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1 .突入防止装置等の法規体系 (保安基準 )

解説書 まえがき

3

突入防止装置に関する基準は、道路運送車両の保安基準（省令）の第１８条の２ 第3項、第4項に以下のとお
り記載されています。

第18条の２(抜粋)
３ 自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動（ポー

ル・トレーラを除く。）、小型特殊自動車並びに牽 けん引自動車を除く。）の後面には、他の自動車
が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、
強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突
入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が
突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあっては
、この限りでない。

４ 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基
準に適合するように取り付けられなければならない。

① 第3項は、突入防止装置の装備及び性能について定めています。また、ただし書きでは、みなしバン
パーを認めています。

② 第4項は、突入防止装置の取り付けについて定めています。

【解説】



1 .突入防止装置等の法規体系 (保安基準 )

解説書 まえがき P2,3

4

突入防止装置 みなしバンパー

突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突
した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止す
ることができる構造を、当会では「みなしバンパー」と呼んで
います。



1 .後部突入防止装置等の法規体系 (細目告示に定める技術基準 )  

解説書 まえがき P2,3

5

突入防止装置に関する強度、形状に関する具体的な基準は、細目告示の第２４条（試作車については第102
条）に以下のとおり記載されています。

第24条(抜粋)
一 自動車（次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車にけん引され
る被 けん引自動車（後車輪が１個の自動車に限る。）、後車輪が１個の三輪自動車、カタピラ及びそり
を有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに引自動車を除く。）に備える突入防止装置
は、協定規則第58号の技術的な要件（同規則第3改訂版の規則2.3.(a)に限る。）に定める基準に適合する
こと。

二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備
える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件（同規則第3改訂版の規則7.又は25.5.から25.9.
までに限る。）に定める基準に適合すること。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型
式の指定を行う場合以外の場合にあっては、同規則第３改訂版の規則25.7．中「２ｍ」とあるのは

「1.5ｍ」と読み替えるものとする。

車両総重量3.5tを超える貨物車に備える突入防止装置の強度、形状に関する要件は、協定規則
第58号第3次改訂版の7項又は25.５～25.9項となります。

【解説】



1 .突入防止装置等の法規体系 (技術基準 ) 6

解説書 P2

「協定規則」について

自動車の部品毎又は車両全体毎の
認証に関し、国連が定める世界共
通基準です。

正式名称は「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品
に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際 連合の諸規則
に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則」です。

2 0 2 0年6月末現在、協定規則は第1 5 2号まで制定されており、逐次改訂と追加が行わ
れています。

なお、突入防止装置に関する協定規則は第5 8号なので、「U N- R 5 8」と略して使われ
ます。同様に、第3次改訂版は、「UN - R 5 8 - 0 3」と略して使われます。



1 .突入防止装置等の法規体系 (技術基準 ) 7

UN-R58の構成について

7項に記載 16項に記載 25項に記載

大きく分けると、UN-R58は一般要件とパートⅠ～Ⅲの４つの構成となっています。
① パートⅠとパートⅡはRUPD単体の認証に適用されます。
② パートⅢは、車両の構成部品全体若しくは部分的にRUPDの機能を有するもの（RUP)の認証に適用されます。

通常、架装メーカが認証を取得する場合はパートⅠの認証となります。また、パートⅡの要件は、車検時に確認
されます。

2項に記載

一般要件
全ての車両に
共通する要件

パートⅠ
突入防止装置単
体（RUPD）の
強度、形状等に

関する要件

パートⅡ
パートⅠの要件を満たす
RUPDの車両に装着する
場合の取付位置、取付け

方法等に関する要件

パートⅢ
車両の構成部品全体若し
くは部分的にRUPDの機
能を有する車両の要件



1 .突入防止装置等の法規体系

解説書 P3

8

装置単品認証
車両認証の構造装置



2 .技術基準の変遷 9

省令・告示 施行日 適用日 技術基準 概要 発行日 改訂番号

1983/7/1 UN-R58-00

省令第38号
（1991/11/16）

旧運輸省通達
自技第78号 別添4
（1991/11/18/）

GVW８ｔ以上、最大積載量５ｔ以上に適用
（協定規則を参考に保安基準の技術基準作成）

省令第56号
（1996/10/31）

1997/1/1 1997/10/1
旧運輸省通達
自技第248号　別添15
（1996/12/20）

GVW７ｔ以上に拡大

2005/9/1

通達⇒保安基準の細目告示化
GVW３．５ｔ超に拡大
全長4.7ｍ以下、幅１．７ｍ以下、高さ２．０ｍ以下
の車両を除く

2007/9/1
全長4.7ｍ以下、幅１．７ｍ以下、高さ２．０ｍ以下
の車両追加

省令第59号
告示第869号
（2008/7/7）

2008/7/11 2012/7/11 GVW3.5ｔ超の貨物車にUN-R58-02適用 2008/7/11 UN-R58-02

省令第72号
告示第829号
(2012/7/26)

2012/7/26 全ての自動車にUN-R58-02適用 2012/7/26
UN-R58-02
-補足改訂１

告示第1319号
(2012/11/16)

2012/11/18 上記の過渡規定修正のみ 2012/11/18
UN-R58-02
-補足改訂2

告示第726号
(2013/7/12)

2013/7/15 2013/7/15 ＴＧＬ等バンパの幅を広げた認可が可能となる改訂 2013/7/15
UN-R58-02
-補足改訂3

告示第826号
(2016/6/17)

2016/6/18 2021/9/1 UN-R58-03 「UN-R58-02」⇒「UN-R58-03」 2016/6/18 UN-R58-03

突入防止装置に関する技術基準の変遷

JABIA対応
保安基準・細目告示・通達

技術基準無し

1989/3/25 UN-R58-01

協定規則　第58号

省令第84号
（2002年7月3日）
告示第619号
（2002/7/15）

2015/7/26

1992/6/1

2002/9/1 細目告示 別添25,26

UN-R58-02

JABIA認証制度

（JABIAリベット制度）

（参考）

「突入防止装置の識別要領書

について」

4自技発第390号

車体発4第118号

（1992/5/18）

・装置型式指定の取得支援

・JABIAプレート制度

・装置型式指定の取得支援

・新JABIAリベット制度
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写真出典：U N E C E  G R S G  1 0 4 t h F I Aドキュメント

2 .技術基準の変遷 (改訂に至った理由 )

UN-R58-02は、2008年に欧州で運用されていましたが、日本で適用され
た2012年には既に以下の問題が提起されていました。

【問題点】

１．突入防止装置の強度不足
追突される車両と追突する車両の相対速度の上昇に法規が追従
できていない。

２．突入防止装置の取付け不良
UN-R58-02では、装置単品の強度しか求めておらず、
製作者の意図にあわない取付け方をされる可能性があった。

３．突入防止装置の取付位置が高すぎる
追突する車両（乗用車）の車高が低い場合、車両の構造体の位
置より突入防止装置が高いと潜り込み防止の効果が低い。

この問題点を解決するため、２０１６年に協定規則が改訂され「UN-R58-
03」が発行されました。



3 .突入防止装置技術委員会の活動 11

当会では、2012年７月よりUN-R58-02による装置型式指定の運用を
開始しました。国連で、2015年春にUN-R58-03改訂案が固まったため、
中央技術委員会の傘下に「R58第3次改訂対応WG」を設置し課題等について
検討を開始しました。
WGは、2018年度で解散し、突入防止装置技術委員会に引き継がれました。

「R58第3次改訂対応WG」と突入防止装置技術委員会で検討した内容は
下記の通りです。

1 .技術基準改訂内容の変化点の把握及び、解釈について検討

2 .少量生産であり、装置認証が困難な突入防止装置の取り扱い
及び突入防止装置の性能に与える影響が少ない改造について検討
⇒新 JABIAリベット制度の創設

3 .突入防止装置を備えた自動車と同程度以上の性能を有する
「みなしバンパー」の取り扱いについて検討
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技術基準(UN-R58-03)の改訂内容の
変化点の把握及び解釈について



技術基準 (UN-R58-03)の改訂内容の変化点の把握及び解釈について 13

解説書 P4

技術基準の主な変更点は、解説書のP4に
記載されている通りです。
(解説書に記載されている「非認証RUPD」に
ついては、後ほど説明します。 )

負荷荷重（負荷試験の方法含む )と
寸法要件のそれぞれが変更されています。



解説書 P4

14

180kN

もしくは、GVWの85%

100ｋN
もしくは、GVWの50％

GVW:車両総重量

突入防止装置の強度不足に伴い負荷荷重が変更となりました。

ただし

Tipping-bodies を備える自動車
Platform lift を後部に備える自動車

は、本来必要とされる負荷荷重の８０％で良い
（UN-R58 附則5 3.1.3 ＆ 附則6の内容）

負荷荷重を掛ける順序は、➁、④が連続、①、③、⑤が連続
であれば順番は、申請者が決めて良いことになっています。
（例： ⑤→①→③→④→➁はO.K. ①→➁→③→④→⑤はN.G.）

技術基準の改訂内容の解説 (負荷荷重の変更内容 )

UN-R58-02
50kNもしくはGVWの25%

UN-R58-02
100kNもしくはGVWの50%



解説書 P4
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断面高と負荷点も変更されています。

1
2
0
ｍ
ｍ
以
上
（
1
0
0
m
m
以
上
)

負荷点の位置
UN-R58 16.1項：要求される取付け地上高と要求される最小断面高の半分の高さを足した値を超えないこと。

16.2項：総重量8tを超えない車両は、600mmを超えないこと
例：総重量８ｔ超の貨物車の場合、要求される最小断面高は120ｍｍなので、その半分60ｍｍを要求地上高が４５０ｍｍ

である場合、負荷点の地上高は、５１０ｍｍを超えられない。

負荷点の位置は、RUPDの製作者により任意で決めることが出来ます。ただし、上記の例にある寸法より高い位置を負荷
する場合は、RUPDを車両に取付ける際、地上高を下げて取り付けする必要があるので注意してください。

技術基準の改訂内容の解説 (断面高、負荷点 )  

総重量８ｔを超える車両は、
断面高が１００mm以上⇒１２０ｍｍ以上になりました。

ただし、総重量8t以下とテールゲートリフタを備えた車両は、１００
ｍｍ以上でUN-R58-02と不変です。



解説書 P4,P27～28

16技術基準の改訂内容の解説 (負荷条件の緩和事項 )

テールゲートリフタや、傾斜する荷台を備えた自動車に取り付けるRUPDに関しては
折り畳み式や、分割式、前後スライド式などとなる確率が高いため、負荷荷重が、
本来要求される負荷荷重の８０％に緩和されています。(UN-R58-03 附則5 3.1.3)

対象車両(UN-R58-03 附則６に記載)

１．傾斜する荷台を備えた自動車
(Vehicles with tipping-bodies)

２．後部にプラットホームリフタ（テールゲートリフタ）を備えた自動車
(Vehicles fitted with a platform lift at the rear)



解説書 P27～28

17技術基準の改訂内容の解説 (負荷条件の緩和事項 )  

傾斜する荷台を備えた自動車の代表的な例は、解説書のP27～28に記載しています。

ダンプ車

ダンプ式のタンク車、粉粒体運搬車

各種 脱着装置付きコンテナ車（傾斜装置を持つもの）

荷台スライド式車両運搬車重機運搬車



解説書 P24
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垂直方向の変位量も、要件に加わりましたので
負荷を加える加圧子の要件も変更になりました。

UN-R58-02から
の

変更点

加圧子は、全方向に屈曲するものとします。
（ボールジョイント等にする必要性があります。）

（附則５ ３.1項）

加圧子のサイズは決まっていますが、
アクチュエータに対して加圧子が屈曲
しなければならないという規定はあり
ません。

垂直部のエッジはR5±１

2
5
0
m

m
以

内

技術基準の改訂内容の解説 (負荷試験の方法 )

[ UN-R58-02 ]

[ UN-R58-03 ]

負荷後のRUPD下端の垂直変形量 負荷前＋６０ｍｍ以下、負荷後に下端が６００ｍｍを超えないこと



解説書 P24
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加圧子は、強固に突入防止装置に固定しないこと。

加圧用のアクチュエータは、
RUPDに剛性、安定性を与えないこと。
（推力の方向は、突入防止装置に対して垂直）

前例として、RUPDのクロスメンバーに50%の垂直平面がない場合(丸パイプ等)、加圧するための冶具を介して
加圧を行いますが、その冶具の必要性および妥当性については、事前に試験機関（交通安全環境研究所）
と調整を行う必要性があります。

技術基準の改訂内容の解説 (負荷条件 )   



解説書 P5 3-3

20

[ UN-R58-02 ]

車両そのものに付けたRUPDの負荷試験

車両のシャシの一部分を用いたRUPDの負荷試験

[ UN-R58-03 ]

剛なテストベンチに付けたRUPDの負荷試験

継続

車両そのものに付けたRUPDの負荷試験

改訂

廃止

届出上、すべて
このパターンで申請を行ってきた
（シャシの特性を届出していない。）

車両のシャシの一部分を用いたRUPDの負荷試験

固定方法などが
より明確になった。

技術基準の改訂内容の解説 (テストベンチ )  



解説書 P.24、および2015年3月31日発行 協定規則第58号 第3改訂版 規則7.の技術的要件に係るRUPD取付フレームに関する解説

21

剛なテストベンチに直接RUPDを取付けた負荷試験が廃止となったため、
RUPDの試験は、車両のシャシの一部分を用いたRUPDの負荷試験が主な方法となりました。

シャシを代表する部分の特性を
届出する必要があります。

改訂の理由は、
シャシへの取付け部分の負荷試験を確実に行うため

取付け部の破損

負荷試験では
問題なくとも・・・

取付け方法が違ったり、
フレーム特性が異なれば
破損のリスクが増大する。

技術基準の改訂内容の解説 (テストベンチ )



解説書 P.24、および2015年3月31日発行 協定規則第58号 第3改訂版 規則7.の技術的要件に係るRUPD取付フレームに関する解説

22

A

B

フレーム全体のしなり（フレームのしなりも含めたRUPDの変形）を見るものでは無く、
あくまで、RUPDの性能評価のための負荷試験ですので、
右上のAよりもBのフレームの方が試験フレームとして適しているものとなります。

技術基準の改訂内容の解説 (試験フレームの考え方 )  

実際にRUPDの取り付ける車両のフレーム上部には、架装物が搭載されており、実際の車両の剛性も高く
なる傾向にあるため、負荷試験においてフレームそのものの断面係数は問いません。

実際の車両において、上部に架装物が無い場合は、フレームが折れない様にフレーム補強などの対策を行
う必要があります。



解説書 P.24、および2015年3月31日発行 協定規則第58号 第3改訂版 規則7.の技術的要件に係るRUPD取付フレームに関する解説

23技術基準の改訂内容の解説 (試験フレームの考え方 )

架装物のフレーム

フレーム全体のしなりを抑えるため、架装物の
フレームを再現しても構いません。

RUPDの取付け方法が、架装物のフレームに影響する場合
は、その内容を再現し、RUPDが取付けられるフレームの
条件に記載します。

架装物のフレームに
RUPDの取り付け部がある
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取付部分起点でフレーム側面が座屈し試験続行不可⇒不合格フランジ面がめくれて試験続行不可⇒不合格

RUPD設計時に取付け部の構造についても、フレームの特性を考慮して検討する必要有ります。
RUPDの取付け部を強固にするリブ、クロスメンバなどがあれば、その辺りも考慮します。

フレーム取付け部の強度は、フレーム板厚や、取付け部付近の補強材の入れ方等のほかに
RUPDの取付け方法でも条件が異なります。取付けに係る代表的な要素を決めて申請書に記載します。

技術基準の改訂内容の解説 (試験フレームの考え方 )

取付け部付近のフレームに過度な変形が見られ、負荷荷重が掛けられない状態になった場合は、
引き続き試験が続行できなくなりますので、下記の状況に成らぬように、フレームを選定します。

対策案
フランジ面のめくれ対策の
クロスメンバ追加等

対策案
・フレーム板厚や材質を変える
・フレームの取付け面積を広げる



技術基準の改訂内容の解説 (フレーム特性の申告 ) 25

解説書 P.24、2019年3月29日発行 UN-R58-03対応RUPDの試験に用いるフレームの考え方について

１．どんなフレームにつけるのか？
⇒「コ字状のフレーム」 もしくは 「□状のフレーム」等

クロスメンバは設置されているのかどうか？
２．どの様に突入防止装置を付けるのか？

⇒「フレーム側面に取付ける」 もしくは 「フレーム下面に取付ける」等
３．取付部のフレームの板厚、材質はどうか？

⇒「板厚ｔ６ｍｍ、５４０MPa級鋼」等

この辺りを、簡潔に纏めて申告します。

装置型式指定を申請する場合は「特定装置を取付けることができる自動車の範囲」に
取り付けられるフレームの条件を記載します。



技術基準の改訂内容の解説 (フレーム特性の申告 ) 26

取り付けられるフレームに関しては、試験を行った取付けフレームに対して、条件の良いものを、
突入防止装置が取り付けられるフレームとして含めることが出来ます。

試験フレームの選定は、取付けを想定するシャシメーカのフレームの中から一番条件の悪いフレーム選
定します。試験が成立しないと、変形量の測定も出来ないため、装置型式指定の申請を行う前に選定し
たフレームで事前試験を行い、負荷試験が成立することを確認してから装置型式指定の申請に臨んでく
ださい。

取り付けることができるフレームの特性を

形状 ：コの字形状
フレーム板厚 ： ｔ６ｍｍ以上
材質 ： 引張強度400MPa以上の普通鋼板

とすると、フレーム板厚がｔ８のフレームや
高張力鋼板のフレームにも付けることができます。

解説書 P.24、2019年3月29日発行 UN-R58-03対応RUPDの試験に用いるフレームの考え方について



技術基準の改訂内容の解説 (寸法要件等～水平変形量 )  27

解説書 P.4

車体後面※１から負荷後４００ｍｍ以下※２

（以前は、車体後端から負荷後４００ｍｍ）

車体後面※１から負荷前３００ｍｍ以下※２

（以前は、自主規制の３５０ｍｍのみ）

負荷前と、負荷後の差が１００mmですので
実質RUPDは、１００ｍｍまでは変形できるようになりました。

附属物

※１ 車体後面から５０ｍｍ以上、附属物が突起する場合は、車体後端から５０ｍｍ前方を起点とします。
※２ コンテナ専用トレーラ(荷台が傾斜するものを除く)は、それぞれ負荷前２００ｍｍ以下、負荷後３００ｍｍ

以下。



技術基準の改訂内容の解説 (取付け位置 )  28

解説書 P29

RUPDの平面部と車体後面までの水平距離に関する要件において、「車体後面」及び「附属物」の解釈が
異なると、新規検査等のトラブルの原因になる可能性があります。
突入防止技術委員会では、解釈の統一を図るため（独）自動車技術総合機構に相談し、以下のとおり取り
扱うこととしました。

「車体後面」とは、空車状態において地上1500ｍｍ以下にある下記構造体のうち最後端にある車両
中心線に対して直交する面とします。

①車枠
②物品積載装置の後部煽り※１、およびタンク

※１：テールゲートリフタ（以下TGL）については、そのプラットホームが荷台の煽りを
兼用するものについては、物品積載装置の煽りとして取り扱うこととします。

③ローリーの保護バンパ
細目告示第78条又は、第80条に基づくタンク保護用バンパとします。

「附属物」とは、「車体後面」より後方にあるもの全てとします。

なお、「保安基準第18条(車枠及び車体)第1項第3号の規定に基づくリヤオーバーハングの取り扱いにも「車体
の後面」という表現がありますが、「車体後面」と「車体の後面」は必ずしも一致しません。
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解説書 P29～31

大型ダンプ等
１５００ｍｍ以下に荷台構造物が存在する場合は、
１５００ｍｍ以下にある構造物の最後端を後部煽り
とし、その平面を「車体後面」とします。

トレーラダンプ等、荷台が１５００ｍｍを超える場所に
あり１５００ｍｍ以下にある構造物は車枠のみ
である場合、車枠の後端が「車体後面」とします。
テールランプ類は附属物となります。

中小型ダンプ等
１５００ｍｍ以下に後部煽りが有る場合
煽りをスチフナ等で補強している場合にあっては
当該補強部分の後面を「車体後面」とします。
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解説書 P29～31

タンク本体が最後端となる場合は
１５００ｍｍ以下にあるタンク構造体の
最後端が「車体後面」となります。

タンク製品は、
車枠がタンクより突出していれば
車枠の後端もしくは、保護バンパの
後端が「車体後面」となります。

ミキサー車のシュートは
附属物扱いとなります。

技術基準の改訂内容の解説 (取付け位置 ,後面の代表例 )
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解説書 P29～31

TGLは、プラットホームが荷台の煽りを兼用する場合と、独立している場合で考え方が異なります。

独立している場合は、
TGL全体が附属物扱い
となります。

荷台の煽りを兼用している場合は
TGLのパネルは構造物扱い
TGLのヒンジ部分は附属物扱い
となります。

煽り

技術基準の改訂内容の解説 (取付け位置 ,後面の代表例 )
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解説書 P.4

国際会議では、
乗用車の衝撃吸収ゾーンに近づけるよう
取付け地上高の見直しが議論され
従来、一律、RUPD下端地上高550ｍｍ以下
であったものを、下記の通り改訂されました。

車高調整機能付き（エアサス等）は、
RUPD下端地上高 ・・・４５０ｍｍ以下
その他（リーフサス等）は、
RUPD下端地上高 ・・・５００ｍｍ以下

デパーチャアングル８°が確保できない場合は
５５０ｍｍまで取付け地上高を緩和して良い。



技術基準の改訂内容の解説 (取付け地上高 ) 33

解説書 P.4

協定規則の内容を、そのまま日本に導入すると山坂の多い日本の地形で問題がおきるため
日本国内の運用は、協定規則と異なります。

協定規則では、デパーチャアングル
８°に対して、取付け地上高が緩和
されてます。

しかしながら、日本の道路事情では、
積載状態でデパーチャアングル１０°
程度ないと、交通に支障をきたすため、
日本の保安基準は協定規則よりも緩和
した要件となっています。
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解説書 P.4

保安基準の細目告示における、取付け地上高の基準

A. 油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に
対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車(エアサスペンション車等)

・・・・・４５０ｍｍ以下
B. それ以外の車両（リーフ式サスペンション車等）

・・・・・５００ｍｍ以下

C. ただし、下記となる車両は、５５０ｍｍ以下に緩和されます。
１．Aの車両で自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの

水平距離が2,550mmを超えるもの
2.   Bの車両で自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの

水平距離が2,260mmを超えるもの
3.  ダンプ車、ミキサー車、２軸以上の駆動軸を持つ車両、特殊な装備がある車両
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新JABIAリベット制度について
・非認証RUPD(赤リベット)
・スペーサ(青リベット)
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解説書 P.9～11

新 JABIAリベット制度について (識別表示 )  

新JABIAリベット制度を利用する場合は、
下図の通り、RUPDまたはスペーサ左舷の見やすい位置に、新JABIAリベット
を取り付けます。

新JABIAリベット制度のメリット
１．車検（継続車検含む）の際に、リベットを確認することにより、

保安基準への適合性が担保されていることを識別できるため当日の検査
が円滑に進められます。

２．RUPDを取付けたメーカがリベットに刻印されたコードで分かるため、
RUPDの製作者責任が明確になります。
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解説書 P.9～11

新JABIAリベット管理台帳により
非認証RUPD及びスペーサの出荷履歴を記録して
ください。

台帳は最低１０年間は保管してください。

※新JABIAリベットの販売実績から
不定期で、実態調査に伺う予定です。
調査に伺った際は御協力ください。

管理台帳の作成を行ってください。

新 JABIAリベット制度について (識別表示 )  



3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  38

解説書 P.4～5

新JABIAリベット(赤)の運用方法

非認証RUPDについては、年間生産量の少ないものへの使用が許されるものです。
（生産量の少ないものとは、年間の生産量が概ね100個以下になります。）

年間の生産量が100個を超えることが予想される
場合は、装置型式指定の取得が必要です。

＜新JABIAリベット制度(非認証RUPD)について＞
RUPDは、装置型式指定品を使用することを原則としますが
生産量の少ないRUPD（装置指定取得前に試験的に製作するものを含む）にとって、装置型式指定の
取得に要する時間とコストが大きな負担となることから、非認証RUPDの取扱いを定め、新JABIAリ
ベット制度を創設しました。

RUPDは、装置型式指定品を使用することを原則としていますので

非認証RUPDの基本的な考え方は、装置型式指定の考え方と同じです。
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解説書 P18～21

可動するRUPDの場合はラベルの有無、操作力の実測
値を記載、変形量は別に行った物理テストの結果を実
機試験結果報告書(次ページで説明)にまとめ、その内容
を転記します。

概要説明は、その突入防止装置の構造、特徴を簡潔に記
載します。
諸元は、今回申請するRUPDの全長、全幅、全高、重量、
取付け方法シャシフレームの寸法等を表に纏めます。

保安基準適合確認書の記載方法

新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  

新JABIAリベット管理責任者の住所、氏名を記入します。
車名・車台番号は、架装資料を見ながら正確に
記述します。
（例：日野 ・ FS1EJ-012345 ）

車体工業会からダウンロードしたエクセルにも記入方法のコメントを入れていますので参考にしてください。
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解説書 P18～21

実機試験結果報告書(例)UN-R58-03 附則５に従い実機試験を行います。
・立会者、日時、場所の記載
・負荷点地上高の記載
・負荷の順番の記載
・各負荷点における水平撓み※１

（※1 負荷中の変形量も記録した最大変形量）
・負荷前後のRUPD下端の垂直撓み※２

（※2 負荷中は不問）

実機試験は、届出するRUPDそのものとしますが
届出するRUPDと類似性があり、申請するRUPDの方が
明らかに強度・撓み量（最大変形部）が有利であるRUPDの
試験の結果を流用しても良いこととします。

その場合は、届出するRUPDが実機試験の結果よりも有利
であることを、計算等で証明する必要性があります。

P1左 P2左 P3 P2右 P1右

水平 ４５ ６６ ２６ ６３ ４７

垂直 ＋３ ＋２ ＋２ －１ ＋３

順序 P1左⇒P3⇒P1右⇒P２左⇒P2右

試験立会者 ： 車体 工太郎
日時 ： 2020年7月28日
実施場所 ： 車体工業㈱〇×工場

負荷点地上高： RUPD下端から60㎜

実機試験の方法は、UN-R58-03 附則5の通りで
装置型式指定を取得する時の方法と同じです。

3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  
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解説書 P18～21

届出するRUPDと実機試験の形状が
異なる場合は、最大変形量検討書が必要です。

特に様式は定めていませんが、届出するRUPDが、
実機試験を行ったRUPDよりも強度及び撓み量が
有利であることを立証してください。

実機試験を行ったRUPD 届出するRUPD

La
Lb

フレーム板厚
t4.5

フレーム板厚
t6.0

届出を行うRUPDは、取付けを行う車両寸法が異な
るためクロスメンバー長が実機試験で行ったRUPD
よりも短く、クロスメンバー支持部（ステー取付
部）からP1までの距離は、
La＞Lbとなる。

最大変形となるP1点の変形量は、それぞれ

δa= PLa３／３EI
La＝３√(3EI×δa/P)

δb＝PLb３／３EI
Lb＝３√(3EI×δb/P)

となり、 La＞Lbに当てはめると

３√(3EI×δa/P)>３√(3EI×δb/P)
δa>δb

となるため、申請するRUPDの変形量は
実機試験を行ったRUPDよりも大きくなることは有
りません。

最大変形量検討書（例）

3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  
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解説書 P18～21

類似の形状の判断は、下記の通りです。

実機試験を行ったRUPDが
当該車両のRUPDと類似形状であれば
実機試験に対して確実に
計算で有利であると証明することが
容易になります。

断面形状等や機構が異なる場合
負荷荷重を掛ける加圧子の屈折に
よる影響まで考慮にいれることは
困難と予想されるため、
左図を参考に、実機試験流用可否
を決めてください。

3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  
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解説書 P18～21

外観図は、届出するRUPDの
車両に取付け方とRUPD単品図
シャシフレームの寸法（板厚等）
が分かるように表現します。
（計画図で構いません）

3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  
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解説書 P.15

事前書面審査の対象となるため、
登録の２週間前を目途に、自動車技術総合機構の
地方検査部もしくは地方事務所に新規検査等届出書
と、「RUPD保安基準適合確認書」の原本を提出し
事前申請の手続きを行ってください。

追加を行った構造・装置の
「非認証RUPD」にチェックを行い

技術基準等への適合性を証する書面の欄に
「「RUPD保安基準適合確認書」添付」と記載します。

3 .新 JABIAリベット制度について (非認証RUPD)  
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解説書 P25～26

下記に示すものはRUPDの性能に影響のない加工と考えて良いとしますので、
非認証RUPDの扱いにはなりません。(ただし、RUPD製作者が別途要領書等で
取付に対する制限を定めている場合は、そちらを優先してください。)

大型後部反射器を取付けるため、RUPDに小規模な穴加工を行う行為

RUPDの原型を変えず、番号灯ステーや
アングル材を溶接や接着で取り付ける行為

RUPDの既設孔を使って、追加部材を取付ける行為

3 .新 JABIAリベット制度について (性能に影響のない範囲 )
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解説書 P22～23

スペーサの要件は、UN-R58-03改訂後も変更ありません。
具体的には、審査事務規程の7-34-2-2の要件を満足する必要があります。

スペーサとは、突入防止装置のクロスメンバーと取付ステーの
間に設ける構造物（スペーサの長さは、250mm 以下とする）

基本形状は審査事務規程に記載されております。
実際の製品では、取付の穴ピッチ等異なる場合もありますの
でシャシメーカの取付け座面に合わせ設計してください。
（シャシメーカのステー座面と同等もしくは、それ以上のサ

イズとしてください。）

スペーサに関しては、製造者が責任をもって「強度確認書」を
作成し、新JABIAリベット(青)を取付けることにより、当日の
審査がスムーズになります。

3 .新 JABIAリベット制度について (スペーサ )  
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解説書 P22～23

スペーサの強度確認書例

製作者の所在を記載します。
会社名、代表者氏名、連絡先電話番号

取付けたスペーサに合わせて、図や
計算内容を変更し、座屈強度が問題ないこと
を確認します。

穴ピッチ、断面高、幅などは
シャシメーカのステーに合わせ調整します。

3 .新 JABIAリベット制度について (スペーサ )  
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解説書 P.16

事前書面審査は不要です。
当日書面審査になります。
「スペーサ挿入に係る強度確認書」

も必ず添付してください。
※解説書にサンプルを付けております。

追加を行った構造・装置の
「突入防止装置スペーサ(新JABIAリベット青)追加」
にチェックを行い

その他に、「「スペーサ挿入に係る強度確認書」添付」と記載します。

3 .新 JABIAリベット制度について (スペーサ )  
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みなしバンパーの取扱いについて



3 .みなしバンパーの取扱い (改訂内容 ) 50

解説書 P.7

みなしバンパーは、保安基準で
「突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が

突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」
と規定しています。

＜変化点＞
ベースとなる突入防止装置を備えた自動車に取付く突入防止装置の技術基準が「UN-R58-02」から
「UN-R58-03」に強化されています。
（「みなしバンパー」の根拠を、突入防止装置の強度要件を拠り所としている場合は、それ相応の強化を
する必要が有ります。）
構造の寸法要件についても、UN規則の改訂に伴い変更されてます。

1
2
0
ｍ
ｍ
以
上

（
1
0
0
m
m
以
上
)

総重量８ｔ超の構造物の最低断面高

１００ｍｍ以上⇒１２０ｍｍ以上

ただし、GVW8t以下、TGL付き、車両運搬車
であって荷台後方が傾斜する構造等で有る場合は、
１００ｍｍ以上
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解説書 P.7、2019年10月2日発行 車体発19第159号

3 .みなしバンパーの取扱い (技術的根拠 )

突入防止装置技術委員会では「みなしバンパー」を構造の種類ごとA～Kに分類し、技術的根拠を纏めました。

検証結果は
JABIAのホームページ
で確認ください。
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解説書 P.17

3 .みなしバンパーの取扱い (新規検査等届出書への記載方法 )

技術的根拠を自動車技術総合機構の本部に提出し
合意しているため、その他の欄に、

「当該自動車の「みなしバンパー」は、車体発19号
第159号(2019年10月2日)のタイプ●とする」

と記載すれば、スムーズに車検を受けることが出来ます。

※●はA～Kの技術的根拠を示す

⇒2.3(b)を適用する場合は、「当該自動車の「みなしバンパー」は、
UN-R58-03の2.3(b)の要件に適合する。」と記載。

突入防止装置の構造が
TGLの構造なのか？車枠の構造なのか？突入防止装置なのか？
がハッキリするため、車検場でのトラブル低減につながります。
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新JABIAリベットの購入方法について
新JABIAリベットは、車体工業会の会員ページから購入することができます。
（注 リベットの販売開始は当初の予定よりも遅れています。決まり次第 HP等
でお知らせいたします。）

突入防止装置・新JABIAリベット

お申し込みはこちら

非認証RUPD用 スペーサ用

会員コード番号刻印

C：スペーサ用（新基準：UN-R58-03） ：370円/個

D：非認証RUPD用（新基準：UN-R58-03）：370円/個

A：スペーサ用（旧基準：UN-R58-02   ）：370円/個

B：非認証RUPD用（旧基準：UN-R58-02)：370円/個

※ご注文は5個以上でお願い致します。
※金額は消費税抜です。
※その他に送料（実費+梱包費）が必要です。
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新 J A B I A リ ベットは UN - R5 8 - 0 2 にも 対 応してい ます。 ただし、 リベットメ ーカ に
U N - R5 8 - 0 2 用 のプ レ ー トの 在庫 品 が残 って いる 間は 新 JA B I A リベットへ の 切
替 え を 差 控 え ていた だきますよ うお 願い します。
（ 在 庫 品 が 使 え なくなる ことは 有 りません。）
※ 従 来 の J A B I A プレ ートを 破 損 した場 合も同様 の 対応 となります。

新JABIAリベットは、
UN-R58-03改訂版用(識別記号C,D)
に加え、UN-R58-02改訂版用(識別記号A,B)も購入できます。
※中古車対応、プレートの破損に伴う補給対応

注：現行規制（UN-R58-02)への対応
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2021年9月1日

シャシメーカの生産

新型届出自動車

共通構造部(多仕様自動車)型式指定自動車

架装メーカの対応

UN-R58-03対応
又は赤リベット(D)

UN-R58-03 対応
又は赤リベット（D）

2021年4月以降

出荷検査証発行日(メーカラインオフ日)が2021年8月31日
以前のものは出荷検査証発行日から11カ月はUN-R58-02
のRUPDに付け替え可能



ご清聴ありがとうございました。
ご質問が有る方は、参加者の一覧を表示し、挙手をお願いいたします。
こちらから指名させて頂いた順番にマイクをオンにし発言してください。


