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ヨーロッパ各国における乗用車の安全要件 

国名 
昼間の 

ヘッドライト点灯 
救急セット 消火器 三角表示板 反射ジャケット 

 
 

オーストリア 視界不良時は必須 必須。防塵で頑丈な

箱で保管のこと。 
任意 三輪以上の自動車はす

べて必須 
ドライバーは、市街地や

高速道路において故障に

より自車を離れざるを得

ない場合は着用が必要。 

ベラルーシ けん引車を伴う自動車お

よび特殊自動車1は必須。 
自動車はすべて、救

急セットの車載が必

須。 

必須 必須  

ベルギー 乗用車は任意 ベルギー登録の自動
車は必須2 

ベルギー登録の自動

車は必須2 
三輪以上の自動車はす

べて必須 
ドライバーは、市街地や

高速道路において故障に

より自車を離れざるを得

ない場合は着用が必要。

ただし、駐車が認められ

ている場所を除く。ベル

ギー登録の自動車は必

須。 

ボスニア・ヘル

ツェゴビナ 
自動車はすべて必須 必須 大型トラックおよび

バスは必須 
必須  

ブルガリア 乗用車は1年を通じて必須 必須 三輪以上の自動車は

すべて必須 
三輪以上の自動車はすべ

て必須 
高速道路において乗用車

を離れる者は昼夜を問わ

ず、必須。 

 

 
 

                                                   
1子供、危険物または大型・重量貨物を輸送するための自動車 
2海外登録の自動車は任意 
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クロアチア 10月の最終日曜日から3月

の最終日曜日まで、自動

車はすべて必須3。 

三輪以上の自動車はす

べて必須 
商用自動車は必須 三輪以上の自動車はす

べて必須4 
自動車はすべて、車載が

必須。ただし、モペッド

および側車付き二輪車を

除く。 

キプロス 該当せず 任意 自家用自動車は、車

載は任意 
自動車はすべて、三角

表示板2台の車載が必須 
自家用自動車は、車載は

任意 

チェコ共和国 自動車はすべて、常時必

須 
必須 自家用自動車は、車

載は任意 
三輪以上の自動車はす

べて必須 
自動車はすべて、車載が

必須 

デンマーク5 パッシング･ライトまたは

ドライビング･ライトの使

用が必須。 

推奨 推奨 赤の三角表示板の車載

が必須 
 

エストニア6 自動車はすべて必須 必須 必須 必須 市街地以外の車道におい

て夜間または視界不良時

に三輪以上の自動車が走

行不能になった場合、そ

の運転者または乗客は着

用のこと。 

フィンランド 自動車はすべて必須 任意 任意 重量が500 kgを超える

自動車は、すべて必須 
暗い時間帯に歩行する者

や車外に出るドライバー

は、リフレクターの使用

を推奨。 

                                                   
3電球のスペア一式を車載すること。ただし、キセノン、ネオンまたは LED のライトが装備された自動車は除く。 
4被けん引車を伴う自動車は三角表示板 2台の車載すること。 
5キャンピング・トレーラーをけん引する自動車および商用自動車は、外部サイド・ミラー2つを装備すること。 
6キャンピング・トレーラーをけん引する乗用車は、サイド・バックミラーを装備すること。 
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フランス7 市街地以外では推奨8 任意 任意 必須。ハザードランプを

使用のこと。 
四輪車は必須。緊急停止

の場合、ドライバーは反

射ジャケットを着てから

車外に出ること。 

ドイツ 推奨 必須 任意 三輪以上の自動車はすべ

て必須9（ただし、ドイ

ツ登録の障害者用自動車

を除く10）。 

ドイツ登録の乗用車は必

須 

ギリシャ 乗用車は任意 必須 必須 必須  

ハンガリー 市街地以外は必須 必須 任意 必須 市街地以外で夜間または

視界不良時に道路を歩行

する者はすべて必須。 

アイスランド 自動車はすべて必須 バスは必須、他の自

動車は推奨 
バスは必須、他の自

動車は推奨 
必須  

アイルランド 該当せず 任意 任意 任意11  
 

 

                                                   
7自動車はすべて、酒気検知器が必須（ただし、モペッドを除く）。 
8電球のスペア一式を常時車載しておくことを推奨。 
9 3.5t を超える自動車は、携帯用の黄色のせん光灯を車載すること。 
10外国の自動車は強く推奨。 
11空車重量が 1,524 kg を超える商品自動車はすべて、正三角形の反射表示板を常時車載すること。 
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イタリア 市街地以外は必須 任意 任意 三輪以上の自動車はす

べて必須 
市街地以外の車道におい

て夜間または視界不良時

に三輪以上の自動車が走

行不能になった場合、そ

の運転者または乗客は着

用のこと。 

ラトビア 自動車はすべて必須 必須12 必須13 必須 夜間または視界不良時に

乗用車から出るドライバ

ーはすべて必須。 

リトアニア 自動車はすべて必須 必須 必須 三角表示板およびハ

ザードランプが必須 
自動車はすべて必須 

ルクセンブルク 推奨 任意 任意 四輪以上の自動車はす

べて必須 
高速道路で車外に出る者

や夜間または視界不良時

に市街地以外の道路を歩

く者は、すべて着用のこ

と。 

マケドニア
（旧ユーゴ共
和国）14 

自動車はすべて必須15 三輪以上の自動車は

すべて必須 
推奨 三輪以上の自動車はす

べて必須16 
どのような道路であれ、

夜間または視界不良時に

乗用車から出るドライバ

ーは着用のこと。 

マルタ 該当せず 任意 任意 必須  

 
                                                   
1226 席以上のバスは 2セット。 
135t を超えるバスは消火器 2本。 
14海外登録のものも含め自動車はすべて、けん引ロープの車載が必須。 
15電球のスペア一式を常時車載しておくことを推奨。 
16被けん引車を伴う自動車は三角表示板 2台を車載のこと。 
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モルドバ 子どもを乗せたミニバスお

よびバスならびに他の自動

車をけん引する自動車は、

11月から3月までの期間に

かぎり必須。 

必須 必須 情報なし 車道に停車中に車外へ出

る必要がある場合（故障

の場合等）は、ドライバ

ーの着用が必須。 

モンテネグロ 自動車はすべて必須17 必須 任意 必須18 どのような道路であれ、

乗用車から出るドライバ

ーは必須。 

オランダ 該当せず 任意 任意 車載は任意。ただし、

一定の状況下（夜間で

照明が乏しい場合な

ど）では三角表示板の

使用が必須。 

 

ノルウェー19 自動車はすべて必須 推奨 推奨 三輪以上の自動車はす

べて必須 
ノルウェー登録の自動車

はすべて必須。高速道路

では使用が必須。 

 
 

                                                   
17電球のスペア一式の常時車載が必須。 
18自動車と被けん引車またはキャンピング・トレーラーの組み合わせは三角表示板 2台。 
19キャンピング・トレーラーをけん引する自動車は、特別のバックミラーを装備していること。また、3.5t を超える自動車は、タイヤチェーンの車載が必須。 
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ホーランド20 自動車はすべて必須 自家用自動車は推

奨。営利目的で乗客

の輸送を行う自動車

は必須。 

必須 三輪以上で25 km/hを超

える走行性能を有する自

動車はすべて必須。 

市街地以外で暗い時間帯

または視界不良時に道路

を歩行する者は必須。 

ポルトガル 乗用車は任意 任意 任意 三輪以上の自動車はすべ

て必須（海外登録の自動

車は任意）。 

車道に停車中に車外へ出

るドライバーは着用のこ

と。これ以外の三角表示

板を使用しなければなら

ない状況でも着用のこと

（ポルトガル登録の乗用

車のみ適用）。 

ルーマニア 市街地以外は必須 必須 自家用自動車は車載

が必須 
三輪以上の自動車はすべ

て必須 
ルーマニア登録および海

外登録の乗用車は必須。

昼夜を問わず、車外に出

る者はすべて着用のこ

と。 

ロシア 市街地以外では必須21 必須 必須 必須  

セルビア22 必須 必須（乗用車はタイ

プB） 
任意 三輪以上の自動車はすべ

て必須23 
必須。自動車から道路に

出る場合は着用のこと。 
 
 

                                                   
20ポーランド登録の乗用車は、後部泥よけと盗難防止装置を装備すること。 
21ヘッドライト無点灯の場合は 200 ユーロ以下の罰金。自動車は電球のスペア一式を常時車載すること。 
22乗用車はけん引ロープまたはけん引棒を装備しておくこと。 
23被けん引車を伴う自動車は三角表示板 2台を車載のこと。けん引ロープは自動車すべてについて必須。 
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スロバキア 10月15日から3月15日までは

必須 
必須 任意 三輪以上の自動車はすべ

て必須 
ドライバー、歩行者とも

に、市街地以外は昼夜を

問わず必須。 

スロベニア 自動車はすべて必須24 スロベニア登録の自

動車は必須。他の自

動車は推奨。 

バスおよびトラック

のドライバーは必須 
三輪以上の自動車はす

べて必須25 
高速道路で自動車から外

に出る者はすべて、昼夜

を問わず着用のこと。 

スペイン 乗用車は任意 任意 任意 三輪以上の自動車はす

べて必須 
高速道路で自動車から外

に出る者はすべて、昼夜

を問わず着用のこと。 

スウェーデン 自動車はすべて必

須 
推奨 推奨 スウェーデン登録の自

動車は必須。海外登録

の自動車も登録国にお

いて必要な場合は必

須。 

 

スイス 必須 任意 任意 必須。すぐ取り出せる

ところに保管（トラン

クは不可）のこと。 

 

 
 

                                                   
24 スロベニア登録の自家用自動車はヘッドライトの電球のスペアを車載のこと（外国登録車は推奨）。 
25被けん引車を伴う自動車は三角表示板を車載のこと。 
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トルコ 該当せず 三輪以上の自動車はす

べて必須 
必須 自動車の種類を問わ

ず、赤の三角表示板2台

の車載が必須。 

 

ウクライナ 該当せず 必須 必須 必須  

イギリス 任意 推奨 任意 推奨  

 
 

2014年6月最終更新 
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