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  近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機

械工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきており

ます。環境問題では、京都議定書の発効が間近となり、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きもあり、政府や産業界は温室

効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところでありま

す。また、安全問題も、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の実施や、平成１

２年には厚生労働省から「機械の包括的な安全基準に関する指針」が通達と

して出されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。

　海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械としての具体的な形

が求められてきており、それに伴う基準、法整備が進められているところで

あります。グローバルな事業展開を進めているわが国機械産業にとって、こ

の動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が必要であります。

　こうした内外の情勢に対応するため、当会では早くから取り組んできた環

境問題や機械標準化に係わる事業を発展させて、環境・社会との共存を重視

する機械工業の在り方を追求して参りました。平成１５年度には、海外環境

動向に関する情報の収集と分析、環境適合設計手法の標準化、それぞれの機

械の環境・安全対策の策定など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。

　こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つ

として社団法人自動車技術会に「エアバッグ類の車上一括処理システムの規

格制定事業」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。

平成１６年３月

社団法人  日本機械工業連合会

   会   長    相 川 賢 太 郎
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　現在、国内で発生する使用済み自動車は、年間約５００万台程度

に上り、資源保護の観点からもその再利用は需要な課題となってい

ます。一方、自動車安全対策の面から、現在市販されている自動車

のほぼ全数に、補助拘束システムとしてエアバッグが装着されてお

ります。また、追加の安全装置としてプリテンショナー式シートベ

ルト装置の採用も増えてきております。これらの装置は、衝突時に

すばやく作動させる必要があることから、インフレータと呼ばれる

爆薬を利用した装置によって作動しますが、使用済み自動車の処理

において、未作動のエアバッグ類が突然作動して作業者に危害をあ

たえるおそれがあり、エアバッグ類を廃車時に適正に処理すること

は、使用済み自動車のリサイクルを促進するために解決すべき課題

となっています。

　エアバッグ類の処理については、現在様々の方式が研究あるいは

実験されていますが、その中の有力な方法として車上にて電気的に

一括処理する方式があります。この方式が標準として普及すれば、

統一処理装置を使用することにより、メーカあるいは処理業者を問

わず、安全かつ効率的に処理を行うことができるため、当会では、

車上一括処理システムに関する設計要件を調査し、団体規格として

とりまとめるため調査を、日本機械工業連合会の委託を受けて実施

しました。

　この報告書は、その調査研究結果をまとめたものであり、使用済

み自動車のリサイクル促進に寄与するものとして、ご活用いただけ

れば幸いです。

平成１６年３月

社団法人　自動車技術会

会　長　　神 本 武 征
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序章　調査研究の概要

0.1　背景と目的

　自動車衝突時の乗員保護システムとして、乗員をシートに拘束する装置のシートベルト

がある。軽微な衝突の場合にはシートベルトによって乗員の安全を確保できるが、大きな

衝撃が加わる高速での衝突では、シートベルトを締めていても乗員の頚部から上が振れて

ハンドル部又はダッシュパネルなどに２次衝突を起こし危害を受ける。これを防止するた

め、１９８１年にベンツ社はシートベルトの補助拘束システム（Supplement Restraint

System：ＳＲＳ）として、衝突時に運転者前の空間をふさぐエアバッグを採用した。その

後エアバッグシステムは、アメリカにおける法的要件への取り入れがあり安全対策の一環

として助手席側を含めて広く普及するに至っているが、更に最近では衝突時にシートベル

トを緊迫して乗員のシートへの固定を確保するプリテンショナ式シートベルトと呼ばれる

装置も採用が増えている。これらのシステム・装置は、衝突したとき速やかに作動する必

要があることから、衝突センサの信号を受けた爆薬などの活性化によって瞬時に作動用ガ

スを発生させるインフレータが付属した構成になっている。

　エアバッグは作動する頻度が極めて低いことから、自動車が廃棄されるときに未作動の

エアバッグインフレータ（以下、エアバッグ類という。）への注意が必要になる。すなわち、

その措置を適切に講じておかなければ、廃車作業中に突然作動して従業員に危害を与える

恐れがあるわけで、廃車処理の段階又はその事前処理の際にエアバッグ類は適切かつ効率

的に処理しておく必要がある。

　また、リサイクル法の施行によって使用済み自動車の処理・再資源化に関わる費用は、

自動車購入者が負担することになるためエアバッグ類を安価な方法で処理する統一規定を

開発することは、使用済み自動車の適正な処理の促進に貢献するだけでなく、すべての自

動車購入者に利益をもたらすことになる。

　この場合に、各種の自動車に共通の簡便な処理システムを確立しておけば、どこの処理

業者でも統一処理装置（ツール）を用いて手際よく作業を行うことができることになるの

で、エアバッグ類の一括処理システムに関する設計要件を調査し、処理の実施方法を JASO

規格として取りまとめ統一したシステムの普及促進に資することを目的に、この事業に取

り組んだ。

0.2　調査研究体制

　この調査研究は、当会規格委員会傘下の電子・電装部会の下に設置されたエアバッグ車
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上一括処理システム分科会を主管として、社団法人日本自動車工業会技術統括部の情報提

供による協力を得て実施された。２００３年度に調査研究を実施した組織は、下図のとお

りである。

　【社団法人　自動車技術会】　　　　　　　　規 格 委 員 会　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電 子・電 装 部 会

　　　　　　　　　　　　　　　　 エアバッグ車上一括処理システム分科会

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （情報提供）

　【社団法人　日本自動車工業会】　　　　　 技 術 統 括 部

　調査研究の主担当組織であるエアバッグ車上一括処理システム分科会の委員構成を次に

示す。

エアバッグ車上一括処理システム分科会委員構成表

　　　　 役職名　　　　 氏　　名　　　　　　　　　 所　　属

　　　　分科会長　　 藤　島　広　道　　　トヨタ自動車株式会社

　　　　幹　　事　　 近　田　隆　愛　　　スタンレー電気株式会社

　　　　委　　員　　 伊　藤　啓　二　　　株式会社デンソー

　　　　委　　員　　 加　藤　哲　男　　　矢崎部品株式会社

　　　　委　　員　　 熊　倉　弘　幸　　　いすゞ自動車株式会社

　　　　委　　員　　 小　島　克　巳　　　社団法人日本自動車部品工業会

　　　　委　　員　　 武　田　義　和　　　ダイハツ工業株式会社

　　　　委　　員　　 林　　　泰　弘　　　スズキ株式会社

　　　　委　　員　　 松　田　一　男　　　株式会社本田技術研究所

　　　　委　　員　　 山　本　幸　輝　　　日産自動車株式会社

　　　　事 務 局　　 山　口　宗　孝　　　社団法人自動車技術会

　なお、この事業は“規格制定”が目的であり、成果物は自動車規格（ＪＡＳＯ）として

制定・発行されるが、その前に自動車技術会の規格会議規定に従って上部組織による審議
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を経ることになっているので、今回の規格案に対して審議・承認を行った電子・電装部会

及び規格委員会の委員構成を、次に示す。

（１次及び 2 次審議）電子・電装部会委員構成表

　　　 役職名　　　　氏　　名　　　　　　　　　　所　　　属

　　　 部会長　　 鍋　田　貞　一　　 株式会社デンソー

　　　 幹　事　　 近　田　隆　愛　　 スタンレー電気株式会社

　　　 幹　事　　 村　岡　昌　雄　　 株式会社小糸製作所

　　　 委　員　　 飯　島　和　巳　　 株式会社日立製作所

　　　 委　員　　 飯　田　茂　樹　　 スズキ株式会社

　　　 委　員　　 猪　俣　　　昇　　 菱星電装株式会社

　　　 委　員　　 臼　杵　和　男　　 社団法人日本自動車連盟

　　　 委　員　　 大　和　信　隆　　 トヨタ自動車株式会社

　　　 委　員　　 門　松　　　貴　　 経済産業省製造産業局自動車課

　　　 委　員　　 川　井　浩　史　　 三菱自動車工業株式会社

　　　 委　員　　 草　野　克　之　　 株式会社本田技術研究所

　　　 委　員　　 小　島　克　己 　　社団法人日本自動車部品工業会

　　　 委　員　　 駒　崎　勝　良　　 日産ディーゼル工業株式会社

　　　 委　員　　 近　藤　則　昭　　 財団法人日本自動車研究所

　　　 委　員　　 斉　木　良　明　　 日本特殊陶業株式会社

　　　 委　員　　 白　井　信　正　　 独立行政法人産業技術総合研究所

　　　 委　員　　 瀬　尾　宏　介　　 目白大学

　　　 委　員　　 多　田　　　修　　 ダイハツ工業株式会社

　　　 委　員　　 寺　澤　通　高 　　日野自動車株式会社

　　　 委　員　　 中　島　浩　視　　 ナイルス株式会社

　　　 委　員　　 仲　安　博　美　　 矢崎計器株式会社

　　　 委　員　　 西　本　俊　幸　　 国土交通省自動車交通局技術安全部

　　　 委　員　　 野　沢　良　明　　 富士重工業株式会社

　　　 委　員　　 浜　本　忠　直　　 株式会社東海理化

　　　 委　員　　 廣　澤　　　学　　 マツダ株式会社

　　　 委　員　　 松　本　　　修　　 三菱電機株式会社

　　　 委　員　　 安　田　吉　孝　　 いすゞ自動車株式会社
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電子・電装部会委員構成表（続き）

　　　 役職名　　　　氏　　名　　　　　　　　　　所　　　属

　　　 委　員　　 渡　辺　健　司　　 日産自動車株式会社

　　　 事務局　　 吉　澤　千　治　　 社団法人自動車技術会

（最終審議）規格委員会委員構成表

　　　 役職名　　　　氏　　名　　　　　　　　　　所　　　属

　　　 委員長　　 須　田　正　爾　　 株式会社日立製作所

　　　副委員長　　土　屋　孝　夫　　 富士重工業株式会社

　　　 委　員　　 伊　藤　勝　利　　 社団法人日本自動車工業会

　　　 委　員　　 岩　城　富士大　　 マツダ株式会社

　　　 委　員　　 岡　崎　　　健　　 マツダ株式会社

　　　 委　員　　 岡　野　道　治　　 日本大学理工学部

　　　 委　員　　 古　賀　秀　数　　 経済産業省産業技術環境局標準課

　　　 委　員　　 小　島　克　己　　 社団法人日本自動車部品工業会

　　　 委　員　　 小　林　行　雄　　 社団法人日本自動車連盟

　　　 委　員　　 斎　藤　　　清　　 社団法人日本自動車車体工業会

　　　 委　員　　 酒　井　孝　之　　 財団法人日本自動車研究所

　　　 委　員　　 瀬　戸　靖　夫　　 日野自動車株式会社

　　　 委　員　　 高　津　和　宣　　 日産ディーゼル工業株式会社

　　　 委　員　　 鷹　背　豊　二　　 社団法人全日本トラック協会

　　　 委　員　　 高　橋　　　彬　　 日本自動車輸入組合

　　　 委　員　　 竹　下　正　生　　 財団法人日本規格協会

　　　 委　員　　 立　岡　恒　良　　 経済産業省製造産業局自動車課

　　　 委　員　　 田　中　秀　治　　 防衛庁管理局装備企画課

　　　 委　員　　 玉　井　康　夫　　 いすゞ自動車株式会社

　　　 委　員　　 中　沢　徹　一　　 社団法人日本自動車機械器具工業会

　　　 委　員　　 長　田　憲一朗　　 三菱ふそうトラック・バス株式会社

　　　 委　員　　 鍋　田　貞　一　　 株式会社デンソー

　　　 委　員　　 長谷川　　　晃　　 ヤマハ発動機株式会社

　　　 委　員　　 早　野　佳　志　　 トヨタ自動車株式会社

　　　 委　員　　 平　松　金　雄　　 財団法人日本自動車研究所
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規格委員会委員構成表（続き）

　　　 役職名　　　　氏　　名　　　　　　　　　　所　　　属

　　　 委　員　　 古　谷　国　貴　　 株式会社本田技術研究所

　　　 委　員　　 細　矢　明　宏　　 いすゞ自動車株式会社

　　　 委　員　　 本　間　芳　明　　 日野自動車株式会社

　　　 委　員　　 松　本　和　良　　 国土交通省自動車交通局技術安全部

　　　 委　員　　 馬　渕　　　晃　　 富士重工業株式会社

　　　 委　員　　 水　野　慶　之　　 自動車基準認証国際化研究センター

　　　 委　員　　 宮　崎　太　郎　　 日産自動車株式会社

　　　 委　員　　 森　部　幸　男　　 社団法人日本自動車整備振興会連合会

　　　 委　員　　 矢　作　伸　一　　 軽自動車検査協会

　　　 委　員　　 山ノ井　利　美　　 日産自動車株式会社

　　　 委　員　　 山　本　　　泉　　 ヤマハ発動機株式会社

　　　 委　員　　 山　本　　　辿　　 早稲田大学理工学部

　　　 委　員　　 山　本　信　成　　 スズキ株式会社

　　　 委　員　　 横　山　文　則　　 トヨタ自動車株式会社

　　　 委　員　　 吉　田　　　武　　 川崎重工業株式会社

　　　 委　員　　 渡　辺　武　晴　　 ダイハツ工業株式会社

　　　 委　員　　 和　田　恒　人　　 社団法人日本バス協会

　　　 事務局　　 石　丸　尋　士　　 社団法人自動車技術会

0.3 　調査研究項目・スケジュール

　最初に、調査研究の取り組みを次のような項目について実施する計画が確定された。

① エアバッグ処理に関する国内の実態調査

国内におけるエアバッグ処理の実態について、現地調査を含む状況調査を行い標準化の

方向性を定める。

②エアバッグ処理に関する欧米の技術動向・標準化動向調査

　欧米におけるエアバッグ処理に関する技術動向及び標準化動向について、主に文献調査

　を通じて情報を収集し作成する規格案への反映可能性を検討する。

③規格案内容の検討、規格案作成

　調査研究の結果から最も適切な処理方法を選択したのち規格案の骨子を確立し、続いて

　肉付けを行って完成させ、これを上部組織での審議を経て発行に結びつける。
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　２００３年度に実施した調査研究項目及び実施の状況は、下表のとおりである。

２００３年度調査研究項目・実施状況

　　　　　半期別・月別　　　　　　 上　半　期　　　　　　　下　半　期

　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　  16

　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／

　　　項　　 目　　　　　　　４　５　６　７　８　９　10　11　12　１　２　３

① 　エアバッグ処理に関する

　国内の実態調査

② 　エアバッグ処理の欧・米

　技術動向/標準化動向調査

③ 　規格案骨子確立/案の作成

　及び上部組織の審議承認

 　調査研究報告書の作成及び

 　公表
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第 1 章　自動車リサイクル法規でのエアバッグの扱い

1.1 　欧州の動向

　１９９０年代の後半から、環境に対する使用済み自動車の影響を最小に抑え環境と

エネルギーの保護に貢献するため、欧州・日本では自動車のリサイクル問題がクロー

ズアップされてきたが、法律化は欧州共同体（ＥＣ）が先行した。ＥＣは２０００年

１０月に指令２０００／５３／ＥＣを公表し、リサイクルと回収に向けた車両設計並

びに廃棄車両の収集及び処理施設要件のため、従属者と汚染者負担の原則に基づいた

多くの条項を定めている。その中で、使用済み自動車は環境への悪影響を少なくする

ため解体されるが危険物及び部品が使用済み自動車のシュレッダ廃棄物を汚染しない

ように、取り外し又は分離を行うものとして具体的に幾つかの処理を指定していて、

その一つに「爆発の可能性がある部品の取り外し又は中性化（例、エアバッグ）」が挙

げられている。

　欧州共同体指令２０００／５３／ＥＣの訳文を附属資料－１として、この報告書に

添付する。

1.2 　日本の動向

　日本においての自動車リサイクルの法制は、平成１４年法律第８７号「使用済自動車の

再資源化等に関する法律」が基本で、その第２条第６項は次の規定になっている。

・ この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次

　　の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

　　一　当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車

　　　から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行う

　　　ことが、当該使用済自動車の再資源化を適性かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減

　　　量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの

　　二　当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められ

　　　るもの

　　三　当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上

　　　でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認め

　　　られるもの

　そして、この法律を補完する施行令の第３条において法第２条第６項の政令で定める物

品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器
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とする旨が明示され、エアバッグ類の自動車製造業者回収方針が確定された。

　なお、自動車リサイクル法の全面的な運用は、解体業者・破砕業者許可等の実施、取引・

引渡義務確立、再資源化預託金決定など準備の関係から２００４年末頃から実施の予定と

なっている。

1.3 　第１章のまとめ

　日本・欧州では、使用済自動車のリサイクルに関わる解体・破砕が義務付けられた。そ

の前段階において、廃油・廃液、タイヤ、バッテリ等は事前適正処理を必要とするが、適

正処理困難物品については自動車製造業者による引取りと適正処理が規定され、エアバッ

グ類は処理工程の安全性確保の見地からこの品目に指定された。
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第２章 　エアバッグ処理の実態

2.1 概要

　我が国におけるエアバッグの自動車装着は、１９８９年に一部車種で運転者席に対して

行われたのが始まりで、そののち採用車種が加速度的に増加すると共に助手席への装着も

実施され、更にこの補助拘束システムはシートベルトプリテンショナ・サイドエアバッグ

などへ拡張されている。

　エアバッグ展開及びシートベルトプリテンショナ作動のパワーを供給するインフレータ

は、火薬材料及び膨張ガス発生剤が使用されており作動していないものを安易に廃却する

ことは危険を伴うため、インフレータ製造メーカでは当初に独自で処理及び使用金属類回

収方法が検討されていた。

　１９９８年に至り使用済自動車リサイクルへの対応が業界レベルで審議され、社団法人

日本自動車工業会では未使用エアバッグ類の処理工程における環境汚染物質の流失防止、

金属再生ルート確立の観点から適正処理方法に関して検討を行い、表１に示す四つの方式

をリストアップしている。

表１　エアバッグ類の処理方法

　　　方　式 　　　　概　　要 　　メリット 　 デメリット

a）取外し･回収処理 インフレータ等を取り外

し、回収して指定処理拠点

にて作動処理する。

作動音、排出ガス

等の対応容易

物流コスト大、

処理設備大がか

りで作業時間大

b）取外し･作動処理 インフレータ等を取り外

し、飛散防止容器内で、電

気式はバッテリに接続、機

械式は落下させることによ

って作動処理する。

作動音の対応容易 作業時間大、

排出ガスの処理

困難

c）車上個別作動処理 車両装備状態のインフレー

タのリード線にバッテリを

接続し、作動処理ののち取

り外す。

方式 a），b）に比

べて作業時間少

結線作業が必要、

作動音の対策を

要す

d）車上一括作動処理 専用ツールをエアバッグ制

御ユニットに接続し操作す

ることによって、複数装備

のエアバッグを一括作動処

理ののち取り外す。

作業容易で作動時

間も少

車両に統一シス

テム対応コネク

タの装備要す、

処理ツール必要、

作動音対策要す

　以下、各方式の実施状況について説明する。
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2.2 取外し・回収処理方式［表 1 の a）参照］

　この方法は、自主的検討を行っていたインフレータ製造メーカへ、日本自動車工業会か

ら研究テーマ「エアバグインフレータ適正処理技術の開発」として委託され、２年半かけ

て実証実験が行われた。この場合、回収ルートとしては全国に約５０００社設けられた指

定販売店又は解体業者が廃車からインフレータを取り外し、専用容器に入れて全国２１エ

リアの回収・運搬業者へ渡す約束があり、運搬業者は取りまとめたうえで特定処理工場へ

搬入する。処理工場ではインフレータに付属しているワイヤハーネスを除去したのち、イ

ンフレータを作動塔と呼ぶ加熱炉の中に一定量投入し４００～５４０℃の高温空気に曝し

て爆発処理するもので、作動塔の大きさによるが、通常 1 回で１０００～１５００個のイ

ンフレータを処理するバッチ式方法であって、加熱作動処理方式と呼んでいる。

　この他に通電作動処理方式と呼ばれる方法があり、これは鋼製の密閉容器に処理するイ

ンフレータを納め、インフレータの点火器に作動用ケーブルを接続したのち規定の直流電

流を順次通電して作動処理を行うものであるが、配線接続の手間を要するため 1 回で数十

個のインフレータをバッチ処理する程度の規模で利用されている。

2.3 取外し・作動処理方式［表 1 の b）参照］

　この方法は、インフレータを取り外した場所の近くで 2.2 項の通電作動処理を行うもの

で、取り外しインフレータ運搬の物流が省けるので一見有利そうであるが処理に当たって

の安全上・環境上の注意が必要であり、更に処理後インフレータなどのスクラップ回収業

者への引き渡し及び処理残渣の産業廃棄物処理業者依頼など面倒な作業が必要で、現実に

利用されていないし将来も採用されるとは思えない。

2.4 車上個別作動処理方式［表１の c）参照］

　この方式は、b）の通電作動方式を車載状態エアバッグに適用するもので、ある自動車

メーカはサービス工場向けにこの処理方法のマニュアルを提示し、十分な注意の下に取り

組むよう呼びかけている。その内容の概要は次のとおりである。

・ 作業はイグニションスイッチを OFF にし、バッテリのマイナスターミナルを外した

　後９０秒間経ってから開始する。

・ 注意事項を記載したラベルの指示に従わなければならない。

・ エアバッグ及びプリテンショナは、絶対に未作動状態で廃棄しないこと。

・ 作業は屋外の安全な平坦な場所で行い、なるべく住宅地は避ける。
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・ 専用テスタを使用してエアバッグ等を作動させるが、作動音はかなり大きいので事前

　に周囲の人に周知徹底する。なお、作動させる物品から５ｍ以上離れる。

・ 作動したエアバッグ・プリテンショナは場所によって数百℃になっているため、作動

　後３０分間以上放置する。その後、処理済物は会社の指示に従って処分を行う。

2.5 車上一括作動処理方式［表１の d）参照］

　この方式は、車両に装備されたエアバッグ・プリテンショナ等すべてを車両の廃棄時に

車上で安全、かつ、容易に作動処理するもので、全自動車に共通の「一括作動ツール」と

「処理用通信システム」採用を前提としている。作動音に関する注意など基本的なことを

守れば、誰でも容易・安全に実施することができるこの方法は、自動車メーカ各社が一斉

に同一システムを用いることが望ましいが現状は足並みが揃っているとはいえない。

2.6 第 2 章のまとめ

　エアバッグ類を処理する方法について検討したが、何れも自動車リサイクル法施行の具

体的方策が明示されていない状況下での調査結果であるから、処理後のスクラップ及び産

業廃棄物の扱い方など不明確な部分もあり確定的な結論を引き出すことは難しい。取りか

かりから最終段階までの詳細な実績があるのは a）の取外し・回収処理方式であるが、こ

れからエアバッグ類装備の使用済車が加速度的に増加することを考えるとバッチ式では対

応不能になることは間違いない。したがって、d）の車上一括作動処理方式が本命といえ

るが多くのサービス店、整備業者、解体業者が採用したときのスクラップ類回収ルートを

早急に明確化する必要があるであろう。
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第３章 　欧米のエアバッグ処理に関する標準化動向

3.1 既存の海外規格

　自動車廃車時のエアバッグ類処理を規定している国際規格（ＩＳＯ規格）、各国国家規格、

外国の自動車団体規格などは、この調査終了時点で見当たらなかった。

3.2 標準化の底流

　将来の国際的な統一エアバッグ一括処理システムについては、ＡＣＥＡ（欧州自動車製

造車協会）が音頭をとりＡＡＭＡ（米国自動車工業会）、ＫＡＭＡ（韓国自動車工業会）及

びＪＡＭＡ（日本自動車工業会）の参画した国際自動車リサイクリングワークショップが

検討を行っており、ＡＣＥＡの方法を原案にして将来のＩＳＯ規格化を伺っている模様で

ある。

　一方、ＡＣＥＡの一員であるＢＭＷ社は、ＩＳＯ／ＴＣ２２／ＳＣ３／ＷＧ１（自動車

シリアルデータ通信ワーキンググループ）の２００３年１０月会議において、エアバッグ

の処理に関する標準化作業はＳＣ３／ＷＧ１の作業テーマとすべきではないかとの呼びか

けを行いＡＣＥＡとの緊密な連携の必要を強調している。

3.3 第 3 章のまとめ

　エアバッグ類の処理に関する標準化作業は、業界主導の傾向が強い状態で推移している

が、ＩＳＯ／ＴＣ２２／ＳＣ３／ＷＧ１の今後の活動にも注意が必要であろう。

　我が国としては、ＷＴＯ／ＴＢＴ協定の趣旨に基づいて国際的基準・規定の統一はＩＳ

Ｏが原点との精神の下に学術的な偏りのない取り組みを行って公正なエアバッグ処理ＩＳ

ＳＯ規格の成立に努力する必要がある。
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第 4 章　エアバッグ車上一括処理システム規格の作成

4.1 制定の趣旨及び経緯

　エアバッグ類は、衝突時の乗員保護システムを補完するものとして自動車への装着が広

く普及しているが、作動する機会が極めて少ないことから自動車が廃棄されるときは殆ど

の場合完全品の状態である。エアバッグを作動させる部品には、火薬や膨張ガス発生剤が

用いられており不用意に扱うと危険が予測されることから、使用済自動車の解体前に未作

動のエアバッグ類を処理する作業が必要となる。

　この場合、すべての自動車に共通の車外作動指令装置（ツール）を使用する処理システ

ムを確立しておけば、どこのサービス店、整備業者、解体業者でも手際よく作業を行うこ

とができるので、関係者に大きな利便を提供することになる。この意図に基づいて、廃車

時にエアバッグ類を車両に装着したままで一括処理するための車外ツールとの間の通信手

段を、ＩＳＯで自動車の故障診断用として標準化された規格を参考に作成することになっ

た。

　規格案作成は、社団法人自動車技術会・規格委員会・電子電装部会の下に「エアバッグ

一括処理システム分科会」を設けて関連の調査研究を含め進められ、２回の電子電装部会

審議ののち規格委員会へ上程されて２００３年１２月に承認された。

4.2 当該規格の基本構想

　規格は、自動車に装備されたすべてのエアバッグ及びシートベルトプリテンショナを、

廃車時にその状態で一括処理するための基本回路、通信仕様、専用コネクタ仕様、車外ツ

ールなどを規定するものとし、通信プロトコル規格は ISO 14230‐1 Road vehicles ―

Diagnostic systems ― Keyword protocol 2000 ― Part 1： Physical layer を利用した。

基本通信仕様を表 2 に示す。

表 2　車上一括処理システムの基本通信仕様

項目 仕様

　　通信方向 双方向又は単方向

　　通信速度 ５bps～10,400bps
　　 物理層 ISO 14230－1 による

ただし、インターフェイスは ISO 14230－1 に準じた作動

ツールとの通信が保証できれば簡素化してよい。

通信方向識別手段 作動ツール側が双方向通信の初期からスタートし、その後

ECU からの応答がない場合に単方向と認識する。
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4.3 第 4 章のまとめ

　廃車時のエアバッグ類処理について、各車に共通の車外作動指令装置（ツール）を用い

て容易に、かつ、確実に行える車外一括作動処理システム規格を、既存のＩＳＯ自動車用

通信プロトコル規格を利用して作成し、自動車規格ＪＡＳＯ Ｄ９０３として制定した。

　この規格を、付属資料－２としてこの報告書に添付する。

　なお、エアバッグ類の車上一括処理システム規格は、世界初のものであり他に類を見な

いので、全世界に周知させるためＪＡＳＯ Ｄ９０３の英訳版を作成した。これを付属資料

－３としてこの報告書に添付する。
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終章　おわりに

　「エアバッグ類の車上一括処理システムの規格制定事業」受託に対して、内外の関係す

る法規・規格の現状及び将来傾向を調査し、我が国で実施されている処理方法も見学して

規格構想を確立し、関係者の総力を結集して自動車規格ＪＡＳＯ Ｄ９０３を制定し、更に

英訳版も完成した。

　この規格が規定した方法は、すべての自動車メーカが揃って採用してくれなければ十分

な効果を発揮できないので、全世界に普及するよう強力に働きかけ必要な場合には積極的

に改良もすべきであろう。



欧州共同体官報 2000 年 10 月 21 日

欧州議会および理事会の指令 2000/53/EC

2000 年 9 月 18 日

使用済み自動車令

欧州議会および欧州連合理事会は,

欧州経済共同体を設立する条約に留意し、特に、その第 175（1）条に

EC 委員会提案（1）に留意し、

経済社会委員会（2）の見解に留意し、

地域委員会と協議しつつ、

2000 年 5 月 23 日に調停委員会によって承認された共同文書（3）に鑑み

条で規定されている手順に従って行動し、

しかるに、

（1）第一に環境に対する使用済み自動車の影響を最小限度に抑え、環

保存、改善とエネルギー保護に貢献するために、第二に域内市場の円滑

コミュニティー内の競争のひずみをなくすために、各国の使用済み自動

を調和させる必要がある。

（2）特に、リサイクルと回収に向けた車両設計、収集および処理施設

観点から、再利用、リサイクル、および回収、目標の達成のために、従

者負担の原則を考慮しつつ、上記の目的を達成するうえでの国家的手法

保するために、コミュニティー全体にわたる枠組みが必要である。

（3）毎年、コミュニティー内の使用済み自動車は、800 万トンから 9

物を生み出している。これらは適切に管理されなければならない。

（4）予防および防止原理を運用するためと、廃棄物管理に対するコミ

略に合わせて、廃棄物の発生はできる限り防止しなければならない。

（5）廃棄物を再利用し、回収する必要があること、再利用とリサイク

とは、なお一層の基本原理である。

（6）加盟国は、経済事業者が使用済み自動車の収集、処理、および回

テムを構築するように適切な措置を講じる必要がある。

（7）加盟国は、車両の市場価値がないか、マイナスの市場価値を持つ
留意し、

、条約の第 251

境品質の保護、

な運営を確保し、

車に関する措置

の要件に対する

属者および汚染

間での一致を確

00 万トンの廃棄

ュニティーの戦

ルを優先するこ

収のためのシス

結果による費用

附属資料１



を負担することなく、最後の持ち主と所有者またはその両方が、認可を受けた処理施設

に使用済み自動車を配送できるようにする必要がある。加盟国は、市場動向の通常の機

能を妨げることなく、生産者がこれらの措置を運用する費用のかなりの部分またはすべ

ての部分に対応するようにする必要がある。

（8）本指令は、安全基準、大気汚染防止法、および騒音規制を侵害することなく、部

品および材料、予備および交換部品を含む車両および使用済み自動車を対象としている。

（9）本指令は、以下の複数の既存の指令で使用されている用語を適宜転用しているも

のと解釈する必要がある。つまり、危険物の分類、梱包および表示に関係する法、規則、

管理事項の近似についての理事会指令 67/ 548/EEC（1967 年 6 月 27 日）（4）、自動車

とそのトレーラーの型式承認に関する加盟国の法律の近似についての委員会指令

70/156/EEC（1970 年 2 月 6 日）（5）、廃棄物に関する委員会指令 75/442/EEC（1975

年 7 月 15 日）（6）。

（10）ビンテージ車両とは、適切で環境的に良好な方法で維持され、使用できる状態で

あるか、部品に分解された状態の歴史的な車両または収集家にとって価値のあるまたは

博物館に陳列される価値のある車両で、指令 75/442/EEC で規定される廃棄物の定義に

入らず、かつ本指令の範囲に入らない。

（11）車両から危険物が環境に放出されるのを防止し、リサイクルを促進して、危険な

廃棄物の廃棄処分を防ぐために、予防措置を車両の概念フェーズから適用し、特に車両

の危険物の削減と管理を具体化することが重要である。特に、鉛、水銀、カドミウム、

六価クロムの使用は禁止する必要がある。

（1）OJ C 337, 7.11.1997, p. 3 および OJ C 156, 3.6.1999, p. 5

（2）OJ C 129, 27.4.1998, p. 44

（3）1999 年 2 月 11 日の欧州議会の意見（OJ C 150, 28.5.1999, p. 420）、1999 年 7

月 29 日の審議会共通の立場（OJ C 317, 4.11.1999, p. 19）および 2000 年 2 月 3 日の

欧州議会の決定（官報として未発行）2000 年 7 月 20 日の理事会決定および 2000.2000

年 9 月 7 日の欧州議会決定

（4）OJ 196, 16.8.1967, p. 1. EC 委員会指令 98/98/EC によって最後に改訂された指令

（OJ L 355, 30.12.1998, p. 1）

（5）OJ L 42, 23.2.1970, p. 1. 欧州議会および理事会の指令 98/91/EC によって最後に

改訂された指令（OJ L 11, 16.1.1999, p. 25）

（6）OJ L 194, 25.7.1975, p. 39. EC 委員会指令 96/350/EC によって最後に改訂された



指令（OJ L 135, 6.6.1996, p. 32）

これらの重金属は、定期的に見直されるリストに従って、特定の用途のみに使用する必

要がある。これにより、特定の材料および部品がシュレッダー残さにならず、焼却また

は埋立てに廃棄されないよう促進される。

（12）使用済み自動車からのすべてのプラスチックのリサイクルは継続的に改良される

必要がある。EC 委員会は、現在 PVC（ポリ塩化ビニル）の環境に対する影響を調べて

いる。EC 委員会は、この調査を基に、車両に対する考慮を含め、PVC の使用に適切な

提案を作成する予定である。

（13）使用済み自動車とその部品の分解、再利用、リサイクルの要件は、新車の設計と

製造に組み込まれる必要がある。

（14）リサイクル材の市場の発展を促進する必要がある。

（15）使用済み自動車が環境に害を及ぼすことなく廃棄されるようにするために、適切

な収集システムを構築する必要がある。

（16）使用済み自動車の登録抹消の条件として使用する解体証明書を導入する必要があ

る。登録抹消制度を持たない加盟国は、使用済み自動車が処理施設に持ち込まれたとき

に、関連する管轄機関に解体証明書を通知するシステムを構築する必要がある。

（17）本指令は、加盟国が、適切な場合に、一時的な車両の登録抹消を付与するのを拒

むものではない。

（18）収集および処置業者は、許可を受けた場合、許可の変わりに登録が使用される場

合、特定の条件に一致する場合のみ、業務を許可されるものとする。

（19）車両のリサイクル性と回収性を向上させる必要がある。

（20）環境に対する負の影響を防止し、取引および競争のひずみが発生しないようにす

るために、保管および処置作業の要件を策定することは重要である。

（21）短期に結果を達成するために、業者、消費者、公共企業体に対して長期的に必要

な展望を提供するために、達成する再利用、リサイクル、および回収の数値目標を経済



事業者が規定する必要がある。

（22）製造者は、再利用、リサイクル、および回収の数値目標を達成できるようなやり

方で、車両を設計および製造する必要がある。この目的を達成するために、EC 委員会

は、欧州基準の準備を促進し、欧州の車両型式承認法規を適切に改正するために必要な

措置を講じる。

（23）加盟国は、この指令の規定の運用において、特に中小規模の会社の収集、分解、

処理、およびリサイクル市場への参入について競争が維持されるようにする必要がある。

（24）分解と回収、特に使用済み自動車のリサイクルを促進するために、自動車製造者

は分解に必要なすべての情報、特に危険物に関する情報をすべて備えた認可処理施設を

開設する必要がある。

（25）適切な場合は、欧州基準の準備を促進する必要がある。車両製造者と材料製造者

は、関連する委員会の支援を受けた EC 委員会が制定した部品および材料コード付け基

準を使用する必要がある。これらの基準の準備において、EC 委員会は、必要に応じて、

関連する国際フォーラムのこの分野で進行している作業を考慮する。

（26）この指令の目的の運用を監視するために、使用済み自動車の地域全体にわたるデ

ータが必要である。

（27）消費者は、自身の行為と態度を順応させるために適切に情報を受け取る必要があ

る。このために、関連する経済事業者は情報を適切に提供する必要がある。

（28）特定の条件が満たされることを条件に、加盟国は関連する経済セクターとの合意

により、特定の規定を運用することを選択できる。

（29）処理施設および危険物の使用に関する要件の科学的および技術的進歩の採用、お

よび解体証明の最小限度の基準の採用、データベースの形式、数値目標の適合を管理す

るのに必要な措置の運用は、委員会手順の下で、EC 委員会によって影響を受ける必要

がある。

（30）この指令の運用のために取られる措置は、EC 委員会に付与された権限を履行す

るための手順を規定している理事会指令 1999/468/EC（1999 年 6 月 28 日）に従って



採用される必要がある（1）。

（31）加盟国は、本指令の規定を、そのような措置が本指令を採用した条約に適合する

ことを条件に、記載されている日付の前に措置を適用することができる。

（1）OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

第 1 条

目的

本指令は、第 1 優先として、廃棄物の廃棄処分の削減を目的に車両からの廃棄物の防止

を目標とし、さらに、使用済み自動車とその部品の再利用、リサイクル、および他の形

式の回収、および使用済み自動車に関わるすべての経済事業者、特には自動車の処置に

直接関わる事業者の環境的性能を改善することを目標とした措置を規定している。

第 2 条

定義

この指令の目的から、各用語を以下のとおり規定する。

1. 「車両」とは、指令 70/156/EEC の Annex IIA で定義されたカテゴリ M1 または N1

として指定される車両と、指令 92/61/EEC で定義されている 3 輪自動車を意味し、モ

ーターサイクルを除く。

2. 「使用済み自動車」とは、指令 75/442/EEC の第 1 条（a）項の意味の範囲内の廃棄

物である車両を意味する。

3. 「製造者」とは、車両製造者または加盟国内への車両の専門輸入者という。

4. 「防止」とは、使用済み自動車、その材料、および物質の数量および環境に対する

危険性を減らすことを目的とする措置のことをいう。

5. 「処理」とは、無害化、分解、せん断、破砕、回収また、シュレッダーの廃棄処分

の準備、および使用済み自動車とその部品の回収または廃棄およびその両方のために実

行される他の作業のために施設に手渡された後に実施される活動のことをいう。

6. 「再利用」とは、使用済み自動車の部品が、それらが考案されたときと同じ目的に

使用される取り扱いのことをいう。

7. 「リサイクル」とは、廃棄資材の製造プロセスで、本来の目的のために、またはエ



ネルギーの回収を除く他の目的のために再処理することをいう。エネルギー回収とは、

熱の回収により、他の廃棄物を含むまたは含まない直接燃焼を通じて、エネルギーを生

成する手段として可燃性の廃棄物を使用することをいう。

8. 「回収」とは、指令 75/442/EEC に対する指令の Annex IIB で規定されたあらゆる

適用可能な操作のことをいう。

9. 「廃棄処分」とは、指令 75/442/EEC に対する Annex IIA で規定されているあらゆ

る適用可能な操作のことをいう。

10. 「経済事業者」とは、使用済み自動車の部品および材料を含め、使用済み自動車の

製造者、販売店、車両保険会社、分解業者、シュレッダー業者、回収者、リサイクル業

者、および他の処理業者のことをいう。

11. 「危険物」とは、指令 67/548/EEC で危険であると見なされている物質のことをい

う。

12. 「シュレッダー」とは、直接再利用可能な金属スクラップを得るためなど、使用済

み自動車を細かく砕いたり、断片化したりするために使用される装置のことをいう。

13. 「分解情報」とは、使用済み自動車の環境的に良好な正しい処置のために必要なす

べての情報のことをいう。車両製造者と部品製造者は、マニュアル形式や電子媒体（例、

CD-ROM、オンラインサービスなど）の手段により、認可を受けた処理施設がこの情

報を利用できるようにする必要がある。

第 3 条

範囲

1. 本指令は、車両と使用済み自動車を対象とし、それらの部品と材料も含む。第 5 条

（4）項の第 3 サブパラグラフを損なうことなく、本規定は、車両がその使用中にどの

ようにサービスまたは修理されたかに関わらず、また製造者が供給した部品を装備して

いるか、または予備品または交換部品としての付属品が適切なコミュニティーの規定ま

たは自国内の規定に従っている他の部品を装備しているかどうかに関わらず適用され

るものとする。

2. 本指令は、既存のコミュニティー規定および特に安全基準、大気汚染および騒音管

理、および土壌と水の保護などの関連する国家規定を損なうことなく適用されるものと



する。

3. 製造者が指令 70/156/EEC の第 8 条（2）（a）項によって当該指令から除外される車

両のみを製造または輸入している場合、加盟国は本指令の第 7 条（4）項、第 8 条、お

よび第 9 条から製造者とその車両を除外できる。

4. 指令 70/156/EEC の第 4 条（1）（a）項の第 2 の字下げ（インデント）部分で定義さ

れている特殊車両は、本指令の第 7 条の規定から除外されるものとする。

5. 3 輪自動車の場合、本規定の第 5 条（1）項、第 5 条（2）項、および第 6 条のみが

適用される。

第 4 条

防止

1. 廃棄物の防止を促進するために、加盟国は、特に以下のことを奨励する必要がある。

（a）車両製造者は、材料および機器製造者と連係して、車両における危険物の使用を

制限すること、車両の概念設計以降可能な限りこれらを削減し、特に、これらの危険物

が環境に廃棄されるのを防止すること、リサイクルを容易にし、危険な廃棄物の廃棄の

必要をなくすこと。

（b）新車の設計および製造では、使用済み自動車、その部品、および材料の分解、再

利用、および回収、特にリサイクルを考慮および促進すること。

（c）リサイクルされた材料の市場を発展させるために、車両製造者は、材料および機

器製造者と連係して、車両および他の製品でのリサイクル材料の利用数量を増加させる。

2. （a）加盟国は、Annex II で指定された条件の場合を除き、2003 年の 7 月 1 日以降

に市場に投入する車両の材料および部品が鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを含まな

いようにしなければならない。

（b）第 11 条で規定する手順に従って、EC 委員会は、技術的および科学的進歩に応じ

て、以下を目的に Annex II を定期的に改正すること。



（i）必要に応じて、車両の材料と部品で、サブパラグラフ（a）で規定されている物質

の存在が許される最大濃度値を規定すること。

（ii）これらの物質の使用が避けられない場合、サブパラグラフ（a）の規定から、車

両の特定の材料と部品を除外する。

（iii）これらの物質の使用が避けられない場合、Annex II から車両の材料と部品を削

除する。

（iv）さらに処理する前に取り除くことができる車両の材料および部品を（i）および

（ii）で指定する。これらは、ラベルを付けるか、他の適切な手段で識別可能にするこ

と。

（c）EC 委員会は、2001 年 10 月 21 日以前に Annex II の初回の改正を行うこと。こ

こで記載されている例外にないケースは、2003 年 1 月 1 日以前に Annex から削除する

こと。

第 5 条

収集

1. 加盟国は、以下のために必要な措置を講じること。

- 経済事業者が、技術的に可能な限り、すべての使用済み自動車および乗用車が修理さ

れたときに取り外された廃棄使用済み部品を収集するためのシステムを構築する。

- 加盟国の領土内の収集施設の適切な可用性。

2. 加盟国は、認可済みの処理施設にすべての使用済み自動車が持ち込まれるよう必要

な措置も講じなければならない。

3. 加盟国は、解体証明の提示が使用済み自動車の登録抹消のための条件である制度を

構築しなければならない。この証明書は、使用済み自動車が処理施設に持ち込まれたと

きに持ち主または所有者あるいはその両方に発行されるものとする。第 6 条に従って許

可を得た処理施設は、解体証明書を発行することを許可されるものとする。加盟国は、

製造者、販売店、収集業者が使用済み自動車が認可された処理施設に持ち込まれること

を保証し、かつ公的機関に登録済みであることを条件に、認可を受けた処理施設に代わ

ってこれらの事業者が解体証明書を発行することを許可できる。



処理施設または認可済み処理施設の代わりに、販売店または収集業者が解体証明書を発

行することは、加盟国が明示的に制定した場合を除き、このような業者に財政的な補償

を要求できる権利を与えるものではない。

この指令の発効日に登録抹消制度を持たない加盟国は、使用済み自動車が処理施設に持

ち込まれたときに関連する管轄官庁に解体証明を通知する制度を構築し、そうでない場

合はこのパラグラフの条件に適合しなければならない。このサブパラグラフを使用して

いる加盟国は、その理由を EC 委員会に通知しなければならない。

4. 加盟国は、市場価値がないか負の価値を有する車両であっても、パラグラフ 3 に従

った認可済み処理施設への車両の搬入が、最後の持ち主または所有者あるいはその両方

に何ら費用が発生することなく行われるよう必要な措置を講じなければならない。

加盟国は、最初のサブパラグラフで述べられている条件と同じ条件の下で、この措置の

運用および使用済み自動車の引き取りの費用のすべてまたは多くの部分を製造者が負

担するように必要な措置を講じなければならない。

加盟国は、使用済み自動車が車両の重要な部品、特にエンジンおよび車体を装備してい

ない場合、あるいは使用済み自動車に追加された廃棄物がある場合、使用済み自動車の

配送を完全に無料としない措置を設けることができる。

EC 委員会は、最初のサブパラグラフの運用を定期的に監視し、運用による市場のひず

みが生じないようにするものとし、必要に応じて欧州議会および理事会に改正の提案を

行うものとする。

5. 加盟国は、パラグラフ 3 に従って、管轄機関が他の加盟国で発行された解体証明書

を相互に認め、受け入れるよう必要な措置を講じなければならない。このために、EC

委員会は、解体証明書の最小限度の要件を 2001 年 10 月 21 日までに作成しなければな

らない。

第 6 条

処理

1. 加盟国は、すべての使用済み自動車が、指令 75/442/EEC の第 4 条で規定された一

般要件に従って、かつ本指令の Annex I で規定されている最小限度の技術的要件に従

って、健康と環境に関する国家規則を損なうことなく、一時的であっても保管され、扱

われるよう必要な措置を講じなければならない。



2. 加盟国は、指令 75/442/EEC の第 9 条、10 条、および 11 条に従って、処理作業を

実施している施設または企業に管轄機関からの許可または管轄機関への登録を得るよ

う必要な措置を講じなければならない。

指令 75/442/EEC の第 11 条（1）（b）項で規定されている許可要件からの逸脱は、登

録前に管轄機関による検査がある場合、本指令の Annex I（3）に従って使用済み自動

車の廃棄物が処理された後、使用済み自動車の廃棄物に関する回収処理に適用されるも

のとする。この検査では、以下を確認しなければならない。

（a）処理される廃棄物の種別と量

（b）遵守する一般的技術要件

（c）講じられる安全上の予防措置

指令 75/442/EEC の第 4 条で規定されている目標を達成するために、この検査は、1 年

に 1 回実施されるものとする。特例を施行している加盟国は、結果を EC 委員会に提出

しなければならない。

3. 加盟国は、Annex I に従って、処理作業の施設また企業が少なくとも以下の義務を

負うよう必要な措置を講じなければならない。

（a）使用済み自動車は、環境への悪影響を少なくするため、追加の処理または他の同

様な処置を行う前に、解体されるものとする。第 4 条（2）項に従ってラベルを付けら

れた、またはそうでなく識別表示された部品または材料は、さらに処理を行う前に解体

されるものとする。

（b）危険物および部品は、使用済み自動車のそれ以降のシュレッダー廃棄物を汚染し

ないような選択的方法で取り外しおよび分離されるものとする。

（c）取り外し作業と保管は、再利用、回収、および特にリサイクルに対する車両部品

の適格性を確保するような方法で実施されるものとする。

Annex I（3）項で規定されている使用済み自動車の無害化のための処理作業は、でき

るだけ早急に実施しなければならない。



4. 加盟国は、パラグラフ 2 で規定されている許可または登録には、パラグラフ 1、2、

および 3 の要件に適合するためのすべての条件が含まれるように必要な措置を講じな

ければならない。

5. 加盟国は、処理作業を行う施設または企業が認可を受けた環境管理システムを導入

するよう奨励しなければならない。

第 7 条

再利用と回収

1. 加盟国は、車両の安全と大気汚染防止または騒音規制などの環境要件に関する要件

を損なうことなく、再利用に適した部品の再利用、再利用できない部品の回収、および

環境的に実施可能な場合はリサイクルを優先することなどを奨励する必要な措置を講

じなければならない。

2. 加盟国は、経済事業者が以下の目標を達成するよう必要な措置を講じること。

（a）2006 年の 1 月 1 日までに、すべての使用済み自動車について、再利用と回収を車

両および年当たりの平均重量で最小限度 85%まで増加させるものとする。同じ時間制

限の範囲内で、再利用とリサイクルは車両および年当たりの平均重量で最小限度 80%

まで増加させるものとする。

1980 年 1 月 1 日以前に製造された車両の場合、加盟国は低い目標値を設定できるが、

再利用と回収については 75%、再利用とリサイクルについては 70%をそれぞれ下回っ

てはならない。このサブパラグラフを使用している加盟国は、その理由を EC 委員会と

他の加盟国に通知しなければならない。

（b）2015 年の 1 月 1 日までに、すべての使用済み自動車について、再利用と回収を車

両および年当たりの平均重量で最小限度 95%まで増加させるものとする。同じ時間制

限の範囲内で、再利用とリサイクルは車両および年当たりの平均重量で最小限度 85%

まで増加させるものとする。

遅くとも 2005 年の 12 月 31 日までに、欧州議会および欧州理事会は、EC 委員会の報

告を基盤に提案を添付して、パラグラフ（b）で規定された目標を再検証しなければな

らない。この報告で、EC 委員会は車両の材料組成の発展と、車両に関係する他の環境

的側面を考慮しなければならない。

EC 委員会は、第 11 条に規定された手順に従って、本パラグラフで規定された目標へ



の加盟国の適合を管理するのに必要な詳細規則を制定しなければならない。詳細規則の

制定では、EC 委員会はすべての関連する要因、特にデータの入手性、および使用済み

自動車の輸出入の問題を考慮しなければならない。EC 委員会は、この措置を 2002 年

10 月 21 日までに講じなければならない。

3. EC 委員会の提案を基盤として、欧州議会と欧州理事会は、2015 年以降の各年の再

利用と回収および再利用とリサイクルの目標を制定しなければならない。

4. 指令 70/156/EEC の改正を準備するために、EC 委員会は車両の分解性、回収性およ

びリサイクル性に関係する欧州基準の準備を促進しなければならない。2001 年の末ま

でに、基準が制定された後、欧州議会と理事会は、EC 委員会の提案を基盤として、指

令 70/156/EEC の改正を行うものとする。したがって、その指令に従って承認され、指

令 70/156/EEC の改正から 3 年後に市場に投入される車両型式は、車両当たり重量で最

小限度 85%の再利用率とリサイクル率であり、車両当たり重量で最小限度 95%の再利

用率と回収率である。

5. 車両の分解性、回収性、およびリサイクル性に関係する指令 70/156/EEC の改正の

提案において、EC 委員会は、部品の再利用が安全上および環境上の危険性を生じない

ようにする必要性を適切に考慮すること。

第 8 条

コード付け基準/分解情報

1. 加盟国は、製造者が資材および機器製造者と協力して、特に、再利用と回収に適し

ている部品の材料の識別を促進するために、部品および材料のコード付け基準を使用す

るよう必要な措置を講じなければならない。

2. 2001 年 10 月 21 日までに、EC 委員会は第 11 条で規定されている手順に従って、本

条のパラグラフ 1 に従う基準を制定しなければならない。その際、EC 委員会はこの分

野の国際的なフォーラムで進行している作業を考慮し、その作業に必要に応じて貢献し

なければならない。

3. 加盟国は、車両が市場に投入されてから 6 か月以内に、市場に投入された新車の型

式ごとに製造者が分解情報を提供するよう必要な措置を講じなければならない。この情

報では、本指令の規定に適合するために処理施設が必要とする限り、種々の車両部品と

材料、および車両のすべての物質、特に第 7 条で規定された目標の達成という観点から

識別しなければならない。



4. 商業的および工業的機密性を侵害することなく、加盟国は、車両で使用される部品

の製造者が、分解、保管、および再利用できる部品の試験に関する適切な情報を、認可

された処理施設が要求する限り、利用できるよう必要な措置を講じなければならない。

第 9 条

報告と情報

1. 加盟国は、3 年ごとに本指令の運用について EC 委員会に報告を提出しなければなら

ない。報告書は、指令 91/692/EEC（1）の第 6 条に規定されている手順に従って EC

委員会によって草案された質問表または概要を基盤に、使用済み自動車とその処理のデ

ータベースを作成するという観点から作成されるものとする。報告書には、加盟国間ま

たは加盟国内での競争のひずみを招く、自動車取引および収集、分解、シュレッダー、

回収およびリサイクル業界の構造の可能性のある変化に関する関連情報を含むものと

する。質問表または概要は、報告の対象とされている期間の開始 6 か月前に加盟国に送

付されるものとする。報告は、報告の対象期間である 3 年間が終了後、9 か月以内に

EC 委員会宛てに提出されるものとする。

最初の報告では、2002 年 4 月 21 日から 3 年間の期間を対象とすること。

上記の情報に基づいて、EC 委員会は加盟国から受領した報告を受領してから 9 か月以

内に本指令の運用の報告を公開すること。

2. 加盟国は、情報を公開するために、関連する経済事業者のそれぞれのケースで以下

を必要とする。

- 回収性とリサイクル性の観点による車両とその部品の設計

- 使用済み自動車の環境的に適切な処理、特にすべてのフルード類の除去と分解

- 使用済み自動車とその部品の再利用、リサイクル、および回収の発展と最適化

- 廃棄処理される廃棄物を削減するための回収およびリサイクル、回収率とリサイクル

率の向上に関する進歩の達成

製造者は、自動車の見込み客がこの情報を利用できるようにしなければならない。この

情報は、新車のマーケティングで使用される販促資料に記載しなければならない。

第 10 条

運用

1. 加盟国は、2002 年 4 月 21 日までに、本指令に適合するのに必要な法律、規則、管

理規定を施行しなければならない。加盟国は、この件を EC 委員会に直ちに通知しなけ



ればならない。

加盟国は、それらの施策を講じる場合、これらの措置に本指令への参照を含むか、加盟

国の官報でその参照を添付しなければならない。そのような参照を行う方法は、加盟国

が決定しなければならない。

2. 加盟国は、本指令が規定する分野で、加盟国が採用する国内法の主要規定の本文を

EC 委員会に通知しなければならない。

3. 本指令で規定された目標が達成されることを条件に、加盟国は管轄機関と関連する

経済セクター間の合意により、第 4 条（1）項、5 条（1）項、7 条（1）項、8 条（1）

項、8 条（3）項、および 9 条（2）項の規定を入れ換え、第 5 条（4）項の運用の詳細

規則を指定できる。このような合意は、以下の要件を満たすものとする。

（a）合意は施行可能であるものとする。

（b）合意では、対応する期限を含む目標を指定する必要がある。

（c）合意は、一般大衆が等しく入手できるその国の官報または公式文書で発行され、

EC 委員会に送信されるものとする。

（d）合意の下で達成された結果は、定期的に監視され、管轄機関と EC 委員会に報告

され、合意の中で規定された条件の下で一般に公開されるものとする。

（e）管轄機関は、合意の下で達成された進歩を検証する規定を設けること。

（1）OJ L377, 31.12.1991, p48

（f）合意に適合しない場合、加盟国は、立法措置、規制措置、あるいは管理措置によ

り本指令の関連する規定を運用しなければならない。

第 11 条

委員会の手順

1. EC 委員会は、指令 75/442/EEC の第 18 条によって設立された本委員会（これ以降

「委員会」という）から支援を受けるものとする。



2. この条項を参照する場合、指令 1999/468/EC の第 8 条の規定に従って、その指令の

第 5 条および 7 条を適用しなければならない。

指令 1999/468/EC の第 5 条（6）項で規定される期間は 3 か月に設定しなければならな

い。

3. 本委員会は、手順の規則を採用しなければならない。

4. 本条で規定されている条件に従って、EC 委員会は以下を採用しなければならない。

（a）解体証明書について、第 5 条（5）項で規定されている最小限度の要件

（b）第 7 条（2）項の第 3 パラグラフで規定されている詳細規則

（c）第 9 条で規定されているデータベースシステムに関連する形式

（d）科学的および技術的進歩に合わせて本指令への Annex を順応させるのに必要な改

正

第 12 条

発効

1. 本指令は、欧州共同体の官報で本指令が発行された日に効力が有効となるものとす

る。

2. 第 5 条（4）項は、以下のように適用されるものとする。

- 2002 年の 7 月 1 日以降の新車

- 2007 年 1 月 1 日以降のすべての使用済み自動車

3. 加盟国は、パラグラフ 2 で規定されている日付よりも前に第 5 条（4）項を適用でき

る。

第 13 条

送付先

本指令は各加盟国に送付される。



2000 年 9 月 18 日ブリュッセルにて完了

欧州議会を代表して

議長

N. FONTAINE

理事会を代表して

議長

H. VEDRINE

ANNEX I

第 6 条（1）項と（3）項に従う処置の最低限度の技術的要件

1. 処理前の使用済み自動車の保管（一時的な保管を含む）のための場所

- 流出物収集設備、デカンター（遠心沈降機）、および洗浄機を備えた適切な面積の不

浸透性の面

- 健康および環境に関する規制に適合する雨水などの水処理用の機器

2. 処理の場所

- 流出物収集設備、遠心沈降機、および洗浄機を備えた適切な面積の不浸透性の面

- 油で汚染された予備部品のための不浸透性の保管場所など、分解された予備部品の適

切な保管場所。

- バッテリー、フィルター、および PCB/PCT 含有コンデンサーの保管用の適切な容器

（現地または他の場所における電解液の中性化を含む）

- 燃料、モーターオイル、ギアボックスオイル、エアコンディショニングシステムフル

ード、トランスミッションオイル、油圧オイル、冷却液、不凍液、ブレーキフルード、

バッテリー液、および使用済み自動車に含まれる他のフルードなどの使用済み自動車の

フルード類の分離保管のための適切な保管タンク

- 健康および環境規則に適合する、雨水など、水を処理するための設備

- 火災の予防と過剰な貯蔵の防止措置など、使用済みタイヤの適切な保管

3. 使用済み自動車の無害化のための処理作業

- バッテリーおよび液化ガスタンクの取り外し

- 爆発の可能性がある部品の取り外しまたは中性化（例、エアバッグ）

- 関連部品の再利用に必要でない限り、燃料、モーターオイル、トランスミッションオ

イル、ギアボックスオイル、油圧オイル、冷却液、不凍液、ブレーキフルード、エアコ

ンディショニングシステムフルード、および使用済み自動車に含まれる他のフルードの



取り外し、分離収集、および保管

- 水銀を含んでいることが確認されたすべての部品の可能な限りの取り外し

4. リサイクルを促進するための処理作業

- 触媒の取り外し

- 銅、アルミニウム、マグネシウムを含む金属部品の取り外し、これらの金属がシュレ

ッダー処理で分離されない場合

- タイヤとシュレッダー処理で分離された大型プラスチック部品（バンパー、ダッシュ

ボード、フルードコンテナーなど）の取り外し、これらの材料が材料として有効にリサ

イクルされることができない場合

- ガラスの取り外し

5. 保管作業は、フルード類を含む部品または回収可能な部品および予備部品が損傷を

受けないように実施される。

9/9

ANNEX II

第 4 条（2）（a）項から除外される材料および部品

材料と部品

第 4 条（2）（b）（iv）項に従ってラベル表示や識別表示が行われる

合金化要素としての鉛

1. 重量で最大 0.35%の鉛を含有する鋼（亜鉛めっき鋼を含む）

2. 重量で最大 0.4%の鉛を含有するアルミニウム

3. 重量で最大 4%の鉛を含有するアルミニウム（ホイールリム、エンジン部品、および

ウィンドウレバー）

4. 重量で最大 4%の鉛を含有する銅合金

5. 鉛/青銅ベアリングシェルとブッシュ

部品中の鉛と鉛化合物

6. バッテリー

7. ガソリンタンクの内面コーティング

8. 制振ダンパー

9. 高圧ホースまたは燃料ホース用加硫剤

10. 保護塗料の安定剤



11. 電子基板と他の用途に使用されるはんだ

六価クロム

12. 多数の主な車両部品の防錆コーティング（車両当たり最大 2g）

水銀

13. 電球およびインストルメントパネルの表示灯類

第 4 条（2）（b）項で規定されている手順の範囲内で、EC 委員会は以下の適用を評価

しなければならない。

- ホイールリム、エンジン部品、ウィンドウレバーのアルミ合金に使用している鉛

- バッテリー内の鉛

- バランスウエイトの鉛

- ガラスまたはセラミック化合物に鉛が含まれる電気部品

- 電気自動車用バッテリーのカドミウム

優先順位の問題として、Annex II を適宜に改正するかどうかを可能な限り早急に定め

るために、電気自動車用のバッテリー中のカドミウムについて、EC 委員会は、第 4 条

（2）b 項で規定されている手順の範囲内、および全体的な環境評価の枠組み内で、代

替品の利用可能性と電気自動車の利用可能性を維持する必要性を考慮しなければなら

ない。



JASO D903:2004
自  動  車  規  格

自動車－廃車時のエアバッグ一括作動処理システム
Road vehicles － Systems for package treatment of SRS air-bag in road vehicles

1.  適用範囲  この規格は，自動車に装備したすべての電気点火式エアバッグ及びシートベルトプリテンショナ

（以下，エアバッグという。）を，廃車時に車上で容易にかつ安全に一括処理するための基本回路，通信仕様，コ

ネクタ仕様，作動ツールなどを含むシステムについて規定する。

2.  引用規格  次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の一部を構成する。これらの規

格は，その最新版を適用する。

JASO B 803 自動車用エアバッグ用語

JASO D 619 自動車部品－自動車電子制御ユニット用コネクタ

ISO 14230-1 Road vehicles－Diagnostic systems－Keyword protocol 2000－Part 1: Physical layer

3.  定義  この規格で用いる主な用語の定義は，JASO B 803 によるほか，次による。

a)  ＳＲＳエアバッグ一括作動処理システム  廃車時に，車上で，エアバッグを共通のＳＲＳ一括作動処理ツール

によって，まとめて処理するシステム。

b)  ＳＲＳエアバッグ一括作動処理ツール  エアバッグのＥＣＵへの一括作動用の電源供給と，作動信号を送る装

置。

c)  ＳＲＳエアバッグ一括作動処理コネクタ  ＳＲＳエアバッグ一括作動処理ツールを，自動車に搭載のエアバッ

グＥＣＵへ接続するコネクタ。

4.  略語  この規格で用いる主な略語は，引用規格に定められているもののほか，表 1 による。

表 1　略語一覧表

略　語 正　規　名　称 略　語　の　説　明

ＡＣＭ Activation Confirmation Message 一括作動確認要求

ＡＥＭ Activation Execution Message 一括作動実行要求

ＤＩ Deployment Information 作動結果情報（処理完了：EEFCH，処理継続：C088H）

ＤＰＩＤ Deployment Identification 作動処理確認用 ID（ECUID の反転データ）

ＥＣＵＩＤ Electronic Control Unit Identification ECU ごとに設定される作動処理用 ID（データ長：2 バイト）

ＳＩ System Information エアバッグ及びエアバッグ以外（プリテンショナなど）の

装着数を示す情報（データ長：1 バイト，上位 4 ビットを

エアバッグ用とし下位 4 ビットをエアバッグ以外用とする）

5.  システム構成  このシステムは，車両に搭載したＳＲＳエアバッグ一括作動処理コネクタ（以下，作動コネク

タという。）にＳＲＳエアバッグ一括作動処理ツール（以下，作動ツールという。）を接続し，特定の処理信号を

送り込むことによってエアバッグを車上で一括作動処理（以下，一括作動という。）するものである（図 1 参照）。

  このシステムの一括作動手順の概要を，次に示す。

附属資料２



2
JASO D903:2004

a) 廃却車両の車載バッテリを外し，エアバッグＥＣＵ（以下，ＥＣＵという。）への電源供給を遮断する。

b) 作動ツールを車両側コネクタに接続する。

c) 作動ツールの電源投入によって，ＥＣＵが作動し一括作動準備段階に入る。

d) 作動ツールとＥＣＵが通信を行い，エアバッグの一括作動準備状況を確認する（双方向通信の場合）。

e) 作動の準備完了後，作動ツールの２個の点火スイッチ（以下，点火スイッチＡ，Ｂという。）を同時に押すこ

とによって作動ツールからＥＣＵに作動実行の信号が送り込まれる。

f) ＥＣＵは作動実行の信号を受け取ると，点火回路の駆動を開始する。

g) 運転席前面衝突用エアバッグの点火回路を最後に駆動させ，点火完了となる。

            

ハーネス
車両ワイヤエアバッグ

ECU

(ｴｱﾊﾞｯｸﾞ)
作動ツール

外部
電源

約５ｍ

作動コネクタ（別置きタイプ）

作動コネクタ（ECU 直結タイプ）

車両

作動コネクタ（作動ツール側）

中間コネクタ

作動ツールケーブルエアバッグ一括処理時接続する

備考  作動コネクタは，ＥＣＵ直結タイプ又は別置きタイプのどちらかとする。

図 1  ＳＲＳエアバッグ一括作動処理システムの構成

6.  基本回路構成  エアバッグの一括作動は，作動ツールから入力された信号をＥＣＵのマイコンにて判断し点火

装置を始動することによって行う。電気・機械式のセイフィングセンサが点火回路に挿入されている場合は，作動

時に作動ツール又はＥＣＵ内部でバイパスする回路を形成する。バイパス回路の形成例を図 2 に示す。
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ＥＣＵ

車両電源

電源
回路

通信
回路

マイコン

c)  ECU 内部でのバイパス（例）

バイパスリレー

ＥＣＵ

車両電源

電源
回路

作動コネクタ

BATT+

BATT-

外部電源

通信回路
通信
回路

マイコン

a)  作動ツール側でのバイパス（上流セイフィングセンサの例）

バイパスダイオード

ＥＣＵ

車両電源

通信回路
通信
回路

マイコン

BATT+

BATT-

外部電源

電源
回路

b)  作動ツール側でのバイパス（下流セイフィングセンサの例）

DEP+
PWR

COM

GND

マ
イ
コ
ン

DEP－

DEP+
PWR

COM

GND

マ
イ
コ
ン

DEP－

作動ツール

点火装置

作動ツール

作動コネクタ

点火装置

バイパスダイオード

通信回路

BATT+

BATT-

外部電源

DEP+
PWR

COM

GND

マ
イ
コ
ン

DEP－

作動ツール

作動コネクタ

点火装置

図 2  バイパス回路の形成例
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7.  通信仕様

7.1  一般要求条件  通信方式の基本的な事柄を，次に示す。

a)  基本仕様  基本通信仕様は，表 2 による。

表 2  基本通信仕様

項    目 仕　　　　様

通信方向 双方向又は単方向

通信速度 5 bps～10,400 bps

物理層

ISO14230-1 による

ただし，インタフェースは，ISO14230-1 に準じた作動ツー

ルとの通信が保証できれば簡素化してよい。

通信方式識別手順
作動ツール側が双方向通信の初期化からスタートし，その

後，ＥＣＵからの応答が無い場合に単方向と認識する。

b)  一括作動開始条件  処理の作動開始は，双方向又は単方向通信とも次の二つの条件が同時に満たされていると

きとし，この場合，7.2.1 又は 7.3.1 に示す手順によって一括作動を行う。

1) 車両電源が入っていない。

2) 作動ツール側から電源が供給されている。

7.2  単方向通信方式

7.2.1  一括作動手順　単方向通信方式についての一括作動手順を，図 3 に示す。

7.2.2  各段階への移行条件  各段階への移行条件は，次による。

a)  ＥＣＵの準備段階移行は，次の二つの条件が満たされるものとする。

1) 車両電源が入っていない。

2) 作動ツール電源がＯＮ（コネクタＰＷＲ回路に作動ツールから電力が供給される）。

b)  ＥＣＵの点火処理段階移行は，次の二つの条件が満たされるものとする。

1) 準備段階に入っている。

2) 点火用電源がＯＮ（作動コネクタＤＥＰ＋の回路に作動ツールから電力が供給される）。

c)  作動ツールの準備完了段階移行は，双方向用通信初期化アドレスを３回送出したが応答がない場合。

d)  作動ツールの点火処理段階移行は，次の二つの条件が満たされるものとする。

1) 準備完了段階に入っている。

2) 点火スイッチＡ及びＢの両方がＯＮになっている。
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7.2.3  作動信号処理波形の仕様  作動信号処理波形は，表 3 による。

              

（作動ツールの動作） （ECU の動作）

◆作動ツールをＥＣＵに接続

◆作動ツールの主電源 ON

準備中

双方向通信用初期化

アドレス送出

（３回迄）

タイムアウト

準備完了

準備段階への移行◆ＥＣＵ電源 ON

単方向通信モードに設定

点火電源(DEP+)確認
６Hz22 パルス出力開始

作動処理開始

作動処理終了

点火中

作動完了

13 パルス目立ち上がり

準
備
段
階

準備完了段階

点
火
処
理
段
階

点
火
処
理
段
階

準
備
段
階

作動処理

◆点火スイッチ A 及び B 両方 ON

作動処理信号

備考  作動ツール側の◆印は，作業者の手作業を表す。

図 3  単方向通信方式の一括作動手順
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表 3  作動信号処理波形の仕様

周波数 6 Hz±5％

ＤＵＴＹ比 50％±3％

22 パルス出力の周波数安定性 ±2％

1 パルスの波形
先に Hi を，後に Lo
レベルを出力

7.2.4  作動タイミング，作動グループ，作動順序及び同時作動数  作動のタイミング，グループ，順序及び同時

作動数は，次による。

a) 作動タイミングは，作動パルスの 13 パルス目から 22 パルス目の 10 パルス間で作動させる。

b) 作動グループは最大 10 グループとする。

c) 作動順序は，運転席前面衝突用エアバッグ以外は任意とし，運転席前面衝突用エアバッグは最後に，又は，最

後のグループで作動させる。

d) 一度に作動させるデバイス数は任意とするが，消費電流は作動ツールの電流供給能力以下とする。

7.2.5  作動中止及び中止後の再開条件  作動中止の条件及び作動中止後の再開条件は，次による。

a) 車両電源がＯＮとなったとき，作動処理信号が規定値を外れたとき，又は特別に設定する中止条件を満たした

ときは，一括作動を即座に停止する。

b) 作動を中止したとき，その後の一括作動開始は，作動ツール側の電源が再投入された後とする。

7.3  双方向通信方式

7.3.1  双方向通信方式の基本  双方向通信方式は，エアバッグのＥＣＵと作動ツールが相互に通信を行いエアバッ

グを一括作動する。

  なお，次の事柄に注意する必要がある。

a) 初期化アドレスは 5 Baud とし，その手順は ISO 14230-1 による。

b) 通信速度は，エアバッグのＥＣＵが実行できる速さとする。

c) エアバッグ作動処理用のメッセージを規定しなければならない。

7.3.2  一括作動手順  一括作動手順は，次による。

a) 初期化  初期化は，通信線をモニタしアドレス反転信号送出後に段階 1 へ移行する。図 4 に，初期化動作手順

を示す。

b) 段階１，段階２及び点火段階  初期化動作終了後の各段階の通信線のモニタ動作を，図 5 に示す。

  なお，メッセージフォーマットは，7.3.3. a)で規定する。

Hi

Lo
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        段階１へ

ＥＣＵの動作作動ツールの動作

◆作動ツールをＥＣＵに接続

◆作動ツールの主電源ＯＮ

◆ＥＣＵ電源ＯＮ

初期化アドレス送出

(58H)

一括作動段階への移行
車両電源 OFF，かつ，規定の初期化

アドレス受信

(55H)

同期信号送出

ボーレート自動設定

同期信号が無い場合は再度初期化

アドレスを送出

ボーレートを設定する際は

ＳＹＮＣ信号全体を平均化し、

絶対精度は±４μｓ以内とする。

キーバイト１送出（1byte）

キーバイト２の反転信号送出

KB1：E9H

KB2
反転信号受信＝通信確立

アドレス反転信号送出

キーバイト２送出（1byte）

KB2 の値に応じ，段階 2 での要求・

応答メッセージで使用するエラー検出に

応じたフォーマットを選択する。（１）

段階 1,段階2 及び点火段階での要求・応

答メッセージにＥＣＵのバージョンと使用

するエラー検出方法に対応したコード。

（１）

双方向通信モードに設定

5bps

5～
10400bps

準備中

KB2

(A7H)

通信速度

注（1）  7.3.3 参照。

備考  作動ツール側の◆印は，作業者の手作業を表す。

図 4  双方向通信方式の初期化動作手順
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◆ 点火スイッチＡ及びＢ両方

　　の同時ＯＮ

◆

一括作動確認要求
（ＡＣＭ）

ＥＣＵＩＤコード演算

一括作動確認応答

（ECUID  2byte 付与）

一括作動確認応答

（ECUID  2byte 付与）

一括作動実行要求

（ＡＥＭ）

返信されたＥＣＵＩＤを確認後、

第１グループを点火

一括作動結果応答
（ＤＩ：継続）

ＥＣＵが必要とする車両電源連続 OFF

（例；約１５秒間）期間中は、WAIT 信号

を返す。

ウェイト送出

一括作動確認要求
（ＡＣＭ）

作動処理確認応答が返さ

れるまで繰り返し送信する。

作動実行要求を受信するまで一括作動

確認要求受信毎に送信する。

車両電源約 15 秒間連続 OFF 後、
一括作動モードへ移行

一括作動確認要求
（ＡＣＭ）

点火スイッチＡ及びＢが同

時ＯＮされるまで送信する。

ＥＣＵの動作作動ツールの動作

～
～

～
～

～
～

～
～

段階１

段階 2

点火段階

完了応答受信まで繰り返す。

一括作動実行要求
（ＡＥＭ）

一括作動結果応答
（ＤＩ：完了）

～
～

～
～

返信されたＥＣＵＩＤを確認後、第Ｎ

グループを点火

備考  作動ツール側の◆印は，作業者の手作業を表す。

図 5  双方向通信方式の初期化後動作手順
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7.3.3  アプリケーション層  アプリケーション層の仕様は，次による。

a)  要求・応答のメッセージフォーマットは，表 4 のとおりとし 1)～3)の規定に従う。

表 4  要求・応答のメッセージフォーマット

ヘッダ（３バイト）

ﾌｫｰﾏｯﾄ

ﾊﾞｲﾄ

ﾀｰｹﾞｯﾄ

ｱﾄﾞﾚｽ

ソース

ｱﾄﾞﾚｽ

データ

（１～８バイト）

エラー検出

１～２バイト

1) フォーマットバイトは，８１Ｈ～８８Ｈとしデータ長にはヘッダー，エラー検出部を含まない。

2) ターゲットアドレス及びソースアドレスは，ＥＣＵ：５８Ｈ，作動ツール：ＦＡＨとする。

3) エラー検出は，ヘッダ部からデータ部終端までを対象とする。

b) キーバイト（ＫＢ１）は，Ｅ９Ｈとする。

    ＥＣＵバージョン及びエラー検出方式を，通信初期化のキーバイト（ＫＢ２）で表 5 のように規定する。ただ

し，将来ＥＣＵバージョンの拡張が更に必要になった場合は，上位５bit を使って割り付ける（今回はＡ１Ｈ，

Ａ２Ｈ，Ａ４Ｈを使用）。

  エラーチェックについては，いずれの場合も演算するにあたり初期値は 0000Ｈ（00Ｈ）とする。

表 5  ＥＣＵバージョン，エラー検出の割り付け

ＫＢ２ 　　ＥＣＵプロトコル

　　バージョン

エラー検出方式 　エラー検出

　バイト長

備考

　Ａ１Ｈ １ ＣＲＣ－ＣＣＩＴＴ ２　バイト

　Ａ２Ｈ １ ＣＲＣ－８ １　バイト

　Ａ４Ｈ １ チェックサム（2） １　バイト

今回使用

　Ｂ１Ｈ ２ ＣＲＣ－ＣＣＩＴＴ ２　バイト

　Ｂ２Ｈ ２ ＣＲＣ－８ １　バイト

　Ｂ４Ｈ ２ チェックサム（2） １　バイト

　　・
　　・
　　・

・
・
・

・
・
・

　Ｆ１Ｈ ６ ＣＲＣ－ＣＣＩＴＴ ２　バイト

　Ｆ２Ｈ ６ ＣＲＣ－８ １　バイト

　Ｆ４Ｈ ６ チェックサム（2） １　バイト

リザーブエリア

　　　　　注(2)　チェックサムは，ヘッダ部からデータ部終端までの単純加算値の下位１バイトとする。
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c)  一括作動用通信メッセージは，表 6～9 による。

表 6  一括作動確認（ＡＣＭ）メッセージ

ヘッダ データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｿｰｽ
ｻｰﾋﾞｽ ID

PID ﾃﾞｰﾀ
ｴﾗｰ検出

要求 82Ｈ 58Ｈ
ＦＡ

Ｈ
21Ｈ 10Ｈ － －

応答 85Ｈ ＦＡＨ 58Ｈ 61Ｈ 10Ｈ
ECUID（３）

（2byte）

SI（４）

（1byte）

7.3.3 参照

注（３）ECUID は，作動処理用 ID で２バイト長のデータとする。ただし，FFFFH 及び 0000Ｈは除く。

  （４）SI は，エアバッグシステム情報で上位 4bit をバッグの数（２進法），下位 4bit をバッグ以外（プリテン

ショナ）の数（２進法）とする。

表 7  ＷＡＩＴ中の応答メッセージ

ヘッダ データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｿｰｽ
ｻｰﾋﾞｽ ID

PID ﾃﾞｰﾀ
ｴﾗｰ検出

応答 84Ｈ ＦＡＨ 58Ｈ 61Ｈ 10Ｈ FFFFH 7.3.3 参照

表 8  一括作動実行（ＡＥＭ）メッセージ

ヘッダ データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｿｰｽ
ｻｰﾋﾞｽ

ID
PID ﾃﾞｰﾀ

ｴﾗｰ検出

要求 84Ｈ 58Ｈ ＦＡＨ 30Ｈ Ｃ４Ｈ
DPID（５）

（2byte）

応答 84Ｈ ＦＡＨ 58Ｈ 70Ｈ Ｃ４Ｈ
DI（６）

（2byte）

7.3.3 参照

注（５）DPID は，一括作動用 ID で２バイト長のデータ（ECUID の反転データ）とする。

  （６）DI は，作動結果情報で完了を EEFCH，継続を C088H とする。

表 9  ＮＧ応答メッセージ

ヘッダ データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｿｰｽ
ｻｰﾋﾞｽ ID

PID ﾃﾞｰﾀ
ｴﾗｰ検出

応答 84Ｈ ＦＡＨ 58Ｈ ７ＦＨ 21Ｈ 1111Ｈ 7.3.3 参照

7.3.4  中止条件，通信エラー検知及び処置  一括作動中に問題が起きたときは，一括作動中止の処置がとられるも

のとし，中止条件，通信エラー検知及び処置は，次による。

  なお，一括作動中止の概念を，図 6 に示す。
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車両電源 ON

通信応答タイムアウト

違うターゲット及びソース

を認識したとき

安全上必要と判断する

条件のとき

一括作動中止

図 6  一括作動中止概念図

a) 中止条件適合は，車両電源がＯＮのとき，通信応答がタイムアウトのとき，違うターゲット及びソースを認識

したとき，及びその他安全上必要と判断できる条件のときとする。

1) 車両電源ＯＮ，通信タイムアウトなどを検知した場合は一括作動モードを中止しなければならない。

2) 中止した場合は，作動ツール側の電源が再度投入され初期化から始まるまでそれ以降の一括作動を一切受

け付けてはならない。

3) 通信応答時間のタイムアウトのため，ＥＣＵは作動ツールからの応答最低２回分の時間を設定する（３回

でも４回でもよい）。

  なお，作動ツールはＷ４又はＰ２以内にＥＣＵから応答がない場合は再送信する。（7.4 及び付図 1 参照）

4) ターゲット及びソースの認識は，通信が成立し受け取ったターゲット及びソースが明らかに違うものであ

ると認識できるときとする。

b) 通信エラー検知及び処置の場合に，ＣＲＣ又はチェックサムでエラー検知したときは，ＥＣＵは無応答とし，

作動ツールはＷ４及びＰ２以内にＥＣＵから応答がない場合は再送信する。（7.4 及び付図 1 参照）

  なお，サポートしていない同一のサ－ビスＩＤ及びＰＩＤを繰り返し受信した場合，ＥＣＵは最低２回はＮＧ応

答を出力する（３回でも４回でもよい）。

7.3.5  作動グループ，作動順序及び作動間隔  一括作動の順序及び間隔は，次による。

a)  作動グループ及び作動順序を表 10 に示す。この場合，グループ数は最大 10（ｎ≦10）とする。一度に作動さ

せるデバイス数は任意とするが，作動ツールの電流供給能力以下でなければならない。最後に作動させるデバ

イスは運転席前面衝突用エアバッグとするが，それ以外の割付けは任意とする。グループで１つも作動するデ

バイスがない場合は，継続応答を出力してもよい。

b)  作動時間，通電時間及び作動間隔のうち，作動時間，通電時間については作動ツールの電流供給能力以下でＥ

ＣＵごとに必要な値を設定する。また，前席助手席前面衝突用エアバッグと次のデバイスとの間には間隔時間

（ディレイ）を設定する。ただし，ディレイ値についてはエアバッグ仕様や車両構造などを考慮して決定する。

　 作動時間，通電時間及び作動間隔の関係を，図 7 に示す。
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表 10  作動グループ及び作動順序（例）

グループ 作動順序 該当するデバイス

第１グループ １ １－１ プリテンショナ（Ｒ＆Ｌ）

ｎ－１ 前席助手席前面衝突用エアバッグ第ｎグループ
ｎ

ｎ－２ 運転席前面衝突用エアバッグ

　　　　　　

一括作動開始

T１

T３

T２ T２

第１グループ作動 第ｎグループ作動

運転席前面衝突用

エアバッグ

前席助手席前面

衝突用エアバッグ

作動ツール

ＥＣＵ

一括作動実行要求 一括作動実行要求

備考 1　 Ｔ１は，作動時間を示しＥＣＵごとに必要な値を設定する。

             2  Ｔ２は，通電時間を示しＥＣＵごとに必要な値を設定する。

             3  Ｔ３は，間隔時間を示し車両によって必要な値を設定する。

図 7  作動に関する通電時間

7.3.6  通信応答時間  通信応答時間は，次による。

a)  応答間隔時間は，次のとおりとする（記号については，付図 1 参照）。

Ｔ４：１～1.5s（パワーオンから初期化アドレス送出開始までの時間）

Ｔ５：4s(SYNC が無い場合の初期化アドレスの繰り返し時間)

Ｗ１：60～300ms

Ｗ２： 5～ 20ms

Ｗ３： 0～ 20ms

Ｗ４：25～ 50ms

Ｐ３：25～ 50ms（ＥＣＵ応答から作動ツール要求出力までの時間）

Ｐ２： 1～ 50ms（作動ツール要求からＥＣＵ応答出力までの時間：点火時以外）

Ｐ４： 1～ 1000ms（作動ツール要求からＥＣＵ応答出力までの時間）

b)  タイムアウト時間は，次のとおりとする（記号については，付図 1 参照）。

1) 初期化の場合は，次のＴ’及びＷ４’を超えたとき。

Ｔ’＝９sec：アドレス受信時

Ｗ４’＝Ｗ４（ｎ＋１）＋ｔ１＋ｔ２：ＫＢ２受信時

…
…

…
…

…
…
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ここに，ｔ１：ｎフレーム（ｎ≧２）分の時間

ｔ２：１bit 分の時間

備考　フレームは，メッセージのヘッダー，データ及びエラー検出部全体を指す。したがって，フレーム

時間とはメッセージ送信時間とメッセージ内のバイト間の時間の合計である。

2) 段階１及び段階２では，次の式で示すＰ３’値を超えたとき。

Ｐ３’＝Ｐ３（ｎ＋１）＋ｔ１＋ｔ２

c)  要求・応答メッセージのバイト間の時間は，次のとおりとする。

ＥＣＵ受信：5～20 ms
ＥＣＵ送信：0～20 ms

7.4  通信タイミング  単方向通信方式及び双方向通信方式の通信タイミング並びに作動ツール動作とのかかわり

を，付図 1 に示す。

8.  作動コネクタ

8.1  作動コネクタ仕様

8.1.1  車両側作動コネクタ  車両側作動コネクタは，ＥＣＵ直結タイプと別置きタイプの２種類に分類される。ど

ちらも作動コネクタのかん合間口（受け口）は，JASO D 619 の種類 2-2B1 と同一のものとする。

  車両側コネクタの外観例を，図 8 に示す。

　　　　　
(a)ECU 直結タイプ (b)別置きタイプ

図 8  車両側コネクタ（例）

8.1.2  作動ツール側作動コネクタ  作動ツール側の作動コネクタは，JASO D 619 の種類 2-2B1 コネクタのかん合

間口に適合するものでなければならない。

作動ツール側作動コネクタの外観例を，図 9 に示す。

                                          

図 9  作動ツール側作動コネクタ（例）
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8.1.3  端子配分  作動コネクタの端子配分は，作動コネクタの結合面側より見て図 10 に示すとおりとする。

PWR

 b) 作動ツール側 a) ＥＣＵ側

GND

DEP-

DEP-

COM

DEP+

PWR

PWR

COMCOM

GND

点火用 GND

点火用電源

通信用

電源供給

用　　途
番号
端子

DEP+
DEP+

GND

GND

DEP-

図 10  端子配分

8.2  コネクタカバー  車両側の作動コネクタにはカバーを設けなければならない。カバーの外観例を，図 11 に示

す。カバーのハウジング色は黄色とし，図 12 のコーション記号を黒色で表示する。

        
　図 12　コーション記号（参考）図 11　車両側作動コネクタのカバー（例）

8.3  車両側作動コネクタ取付け位置  車両側作動コネクタは，ＥＣＵ直結タイプ又は別置タイプのいずれかを車

室内又はそれに準じた場所に設置する。

作動コネクタの取付け位置は，一括作動の作業性を考慮して定めなければならない。
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附属書１（参考）　エアバッグ一括処理作動ツール推奨仕様

この附属書（参考）は，エアバッグ一括作動処理システムの作動用ツール（以下，作動ツールという。）の仕様

に関するガイドラインを示すもので，規定の一部ではない。

1.  構造  作動ツールの構造は，防滴構造とし，特に，電子回路部に水が侵入しにくい構造とする。

　なお，乱雑に扱っても本体，スイッチ部などが破損しにくいよう強度を確保する。附属書 1 付図 1 に，作動ツー

ルのブロック図の例を示す。

2.  大きさ及び質量  ツールは，作業性を考慮し手軽に扱える大きさとする。附属書 1 付図 2 に，操作パネル表面

の配置例を示す。

3.  電源関係  電源は，車両３～５台の展開作業が連続して行える容量のバッテリを内蔵する。バッテリは，容量

の有無がわかるようにし，バッテリ電圧が低下した場合は一括作動の禁止を行う。

　なお，外部電源として，DC12V 及び AC100V が接続可能とする。作動ツールの主電源スイッチとＥＣＵ電源ス

イッチは分離する。

4.  接続コネクタ及びケーブル  作動ツール側作動コネクタ及び中間接続コネクタは，非防水タイプを用いる。作

動ツール側の作動コネクタの作業用のスペースは必要最小限とする。

　作業コネクタの詳細は，この規格本体の 8.1.2 を参照するものとし，各端子の定格仕様を附属書 1 付表 1 に示す。

　ケーブルは，車両のドア及び窓が全閉されていても容易に引き出せるよう配慮し，またドアに挟まれる部分は信

頼性，耐久性を確保する。

　コネクタのＰＷＲ，ＤＥＰ＋，ＤＥＰ－及びＧＮＤの四つの端子の配線は，抵抗値を 0.1Ω以下とする。

5.  操作性  作動ツールの操作パネルには，電源スイッチのインジケータを設け，ＯＮ時に点灯させる。また，エアバッグ作

動の段階が容易に分かるようなインジケータを設ける。

　二つの点火スイッチを同時に押したとき点火の段階に入るものとし，点火スイッチは３～５秒連続して押した場

合，途中で離してもその後の点火の処理を継続する。作動ツールに物がのってもスイッチが入ってはならない。

6.  拡張性  ワイヤハーネスを切断した状態でエアバッグを作動させる場合にも使えることが望ましい。この場合，

エアバッグに直接接続される可能性がある端子は，静電気に対する配慮（例えば両端のショート）が必要である。

　なお，将来のエアバッグのシステム拡大，作業性の改善などによるプログラムの更新に備えた設計が望ましい。

例えば，ＩＣソケットの採用，ＥＥＰＲＯＭによる外部からの書換えなどである。

7.  通信精度

7.1  単方向通信　単方向通信の通信精度は，次による。

矩形波周波数精度：6 Hz±5％以内

矩形波ＤＵＴＹ精度：50％±3％以内

7.2  双方向通信　双方向通信の通信精度は，次による。

ボーレート設定精度：ＳＹＮＣ信号全体を平均化し，信号計測の絶対精度は±4μｓ以内とする。

通信メッセージ出力精度：±1％以内（ボーレート換算）

8.  事故車への対応　事故車などの未作動装置を作動させる場合の作業の安全については，作動ツールの設計，作

業手順書などで配慮する。
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附属書 1 付表 1　作動ツール端子の仕様

入力定格

（ＢＡＴ＋

～ＢＡＴ－間）

ＤＣ10～14Ｖ，電流容量１Ａ以上

ＥＣＵ電源用

出力定格

（ＰＷＲ～ＧＮＤ間）

12Ｖ車用：定常時 14±１Ｖ（500ｍＡ）

24Ｖ車用：定常時 18±２Ｖ（300ｍＡ）

電源投入時のみ，突入電流として最大５Ａ×60ms の電流量を供給可能（３

Ａ×100ms でも可）とし，その放電後最低電圧はＰＷＲ端子において 11Ｖ／

16Ｖ以上とする。

PWR 端子

電圧の例

11/16V

定常電圧

供給電流の例

定常電流

5A

投入

定常時
60ms

時間

突入時

エアバッグ

作動用電源

出力定格

（ＤＥＰ＋

～ＤＥＰ－間）

12Ｖ車，24Ｖ車共通で，作動初期電圧は 14±１Ｖ。

展開作動用電流として１グループ当たり最大 12Ａ×25ms の電流量を供給可

能（３Ａ×100ms でも可）とし，その放電後電圧はＤＥＰ＋端子において 11

Ｖ以上とする。（作動初期電圧確保のため，各グループ間アイドル時間は作

動ツールがエアバッグＥＣＵを通信で制御し決定する時間間隔を空けるも

のとする。）

DEP+端子

電圧の例

14±1V

11V

供給電流の例
3A

１ｸﾞﾙｰﾌﾟ作動

アイドル時

100ms

時間

作動時

－Ｎｸﾞﾙｰﾌﾟ作動２ｸﾞﾙｰﾌﾟ作動

最大グループ数は 10 とする。
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附属書 1 付表 1　作動ツール端子の仕様（続き）

ＤＥＰ＋～ＤＥＰ－間

の漏れ電流

非通電時，最大 50ｍＡ以下。

ＣＯＭ端子の信号規格

（ＣＯＭ～ＧＮＤ間）

ＩＳＯ／ＤＩＳ １４２３０－１に準拠。

High 出力：ＰＷＲ端子の 80％以上

Low 出力：ＰＷＲ端子の 20％以下

High 入力：ＰＷＲ端子の 70％以上

Low 入力：ＰＷＲ端子の 30％以下

定常作動時の電流 0.8Ａ以下

ピーク時の電流 ３Ａ以下

非作動時の暗電流 0.6ｍＡ以下

　　　　

ＥＣＵ電源供給用

内部スイッチ

作動ツール自己

保持スイッチ

モーメンタリ

入力スイッチ

ISO/DIS14230-1

準拠入出力部

マイコン制御部

作動状態表示 LED

BAT-

充電

制御

部 バッテリ

5VDC

18VDC

12VDC

GND

DEP-

DEP+

DEP+PWR

24V 用12V 用

COM

BAT+

バッテリ

又は

100VAC

アダプタ

12V 外部電源

常
閉

附属書 1 付図 1　作動ツールブロック図（参考）
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③ＥＣＵ電源

12V

②供給電圧切換①ツール電源

ＳＲＳエアバッグ一括作動処理ツール

24V

Low バッテリ

エアバッグ数

シートベルト

プリテンショナ数

準備中

作動完了

準備完了

④作動

作
動
処
理
要
領

備考　作動処理要領記述の中に，ボタン操作は番号の順番に行うことを明記するのがよい。

附属書 1 付図 2　作動ツール操作パネル部（参考）
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Road vehicles – SRS air bag system disposit

Introduction
Automobiles are commonly equipped with air bag systems for the protect ion of pa

col l is ions. Since the system is rarely act ivated during the l i fe of the vehicle, disposit ion 

required before f inal disposal of the vehicle. JASO D903  was  establ ished in 1999, in orde

disposit ion methods. This Standard requires that the method use an act ivat ion device ap

vehicles and be appl ied to the entire system whi le it  is instal led in the vehicle in order to

recycl ing operat ions.

1. Scope
This Standard appl ies to the entire air bag system including basic circuits, signal

and act ivat ion connector specif icat ions, and act ivat ion devices used for safe and easy d

electr ic ignit ion type air bags and seat belt  pre-tensioners (hereafter referred to as air bag
vehicle prior to f inal vehicle disposal.

2. Applicable Publications
The fol lowing publ icat ions form a part of this Standard to the extent specif ied here

edit ion of al l  publ icat ions shal l  apply.

JASO B803 Glossary of Terms Related to Air Bags for Automobiles

JASO D619 Automobile Parts - Connectors for Automobile Electronic Control U

ISO 14230-1 Road Vehicles - Diagnostic Systems - Keyword Protocol 2000 - Ph

3. Definitions
Definit ions of major terms used herein are as specif ied in JASO B803  or as stated b

a) Activation system for disposition
Simultaneous act ivat ion system for supplemental restraint system (SRS) air bags

disposit ion of the entire system is completed onboard the vehicle prior to f inal vehicle

activat ion devices appl icable to al l  vehicles. Herein referred to as activation system .

b) Activation device for disposition
Device for SRS air bags that suppl ies power and act ivat ion signals to the electro

(ECU) of the air bag for simultaneous act ivat ion. Herein referred to as activat ion dev
c)  Activation connector for disposition

Connector between the act ivat ion device and the ECU provided on the vehicle. He

as activation connector or  connector .

4. System composition
This system is operated with the connection completed between the act ivat ion de

connector. Simultaneous act ivat ion disposit ion (hereafter referred to as activat ion) of th

be conducted onboard the vehicle by sending specif ic signals, (see Figure 1).  Act ivat ion

outl ined below.

a)  The vehicle battery shal l  be disconnected and removed to prevent the supply of electr

air bag ECU.

b)  The act ivat ion device shal l  be connected to the vehicle.
1

ion

ssengers in

is usual ly

r to standardize

plicable to al l

 faci l i tate

 transmission
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in.  The latest
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c) Power shal l  be suppl ied to the act ivat ion device, the air bag ECU is act ivated making the system ready

for act ivat ion.

d)  Two-way signal transmission shal l  be establ ished between the act ivat ion device and ECU to confirm

that the air bag is ready for act ivat ion.

e) After al l  preparat ions are completed, the two ignit ion switches (A and B) of the activat ion device shall

be pressed simultaneously, relaying the act ivat ion execution signal to the ECU.

f)  The ECU receives the signal and init iates operation of the ignit ion circuit .

g)  The ignit ion circuit  is completed at the air bag located in front of the driver 's seat.

Vehicle wire
harness

Air bag
ECU

Air bag activation
device

External
power
supply

Approx. 5 m

Activation connector (Separate type)

Activation connector (ECU direct coupled type)

Vehicle

Activation connector (device side)

Intermediate connector

Activation device cableConnected before disposal

Remarks:  A di rect  coupled type or  separate type ECU act ivat ion connector  shal l  be used.

Figure 1 Composition of SRS air bag activation  system

5. Basic circuit composition
The ECU microcomputer judges the signal  input from the act ivat ion device and starts the ignit ion

device to ini t iate act ivat ion of the air bag. An electr ical/mechanical safety sensor shal l  be instal led in the

ignit ion circuit  to form a by-pass circuit  (diode/relay) in the device or the ECU when act ivated, (see

Figure 2) .
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ＥＣＵ

Vehicle power supply

Power
circuit

Signal
transmission
circuit

Micro
computer

(c) ECU by-pass relay

By-pass relay

ＥＣＵ
Vehicle power supply

Power
circuit

Connector

BATT+

BATT-
External
power supply

Signal transmission
circuit

Signal
transmission
circuit

Micro
computer

(a) Activation device by-pass diode (upper safing sensor)

By-pass diode

ＥＣＵ

Vehicle power supply

Signal transmission
circuit

Signal
transmission
circuit

Micro
computer

BATT+

BATT-

External power
supply

Power
circuit

(b) Activation device by-pass diode (lower safing sensor)

DEP+
PWR

COM

GND

DEP－

DEP+
PWR

COM

GND

DEP－

Activation device

Ignition device

Activation device

Connector

Ignition device

By-pass diode

Signal transmission
circuit

BATT+

BATT-

External power
supply

DEP+
PWR

COM

GND

DEP－

Activation device

Activation connector

Ignition device

Micro
computer

M
icro

com
puter

M
icro

com
puter

M
icro

com
puter

Figure 2 By-pass circuit formation
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6. Signal transmission specifications
6.1 General requirements

Requirements are as specif ied below.

a) Basic specifications
Requirements are as specif ied in Table 1 .

I tem Speci f icat ions
Direct ion One-way and two-way
Speed 5bps ～  10,400bps

Physical  layer In accordance wi th ISO 14230-1 .  A s impl i f ied inter face that  guarantees ISO standard
signal  t ransmission to the act ivat ion device may also be used.

Method ident i f icat ion Transmission is  considered one-way when no response is  received f rom the ECU
after  the act ivat ion device in i t ia tes two-way t ransmission.

Table 1 Basic transmission specifications
  

b) Conditions for activation initiation
Activat ion shal l  be ini t iated when the fol lowing condit ions are met simultaneously for both one-

way and two-way transmission.  Act ivat ion shal l  be completed by the procedures specif ied in Item  6.2.1
or 6.3.1 .

1)  Vehicle power OFF

2)  Act ivat ion device power ON

6.2 One-way signal transmission method
6.2.1 Activation procedures

Requirements are as specif ied in Figure 3 .

6.2.2 Conditions for transfer to each mode
Requirements are as specif ied below.

a)  Transfer to the ECU preparation mode shal l  be completed after the fol lowing condit ions are met:

1)  Vehicle power OFF

2) Activat ion device power ON (power suppl ied from the device to the connector PWR circuit)

b)  Transfer to the ECU ignit ion act ivat ion mode shal l  be completed after the fol lowing condit ions are met:

1) Preparat ion mode establ ished

2)  Ignit ion power ON (power suppl ied from the device to the act ivat ion connector DEP + circuit)

c)  I f  no response is received after three attempts to ini t ial ize the address for two-way transmission, the

activat ion device wi l l  t ransfer to the preparat ion mode.

d)  Transfer of the act ivat ion device to the ignit ion act ivat ion mode shal l  be completed after the fol lowing

condit ions are met:

1)  Preparat ion mode establ ished

2)  Ignit ion switches A and B ON
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6.2.3 Specifications for activation signal waveform
Requirements shal l  be as specif ied in Table 2 .

(Activation device operation) ECU operation

◆Device connected to ECU

◆Device main power ON

Preparation in
progress

Transmission of initialization
address for two-way
transmission (Max. 3 times)

Time out

Preparation
completed

Transfer to activation preparation mode◆ECU power ON

One-way transmission mode set

Confirmation of ignition power supply
(DEP+)

Initial output: 6 Hz 22 pulse

Disposition initiated

Disposition completed

Ignition in
progress

Activation completed

Rising of the 13th pulse

Preparation mode completed

Disposition in progress

◆Ignition switches A and B ON

Activation signal

P
reparation m

ode

Preparation m
ode

Ignition activation m
ode

Ignition activation m
ode

Remarks:  The symbol  ◆ ind icates manual  operat ion.

Figure 3 Activation procedures for one-way transmission
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Table 2 Specifications for activation signal waveform
Frequency 6Hz±5%
Duty rat io 50%±3%
Frequency stabi l i ty:   22 pulse output ±2%
Waveform: 1 pulse Power output:  High level  fo l lowed     

by Low level                       Hi

                                            Lo                

6.2.4 Activation timing, grouping, order and repetitions
Requirements are as specif ied below.

a)  T iming:  Ini t iated in 10 pulses between the 13th and 22nd pulse.

b)  Groups: 10 max.

c)  Order: Air bags may be act ivated in any order, providing the one for the dr iver 's seat is set for last or

in the last group. 

d)  Number of devices to be act ivated simultaneously:  No requirements, providing current consumption

does not exceed act ivat ion device capabi l i t ies.

6.2.5 Interruption and restarting
Requirements are as specif ied below.

a)  Act ivat ion shal l  be immediately terminated if  the act ivat ion signal is outside the specif ied value or

demonstrates other specif ied interruption condit ions while the vehicle power supply is ON.

b)  Act ivat ion may be re-ini t iated after switching the act ivat ion device power ON.

6.3 Two-way signal transmission method
6.3.1 Basics of two-way transmission method

The air bag ECU and act ivat ion device shal l  exchange transmissions to effect simultaneous

activat ion. Attent ion shal l  be given to the fol lowing i tems:

a) A 5 Baud ini t ial izat ion address shall  be appl ied and the procedures shal l be in accordance with ISO
14230-1 .

b) Transmission speed shal l  meet the requirements of the air bag ECU.

c) The message for air bag disposit ion act ivat ion shal l  be specif ied.
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To phase 1

ECU operationActivation device operation

◆Device connected to ECU

◆Device main power ON

◆ECU power ON

Transmission of initialization address

(58H)

Transfer to activation mode
Vehicle power OFF
Specified initialization address received

(55H)

Transmission of synchronizing signal

Automatic baud rate setting

When there is no synchronizing signal,
the initialization address is retransmitted.
When the Baud rate is set, the entire SYNC
signal is averaged within±4µs of absolute
accuracy.

Transmission of key byte 1 (1 byte)

Transmission of key byte 2 reversal signal

KB1：E9H

KB2
Receipt of reversal signal = transmission established

Transmission of address reversal signal

Transmission of key byte 2 (1 byte)

Format corresponding to the error detection for the
request/response message in phase 2 selected in
accordance with the value of KB2(1).

The code for the request/response message
in phase 1, phase 2 and ignition phase corresponds
to the ECU version and error detection method(1).

Two-way transmission mode set

5bps

5～
10400bps

Preparation in
progress

KB2

(A7H)

Transmission speed

 
NOTE  ( 1 ) :  See I tem 6.3.3 .

Remarks:  The symbol  ◆ ind icates manual  operat ion.

Figure 4 Initialization procedures for the two-way transmission method

6.3.2 Activation procedures
Requirements are as specif ied below.

a)  Init ial izat ion

Init ial izat ion is the condit ion where the transmission l ine is monitored, the address reversal

signal is transmitted, and the system moves into phase 1, (see Figure 4).  

b)  Phase 1, phase 2 and ignit ion phase 

Figure 5  shows the monitor ing of the transmission l ine after ini t ial izat ion of each phase is

completed. The message format shal l be as specif ied in Item  6.3.3  a) .

Monitoring of the transmission l ine after ini t ial izat ion of each phase is completed is shown in

Figure 5 .  The message format shal l  be as specif ied in Item  6.3.3  a) .
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◆ Ignition switches A and B ON consecutively

Request for confirmation of activation -
Development processing confirmation

（ＤＰＣ）

ECU identification (ECUID) code
computed

Response to confirmation of activation
(ECUID 2-byte)

Response to confirmation of activation
(ECUID 2-byte)

Request for activation execution -
Development processing inflation

（ＤＰＩ）

1st group ignited after ECUID return confirmed

Activation result response -
Development information (DI)
continued

WAIT signal returned while vehicle power supply required
by ECU is OFF for about 15sec

WAIT transmission

Request for confirmation of activation

ＤＰＣ
Repeat until  response received.

Transmitted for each confirmation request received until
execution request received

Transfer to activation mode after vehicle power
supply is OFF for about 15 sec.

Request for confirmation of activation

ＤＰＣ

Repeated until ignition switches A
and B are pressed simultaneously

ECU operationActivation device operation

～
～

～
～

～
～

～
～

Phase 1

Phase 2

Ignition phase

Repeated until completion response received.

Request for activation execution

ＤＰＩ

Activation result response

DI: Completed

～
～

～
～

Nth group ignited after ECUID return confirmed

Remarks:  The symbol  ◆ ind icates manual  operat ion.

Figure 5  Procedures for two-way transmission following initialization
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6.3.3 Application layer
Requirements are as specif ied below.

a)  Message formats for request and response shal l be as specif ied in Table 3  and shal l  meet the

requirements specif ied in Items  1)  through 3)  below.

Table 3  Message formats for request and response
Header (3 byte)

Format byte Target  address Source address Data (1~8 byte) Error  detect ion
(1~2 byte)

1) The format byte shal l  be 81H~88H and data length shal l not include header or error detect ion.

2)  The target address and source address shal l  be 58H for the air bag ECU and FAH for the act ivat ion

device.

3)  Termination shal l  be subject to error detect ion from the header sect ion to the data section.

b)  Key byte (KB1) shal l  be E9H. The ECU version and the error detect ion method shal l  be specif ied by

key byte (KB2) for transmission ini t ial izat ion as specif ied in Table 4 .  However, the upper 5 bit  shal l  be

used for assignment any future expansion of the ECU version. (In the latter case, A1H, A2H and A4H

shall  be used.) Error check shal l  ut i l ize 0000H (00H) as the ini t ial  value for computation for every case.

Table 4 Assignment of ECU error detection

KB2 ECU protocol  vers ion Error  detect ion
method

Error  detect ion byte
length Remarks

A1H 1 CRC-CCITT 2 byte
A2H 1 CRC-8 1 byte
A4H 1 Check sum(2) 1 byte

Used in this  case

B1H 2 CRC-CCITT 2 byte
B2H 2 CRC-8 1 byte
B4H 2 Check sum(2) 1 byte

.

.

.

.

.

.

.

.

.
F1H 6 CRC-CCITT 2 byte
F2H 6 CRC-8 1 byte
F4H 6 Check sum(2) 1 byte

Reserve area

NOTE  ( 2 ) :  The check sum shal l  be 1 byte of  s imple addi t ional  value lower than the header  section unt i l  terminat ion

at  the data sect ion.

c)  The transmission message for act ivat ion shal l  be in accordance with Tables 5  through 8 .

Table 5  Activation confirmation message (DPC)
Header Data

Format Target Source Service ID PID Data
Error
detect ion

Request 82H 58H FAH 21H 10H — —

Response 85H FAH 58H 61H 10H ECUID(3)
(2 byte)

SI(4 )
(1 byte)

See I tem
6.3.3

NOTES:  ( 3 )  ECUID is an act ivat ion ID and shal l  be comprised of 2 byte length data. However,  FFFFH and 0000H

shal l  be excluded.

(4) SI indicates air bag system information. The upper 4 bits shal l  be used for the number of bags

(binary) and the lower 4 bits for the number i tems other than bags (pre-tensioner) (binary).

Table 6 Response message under WAIT
Header Data

Format Target Source Service ID PID Data
Error
detect ion

Response 84H FAH 58H 61H 10H FFFFH See I tem
6.3.3
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Table 7 Activation execution message (DPI)
Header Data

Format Target Source Service ID PID Data
Error
detect ion

Request 84H 58H FAH 30H C4H DPID(5)
(2 byte)

Response 84H FAH 58H 70H C4H DI(6)
(2 byte)

See I tem
6.3.3

NOTES: (5 )  DPID indicates the act ivat ion ID and shal l  be compr ised of 2 byte length data ( reversal  data of ECUID).

( 6 )  DI  indicates act ivat ion resul t  in formation which expresses complet ion by EEFCH and cont inuat ion by

C088H.

Table 8 NG response message
Header Data

Format Target Source Service ID PID Data
Error
detect ion

Response 84H FAH 58H 7FH 21H 1111H See I tem
6.3.3

 

6.3.4 Conditions for interruption, transmission error detection, and activation
Simultaneous act ivat ion shal l  be interrupted at any t ime a problem occurs during act ivat ion.

Condit ions shal l  be as specif ied below. 

a) Condit ions for interrupt ion shal l  be as specif ied in Figure 6 .

Vehicle power
supply ON

Transmission response:
Time out

Different target and source
recognized

Safety requirements

Activation
interruption

Figure 6 Concept of activation interruption
 

1)  The act ivat ion mode shal l  be interrupted i f  a transmission error is detected while the vehic le power

ON. 

2)  Fol lowing an interruption, act ivat ion shal l  not be reinstated unti l  ini t ial izat ion starts.

3)Following TIME OUT, the ECU shal l  make two to four transmissions of the reset unti l  a response from

the act ivat ion device is received. Also, The act ivat ion device shal l  re-transmit when no response is

received from the ECU within W4 or P2, (see Item 6.4).

4)  Recognit ion of target or source received after transmission is establ ished shal l  be dist inguished.

b)  When an error is detected by cycle redundancy check (CRC) or check sum during transmission error

detect ion or act ivat ion, the ECU shal l  not respond and the activat ion device shal l  re-transmit  i f  no

response is received from the ECU within W4 or P2, (see Item 6.4).  When an unsupported service ID or

parameter identi f icat ion (PID) is received repeatedly, the ECU shal l  transmit NG response two to four

t imes.

6.3.5  Activation group, order and interval
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Requirements are as specif ied below.

a)  Act ivat ion groups and act ivat ion order are shown in Table 9 .  The number of groups shal l  be 10 (n < 10)

maximum. The number of devices to be act ivated simultaneously is not l imited providing current

consumption does not exceed act ivat ion device capabi l i t ies. Air bags may be act ivated in any order,

providing the one for the driver 's seat  is set for last or in the last  group. Any group that has no device

to be act ivated may transmit a continuation response.

b)  Necessary values for act ivat ion t ime and energizing t ime shal l  be set for every ECU and should not

exceed act ivat ion device capabi l i t ies. Act ivat ion interval (delay) corresponding to air bag

specif icat ions and vehicle construct ion shall be set between the front passenger seat air bag and the

next device. Relat ions between act ivat ion t ime, energizing t ime and act ivat ion interval are shown in

Figure 7 .

Table 9 Activation groups and order (Example)
Group Act ivat ion order Corresponding device
1st Group 1 1-1 Pre-tensioner

n-1 Front passenger seat air bagNth Group n n-2 Driver 's seat air  bag

Initiation of activation

T１

T３

T２ T２

1st group activation Nth group activation

Driver's seat air bagFront passenger seat air
bag

Device

ＥＣＵ

Request for execution of
activation

Request for execution of
activation

Remarks:  1.  T1 indicates t ime of  act ivat ion set  appropriate ly for  each ECU.

2.  T2 indicates t ime of  energiz ing set appropr iately for  each ECU.

3.  T3 indicates interval  t ime set  appropriate ly for  each vehic le.

Figure 7 Energizing time related to activation

6.3.6 Transmission response time
Requirements are as specif ied below.

a)  Response interval t ime shal l  be as fol lows: 

T4: 1~1.5 s From power ON unti l  ini t ial izat ion address transmitted

T5: 4 s   Duration of in i t ial izat ion address repeti t ion t ime when there is no SYNC

W1:60～ 300ms

W2:5～ 20ms

W3: 0～ 20ms

W4:25～ 50ms

･
･
･
･

･
･
･
･

･
･
･
･
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P3: 25~50 ms From ECU response unti l  device request transmitted

P2: 1~50 ms From activat ion device request unt i l  ECU response transmitted: Other than

ignit ion

 P4: 1~100 ms From activat ion device request unti l  ECU response transmitted

b)  Time out shal l  be as fol lows: 

1) For ini t ial izat ion:  Value exceeding T' and W4' shown by the fol lowing equation:

T' = 9 sec: At address reception 

W4' = W4 (n + 1) + t1 + t2: At KB2 reception

where t1: Time for n-frames (n ≧  2)

t2 :   Time for up to 1 bit
Remarks:  1)  One f rame indicates the header of  the message,  the data and the ent i re error  detect ion sect ion.

Therefore, f rame t ime indicates the sum of  t ime for  message t ransmission and the t ime between bytes

in the message.

2)  In phases 1 and 2:  Values exceeding P3' are shown by the fol lowing equation:

P3' = P3(n +1)+ t1+ t2

c)  T ime between bytes in the request and response message shal l  be as fol lows:

ECU reception: 5~20 ms

ECU transmission: 0~20 ms

6.4 Signal transmission timing
The relat ionship between transmission t iming and act ivat ion device operat ion for one-way and

two-way transmission are shown in Attached Figure 1 .

7. Activation connector
7.1 Specifications for activation connector
7.1.1 Vehicle activation connector

Vehicle act ivat ion connectors general ly include the ECU direct coupled type and separate type.

The f i t t ings (receiving ports) of the act ivat ion connectors shal l  correspond to the 2-2B1 def ined in JASO
D619  for both types, (see Figure 8).

(a) ECU direct coupled type (b) Separate type

Figure 8 Vehicle connectors (Example)

7.1.2 Activation Device connector
The act ivat ion device connector shal l correspond to the f i t t ings of the 2-2B1 connector specif ied

in JASO D619 ,  (see Figure 9).
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Figure 9 Activation device connector (Example)

7.1.3 Terminal arrangement
Requirements are as specif ied in Figure 10 .

PWR

(b) Device(a) ECU

GND

DEP-

DEP-

COM

DEP+

PWR

PWR

COMCOM

GND

For ignition
(GND)

Ignition power
supply

For
transmission

Power supply

Application
Terminal
No.

DEP+
DEP+

GND

GND

DEP-

Figure 10 Arrangement of terminal (Viewed from the coupled side of the connector)

7.2 Connector cover
A cover shall  be provided for the vehicle act ivat ion connector, (see Figure 11).  

The cover shal l  be yel low with the caut ion symbol shown in Figure 12  in b lack.

Figure 12 Caution symbol (For reference)
Figure 11 Cover for vehicle activation connector
(Example)

7.3 Installation of vehicle activation connector
An ECU direct coupled type or separate type connector shal l  be instal led in the vehicle at a

location that wi l l  faci l i tate act ivat ion.
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Attachment 1 (Informative)

Recommended specifications for simultaneous air bag

activation device
This Attachment provides guidel ines for act ivat ion devices for simultaneous air bag act ivat ion

systems (hereafter referred to as activation devices) and does not consti tute a part of  the Standard.

1. Construction 
The act ivat ion device shal l  be constructed of water-proof  material  to prevent the entry of water

into the electronic circuit .  I t  shal l  be of suff ic ient strength to protect the device and switch parts from

breakage even when subjected to rough handl ing.  A block diagram is shown in Attachment 1, Attached
Figure 1 .

2. Size and mass
The device shal l  be designed for easy operational handl ing. An example arrangement for the

operat ion panel surface is shown in Attachment 1, Attached Figure 2.

3. Electrical items
The power supply shal l  include a battery with the capacity to al low continuous operat ion for 3~5

vehicles and shal l  have an indicator of remaining capacity.  Activat ion wil l  be interrupted when the battery

voltage drop below required power level.  A 12V DC/100V AC adapter connection shal l be provided for

external power supply. The main power switch for the act ivat ion device and the ECU power switch shal l

be kept separate.

4. Connectors and cables
Non-waterproof connectors shal l  be used for the act ivat ion device and the intermediate

connection. Working space for the act ivat ion device connector shal l  be kept minimum. Detai ls of the

working connector are specif ied in the Main Text,  Item 7.1.2 .  Rat ing specif icat ions for each terminal are

shown in Attachment 1, Attached Table 1 .  Easy cable access shal l  be maintained even when the vehicle

doors and windows are ful ly closed. Cable sections that pass through the door frame shall  be made of

suff ic ient ly durable material.  Wir ing for the connector terminals PWR, DEP+, DEP- and GND shal l  have a

resistance level below 0.1Ω .  

5. Operational functions
A power ON lamp indicator for the power switch shal l  be provided on the operat ion panel of the

activat ion device. A phase indicator shal l  be provided for air bag operation. Ignit ion sequence shal l  be

designed in such a manner that the ignit ion phase is ini t iated when two ignit ion switches are pressed

simultaneously. When the ignit ion switch is pressed once cont inuously for 3~5 sec. and released, the

ignit ion sequence shal l  cont inue without interrupt ion.  The switch shall  be designed so that i t  wi l l  not

engage when foreign objects are placed upon i t .   

6. Adaptability
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The act ivat ion device should be capable of act ivat ing the air bag even after the wire harness is

cut.  In such cases, stat ic electr icity shal l  be taken into considerat ion (for example, a short circuit  at both

ends), for terminals connected direct ly to the air bag. The act ivat ion device shal l  be designed with

considerat ion given to possible future system improvements or expansion such as adoption of IC-sockets

or rewrit ing from outside through EEPROM.

7. Signal transmission accuracy
7.1 One-way transmission

Requirements for the rectangular wave are as specif ied below.

Frequency accuracy: Less than 6 Hz ±  5%

DUTY accuracy: Less than 50% ±  3%

7.2 Two-way transmission
Requirements are as specif ied below.

Baud rate sett ing accuracy: Entire SYNC signal averaged within ±4µ of absolute accuracy.

Transmission message output accuracy: Less than±1% (Baud rate conversion)

8. Handling of damaged vehicles
Activat ion devices used for inact ivated systems instal led in damaged vehicles should be

designed with special considerat ion for operat ional safety and the work procedure sheet shal l  clearly

indicate al l  necessary precautions.  
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Attachment 1, Attached Table 1  Specifications for activation device terminals

Input  rat ing (between

BAT+ and BAT-)

DC 10~14V, current  capaci ty  greater  than 1A

Output  rat ing of  ECU

power supply (between

PWR and GND)

For 12V vehic le:14±1V (500 mA) constant
For 24V vehic le:18±2V (300 mA) constant
I t  shal l  be possib le to supply e lectr ic  current  of  5A x 60 ms (or  3A x 100 ms) (max.)
as the current surge dur ing power input only.  Af ter  discharge,  the minimum vol tage
at  the PWR terminal  shal l  be greater  than 11V/16V.

PWR terminal 11/16V

Working
voltage

Current supply

Stationary
current

5A

Power
supplied

Steady
state

60ms

Time

During
surge

Output  rat ing of  a i r  bag

act ivat ion power supply

(Between DEP+ and

DEP-)

Ini t ia l  act ivat ion vol tage: 14±1V common to 12V and 24V vehic les.
   I t  shal l  be possible to supply e lectr ic  current  of  12A x 25 ms (or  3A x 100 ms) 

(max.)  per group as the current  developing act ivat ion.  Af ter  discharge, 

the vol tage at the DEP+ terminal  shal l  be greater  than 11V. (To secure ini t ia l

act ivat ion vol tage,  an idle t ime interval  shal l  be provided between groups.  Wi thin

this t ime interval ,  the act ivat ion device contro ls the air  bag ECU through

transmission and judges values.)

DEP+ terminal
voltage

14±1V

11V

Current supply
3A

1st group activation

Idle time

100ms

Time

Activation

-Nth group activation2nd group activation

Maximum number of  groups: 10
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Attachment 1, Attached Table 1 Specifications for activation device terminals (continued)
Current  leakage between DEP+ and DEP- Less than 50 mA (max.)  in  the non-energized state

Signal  regulat ion of  COM terminal  (between
COM and GND)

In compl iance wi th ISO/DIS 14230-1
High output : More than 80% of  PWR terminal
Low output : Less than 20% of  PWR terminal
High input :  More than 70% of  PWR terminal
Low input :  Less than 30% of  PWR terminal

Current  dur ing normal  act ivat ion Less than 0.8A
Current  at  peak Less than 3A
Current  dur ing non-act ivat ion Less than 0.6 mA

Internal switch
for ECU power supply

Activation device
self-maintaining
switch

Momentary input
switch

Input/output unit
in compliance with
ISO/DIS 14230-1

Microcomputer
control unit

Activation status LED
indicator

BAT-

Charge
control
unit

Battery

5VDC

18VDC

12VDC

GND

DEP-

DEP+

DEP+PWR

For 24VFor 12V

COM

BAT+

12V external
power supply

battery or 100
VAC adapter

N
orm

ally
closed

 

Attachment 1, Attached Figure 1 Activation device block diagram (reference)
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Attachment, 1 Attached Figure 2 Activation device operation panel (Reference)

③ ECU power

12V

② Supply voltage① Device power

SRS air bag activation device

24V

Low battery

Number of air bags

Number of seat belt
pre-tensioners

Under preparation

Activation completion

Preparation completion

④Activation

G
uidance

for activation
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