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運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置試験 

 

1. 総則 

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示」（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）別添「運転者席の座席ベルトの

非装着時警報装置の技術基準」の規定及び本規定によるものとする。 

2. 試験記録及び成績 

  試験記録及び成績は、付表の様式に記入する。 

  なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。 

 2.1  当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。 

 2.2  記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよ

い。 
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付表 

Attached Table 

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の試験記録及び成績 

Warning Device to Give Warning Signal in Event of Non-Use of Driver's Seat Belt  

Test Data Record Form 

 

試験期日    年   月   日   試験場所               試験担当者         

Test date    Y.   M.   D.  Test Site              Tested by          

1. 試験自動車  

  Test vehicle 

  車名・型式（類別）            車台番号 

  Make and Type（variant）         Chassis No.              

   初期警報の適用要件    5.1.1の要件  ・    5.1.2の要件  ・   5.1.3の要件 

   Applicable requirement   Requirement for5.1.1  Requirement for5.1.2  Requirement for5.1.3 

   for initial warning                                       

   走行時警報の設定          3.6.1の設定  ・  3.6.2の設定  ・  3.6.3の設定 

   Setting for warning while driving  Setting for3.6.1  Setting for3.6.2   Setting for3.6.3 

2. 試験成績 

  Test results 

 2.1  初期警報 

    Initial warning 

  (1) 警報装置の表示 

    Display of warning device 

   ① 視認性（明るさ、位置）                            適 ・ 否 

     Visibility（Brightness , Position）                     Pass   Fail 

   ② 他の警報（他の座席ベルトに係るものを除く。）との判別 

     Discrimination from other warning devices                   適 ・ 否 

     （except those concerned with other seat belts）              Pass   Fail 

   ③ 点灯、点滅又は画面の表示の別    点灯   ・   点滅   ・   画面表示 

     Classification as glowing lamp,   Glowing lamp   Flashing lamp   Screen display 

     flashing lamp, or screen display                              

   ④ 灯光の色                                   適 ・ 否 

     Color of Light                               Pass   Fail 

   ⑤ 作動時間 非装着時（装着するまで・4秒以上・60秒以上）             適 ・ 否 

     Duration of Unfastened(Until fastened/In excess of 4sec/In excess of60sec) Pass   Fail 

     装着時 （8秒以下）                              適  ・  否 

     Operation Fastened（Not exceeding8sec）                   Pass   Fail 

  (2) 警報装置の警報音 

    Warning sound of warning device 

   ① 連続音又は断続音の別         連続音   ・   断続音 

     Classification as either continuous  Continuous sound  Intermittent sound 

   ② 警報音の大きさ（アイドル運転時における運転者席における確認）          適 ・ 否 

   Loudness of warning sound（Confirmation at driver's seat while engine is idling）Pass   Fail 

   ③ 作動時間      非装着時 （4秒以上・4秒以上 8秒以下）            適 ・ 否 

     Duration of operation Unfastened（In excess of4sec／4to8sec）        Pass   Fail 

             装着時 （警報しない）                     適 ・ 否 

             Fastened（No warning）                    Pass   Fail 

 2.2  走行時警報（専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10人以下のもののみに適用） 

    Warning while driving（Applied only to motor vehicles used exclusively for carriage of passengers 

with a riding capacity of less than10persons） 

  (1) 警報装置の表示 

    Display of warning device 

   ① 視認性（明るさ、位置）                            適 ・ 否 

     Visibility（Brightness , Position）                     Pass   Fail 

   ② 他の警報（他の座席ベルトに係るものを除く。）との判別              適 ・ 否 

     Discrimination from other warning devices                   Pass   Fail 

     （except those concerned with other seat belts）                      

   ③ 点灯、点滅又は画面の表示の別    点灯   ・   点滅   ・   画面表示 
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     Classification as glowing lamp,   Glowing lamp   Flashing lamp   Screen display 

     flashing lamp, or screen display                              

   ④ 灯光の色                                   適 ・ 否 

     Color of Light                               Pass   Fail 

   ⑤ 作動時間   （30秒以上 但し、3秒を超える休止時間を除く）         適 ・ 否 

     Duration of operation（In excess of 30sec except a pause exceeding3sec）  Pass   Fail 

  (2) 警報装置の警報音 

    Warning sound of warning device 

   ① 連続音又は断続音の別                  連続音   ・  断続音 

    Classification as either continuous or intermittent sound Continuous sound Intermittent sound 

   ② 警報音の大きさ（25km/h走行時における運転者席における確認）         適 ・ 否 

     Loudness of warning sound                          Pass   Fail 

     （Confirmation at driver's seat when driving at25km/h）                   

   ③ 走行時警報開始の設定    25km/h以下   ・   60秒以下   ・   500m以下 

    Setting for warning activation Not exceeding25km/h  Not exceeding60sec  Not exceeding500m  

   ④ 作動時間    （30秒以上 但し、3秒を超える休止時間を除く）        適 ・ 否 

     Duration of operation(In excess of30sec except a pause exceeding3sec)    Pass   Fail 

 

備考 

Remarks                                                

                                                   

                                                   

 

 


