen provision selects a partial performance mode of operation under certain fault

3.4.3.1. 選択した対応策として、特定の故障状態における一部運転による作動モード

conditions, then these conditions shall be stated and the resulting limits of effectiveness defined.

を選択する場合、当該状態を記載し、結果として生じた有効性の限界について定める
ものとする。
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3.4.3.2. If the chosen provision selects a second (back-up) means to realise the vehicle control system

3.4.3.2. 選択した対応策として、車両制御システムの目的を実現するための補助的な

objective, the principles of the change-over mechanism, the logic and level of redundancy and any

（予備の）手段を選択した場合、切り替えメカニズムの原則、冗長性のロジックと水

built in back-up checking features shall be explained and the resulting limits of back-up effectiveness

準及び内蔵の予備確認機能を記載するものとし、結果として生じた予備効果の限界に

defined.

ついて定めるものとする。

3.4.3.3. If the chosen provision selects the removal of the Higher Level Function, all the

3.4.3.3. 選択した対応策として、高位機能の解除を選択した場合、本機能に係る全て

corresponding output control signals associated with this function shall be inhibited, and in such a

の対応する制御信号の出力を禁止し、それによって遷移障害を制限するものとする。

manner as to limit the transition disturbance.
3.4.4. The documentation shall be supported, by an analysis which shows, in overall terms, how the

3.4.4. 書類では、車両制御の性能又は安全性に関係する何らかの特定の故障が発生し

system will behave on the occurrence of any one of those specified faults which will have a bearing

た場合、システムがどのように動作するかを解析することにより、全体的な裏づけを

on vehicle control performance or safety.

行うものとする。

This may be based on a Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), a Fault Tree Analysis (FTA) or

当該裏づけは、故障モード影響解析（FMEA）、故障樹解析（FTA）又はシステムの

any similar process appropriate to system safety considerations.

安全性を考慮するのに適した類似プロセスに基づくこともできる。

The chosen analytical approach(es) shall be established and maintained by the Manufacturer and shall

選択した解析方法は、メーカーがこれを定め、かつ管理し、また型式認可の際に技術

be made open for inspection by the technical service at the time of the type approval.

機関による検査のために公表されるものとする。

3.4.4.1. This documentation shall itemize the parameters being monitored and shall set out, for each

3.4.4.1. 書類には、監視対象とするパラメーターを一覧として記載し、また、本附則

fault condition of the type defined in paragraph 3.4.4. of this annex, the warning signal to be given to

3.4.4項に定める型式のそれぞれの故障状態に関して、運転者又はサービス／技術検査

the driver and/or to service/technical inspection personnel.

担当者に知らせる警報信号を設定するものとする。

4. VERIFICATION AND TEST

4. 検証及び試験

4.1. The functional operation of "The System", as laid out in the documents required in paragraph 3.,

4.1. 3項で必要とされる書類に定める通り、「本システム」が機能上作動しているこ

shall be tested as follows:

とを、以下の通り試験するものとする。

4.1.1. Verification of the function of "The System"

4.1.1. 「本システム」の機能の確認

As the means of establishing the normal operational levels, verification of the performance of the

正常な作動水準を定める手段として、故障していない状態における車両システムの性

vehicle system under non-fault conditions shall be conducted against the manufacturer's basic

能の確認は、本規則又は別の規則の認可手順の一部として特定の性能試験に基づき行

benchmark specification unless this is subject to a specified performance test as part of the approval

われる場合を除き、メーカーの基本的な標準仕様に基づき実施されるものとする。
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procedure of this or another Regulation.
4.1.2. Verification of the safety concept of paragraph 3.4.

4.1.2. 3.4項の安全性の概念の確認

The reaction of "The System" shall, at the discretion of the type approval authority, be checked under

「本システム」の反応は、型式認可を行った行政官庁の裁量において、ユニット内部

the influence of a failure in any individual unit by applying corresponding output signals to electrical

の故障の影響をシミュレーションするため、電気式ユニット又は機械的要素に対して

units or mechanical elements in order to simulate the effects of internal faults within the unit.

対応する出力信号を送ることにより、個々の全ユニットにおいて故障の影響を受けた
状態で確認するものとする。

4.1.2.1. The verification results shall correspond with the documented summary of the failure

4.1.2.1. 確認結果は、故障解析の要約文書と合致するものとし、安全性の概念及び実

analysis, to a level of overall effect such that the safety concept and execution are confirmed as being

行が適切であると確認できる全体的影響の水準まで確認するものとする。

adequate.
Annex 7

附則7

Special provisions for the powering of trailer steering systems from the towing vehicle

牽引車両からのトレーラーステアリングシステムの動力供給に関する特別規定
1. 一般

1.General

本附則の要件は、トレーラーに取り付けられたステアリングシステムの作動を促進す

The requirements of this Annex shall apply to towing vehicles and trailers where electrical energy is
supplied from the towing vehicle to facilitate operation of the steering system installed on the trailer.

るために牽引車両から電気エネルギーが供給されている場合の牽引車両およびトレ
ーラーに適用するものとする。
2. 牽引車両の要件

2.Requirements for towing vehicles
2.1.Energy Supply

2.1. エネルギーサプライ

2.1.1. The vehicle manufacturer shall define the capacity of the energy source that will enable the

2.1.1. 車両メーカーは、下記2.3項に定める電流を車両の通常運転中にトレーラーが使用

current defined in paragraph 2.3. below to be available for the trailer during normal operation of the

できるようにするエネルギー供給源の容量を定めるものとする。

vehicle.
2.1.2. The driver’s manual shall include information to advise the driver on the electrical energy

2.1.2. 運転者マニュアルには、トレーラーステアリングシステムに使用できる電気エ

available for the trailer steering system and that the electrical interface shall not be connected when

ネルギーについて、さらにトレーラーに記された電流要件が牽引車両が供給できる電

the current requirement marked on the trailer exceeds that which can be supplied by the towing

流を超える場合には電気インターフェイスを接続しないものとする旨を運転者に伝え
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vehicle.

る情報を含むものとする。

2.1.3. The power supply provided by the connector referenced in paragraph 2.5. below shall be used

2.1.3. 下記2.5項に言及するコネクタで供給される電源をトレーラーステアリングシス

for the powering of the trailer steering system. However, in all cases the provisions of paragraph 3.3

テムの動力供給に使用するものとする。ただし、いかなる場合も下記3.3項の規定が

below shall apply.

適用するものとする。

2.2.The nominal operating voltage is 24V.

2.2. 公称作動電圧は24 Vである。

2.3.The maximum current supply available at the connector referenced in paragraph 2.5.2. below

2.3. 下記2.5.2項に言及するコネクタで使用できる最大電流供給は、牽引車両メーカー

shall be defined by the towing vehicle manufacturer.

が定めるものとする。

2.4. Protection of the electrical system

2.4. 電気システムの保護

2.4.1. The electrical system of the towing vehicle shall be protected from an overload or short circuit

2.4.1. トレーラーステアリングシステムへの給電において、牽引車両の電気システム

in the supply to the trailer steering system.

を過負荷または短絡から保護するものとする。

2.5. Wiring and Connectors

2.5. 配線およびコネクタ

2.5.1. The cables used to supply the trailer electrical energy shall have a conductor cross-sectional

2.5.1. トレーラーに電気エネルギーを供給するために使用するケーブルは、上記2.3項

area compatible with the continuous current defined in paragraph 2.3. above.

に定める直流に適合する導体断面を有するものとする。

2.5.2. Until a uniform standard has been defined the connector used to connect to the trailer shall

2.5.2. 統一基準が定められるまで、トレーラーに接続するために使用するコネクタは

fulfil the following:

以下を満たすものとする：

(a)The pins shall have a current carrying capacity compatible with the maximum continuous current

(a) ピンは上記2.3項に定める最大直流に適合する通電容量を有するものとする。

defined in paragraph 2.3. above;

(b) 統一基準に合意するまで、コネクタの環境保護は、当該アプリケーションに適切

(b)Until uniform standards have been agreed the environmental protection of the connector shall be

で、附則6の評価に含まれるものとする。かつ

appropriate to the application and included in the Annex 6 assessment; and

(c) コネクタは、牽引車両で現在使用されている既存の電気コネクタ（すなわちISO

(c)The connector shall not be interchangeable with an existing electrical connector currently used on

7638、ISO 12098等）と相互交換できないものとする。

the towing vehicle i.e. ISO 7638, ISO 12098, etc.
2.6. Marking

2.6. マーキング

2.6.1. The towing vehicle shall be marked to indicate the maximum current available for the

2.6.1. 牽引車両に は 、 上 記 2 . 3 項 に 定 め た ト レ ー ラ ー が 使 用

trailer as defined in paragraph 2.3. above.

で き る 最 大 電 流 を 示 す マ ー キ ン グ が あ る も の と す る 。
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The marking shall be indelible and positioned so that it is visible when connecting the electrical

当該マーキングは消えないものとし、上記2.5.2項に言及した電気インターフェイスに

interface referenced in paragraph 2.5.2. above.

接続しているときに見えるように配置するものとする。

3. Requirements for trailers

3. トレーラーの要件

3.1. The maximum current requirement of the trailer steering system shall be defined by the vehicle

3.1. トレーラーステアリングシステムの最大電流要件は車両メーカーが定めるものと

manufacturer.

する。

3.2. The nominal operating voltage is 24V.

3.2. 公称作動電圧は24 Vである。

3.3.The electrical energy available from the towing vehicle shall only be used as follows:

3.3. 牽引車両から使用可能な電気エネルギーは、以下に限って使用するものとす

(a)

る：

Exclusively for use by the trailer steering system;

Or
(b)

For the trailer steering system and to power auxiliary systems on the trailer provided the

(a)

トレーラーステアリングシステムだけが使用。 または

(b)

トレーラーステアリングシステム用、およびトレーラー上の補助システムに動力

steering system has priority and is protected from an overload external to the steering system. This

を供給するため。ただし、ステアリングシステムが優先し、ステアリングシステムの

protection shall be a function of the trailer steering system.

外部の過負荷から保護されることを条件とする。この保護はトレーラーステアリン
グシステムの1機能とする。

3.4. Wiring and Connectors

3.4. 配線およびコネクタ

3.4.1. The cables used to supply the trailer steering system with electrical energy shall have a

3.4.1.

conductor cross sectional area compatible with the energy requirements of the steering system

ケーブルは、トレーラーに取り付けられたステアリングシステムのエネルギー要件に

installed on the trailer.

適合する導体断面を有するものとする。

3.4.2. Until a uniform standard has been defined the connector used to connect to the trailer shall

3.4.2. 統一基準が定められるまで、トレーラーに接続するために使用するコネクタ

fulfil the following:

は以下を満たすものとする：

(a) The pins shall have a current carrying capacity compatible with the maximum current defined by
the vehicle manufacturer in paragraph 3.1. above;

(a)

トレーラーステアリングシステムに電気エネルギーを供給するために使用する

ピンは、上記 3.1 項で車両メーカーが定める最大電流に適合する通

電容量を有するものとする。

(b) Until uniform standards have been agreed the environmental protection of the connector shall be
(b)

appropriate to the application and included in the Annex 6 assessment;
(c) The connector shall not be interchangeable with an existing electrical connector currently used
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on the towing vehicle, i.e. ISO 7638, ISO 12098, etc.

(c)

コネクタは、牽引車両で現在使用されている既存の電気コネクタ（すなわちISO

7638、ISO 12098等）と相互交換できないものとする。
故障警告：

3.5. Failure warning:

3.5.

Failures within the electric control transmission of the steering system shall be directly

ステアリングシステムの電気制御トランスミッション内の故障は、運転者に対して直

displayed to the driver

接表示するものとする。

3.6. Demonstration of the operation of the steering system

3.6. ステアリングシステムの作動の証明

3.6.1. At the time of type approval the trailer manufacturer shall demonstrate to the Technical Service

3.6.1. 型式認可時に、トレーラーメーカーは、本規則内に規定した該当する性能要件

the functionality of the steering system by fulfilling the relevant performance requirements

を満たすことによってステアリングシステムの機能性を技術機関に証明するものとす

specified within the Regulation.

る。

3.6.2. Failure Conditions:

3.6.2. 故障条件：

3.6.2.1.

3.6.2.1.

Under steady state conditions:

定常条件下：

In the event of the trailer being coupled to a towing vehicle that does not have an electrical supply

トレーラーステアリングシステムに対する給電がない牽引車両にトレーラーが連結

for the trailer steering system, or there is a break in the electrical supply to the trailer steering system

されている場合、トレーラーステアリングシステムへの給電に遮断がある場合、

or there is a failure in the electric control transmission of the trailer steering control system it shall be

またはト レ ー ラ ー ス テ ア リ ン グ コ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム の 電 気 制 御 ト ラ ン

demonstrated that the trailer fulfils all relevant requirements of paragraph 6.3. of the Regulation for

ス ミ ッ シ ョ ン に故障がある場合は、トレーラーが本規則の6.3項の完全なシステム

the intact system.

に関する該当するすべての要件を満たすことを証明するものとする。

3.6.2.2.

3.6.2.2.

Under transient conditions

過渡条件下

The transient behavior of the vehicle in the case of failure within the electric control transmission of

ステアリングシステムの電気制御トランスミッション内の故障時における車両の過渡

the steering system shall be evaluated to ensure vehicle stability is maintained during the transition

挙動を、故障後の過渡期間中に車両の安定が維持されることを確認するために評価す

following the failure and shall be assessed by fulfilling the following:

るものとし、以下を満たすことによってかかる挙動を評価するものとする：

(a) By applying the test procedure and requirements defined within paragraph 6.3.1. of the

(a)

Regulation. *

(b)本規則の6.3.3項内に定めるテスト手順および要件を適用することによる。*

(b) By applying the test procedure and requirements defined within paragraph 6.3.3. of the
Regulation. *
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トレーラーステアリングシステムがステアリングの作動に油圧トランスミッシ

3.6.3. If the trailer steering system utilizes hydraulic transmission to operate the steering, the

3.6.3.

requirements of Annex 5 shall apply.

ョンを用いる場合は、附則5の要件が適用するものとする。

3.7. Marking

3.7. マーキング

3.8.1.Trailers equipped with a connector for the supply of electrical energy to the trailer steering

3.8.1. ト レ ー ラ ー ステアリングシステムに 電気エネルギーを供給するためのコネ

system shall be marked to include the following information:

クタを備えたトレーラーには、以下の情報を含めるためのマーキングがあるもの

(a) The maximum current requirement for the trailer steering system as defined in paragraph 3.1.

とする：

above.

(a)

上記3.1項に定めるトレーラーステアリングシステムに関する最大電流要件。

(b) The functionality of the trailer steering system including the impact on maneuverability when the

(b)

コネクタ接続時および非接続時の操舵性への影響を含めトレーラーステアリング

connector is connected and disconnected.

システムの機能性。

The marking shall be in indelible form and positioned so that it is visible when connecting to the

マーキングは消えない形態とし、上記3.3.2項に言及した電気インターフェイスに接続

electrical interface referenced in paragraph 3.3.2. above.

しているときに見えるように配置するものとする。

*The technical service may accepted the test results supplied by the trailer manufacturer to

*技術機関は、過渡テストへの適合を証明するためにトレーラーメーカーが提供するテ

demonstrate compliance with the transient t tests.

スト結果を受け入れるることができる。

Annex 8

「附則 8

Test requirements for corrective and automatically commanded steering functions

補正操舵機能および自動命令型操舵機能に関するテスト要件
1.
一般規定
CSF および／または ACSF システムを装備した車両は、本附則の当該テスト要件を満
たすものとする。

1.

General Provisions

Vehicles fitted with CSF and/or ACSF systems shall fulfill the appropriate tests requirements of this
annex.

2.

2.

テスト条件

Testing conditions

The tests shall be performed on a flat, dry asphalt or concrete surface delivering good adhesion. The

良好な粘着性が得られる平坦で乾燥したアスファルトまたはコンクリート面上でテス
トを実行するものとする。周囲温度は 0℃から 45℃の範囲とする。

ambient temperature shall be between 0 deg. C and 45 deg. C.
2.1. 車線マーク

2.1. Lane markings
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standard for visible lane markings. The lane-marking layout used for the tests shall be recorded in the

テストに使用する道路上の車線マークは、規則 No. 130 の附則 3 に示されたマークの
中の 1 つに従っているものとする。そのマーキングは良好な状態にあり、視認可能な
車線マークの規格に適合した材料によるものとする。テストに使用した車線マークの
配置をテストレポートに記録するものとする。

test report.

本附則のテストの目的上、車線の幅は最低 3.5 m とする。

The lane markings on the road used for the tests shall be in line with one of those described in Annex
3 of Regulation No. 130. The markings shall be in good condition and of a material conforming to the

The width of the lane shall be minimum 3.5m, for the purpose of the tests of this Annex.
The test shall be performed under visibility conditions that allow safe driving at the required test speed.
The vehicle manufacturer shall demonstrate, through the use of documentation, compliance with all
other lane markings identified in Annex 3 of Regulation No. 130. Any of such documentation shall be

要求されるテスト速度での安全な運転を可能にする視認性の条件下でテストを実行す
るものとする。
車両メーカーは、文書の使用を通じて、規則 No. 130 の附則 3 に記載された他のすべ
ての車線マークへの適合を実証するものとする。かかる文書はすべてテストレポート
に添付するものとする。

appended to the test report.
2.2. 公差

2.2. Tolerances
All vehicle speeds specified for the tests described in this annex shall be met within a tolerance of +/2 km/h.

本附則に説明するテストについて規定されたすべての車速が±2 km/h の公差の範囲内
で達成されるものとする。
2.3. 車両条件

2.3. Vehicle conditions
2.3.1.

2.3.1.

Test mass

The vehicle shall be tested in a load condition agreed between the manufacturer and the Technical
Service. No load alteration shall be made once the test procedure has begun. The vehicle manufacturer

テスト質量

メーカーと技術機関の間で合意された負荷条件で車両をテストするものとする。テス
ト手順の開始以降、負荷の変更は行わないものとする。車両メーカーは、文書の使用
を通じて、あらゆる負荷条件でシステムが機能することを実証するものとする。

shall demonstrate, through the use of documentation, that the system works at all load conditions.
2.3.2.

The vehicle shall be tested at the tire pressures recommended by the vehicle manufacturer.

2.3.2.

車両メーカーが推奨するタイヤ空気圧で車両をテストするものとする。

2.4. 横加速度

2.4. Lateral acceleration
The position at which the lateral acceleration shall be measured shall be determined in agreement
between the vehicle manufacturer and the Technical Service. This position shall be identified in the
test report.
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The lateral acceleration shall be measured without taking into account the additional effects due to the

車体の動き（たとえばばね上質量のロール）による付加的作用を考慮に入れることな

movements of the vehicle body (e.g. roll of sprung mass).

く、横加速度を測定するものとする。

3.

3.

Tests procedures

テスト手順

3.1. Tests for CSF

3.1. CSF に関するテスト

3.1.1.Warning test for CSF

3.1.1.

3.1.1.1. The vehicle shall be driven with an activated CSF system on a road with lane markings on each

3.1.1.1.

CSF の警告テスト
車線の両側に車線マークがある道路上で CSF システムを作動させた状態で

side of the lane. The Technical Service shall verify that the requirements for warning signals defined

車両を走行させるものとする。技術機関は、本規則の 5.1.6.2 項に定める警告信号

in paragraph 5.1.6.2. of this Regulation are met.

の要件が満たされていることを検証するものとする。

3.1.1.2. With the agreement of the Technical Service, a simulation may be used. A detailed description

3.1.1.2.

技術機関の同意があれば、再現テストを使用してもよい。この再現テストと

その妥当性確認に関する詳細な説明をテストレポートに記載するものとする。

of the simulation and its validation shall be included in the test report.

3.2. Tests for ACSF Category B1 Systems

3.2. ACSF カテゴリーB1 システムに関するテスト

3.2.1.

3.2.1.

Lane keeping functional test

車線維持機能テスト

3.2.1.1. The vehicle speed shall remain in the range from Vsmin up to Vsmax.

3.2.1.1. 車速は Vsmin から Vsmax までの範囲に保つものとする。

The test shall be carried out for each speed range specified in paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation

本規則の 5.6.2.1.3 項に規定された各速度レンジについて別々に、テストを実施するも

separately.

のとする。

The vehicle shall be driven without any force applied by the driver on the steering control (e.g. by

両側に車線マークがある曲線走行路において、運転者が（たとえばステアリングコン

removing the hands from the steering control) with a constant speed on a curved track with lane

トロールから両手を離すことによって）ステアリングコントロールに力を加えない状

markings at each side.

態で、定速で車両を走行させるものとする。

The necessary lateral acceleration to follow the curve shall be between 80 and 90% of the maximum

カーブに追随するために必要な横加速度は、車両メーカーが規定する最大横加速度

lateral acceleration specified by the vehicle manufacturer aysmax.

aysmax の 80%から 90%であるものとする。

The lateral acceleration and the lateral jerk shall be recorded during the test.

テスト中に横加速度と横加加速度を記録するものとする。
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3.2.1.2.

3.2.1.2. 以下の場合にテスト要件が充足される：

The test requirements are fulfilled if:

車両が車線マークを踏み越えない。

The vehicle does not cross any lane marking.

横加加速度の 2 分の 1 秒間の移動平均が 5 m/s3 を超えない。

The moving average over half a second of the lateral jerk does not exceed 5 m/s3.

3.2.1.3.

3.2.1.3.

Data for the whole lateral acceleration and speed range: the Technical Service shall require the

横加速度および速度レンジ全体のデータ：技術機関は、メーカーに対し、横加速度お

manufacturer to deliver data about fulfilling the test for lane keeping capabilities for the whole lateral

よび速度レンジ全体の車線維持機能テストの充足に関するデータを提出するよう求め

acceleration and speed range.

るものとする。

3.2.2.

3.2.2.

Maximum lateral acceleration test

最大横加速度テスト

3.2.2.1. The vehicle speed shall remain in the range from Vsmin up to Vsmax.

3.2.2.1. 車速は Vsmin から Vsmax までの範囲に保つものとする。

The test shall be carried out for each speed range specified in paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation

本規則の 5.6.2.1.3 項に規定された各速度レンジについて別々に、テストを実施するも

separately.

のとする。

The vehicle shall be driven without any force applied by the driver on the steering control (e.g. by

両側に車線マークがある曲線走行路において、運転者が（たとえばステアリングコン

removing the hands from the steering control) with a constant speed on a curved track with lane

トロールから両手を離すことによって）ステアリングコントロールに力を加えない状

markings at each side.

態で、定速で車両を走行させるものとする。

The technical service defines a test speed and a radius which would provoke a higher acceleration than

技術機関は、テスト速度とともに（たとえば所与の半径のカーブをより高速で走行す

aysmax + 0.3 m/s2 (e.g. by travelling with a higher speed through a curve with a given radius).

ることにより）aysmax+0.3 m/s2 よりも高い加速度が発生しうる半径を定める。

The lateral acceleration and the lateral jerk shall be recorded during the test.

テスト中に横加速度と横加加速度を記録するものとする。

3.2.2.2.

3.2.2.2.

The test requirements are fulfilled if:

以下の場合にテスト要件が充足される：
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The recorded acceleration is within the limits specified in paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation.

記録された加速度が本規則の 5.6.2.1.3 項に規定された限界値の範囲内である。

The moving average over half a second of the lateral jerk does not exceed 5 m/s3.

横加加速度の 2 分の 1 秒間の移動平均が 5 m/s3 を超えない。

3.2.3.

3.2.3.

Overriding force test

無効化操作力テスト

3.2.3.1. The vehicle speed shall remain in the range from Vsmin up to Vsmax.

3.2.3.1. 車速は Vsmin から Vsmax までの範囲に保つものとする。

The vehicle shall be driven without any force applied by the driver on the steering control (e.g. by

両側に車線マークがある曲線走行路において、運転者が（たとえばステアリングコン

removing the hands from the steering control) with a constant speed on a curved track with lane

トロールから両手を離すことによって）ステアリングコントロールに力を加えない状

markings at each side.

態で、定速で車両を走行させるものとする。

The necessary lateral acceleration to follow the curve shall be between 80 and 90% of the minimum

カーブに追随するために必要な横加速度は、本規則の 5.6.2.1.3 項の表に規定された最

value specified in the table of paragraph 5.6.2.1.3. of this Regulation.

小値の 80%から 90%であるものとする。

The driver shall then apply a force on the steering control to override the system intervention and leave

次いで運転者がシステムの介入を無効化して車線を外れるためにステアリングコント

the lane.

ロールに力を加えるものとする。

The force applied by the driver on the steering control during the overriding manoeuver shall be

無効化操作中に運転者がステアリングコントロールに加えた力を記録するものとす

recorded.

る。

3.2.3.2. The test requirements are fulfilled if the force applied by the driver on the steering control

3.2.3.2. 無効化操作中に運転者がステアリングコントロールに加えた力が 50 N 未満
であれば、テスト要件が充足される。

during the overriding manoeuver is less than 50N.

The manufacturer shall demonstrate through appropriate documentation that this condition is fulfilled
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through out the ACSF operation range.

て実証するものとする。

3.2.4.

3.2.4.

3.2.4.1.

Transition test; hands-on test

The vehicle shall be driven with activated ACSF with a vehicle test speed between Vsmin +

3.2.4.1.

移行テスト、ハンズオンテスト

車線の両側に車線マークがある走行路において、 Vsmin+10 km/h から

10 km/h and Vsmin + 20 km/h on a track with lane markings at each side of the lane.

Vsmin+20 km/h の車両テスト速度により、ACSF を作動させた状態で車両を走行させる

The driver shall release the steering control and continue to drive until the ACSF is deactivated by the

ものとする。

system. The track shall be selected such that it allows driving with activated ACSF for at least 60 s

運転者は、ステアリングコントロールを放し、システムによって ACSF が不作動状態

without any driver intervention.

にされるまで運転し続けるものとする。走行路は、運転者の介入なしに少なくとも 60

The test shall be repeated with a vehicle test speed between Vsmax - 20 km/h and Vsmax - 10 km/h.

秒間、ACSF を作動させた状態で走行できるように選択するものとする。
Vsmax - 20 km/h から Vsmax - 10 km/h の車両テスト速度でテストを繰り返すものとす
る。

3.2.4.2. The test requirements are fulfilled if:

3.2.4.2. 以下の場合にテスト要件が充足される：

The optical warning was given at the latest 15 s after the steering control has been released and the

ステアリングコントロールを放してから遅くとも 15 秒後に光学警告が与えられ、

optical warning signal remains until ACSF is deactivated.

ACSF が不作動状態になるまでその光学警告信号が継続する。

The acoustic warning was given at the latest 30 s after the steering control has been released and the

ステアリングコントロールを放してから遅くとも 30 秒後に音響警告が与えられ、

acoustic warning signal remains until ACSF is deactivated.

ACSF が不作動状態になるまでその音響警告信号が継続する。

The ACSF is deactivated at the latest 30 s after the acoustic signal has started, with an emergency

音響信号が開始されてから遅くとも30秒後にACSFが不作動状態になると同時に、警

signal of at least 5 s, which is different from the warning signal."

告信号とは異なる少なくとも5秒間の緊急信号が出力される。
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