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１．はじめに 1 

 2 

都市を中心に世界の人口が増加する中、自動車の更なる普及拡大が想定3 

され、交通事故の削減、交通渋滞の緩和や環境負荷の低減等がより必要と4 

なる。今後、既存の取組だけでは抜本的な解決が困難と予想されるため、5 

新たな取組である自動走行への期待は高く、関連する市場の拡大も見込ま6 

れる。 7 

自動走行は、我が国にとって、成長が期待される分野であり競争力を確8 

保することが重要であるが、我が国自動車メーカーは、欧米自動車メーカ9 

ーとともに世界をリードする一方で、例えば、部品やサービス等について10 

は、欧米勢の取組が極めて活発であるなど、決して楽観できない状況であ11 

る。また、従来の自動車技術以上に、業界内、業界間や産学の協調、更に12 

はユーザーの理解向上が求められることから、我が国がこの分野で世界を13 

リードするためには、関係者による戦略的な取組が必要である。 14 

政府の「未来投資戦略 2018」（平成 30 年 6 月 15 日）1及び「官民 ITS15 

構想・ロードマップ 2018」（平成 30 年 6 月 15 日）2においても、交通事故16 

の削減、地域の人手不足や移動弱者の解消といった社会課題を解決するた17 

めに、自動走行プロジェクト実現に向けた議論がなされている。特に、実18 

証プロジェクトに記載している「トラックの隊列走行」、「無人移動自動走19 

行による移動サービス（ラストマイル自動走行）」については、その実現に20 

向けて、具体的な工程表が策定されている。 21 

「自動走行ビジネス検討会」は、我が国が自動走行において競争力を確22 

保し、世界の交通事故の削減をはじめとする社会課題の解決に積極的に貢23 

献するため、現状の課題を分析し、必要な取組を検討することを目的に、24 

経済産業省製造産業局長と国土交通省自動車局長の検討会として 2015年225 

月に設置された3。 26 

産学官オールジャパンで検討が必要な取組を確認4した上で、その具体化27 

                                                   
1 首相官邸 日本経済再生本部 「未来投資戦略 2018（全体版）」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf 

において記載がある。 
2 首相官邸 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 

「官民 ITS構想・ロードマップ 2018」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf 

において記載がある。なお、2018年度も「官民 ITS構想・ロードマップ」の改訂作業が進ん

でおり、例年では、6月頃に決定する予定。 
3 2015年 2月に第 1回を開催して以降、検討を重ね、同年 6月に「中間とりまとめ」、2016年

3月に「今後の取組方針」、2017年 3月に「自動走行の実現に向けた取組方針」を公表した。

2018年 3月には同取組方針で示した取組の推進及び進歩管理を行い「自動走行の実現に向け

た取組方針 Version2.0」を公表した。 
4 「中間とりまとめ」において、関係者が自動走行の将来像を共有した上で、その実現に向けて、

競争領域と協調領域を戦略的に切り分け、今後の取組方針を策定すること、協調領域の基盤と

なる国際的なルール（基準・標準）づくりに戦略的に対応する体制の整備や産学連携を促進す

ることを基本的な方向として確認した。 
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を図るため 2015、2016 年度に、①一般車両の自動走行（レベル 2，3，4）28 

等の将来像の明確化、②協調領域の特定、③国際的なルール（基準、標準）29 

づくりに戦略的に対応する体制の整備、④産学連携の促進に向けた議論を30 

行い、「自動走行の実現に向けた取組方針」（2017 年 3 月）5を提示した。 31 

2017 年度は、「自動走行の実現に向けた取組方針」で定めた工程表に基32 

づく取組の推進及びその進捗管理を行うとともに、「自動走行ビジネス検討33 

会」の下に、「安全性評価環境づくり検討 WG」を設置し、これまでの研究34 

開発の成果を活用した安全性の評価方法の在り方等について検討を開始し35 

た6。 36 

また、2018 年度には、「自動走行ビジネス検討会」のもとに、「将来課題37 

検討 WG」を設置し 2020 年以降の自動走行の進展に向けた制度やインフラ38 

等を含めた環境整備等に関わる課題・論点について検討を行った。また、「人39 

材戦略 WG」を設置し、自動走行に係るソフトウェア人材の不足解消を目40 

指し、産官学の取組みの共有や、ソフトウェア人材にとって魅力ある人材41 

育成・評価の仕組みについて議論を行った。 42 

 43 

このような背景を受け、ローランド・ベルガーでは、「自動走行の実現に向けた44 

取組方針」で定められた工程表に基づく取組の推進及びその進捗管理を目的45 

に非公式会合を開催するとともに、計 2 回の自動走行ビジネス検討会の本会合46 

を開催した。これらの会合の開催に向け、資料の取り纏めや会合の運営支援を47 

行った。 48 

本年度からは、自動走行ビジネス検討会の下に将来課題検討 WG が設置さ49 

れ、サービスカーにおけるレベル 4 の導入タイミングや導入の際の制度整備や50 

インフラ整備等に関わる課題・論点について検討するために計 3 回の WG が開51 

催された。ローランド・ベルガーは WGの運営を行うと共に、国内・海外動向の調52 

査や論点整理を行った。 53 

また、人材戦略WGも新たに本年度設置され、不足する IT人材に対応するた54 

めのスキル標準策定、自動運転 AI チャレンジ等の産官学の取組の進捗状況に55 

加え、国内外の自動車業界や国内の他業界での IT 人材の育成・確保に関する56 

取組について共有するとともに、産学官連携の在り方や IT 人材にとって魅力あ57 

る人材育成・評価の仕組みづくりの在り方等を議論するために計 2 回の WG が58 

開催された。ローランド・ベルガーはWGの運営を行うと共に、他業界における人59 

材採用・育成の動向と共に、人材の側から見た自動車業界についての調査を行60 

った。 61 

加えて、昨年度に引き続き安全性評価環境づくり検討 WG が設置され、安全62 

性評価についての議論及びこれまで事業成果の報告や議論を行うために計 263 

                                                   
5 ①、②については、「将来ビジョン検討WG」を設置して検討を行った。 
6 工程表の進捗については「自動走行ビジネス検討会」の下に「非公式フォローアップ」会合を

設置し管理を行った。 
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回のWGが開催された。ローランド・ベルガーではWGの運営を行うと共に、開催64 

に向けた資料の取りまとめ等の支援を行った。 65 

 66 

 67 

２．海外各社の自動走行に関連する近年の具体的な動き 68 

 69 

欧米勢は、自家用車中心の考え方ではなく、事業用車も対象にサービス70 

事業者とも連携して自動走行の早期実現を狙う。欧州勢はインフラも活用71 

した実現、米国勢は車両の技術を優先した特定エリアにおける自動走行の72 

早期実現を狙っている。 73 

我が国と同様に、IT 系はじめとする新しいプライヤーによる、モビリテ74 

ィーサービスの提供を視野に入れ自動走行を活用する動きがある。 75 

 76 

＜ドイツ企業＞ 77 

●BMW 78 

➢ 自動走行を高速道路、駐車場から導入し、その後、事故／渋滞の多い79 

都市部中心に V2I を整備することで、一般道路における自動走行を80 

導入。前提として、まずは、走行精度と社会受容性を向上させ、その81 

上で、限定地域から普及。 82 

➢ 具体的には、2021 年までに「iNEXT」の名で自動走行車を発売する83 

ことを公表するとともに、Intel・Mobileye・Delphi・Continental84 

等の企業と iNEXT パートナーシップを結び、技術開発を推進。201785 

年 3 月に、損害保険会社のアリアンツとの提携を発表し、事故時に86 

保険会社と自動車メーカーが共同で因果関係と責任関係について調87 

査する予定。2017 年下期には 40 台の 7 シリーズをベースとした自88 

動走行車を使ったテストをミュンヘンの公道で行なうことを発表。そ89 

して、2017 年 12 月にチェコに自動車性能試験場の新設を発表し、90 

ここを電動化、車両のデジタル化、自動走行や先進運転支援システム91 

などの先進技術の研究開発拠点とする計画。2018 年 2 月には、レベ92 

ル 5 の完全自動走行車のプロトタイプも公開。 93 

➢ レベル 4, 5 に導入目標について、現在レベル 4 を実現し得る段階に94 

到達してきているものの、それをそのまま一般に現時点で販売する考95 

えはない模様。また、レベル 5 の実現へは今後 10 年はかかるとの見96 

立て。 97 

 98 

●Daimler 99 

➢ 事故ゼロの社会の創造を志向し、2020 年以降のレベル 4 の導入を狙100 

うが、2030 年までは、一般道路における右左折を含む自動走行の導101 

入は困難と想定。前提として、まずは、技術向上とインフラ整備によ102 

り、顧客、政府に対する安心／安全を醸成。その後、法律や V2I の103 

整備により高レベルの自動走行を実現。 104 
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➢ 具体的には、足元は運転支援機能の拡張を続けるとともに、ボッシュ105 

とのパートナーシップを通じたレベル 4、5 の開発を計画。2017 年 1106 

月、Uber と自動走行車の供給と配車サービスの事業運営で提携する107 

ことを発表。2017 年 4 月には、ボッシュと開発における提携を発表108 

し「2020 年代始めに市街地を走行できる自動運転タクシーなどを市109 

場に投入できるようにする」とし、2017 年 11 月には子会社の car2go110 

が都市部での自動走行 EV によるカーシェアリングの実現に向けた111 

準備開始を発表するなど、モビリティーサービスに関する動きが活発112 

化。また、2017 年 10 月には、自動走行除雪車を使った実証実験を113 

ドイツの空港で開始。 114 

➢ レベル 4, 5 の導入目標について、2020 年代の早期にレベル 4 の発売115 

開始を計画している。  116 

 117 

●Audi 118 

➢ レベル 3 以上の自動走行において、責任を自社で取れるレベルでの119 

安全性に鑑み、高速道路、駐車場のレベル 2，3 から導入。次に、事120 

業者向け限定エリアからレベル 4 を導入し、その後、一般消費者へ121 

の展開を想定。前提として、まずは、安全に係る技術を向上させ、法122 

整備の可能なドイツの高速道路から導入。その後、法律、インフラ整123 

備の拡張に合わせ、対象顧客と地域を拡大させる見込み。 124 

➢ 具体的には、2017 年 10 月に世界で初めて一定条件下にてレベル 3125 

走行を出来る自動走行車である A8 を投入（ただし、保安基準が整備126 

されるまでレベル 3 機能は使用不可）。2017 年 12 月の NIPS（神経127 

情報処理システム）カンファレンスにおいて、AI を用いて極めて精128 

密な 3D 環境モデルを構築する単眼カメラに関する研究報告を行い、129 

クルマの周囲状況をより正確に把握する技術開発を推進。 130 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、2020 年から 2021 年にかけて高131 

速道路の特定速度にて車線変更や追い越しが可能な限定的なレベル132 

4 搭載の車の発売を目指している。 133 

 134 

＜米国企業＞ 135 

●Ford 136 

➢ インフラが整備済、かつ、法整備、安全性の担保出来る地域を選定し、137 

需要の大きい事業者向けから導入することでイニシアティブ獲得を138 

狙う。前提として、まずは、車載の自動走行に係る技術を確立し、安139 

全かつ法改正の可能な地域から事業用車として早期導入。その後、実140 

証を重ねて世論を形成し、法改正の早期化を志向。 141 

➢ 具体的には、3D マップ・LiDAR・画像処理やディープラーニング等142 

のアルゴリズム開発等への投資を発表するとともに、Lyft と共同で143 

自動走行車を事業化する方針。2018 年 2 月、自動走行車を使った宅144 

配の実証実験開始を発表し、ドミノピザと食品宅配スタートアップの145 
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ポストメイトの宅配を受託。 146 

➢ レベル 4, 5 の導入目標について、2021 年までにハンドルやアクセル147 

の無い完全自動運転車の量産を始めると発表。特に、自動運転を使っ148 

たサービス開拓に力を入れるため、引き続き顧客との連携を深める目149 

的で、自動運転を使った宅配の実証実験に取組む。 150 

 151 

●GM 152 

➢ 2016 年 3 月、自動運転関連ベンチャーの米 Cruise Automation を買153 

収。2017 年 8 月、傘下のクルーズオートメーションは、自動運転車154 

でシリコンバレーを往復するアプリベースサービスを試行実施する155 

とともに、同年 9 月に「自動走行車の量産体制が整った」と発表し、156 

完全自動走行に必要な全てが搭載済みで、あとはソフトウェアと規制157 

の問題がクリアされるのみと発表。2017 年 10 月、2018 年初めにニ158 

ューヨークでレベル 4 のテストを行うと発表。また、2017 年 10 月、159 

カリフォルニアで登録された自動走行車の数が 100 台を超えたと発160 

表。 161 

➢ 更には、2018 年 1 月、ペダルやハンドルのない自動走行レベル 4 の162 

運行許可を NHTSA に申請したと発表。 163 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、GM Cruise 搭載の無人運転タク164 

シーを 2019 年にも実用化する方針を公表。米国の主要都市にて低速165 

運転での走行を想定している。 166 

 167 

●FCA 168 

➢ 2016 年 5 月、米グーグルの持ち株会社アルファベット（現 Waymo）169 

と自動運転車の開発で提携すると発表。車両を FCA が提供。また、170 

2017 年 8 月、BMW と Intel、Mobileye、Delphi Automotive、171 

Continental が共同開発している自動運転プラットフォームに参加172 

を発表。 173 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、2023 年をめどにレベル 4 以上を174 

実現するとしている。 175 

 176 

●Google 177 

➢ これまで法整備と安全性の担保出来る地域を選定し、自動走行を早期178 

導入することで、データ蓄積によるアドバンテージ獲得でスピーディ179 

な技術進化を志向。前提としても、まずは、車載技術を確立し、安全180 

かつ法的許可の可能な地域に導入。その後、実証による利用者の効果181 

実感から世論形成と法改正の早期化を志向。昨今は自社としての自動182 

走行の開発は継続しつつも、市場投入の実現性に鑑みた提携を推進。 183 

➢ 具体的には、自動走行ライドシェア車両への利用を想定し、クライス184 

ラーのミニバンを千台単位で発注済であり、500 台をウェイモへ供給185 

済で 2017 年 5 月に累計 300 万マイル以上を走行したと発表。2017186 
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年 6 月には、年内に 600 台の体制で公道実験を開発すると発表し、187 

2017 年 11 月には、「数ヵ月後には運転手がいないライドシェアサー188 

ビスを開始する」と CEO が発言。2018 年 1 月にはアトランタでも189 

自動走行のテスト走行を開始。また、2018 年 12 月には Waymo one190 

というエリア限定での有償タクシーサービスを開始しており、対象顧191 

客は限定されるものの有償でのタクシーサービスを開始している。な192 

お、完全無人ではなく、訓練を受けた従業員が運転席に乗車している。 193 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、2020 年に無人自動運転車を公道194 

で走らせることを目標としている。センサーと SW は自社開発、車195 

両は OEM と提携し供給を受ける計画であり、「世界で最も経験豊か196 

な運転手」を生み出すことをゴールとしている。 197 

 198 

●TESLA 199 

➢ 2017 年 7 月、モデル 3 販売を開始し、自動走行機能を利用するため200 

の Hardware が 5,000USD から購入可能であり、今後のバージョン201 

アップにより完全自動走行に近づける見込み。2017 年 12 月には、202 

AI チップの内製化を強化すると発表。今後、2019 年には自社開発203 

AI チップ搭載システムをリリースし、レベル 4 以上の自動運転技術204 

の実用化を目指す予定。 205 

 206 

●UBER 207 

➢ 2016 年 9 月に、自動走行車による配車サービスをピッツバーグにて208 

試験的に開始し、2017 年 3 月にはアリゾナとカリフォルニアでも試209 

験を開始。2018 年 1 月、自動走行システムに NVIDIA の技術を採用210 

すると発表。 211 

 212 

●Lyft 213 

➢ 2017 年 6 月に、ソフトウェア企業の nuTonomy と連携し、自動走行214 

車の配車サービスをボストンにて試験的な開始を目指すことを公表。215 

2017 年 9 月には、サンフランシスコ市内の路上にて自動走行させる216 

ため、Drive.al との提携を発表。また、2018 年 1 月に、Aptiv と共217 

同でラスベガスにて完全自動走行タクシーの運行を目指すことを発218 

表。 219 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、遅くとも 2022 年までに無人タク220 

シーを商用化する見通し。まずは、政府が自動運転の普及を後押しす221 

るシンガポールから始め、東南アジアの複数都市での展開を目指す。 222 

 223 

●NuTonomy7 224 

➢ 2017 年 8 月、シンガポールにて自動走行車による配車サービスの商225 

業化を 2018 年の実現を目指すことを公表。 226 

                                                   
7 2017年に 10月に米 Delphiにより買収された。 
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 227 

＜仏企業＞ 228 

●Navya 229 

➢ 2017 年 6 月、パリにて自動走行シャトルバスの試験走行を実施し、230 

2017 年 11 月にはラスベガスでも試験運転を開始。2018 年の CES231 

においても、自動走行シャトルバスを公開。また、スイス南東部の都232 

市シオンにおいて、2016 年 6 月より特定ルートにおいて運行を開始。233 

ここでは歩行者や他の自動車との混在交通において実証が行われて234 

いる。ハンドルやペダルはないが、従業員が乗車している。 235 

 236 

●Easymile 237 

➢ 2017 年 7 月独コンチネンタルから出資を受け、ドライバーレス車両238 

の最先端を開発し、新たな能力分野の開拓を狙う。2017 年 10 月に、239 

ドイツにて自動走行バスを導入。2017 年 12 月には、IVECO、Sctor、240 

Transpoil、ISAE-SUPAERO、Ifsttar、Inria、Michelin とバスの自241 

動走行の技術開発の提携を発表。 242 

 243 

＜中国企業＞ 244 

●SAIC（上海汽車） 245 

➢ 2017 年 6 月、SAIC はカリフォルニアにて自動走行の試験の許可を246 

取得。2018 年 1 月には、高解像度マップにおいて DeepMap と提携247 

を発表。 248 

➢ レベル 4, 5 の導入目標については、2025 年を目途にレベル 3 – 5 を249 

実現するとしており、モビリティーサービスを含む、総合プロバイダ250 

ーとなるとしている。 251 

 252 

●Baidu 253 

➢ 2021 年までに、BAIC（北京汽車）と共同でレベル 4 の自動走行車254 

の大量生産を計画。2019 年までにレベル 3 の機能を有する車両の製255 

造を行い、その後 2021 年までにレベル 4 へ移行することを計画。256 

Baidu は画像認識、サイバーセキュリティ、自動走行技術を提供し、257 

BAIC がその技術を車両に統合する計画であり、2019 年までに 100258 

万台以上の BAIC の車両が Baidu の技術を搭載する予定。 259 

 260 

●Pony.ai 261 

➢ 2016 年設立。2017 年 6 月に米カリフォルニア州において走行テスト262 

許可を取得。2018 年 2 月から広州（南沙）において 6 台の自動走行263 

試乗サービスを一般市民に提供予定。2019 年末には 200 台以上の自264 

動運転車両を用意しサービス開始を目指している。 265 

 266 

 267 
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３．将来課題検討 WG 268 

３－１） WG設置の背景と目的 269 

 270 

走行エリアや走行方法が運転者に委ねられる自家用車（オーナーカー）271 

と企業側で走行エリアや走行状況をコントロール可能な限定区画における272 

事業（移動・物流サービス）用車（サービスカー）によって、自動走行の273 

実現の仕方・時期が異なる8。 274 

「官民 ITS 構想・ロードマップ 2018」においては、「遠隔型自動運転シ275 

ステム」を活用した移動サービスが「無人自動運転移動サービス」と定義276 

されており、2020 年度に「限定地域でのレベル 4 無人自動運転移動サービ277 

ス」の実現が記載されている。加えて、工程表には 2025 年度に「高速道路278 

でのレベル 4」が目標として示されている。 279 

こうした中、2018 年 9 月に開催された国連 WP１において人間の介入を280 

必要としない高度・完全自動運転車両の自動運転システムについて非拘束281 

文書が出され、自動運転システムに求められる安全確保の必要性や ODD282 

等に関して言及されると共に、自動運転システムの利用者に求められる事283 

項についても述べられた。 284 

レベル４の実現に向けて国内外の技術開発は進んでおり、米国アリゾナ285 

州において waymo は「waymo one」というエリア限定での有償タクシー286 

サービス（ただし現時点では対象者も限定）を開始しており、我が国にお287 

いても自動運転サービスの公道実証が始まっている。 288 

国内外の動向やニーズを踏まえると、サービスカーにおいては 2025 年289 

以前に国内でも限定領域において遠隔操作を伴わない地域限定型無人移動290 

サービス（レベル 4、走行エリア・ルートを限定した無人自動運転移動サ291 

ービス等）が実現する可能性があると考えられる。 292 

しかしながら、2020 年から 2025 年の間の日本政府の目標年限がなく、293 

具体的な目標が必要との指摘もある。 294 

このような状況の中、サービスカーにおけるレベル 49の導入タイミング295 

や導入の際の制度整備やインフラ整備等に関わる課題・論点について検討296 

を行うため、自動走行ビジネス検討会の下に「将来課題検討 WG」を本年297 

度設置し、議論を行った。 298 

 299 

３－２）国内外のレベル 4 に関する動き 300 

レベル 4 のサービス実現に向けては、国内外において複数の走行環境にて301 

                                                   
8 事業（移動・物流サービス）用自動走行車は、自家用車と異なり、人件費を削減することがで

きればコストの制約が緩くなるため、センサー等を数多く搭載することが可能であり、雨天時

など走行環境が優れない場合は、運転者を付ける等、走行方法の工夫が可能である。また、サ

ービス事業者側で走行状況をコントロールできることから、サービスとして提供した車両の運

転実績を蓄積しやすい。一方、自家用車は、個人所有となるため、車両データの扱いには考慮

が必要であり、開発にあたっては、事業用車で蓄積したデータの活用が考えられる。 
9本年度議論したレベル 4とは「システムがすべての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合へ

の応答を限定領域において実行するもの」であり、運転者が不在であることを想定。 
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実証実験やサービスが実施／計画されている。総じて 2020 年代前半にはレベ302 

ル 4実現という目標を掲げ活動するプレイヤーが多数存在。 303 

 304 

【国外】 305 

➢ Waymoについては、2018年 12月 5日に「Waymo One」と称して、レベル 4306 

の有償サービスを開始。ただし、当初は訓練された従業員が同乗すると307 

共に、対象も Early Riderプログラムの中の 200人とその同乗者に限定。 308 

➢ GM Cruise については、基本的に人が運転に関与しない高度なレベル 4309 

システムを搭載した自動運転車でのタクシーサービスを 2019 年にも実用310 

化する方針を 2018年 1月に公表 311 

➢ Sensible4 については、フィンランドのベンチャー企業であり、2018 年には312 

雪道での特定ルートのレベル 4 の走行実験を実施。2019 年内にバス313 

「Gacha」による試験走行、2020年の実用化を目指す 314 

➢ Smart Shuttle Project については、スイスのシオンにて、運転手が乗車し、315 

ハンドルやペダルを装備しないバスにより、特定ルートを周回するバスサ316 

ービスを 2016年夏より実施し、現在も継続中。 317 

 318 

【国内】（国内の実証事例はレベル４を目指しているがレベル 2 として実施319 

中） 320 

➢ 永平寺町については、廃線跡の遊歩道「参ロード」を活用し、カートにて321 

参ロードを往復するルートの実証実験を 2018年に実施 322 

➢ 日立市については、廃線跡を活用したバス専用道である「ひたち BRT」の323 

一部路線にて、バスを活用した実証実験を 2018年に実施 324 

➢ 日の丸交通、ZMP については、2020 年実用化を目指し、大手町－六本325 

木間の特定ルートにおいて、トヨタのミニバンを改造した自動運転タクシ326 

ーによる公道での営業サービス実証実験を実施。 327 

➢ トヨタ、ソフトバンクについては、共同出資によりモビリティーサービスを行328 

う新会社を設立。「e-Palette」による自動運転サービス事業を 2020 年代329 

半ばまでに実施予定。 330 

➢ 日産、ルノー、三菱自動車については、「アライアンス 2022」において、自331 

動運転技術の展開スケジュールとして以下を記載。 332 

・2020年：高速道路高度自動運転車両 333 

（ドライバーは必要に応じて運転に関与） 334 

・2022年：初の完全自動運転車両 335 

（ドライバーの運転への関与は不要） 336 

 337 

３－３）事業者からの意見 338 

事業者が考えるサービス開始タイミングや政府への要望を把握すべく、将来339 

課題検討 WG では、自動運転でのモビリティーサービス実現を目指す事業者に340 

ヒアリングを実施。概ね以下の様な意見があった。 341 

 342 
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「いつ、どのような走行環境を、どのようなクルマで、どのようなサービスを実343 

現しようとしているのか」について 344 

➢ 自動運転に対応した小型車両を用いたサービスの 2020年代早期の実現345 

を目指し、遠隔操作は行わず遠隔監視のみで対応可能なレベル 4 が目346 

標。現在はその目標に向け、実質レベル 4 を目指す実証実験の中で、事347 

業性や社会システム構築に取組んでいる。自動運転サービスのニーズは348 

特に地方部で大きく、自動運転サービスの実現によって、「ドライバー不349 

足」「高齢化による免許返納が進まず危険運転が増加」「出歩かないこと350 

による経済縮退」などの課題に応えていく。 351 

➢ 車内に人が乗らない状態で、特に小型電動カートと小型バスを活用した352 

完全無人の自動運転サービスを実現すべく、実証実験を行っており、廃353 

線跡などのような専用道に近い公道ではレベル 4 に近いことが既に実現354 

できている。今後、技術面に関しても地域の運用事業者主体で実施可能355 

な方法を検討している。ビジネスの観点では、過疎地移動サービスは収356 

益性に課題がある。 357 

➢ ハードウェアのコストの問題を除いて、BRT 路線であれば 2020 年には技358 

術的にはレベル 4 ができる。インフラ協調の方法として、磁気マーカー埋359 

設を想定しており、現在は磁気マーカーを使用した実証実験を実施して360 

いる。なお一度埋設した磁気マーカーに関しては、ひび割れ等が起きても361 

問題なく利用できるため堅牢である。 362 

 363 

各社の事業実現に向けて政府に求めることについて 364 

➢ 2019年にレベル2、3を進め、また、必要となる制度やインフラ等含めた環365 

境整備が整えばレベル 4へと切り替えることを目指す中、「ドライバーとい366 

う概念が無くなった際の保安基準」、「インフラ協調の際の初期/維持管理367 

コストの負担方法」、「一般車両等に対する周知」の 3点について、政府か368 

らの説明がほしい。特に周知に関しては「初心者マークを付けた車に対369 

する配慮事項」等と同様に、決められたルートを走行する自動運転車に370 

ついてもルールを策定する必要がある。 371 

➢ 優先道路と同様の発想で、自動運転車を優先するルールを作れないか。372 

決められたルートを走行する自動運転車が走行する地域では、地域のコ373 

ンセンサスを得て、駐車車両を置かないというルールを作ることも一案。374 

また、インバウンドの多い沖縄等では、自動運転車を理解してもらう上で、375 

多言語対応なども必要になるか。 376 

➢ 安全性評価について、限定エリアを低速で走る生産台数が少ない車両に377 

おいては、OEM 同様のシミュレーションを用いた安全性評価が必要かに378 

ついては議論の余地があるのではないか。走行ルート・エリアがより幅広379 

な OEM のオーナーカーにおいては、シミュレーションを用いなければあら380 

ゆる環境における検証が実質不可能な一方で、限定ルートのみを走る車381 

両においては、同様のシミュレーションの要否について議論の余地があ382 

る（生産台数が限定されていることから、OEM同様のシミュレーションを行383 
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うことはコスト的に厳しいという背景も存在する）。 384 

 385 

３－４）レベル 4 への工程表 386 

 387 

レベル 4 の本格実現に向けては、その実現するエリア・タイミングが異なると388 

想定され、本 WG ではクルマを「ルートが固定されたサービスカー」「特定エリア389 

内を走るサービスカー」「より広範に走るオーナーカー」の 3 種類に大別し、工程390 

表を作成した（図１）。 391 

 392 

図 1：想定するレベル４の導入に関する工程表 393 

 394 

特定ルートを行き来するバスのような「ルートが固定されたサービスカー」が395 

廃線跡やＢＲＴ路線などの限定された公道においては複数の事業者が 2020 年396 

にはレベル４（遠隔操作無し）の技術が確立するとしていることからその後の実397 

証、インフラ整備などを経て 2022 年に実現する可能性がある。一部の自動車メ398 

ーカーも自動運転技術の展開スケジュールとして 2022 年当初の完全自動運転399 

車両（ドライバーの運転への関与は不要）を掲げている。 400 

その後、ニーズに応じてルートが固定されたサービスが広がるとともに、複数401 

の走行ルートを組み合わせた形で特定のエリア内を走るサービスカーが 2025402 

年に向けて実現する可能性があると考えらえる。 403 

オーナーカーにおいてレベル 4（遠隔操作無し）が実現するのは、従来の政府404 

目標通り高速道路にて 2025年以降となると考えられる。 405 

なお、オーナーカーに先立ち、固定されたルートであってもサービスカーの社406 

会実装を先行させることは、レベル 4（遠隔操作無し）に係る技術や HMI の進化407 

や情報蓄積などにも資するものであり、結果オーナーカーへの自動運転の実装408 

を円滑・加速する効果があると考えられる。 409 

 また、オーナーカーへの波及を想定したうえで、サービスカーへの取組みを行410 

うことが必要である。 411 

 412 

３－５）将来課題検討 WG の中間報告 413 
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 414 

実際に自動運転車が走り出すタイミングを正確に予測することはできないも415 

のの、複数の事業者がレベル 4 の早期実現に向けて動いている。また、自動運416 

転車に対するニーズは「公共交通や配達等のドライバー不足」、「高齢化が進む417 

も免許返納が進まず危険運転が増加している」など、過疎化が進む地方部を中418 

心に確実に存在している。よって、「４．レベル 4 への工程表」のとおり、たとえ極419 

めて簡易な限定されたエリアでも、公道でのレベル４が始まることが想定され、メ420 

ーカーや運行事業者が遅滞なくレベル４を走らせるための準備を先回りして行っ421 

ておくことが必要となる。 422 

これらを踏まえ、中間報告としては以下のとおりの結論となった。 423 

 424 

 2022年に限定地域において遠隔操作を伴わない地域限定型無人移動サ425 

ービス（システムがすべての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合426 

への応答を限定領域において実行する、SAE レベル４に相当するもので427 

あり、運転者が不在であることを想定、以下レベル４）が BRT や廃線跡な428 

どにおいて実現する可能性があることを想定して、今後、その実現に当た429 

って解決すべき課題を特定した上で必要となる制度やインフラ等を含め430 

た環境整備を進めるべき。 431 

 2022 年に想定されるサービスの実現には、事前の準備が必要であること432 

から必要となる制度やインフラ等を含めた環境整備に向けた方針（例え433 

ば次期「自動運転に係る制度整備大綱」）は 2020 年に策定することが必434 

要。 435 

 レベル 4 導入の際には、運転者の概念が変わるところ、運転者の役割・436 

義務をどのように位置付けるのかについて検討が必要。その際、運転に437 

関与しないものの乗客の乗降、非常時の対応等を担う自然人の乗車が438 

想定されるところ、当該自然人が道路交通法における運転責任を負わな439 

いことを明確にすることも必要で有り、法的な位置付け等の検討が必要440 

ではないか。 441 

 レベル 4早期実現に向けインフラ（磁気マーカー、信号、V2X等）による支442 

援は有効と考えられるが、インフラの種類・整備時期・場所・利用方法や、443 

その検討の枠組みをどうするか、より一層の検討が必要。 444 

 その際、レベル 4 の導入目的や目指す姿の明確化と共に、レベル 4 のニ445 

ーズ・需要の所在、社会課題への貢献、事業性や経済性など、モビリティ446 

サービス（Maas）としての在り方や、安全を担保する技術等の検討が必要447 

であり、可能な範囲で議論が必要。 448 

 なお、レベル４の社会実装は、サービスカーが先行する見通しであり、そ449 

のためのビジネスモデル開発も世界的に進んでいるが、当面の間、事業450 

性・経済性確保は必ずしも容易ではないと考えられる。他方、世界的には451 

効率的な配車システムの開発や顧客接点の改善などが進められており、452 

そうした新たなモビリティーサービス、いわゆるMaasの活性化が、将来的453 

な自動走行ビジネスの事業性や社会的受容性の向上に繋がっていくと考454 
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Pegasus に対して警戒感を持つと共に、日本との協力体制へは好意的な反486 

応を示している。また、。米国では SAE の Small Group にて検討を開始し487 

ているものの、DOT や NHTSA は実行力のある規制を設けることに慎重で488 

あり、OEM としてまとまった動きも見受けられない。 489 

このような国際的な動向もふまえ、日本においては JARI、Jaspar、JARI490 

にて活動を立ち上げることで基礎検討体制を築き、JAMA が横串の連携を491 

行うことで、国際的なトレンドであるシナリオベースの評価手法の検証・492 

確立にむけた研究開発を実施している。その中、ドイツの Pegasus とは連493 

携を進める中で Pegasus WorkShop を今年度日本で開催し、安全性評価に494 

おける日本のプレゼンスを高めたなど、ｚ国際協調を進めている。また、495 

海外で安全性評価の検討を進めているグループと安全性評価手法を記載し496 

たホワイトペーパー（WP）を作成することで合意した。さらに WP をも497 

とに ISO 提案のためのドラフトを作成し、議論を行う予定である。引き続498 

き、海外の検討グループとの国際連携を強化していく。 499 

 500 

シナリオの作成について 501 

高速道路は、SAE レベル 3 以上の安全性評価のありかたを検討するため502 

に JAMA が作成したユースケースから 2018 年度内に暫定的なシナリオを503 

作成する。その際、暫定シナリオから複数個のシナリオを選定し、適切に504 

安全性評価に活用できるのかテストケースを作成する。2019 年度から本格505 

的なシナリオの作成・収集・共有を開始すると共に、日本の OEM 自身が506 

どのようにシナリオの作成・収集・共有を図るか、運営のありかたも含め507 

た検討を開始する。 508 

一般道路は、SAE レベル 3 以上の安全性評価のありかたを検討するため509 

に、2018 年度末までに JAMA が整理するユースケースをもとに、2019 年510 

度から暫定的なシナリオ作成の検討を開始する。 511 

また、日本独特の道路事情を踏まえたシナリオ作成を進め、国際連携を512 

進めながら 2019 年度にはシナリオの体系化を目指す。 513 

 514 

国際基準 515 

自動運転車の認証手法に係る国際基準については、専門家会合（VMAD）516 

で検討が行われており、国交省の安全ガイドラインをもとにした評価手517 

法・プロセスを VMAD にて提案し、各国から大筋前向きに受け入れられた518 

と共に、EU の法案議論会議体（Technical Committee of Motor Vehicle）519 

にて安全要求ガイドラインを発行することが決定された。引き続き、日本520 

提案の検討等において貢献していく。 521 

 522 

セキュリティ 523 

自動車のセキュリティに関する国際動向として、ITS 世界会議において、524 

第三者認証の一つである Common Criteria の負担を軽くすると共に、評価525 

項目を自動車に特化して項目数を減らし、評価を短縮する方式の提案がフ526 
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ランスよりなされた。また、Escar の EPOCHE&ESPRI の講演において、527 

車両部品の評価に Common Criteria を、車両の暗号機能評価に FIPS140-2528 

を使用することや、制御システムセキュリティ規格 IEC62443 を評価基準529 

に適用することも検討する予定があるとの発表があった。 530 

国内においては、セキュリティ評価のためのテストベッド（車両模擬シ531 

ステム）のベース開発は終了し本年度内に完成予定であり、現在は事業メ532 

ンバーにより評価を行っている。また、テストベッドの活用に向けプロモ533 

ーション活動を行っており、具体的には機能安全カンファレンスや534 

Automotive World 等のセミナー等でのデモ展示を行うことで、研究や教育535 

に使いたいというユーザー候補を徐々に増やしている。このテストベッド536 

を活用することで、自らテスト環境を持たないサプライヤー、研究室、ベ537 

ンチャー等の技術レベルアップや人材育成への効果が期待される。 538 

 539 

事故データベース 540 

事故データベースは本年度までの 3 か年で構築し、ミクロデータ収集方541 

法の確立・データ管理システム仕様の作成・事故再現技術の確立を行った。542 

具体的な成果として、ミクロデータ活用の事業化判断に必要な情報を検討543 

し ITARDA へ提供した。また、東京圏で 40 件の特定ミクロ調査を実施し、544 

ミクロデータを収集した。さらに、OEM が導入している主要市販シミュレ545 

ーションソフトに対して、3D 点群&obj モデルを活用した事故再現事例と546 

マニュアルを作成し事業終了後に公開を予定している。 547 

来年度以降は、ITARDA にて事業化を検討していく。 548 

 549 

工程表 550 

これらをふまえ、認識・判断技術、セーフティ、セキュリティ、安全性551 

評価の各分野の工程表を更新した。 552 

 553 

 554 

５．人材戦略 WG 555 

５－１）WG設置の背景と目的 556 

 557 

自動車業界の IT 人材（自動車ソフトウェア開発に関わる人材）について558 

は、開発の核となる自動車工学とサイバーセキュリティを含むソフトウェ559 

アエンジニアリングの両方を担える人材は、我が国において圧倒的に不足560 

している。こうした状況を踏まえ、自動走行ビジネス検討会において、企561 

業が単独で開発・実施するにはリソース的、技術的に厳しい分野を考慮し、562 

「ソフトウェア人材」を協調領域として特定した。 563 

2017 年度は自動車向けソフトウェアのスキルを分類（制御系、知能系、564 

情報系、基盤系）し、人材不足感について推定し、自動走行ビジネス検討565 

会「自動走行の実現に向けた取組方針」Version2.0 において、他業界から566 

自動車業界への人材の引き付けや人材育成講座の活用も視野に入れた自動567 
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車ソフトウェアに関するスキル標準を策定していくものとし、自動走行ビ568 

ジネス検討会の下に人材戦略 WG を立ち上げ、各種施策の議論を加速させ569 

ていくこととした。 570 

人材戦略 WG では、スキル標準策定、自動運転 AI チャレンジ等の産官571 

学の取組の進捗状況に加え、国内外の自動車業界や国内の他業界での IT 人572 

材の育成・確保に関する取組を共有するとともに、産学官連携の在り方や573 

IT 人材にとって魅力ある人材育成・評価の仕組みづくりの在り方等を議論574 

した。 575 

 576 

５－２）現状認識 577 

 578 

自動化やコネクテッド化等の自動車業界の潮流に伴い、制御系に加え、579 

知能系（認識、判断、パス計画等）、情報系（地図情報、マルチメディア等）、580 

基盤系（OS、セキュリティ、数学等）の IT 人材について、具体的な規模581 

感推定には不確実性が大きいものの、自動車メーカーにおいては、知能系、582 

情報系を中心に外部委託先も含めて 1,000 人程度のオーダーで人材が不足583 

する（2020 年～2023 年頃を想定）と見る企業も存在する（2017 年度 自584 

動走行に関するソフトウェア人材の実態調査及び求める人材像の調査）。 585 

特に、AI 人材不足は自動走行の競争力を左右しうる喫緊の課題であるこ586 

とに加え、コネクテッド化が進み、自動走行の安全を担保する上でも重要587 

な課題となったセキュリティ分野は高度な専門性を要し、人材不足感が強588 

いと考えられる。加えて、自動車開発プロセスの上流でシステムの全体理589 

解に基づく要求分析のできるアーキテクト、機能安全（ISO26262 への対590 

応）、自動走行時代を見据えた新しい安全性評価など業界の地力を高める上591 

で基盤となる分野でも引き続き、人材を確保していくことが重要である。 592 

自動車業界の IT 人材育成・確保施策の展開にあたって、ニーズの高い技593 

術領域の重点化を進め、日本の自動車業界の IT 人材育成・確保のエコシス594 

テムの目指すべき姿とそれに向けた産官学の取組の方向性を示していくこ595 

とが必要。このため、まずは、本 WG で紹介のあった取組内容を中心に、596 

海外、日本の自動車業界、他業界における IT 人材の育成・確保に関する産597 

学官の取組について整理した。 598 

 599 

５－３）海外及び他業界における取組み 600 

 601 

海外事例 602 

海外では、学生等による自動走行車両による走行競技の開催を通じた人603 

材育成への期待から、自動走行車を使用した製作・コースでの実走競技や604 

自動車のハッキングイベントを通じたセキュリティ人材の発掘・育成の取605 

組が行われている。 606 

 産学連携については、米国では自動車会社と協力し、自動運転オンラ607 

イン教育コースを提供し、学生を育成しつつ、自動車業界に引き込む事例608 
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がある。独は大学の講義と企業の実践教育を組み合わせたデュアル教育等609 

により、人材エコシステムを形成している。また、中国精華大学では、国610 

家戦略に沿って、海外チームとの連携などにより、戦略的教育・研究を実611 

施している。 612 

 613 

国内自動車業界の動き 614 

今後の自動車業界を牽引する技術者の発掘育成のため、2019 年 3 月には615 

国内でも AI エッジコンテスト（映像データベースを活用したん認識アルゴ616 

リズム精度を競う）の上位者により、試験路における自動走行時のアルゴ617 

リズム精度を競う大会（自動運転 AI チャレンジ；Japan Automotive AI 618 

Challenge）の開催が予定されている。 619 

 また、産学連携による自動車ソフトウェアエンジニア育成の取組は国620 

内でも加速し、エコシステムの萌芽になりつつある。さらに、自動運転シ621 

ステムを明確に目的に据え、オープンなプラットフォームを活用した実践622 

的な活動の事例もみられる。 623 

 個社レベルでも大学と自動車 OEM の連携やトップレベルのソフトウ624 

ェア企業を目指し、環境を整え、トップ人材採用へ動く企業が出てきてい625 

る。 626 

 627 

国内他業界の動き 628 

日本の IT 業界、自動車以外のメーカーなどを見渡すと、IT・テクノロジ629 

ー企業は、「一緒に働きたいと思うカリスマ人材の採用」「高額インターン630 

の実施」等により、「トップ人材」を引き付けるとともに、幅広い教養や論631 

文執筆などスキル向上と世の中への発信を求める傾向がある。大手メーカ632 

ーは、特に日本での新卒一括採用の流れもあり、「大学への早期のアプロー633 

チ」や「社員のスキル転換への教育」が多く見られる他、特別な人事・給634 

与制度の設定や買収を通じた人材確保の動きも見られる。 635 

 636 

５－４）今後の取組の方向性 637 

 638 

背景にある自動車業界の IT 人材の状況や国外・他業界の状況を踏まえ、639 

2018 年度に引き続き、トップ人材（AI 等）の引き込み・育成やマス分野640 

での自動車業界×IT の人材エコシステム構築を目指し、自動車ソフトウェ641 

ア分野の人材プールを強固にしていく。特に、人材不足が深刻なサイバー642 

セキュリティは業界協調の取組を後押しする他、自動車×IT の人材エコシ643 

ステムのグローバル化を意識して取組を推進していく。 644 

 645 

トップ人材（AI 等）の引き込み・育成 646 

自動運転の競争力を左右しかねないトップ AI 人材については、喫緊の課647 

題である一方で、自動車業界・国内で一長一短に育成することは困難であ648 

ることから、2018 年度に実施した自動運転 AI チャレンジのように情報系649 
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の学生や自動車業界外のトップ人材を引き付けるイベントを、引き続き、650 

産学の連携をいっそう強化しつつ、業界大で実施し、国際的な取組につな651 

げていくなど、他業界・海外からの AI 人材の引き込みを狙っていく。 652 

さらに、政府の各種戦略で AI 人材育成が位置付けられ、様々な施策が行653 

われていることを自動車業界としても好機ととらえ、2018 年度は、未踏ア654 

ドバンスト事業のプロジェクトマネージャを自動車業界から推薦する等の655 

連携を進めたところ。中長期的に国内の AI 人材を自動車業界に引き込むこ656 

とを狙って、トップ AI 人材の育成に係る各種施策との連携の在り方につい657 

て検討していく 658 

 659 

マス人材の自動車×IT の人材エコシステムの構築 660 

自動化やコネクテッド化等の自動車業界の潮流に伴い、顕在化する IT 人661 

材の不足感に対し、2018 年度は、自動走行に焦点を当て自動車ソフトウェ662 

ア人材に求められる新しいスキルを体系的に整理・見える化し、産学官が663 

共通のラベルでスキル領域について認識して人材の育成・確保の取組を進664 

めるインフラとして、自動走行ソフト開発スキル標準（以下、「スキル標準」）665 

を策定した。スキル標準の最上位のスキル階層においては、自動走行ソフ666 

トウェアのスキル全体を網羅しつつ、JASPAR 版 ETSS（JASPAR 版組込667 

みスキル標準、2010 年）からの差分を対象として、技術動向調査、有識者668 

意見を参考に主要なスキル項目を特定し、スキル標準最上位の第１階層に669 

対して、技術の成熟度、緊急性、必要性に基づき３領域（認知系技術、シ670 

ステムズエンジニアリング、新しい安全性評価）を特定して具体化した。 671 

 672 

策定にあたっては、自動車業界（OEM、サプライヤー）、組込みソフト673 

ウェアベンダー、自動車業界内外の関連団体、大学等の有識者から成る自674 

動走行ソフト開発スキル標準策定作業部会（以下、「スキル標準策定部会」675 

と呼ぶ）を設置し、内容について議論、承認を得た。また、有識者ヒアリ676 

ングに基づき網羅性の検証、スキルの粒度設定などの妥当性を検証してい677 

る。さらに、スキル標準策定部会においては、学生や他業界からの自動車678 

業界への人材の引き付けや人材育成講座・スキル診断/定量化サービスへの679 

活用、社内での人材育成・活用、外部との協業などのユースケースを議論680 

し、スキル標準の活用法としてまとめた（2018 年度 自動走行に関するソ681 

フトウェアスキル標準策定に係る調査）。 682 

 683 

今後は、スキル標準の運用体制について検討を進めるとともに、関連分684 

野の研修講座を提供する組織と連携し、スキル標準に準拠した民間・大学685 

講座の開発を進め、学生・他業種から引き込みや自動車業界内での新領域686 

へのリソースシフトを促してく。講座開発にあたっては、特定の職種（キ687 

ャリア）に対して求められるスキル項目の集合とそれらのレベルを定義し688 

たキャリア基準（求められる人材像に相当）を明確にするとともに、第４689 

次産業革命スキル習得講座認定制度や各種資格試験制度との連携、社内評690 
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価への反映等の受講者のインセンティブ向上策も同時並行で検討して行く691 

ことが必要である。特に、サプライヤー領域においては、サプライヤー応692 

援隊における地域支援団体等とも連携しながら IT 人材の育成、確保を進め693 

る。これらの取組により、引き続き、国内での自動車 IT の人材エコシステ694 

ム構築を目指していく。 695 

 696 

セキュリティ人材については、2017 年度から、IPA が主体となり産業サ697 

イバーセキュリティ講座を、自動車技術会が主体となり自動車サイバーセ698 

キュリティ講座を実施するなど業界協調の取組が進んでいる。今後は、2018699 

年度末に整備されることとされているテストベッド（部品レベルで性能評700 

価を行う評価環境）のサイバーセキュリティ人材育成に向けた活用や SIP701 

が策定を進めている車両に対する車外からの攻撃に関する評価ガイドライ702 

ンを活用し、将来的には外部の優秀なハッカーと手を組んだ White Hat 703 

Hacking 等の取組を検討するとともに、他分野についても業界による取組704 

を後押ししていく。 705 

 706 

加えて、自動車ソフトウェア領域への学生や IT 人材の引き込みに向け、707 

業界大で IT 人材にとっての自動車業界の魅力を発信していくことも重要708 

である。この他、人材戦略 WG では主な議題とはしていないものの、デジ709 

タルエンジニアリングの導入拡大や日本の開発プロセスになじむ国際標準710 

化戦略により、ソフトウェア開発工数そのものを削減することや、ソフト711 

ウェア分野での付加価値が高まる中、中長期的には、工数に応じた価格付712 

けを行う商品取引慣行の見直しによる人材の給与水準の底上げが人材不足713 

の解消に資する可能性があり、今後関係省庁や関係団体で議論を進めてい714 

くことが必要である。 715 

 716 

自動走行×IT の人材エコシステムのグローバル化 717 

今後国内の労働力市場もひっ迫し、ソフトウェア・IT の分野も例外では718 

ないことから、自動車業界においても、国内にとどまらず、海外での IT 人719 

材の育成・確保を視野に入れることが必要である。 720 

  とりわけ、AI 人材が量質ともに豊富な米中印等からの引き込みを意721 

識し、自動車業界による海外のトップ大学でのジョブフェア、寄付講座と722 

いった人材確保・育成の取組を後押しするとともに、海外の AI 系のスター723 

トアップとの協業機会の創出を図っていく。 724 

さらに、今後インド、ASEAN 等のアジア諸国が巨大な IT 人材プールと725 

なってくることを見据えながら、将来的なアジアでの自動車 IT の人材エコ726 

システムにつなげていく視点が必要である。その際は、米国等で高度 IT 人727 

材育成のためのオンライン講座や評価体系としてインフラになりつつある728 

民間の取組（Udacity、Kaggle）などグローバル動向を参考にしながら、729 

同時に整合を図っていく。 730 

 731 
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来年度の人材戦略 WG の進め方について 732 

今年度は、人材戦略 WG で、産官学の取組の進捗状況に加え、国内外の733 

自動車業界や国内の他業界での IT 人材の育成・確保に関する取組を共有す734 

るとともに、産学官連携の在り方や IT 人材にとって魅力ある人材育成・評735 

価の仕組みづくりの在り方等を議論し、第２回 WG で自動走行 IT 人材戦736 

略（案）を示した。来年度は、スキル標準を踏まえた講座開発の検討状況737 

等「３．今後の取組の方向性」に示した施策の進捗をフォローアップし、738 

第 4 次産業革命スキル習得講座認定（リカレント教育講座）との連携等の739 

受講者のインセンティブの在り方を議論していくとともに、トップ人材（AI740 

等）の引き込み・育成やマス人材での自動車業界×IT の人材エコシステム741 

構築を目指し、自動車ソフトウェア分野の人材プールを強固にしていくた742 

めの業界としての取組の在り方や産学官連携の役割について、引き続き議743 

論していく。 744 

 745 

 746 

６．自動走行における競争・協調領域の戦略的切り分け 747 

６－１）今年度の取組 748 

今年度の自動走行ビジネス検討会は、進捗状況を確認する会合を開催する749 

とともに、将来課題検討 WG、人材戦略 WG、安全性評価環境づくり検討 WG で750 

の検討結果を踏まえて、重要な 10分野についてとりまとめを行った。 751 

 752 

６－２）重要 10分野全体の関係性 753 

＜必要な技術等＞ 754 

レベル 2～5 の実現に向けては、まず、高精度地図と車載センサーにより755 

得た情報から自車位置を特定10した上で、車線情報を得つつ、目的地を設定756 

する技術【地図】が必要となり、車載センサーにより周辺環境を認識しな757 

がら走行する技術【認識技術】が必要となる。その際、必要に応じ、通信758 

インフラにより合流や右折時等の死角情報を認知する技術【通信インフラ】759 

が必要となる。 760 

走行に当たっては、周辺車両等の挙動を先読みし、障害物が無いと判断761 

する技術【判断技術】が必要である。 762 

走行中は、アクセル、ブレーキ、ステアリングの制御技術に加え、車両763 

システムの故障時、センサー等の性能限界時、ユーザーによる誤操作・誤764 

使用（ミスユース）時には、車両システムが確実にトラブルを検知し安全765 

を確保する技術【セーフティ（機能安全11等）】が必要であり、また、サイ766 

バー攻撃等を受けた場合にも、車両システムが確実にトラブルを検知し安767 

全を確保する技術【サイバーセキュリティ】が必要である。 768 

                                                   
10 冗長性を確保するため、測位衛星（GPS や準天頂衛星等）による高精度な自車位置特定技術

も検討が進められている。 
11 故障時における安全設計を指す。 
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また、レベル 2 では運転者が周辺を監視する義務、レベル 3 では運転者769 

がシステムからの運転交代に即座に対応するためにシステムを監視する義770 

務が生じることから、運転者の居眠り等を防ぐため、車両システムが運転771 

者の状態を把握する等の技術【人間工学】が必要である。 772 

これらの技術開発には、核となるサイバーセキュリティを含めたソフト773 

ウェアに関する人材確保・育成等に係る開発環境の整備【ソフトウェア人774 

材】が必要である。更には、自動運転車を社会実装するためには、責任論775 

を含めた社会受容性の向上【社会受容性】が必要であるとともに、これら776 

技術が組み合わさって構成されたシステムの安全性を評価する手法【安全777 

性評価】が必要である。 778 

 779 

＜協調分野の特定＞ 780 

今後、我が国が競争力を獲得していくにあたり、上記必要な技術等のう781 

ち、現時点において、企業が単独で開発・実施するには、リソース的、技782 

術的に厳しい分野を考慮し、昨年度までに自動走行に係るテーマから重要783 

となる 10 分野を協調領域として特定した12。 784 

※10 分野＝地図、通信インフラ、認識技術、判断技術、人間工学、 785 

セーフティ（機能安全等）、サイバーセキュリティ、 786 

ソフトウェア人材、社会受容性、安全性評価 787 

更に、重要 10 分野に対して、我が国として協調すべき具体的取組を抽出788 

するにあたり、大きく「技術開発の効率化」と「社会価値の明確化・受容789 

性の醸成」の 2 つの分類から具体的取組の抽出を行った。 790 

 791 

「技術開発の効率化」については、更に、アセット（試験設備、データ792 

ベース、人材）の共通化と開発標準や開発段階における評価方法の共通化793 

という 2 つの協調内容に分けることができる。 794 

アセットの共通化については、基盤地図のデータ整備・更新、認識・判795 

断技術に活用できるデータベース等の整備と民間における運用、自動走行796 

用テストコースの活用、更には、ソフトウェア人材の獲得に向けたイニシ797 

アティブの検討等の協調が考えられる。 798 

開発標準や開発段階における評価方法の共通化については、組込ソフト799 

ウェアのスキル標準の活用拡大、モデルベース開発、モデルベース評価な800 

ど開発・評価手法の効率化、業界ガイドライン、サプライヤーからメーカ801 

ーへの技術が提供される際の認証の仕組みの策定、更には、セーフティ／802 

サイバーセキュリティに関する国際共通ルール及び開発ツールの整備等の803 

協調が考えられる。 804 

「社会価値の明確化・受容性の醸成」については、事故低減効果の明確805 

化などの社会的意義の提示、ユーザーの自動走行システムの理解度向上、806 

                                                   
12 「今後の取組方針」において重要 8分野を協調領域と位置づけ、「自動走行の実現に向けた取

組方針」においてソフトウェア人材の重要性が高まってきたことを踏まえ 9分野に拡充し、「自

動走行の実現に向けた取組方針 Version2.0」において、安全性評価を 10分野目に加えた。 
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民事／刑事上／行政法上の責任論の整理や必要なインフラの明確化といっ807 

た個社では決めることのできない課題への取組が協調領域として挙げられ808 

る。 809 

特に、アセットの共通化については、産学官が協調しながら、どのよう810 

なデータが共通化・共有できるのか重点的に検討を進め、今後の産業競争811 

力強化につなげることが重要となる。 812 

 813 

６－３）重要 10分野における取組方針 814 

 815 

自動車メーカー、サプライヤー等のニーズ及び車両側の技術から検討し816 

た工程表を作成し、既存の取組を継続、必要に応じて拡充することで自動817 

走行の将来像の実現を加速させる。この重要 10 分野に関しては、取組の進818 

捗状況について定期的に点検し、海外動向や技術の進展、産業構造の転換819 

等状況の変化に応じて柔軟に取組の見直しや新たな対応を検討・実行して820 

いく。また、10 分野は完全に独立しているわけでなく分野の関係性の認識821 

も重要となる。そのため、分野毎の進捗含め、全体を俯瞰して取り組むこ822 

とが重要となる。 823 

 824 

Ⅰ．地図 825 

 自動走行に活用する高精度地図の整備に向けては、①ビジネスモデル（整826 

備範囲、仕様、費用負担（整備主体の決定含む）、更新頻度）の明確化、②827 

データ整備・更新に係るコスト低減のための技術開発、③データフォーマ828 

ットの国際標準化やグローバルに自動車を商品化するための海外展開が必829 

要となる。 830 

 831 

（協調のポイント） 832 

➢ ビジネスモデルの明確化 833 

➢ 地図データ整備・更新に係るコスト低減 834 

➢ 海外展開 835 

 836 

＜進捗状況と取組方針＞ 837 

高速道路については 2016 年度に方向性（ビジネスモデル）が概ね合意13838 

され、一般道路については 2017 年度に特定地域（東京 2020 実証地区）14で839 

の実証を通して整備範囲や仕様等を決定していく方向性を提示したところ。 840 

                                                   
13 高速道路については、自工会自動運転検討会がとりまとめた、「自動運転用 高精度地図に関

する推奨仕様書（2016年 11月）」に基づき、ダイナミックマップ基盤株式会社（DMP）が地

図データを整備しており、2017年度は日本の主要な高速道路 1.4万 kmを整備した。2018年

度中に日本全国の高速道路 3.0万 kmを整備。 
14 日本自動車工業会において検討している、東京 2020オリンピック・パラリンピックにおける

自動運転実証地域を想定。羽田地区、臨海副都心地区、新宿地区を予定。 
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2020 年頃の高速道路における実用化及び特定地域（東京 2020 実証地区）841 

での実証に向け、2018 年度中に高速道路全道路のデータ整備、2019 年度842 

中に一般道路における特定地域（東京 2020 実証地区）のデータ整備を完了843 

する。 844 

また、一般道路における整備方針を早期に決定することが協調において845 

は重要であることから、特定地域（東京 2020 実証地区）での実証を踏まえ846 

た整備方針を 2021 年までに決定することが求められる。更には、引き続き、847 

高速道路、一般道路それぞれについて自動図化更新技術等の開発を推進し、848 

コスト低減に取り組むことが重要である。 849 

同時に、データフォーマットの国際標準化を推進するとともに、海外展850 

開15や海外における地図データとの整合性を図っていく。 851 

 852 

 また、高精度な地図の検討に併せて、サービス性、リアルタイム性を持853 

ったダイナミックマップの構築に向けては、①プローブデータ等の自動走854 

行に活用する動的情報等の取り扱いを決定、②費用負担の効率化を図るた855 

め高精度地図データを含めた地図データの自動走行分野以外への展開、③856 

データを収集・配信するダイナミックマップセンター機能の在り方、主体857 

の決定が必要となる。 858 

 859 

（協調のポイント） 860 

➢ プローブデータの活用方法（自動走行分野） 861 

➢ データの他分野展開 862 

➢ ダイナミックマップセンター機能の在り方 863 

 864 

＜進捗状況と取組方針＞ 865 

2017-18 年度の大規模実証16におけるダイナミックマップ等の実証を通866 

して、プローブデータの活用方法、仕様、更にはダイナミックマップセン867 

ター機能の在り方の検討を 2016-18 年度で実施。プローブデータに関して868 

は、活用目的含め、現時点では未決定事項が多い一方、個社で実施できる869 

部分は限られるため、活用目的を明確化し協調することが早期の整備には870 

重要となる17。 871 

 872 

Ⅱ．通信インフラ 873 

 通信インフラとの協調の確立に向けては、どのような場面において情報874 

                                                   
15 北米地域において、DMP が同社仕様に基づくサンプル地図をデータ化し、国内外の OEM・

主要サプライヤーへ配布した（シリコンバレー地区幹線道路 40km）。欧州についても、DMP

が（独）HERE と議論を開始。 
16 内閣府 SIPによる大規模実証実験において、整備した基盤地図約 758kmを活用して 2017年

度に実験を実施。2018年度は、基盤地図の更新やダイナミック情報の配信に係る実験を実施。 
17 地図の不良による事故時の対応についてもコストに大きく影響するため、ビジネスモデルの

中で合意を図ることが必要。 
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が必要となるのか具体化を図る必要があることから、①高速道路における875 

合流や一般道路における右折時等の死角情報の必要性についてユースケー876 

スを設定した上で、②実証場所、車両とインフラ設備との路車間通信等の877 

必要となるインフラ・仕様を決定し、③環境整備に取り組む必要がある。 878 

 879 

（協調のポイント） 880 

➢ ユースケースの設定 881 

➢ 必要となるインフラの選定 882 

 883 

＜進捗状況と取組方針＞ 884 

2020 年頃の高速道路における実用化及び特定地域（東京 2020 実証地区）885 

での実証に向け、実証場所・ルート案の策定、ユースケースの整理、必要886 

な情報の整理を日本自動車工業会において行い、関連団体に提示したとこ887 

ろ。関連団体と連携し、2018 年度中に仕様・設計要件を設定した。 888 

今後は、遅くとも 2019 年中に特定地域（東京 2020 実証地区）において889 

必要となるインフラの整備を行っていく必要がある。その際、様々な通信890 

技術の活用を視野に入れながら、インフラの機能や装備が過多にならない891 

ように、グローバル化の波に遅れないようセルラー系の技術18も見据えて、892 

仕様等を検討することが協調した取組において重要となる。 893 

 894 

Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術 895 

認識技術、判断技術の高度化に向けては、①海外動向に鑑みた最低限満896 

たすべき性能基準とその試験方法を順次確立し、②試験設備や評価環境等897 

を整備するとともに、③開発効率を向上させるために走行映像データ等の898 

センシング情報、運転行動や交通事故等のデータベースを整備していく必899 

要がある。 900 

 901 

（協調のポイント） 902 

➢ 最低限満たすべき性能基準とその試験法の確立 903 

➢ 試験設備や評価環境等の整備 904 

➢ 活用目的に沿ったデータベース整備 905 

 906 

＜進捗状況と取組方針＞ 907 

性能基準とその試験方法については、JARI（一般財団法人 日本自動車908 

研究所）が、2017 年 3 月に整備した⾃動運転評価拠点「Jtown」19を活用909 

                                                   
18 ハードウェアについても、周波数帯の変化に応じて対応できるような開発が必要。 
19 産官学連携による自動運転技術の協調領域の課題解決と将来の評価法整備に取り組むため、

経済産業省の補助事業を活用して、既設の模擬市街路を刷新し、自動運転評価拠点として建設

したもの。 http://www.jari.or.jp/tabid/142/Default.aspx  
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して、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」20に910 

基づく安全確保措置を評価する、事前テストサービス21を 2018 年 2 月に開911 

始したところ。また、データベースについては、JARI において認識・判断912 

データベース22の構築を検討してきており、このうち、走行映像については913 

他業界の多用途への適応に向け、サンプルデータの公開23を行ったところ。 914 

今後、性能基準とその試験方法に関しては、現在高速道路で検討が進ん915 

でいる自動操舵に対する国連法規を一般道路用の基準に拡大する等の国際916 

的動向等に鑑みつつ、自動運転評価拠点「Jtown」を活用しながら、2020917 

年頃の一般道路における自動走行導入を見据えて、試験方法の検討を順次918 

推進し確立していく。認識・判断データベースや交通事故データベースに919 

ついては、後述する安全性評価に活用するシナリオデータの策定等を目的920 

として活用していくことに加えて、利用希望者の負担の下、データベース921 

の活用を進めていく。なお、ドライブレコーダーの記録に関しては、今後、922 

事故原因特定のための証明等に活用されることが考えられるが、書き換え923 

や流出のリスクを抑える仕組みづくりが必須となる。 924 

 925 

Ⅴ．人間工学 926 

 レベル 3 においては、システムから運転者に運転移譲が生じるため、運927 

転者がシステムを監視する義務があることから、システムが運転者の状態928 

を把握する技術を確立する必要があるとともに、運転者によるシステム理929 

解を向上する必要がある。また、レベル 2 以上においては、他の交通参加930 

者との円滑な交通を実現するため、システムと他の交通参加者とのインタ931 

ラクションを確立していく必要がある。開発効率を向上させるため、開発・932 

評価基盤の共通化を協調領域として進めることが重要であり、①運転者の933 

生理・行動指標を同定し、運転者モニタリング要件や安全な運転委譲のた934 

めの必要条件等の検討、②運転者によるシステムに関する知識及び状態の935 

理解度向上方法の検討、③自動走行車両と他の交通との意思疎通方法の検936 

討を進める必要がある。更には、①～③の検討結果を踏まえた、④国際標937 

準化を推進する必要がある。 938 

 939 

（協調のポイント） 940 

➢ 運転者モニタリング要件 941 

➢ 運転者によるシステム理解 942 

➢ 自動走行車両と他の交通との意思疎通方法 943 

                                                   
20 警察庁が、自動走行システムを用いて公道実証実験を実施するにあたって、交通の安全と円

滑を図る観点から留意すべき事項等を示したもの。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/gaideline.pdf  
21 http://www.jari.or.jp/Portals/0/resource/press/Press_2018_1_15.pdf 
22 「認識・判断データベース」は、SIP-adus、経産省委託事業により構築してきたもので、走

行映像等のセンシングデータや運転行動データのデータベースを構築。 
23 http://www.jari.or.jp/tabid/599/Default.aspx  
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➢ 国際標準化 944 

 945 

＜進捗状況と取組方針＞ 946 

2016 年度末までに、運転者の生理・行動指標の同定、運転者のモニタリ947 

ングシステムの基本構想が完了し、2017-18 年度の大規模実証において検948 

証を実施。また、運転者の Readiness 状態の指標化やシステムから運転者949 

への運転委譲に関わる HMI24など検討中のものも含め国際標準化25提案を950 

推進しているところ。 951 

2018 年度中に、大規模実証実験の結果を踏まえつつ各種要件検討を完了952 

し、国際標準化を引き続き推進することで設計基盤を協調して確立。また、953 

セカンダリーアクティビティについては、海外動向等に鑑みつつ、許容さ954 

れるセカンダリーアクティビティの評価方法を検討していく。 955 

 956 

Ⅵ．セーフティ（機能安全等） 957 

安全確保のための機能安全等に係る開発効率を向上させるため、開発・958 

評価方法の共通化を目指す。開発・評価方法の検討に当たっては、①ユー959 

スケース・シナリオを定めた上で、②車両システムの故障時、センサー等960 

の性能限界時、ミスユース時における安全設計要件の抽出とその評価方法961 

を確立する必要がある。また、これらの設計要件は③国際調和を図ってい962 

く必要がある。 963 

 964 

（協調のポイント） 965 

➢ ユースケース・シナリオ策定 966 

➢ 安全設計の要件とその評価方法 967 

➢ 国際調和 968 

 969 

＜進捗状況と取組方針＞ 970 

2017 年度中に、ユースケース・シナリオ26策定を実施し、センサー目標971 

性能の導出、設計要件の抽出を完了し、国際標準27へ提案しているところ。 972 

                                                   
24 Human Machine Interfaceの略。システムと運転者とのインタラクションとなる内向き HMI

（運転者の状態把握、運転者への運転移譲等を行う）、システムと他の交通参加者とのインタ

ラクションとなる外向き HMI（他の交通参加者の挙動把握、他の交通参加者へ自動走行車の

挙動提示を行う）に大別される。 
25 内向きHMI（Road Vehicles: Human Performance and State in the Context of Automated 

Driving: Part 1 – Terms and Definitions）について ISO／TR21959 Part1が 2018年に、外

向きHMI（自動走行車と他の交通参加者とのインタラクション）（Road Vehicles – Ergonomic 

aspects of external visual communication from automated vehicles to other road users）に

ついて ISO／TR23049が 2019年に発行予定。 
26 ユースケース・シナリオの定義については後述する安全性評価の項目を参照。ユースケース・

シナリオは網羅性を確保することが困難なため、この時点においては代表ケースを抽出したも

ので、順次修正・追記していく必要がある。 
27 機能安全について ISO26262が 2018年に、性能限界及びユーザーの誤操作・誤使用について
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今後は、後述する安全性評価とも大きく関係してくるが、車両システム973 

の故障時、性能限界時、ミスユース時の評価方法を確立・検証するために、974 

バーチャル環境及びシミュレーターを構築し、実車での検証も行いながら、975 

評価手法を確立していく。なお、評価・認証体制については、車両技術の976 

知見や技術を評価するテストコースを有し、かつ、ユーザー視点でも安心977 

のおける中立機関として、JARI が主体として体制を構築することが期待さ978 

れている28。 979 

 980 

Ⅶ．サイバーセキュリティ 981 

 安全確保のためのサイバーセキュリティに係る開発効率を向上させるた982 

め、開発・評価方法の共通化を目指す。開発・評価方法の検討に当たって983 

は、①最低限満たすべき水準を設定し、②要件や開発プロセス、評価方法984 

を確立する必要がある。これらの設計要件等は③国際調和を図っていく必985 

要がある。また、④部品レベルで性能評価を行う評価環境（テストベッド）986 

を構築し協調した対策を向上させる。更には、⑤市場化後の運用面におい987 

て発生したインシデント情報、脆弱性情報の共有・分析体制を構築し、業988 

界協調により対策を向上させることが重要である。 989 

 990 

（協調のポイント） 991 

➢ 最低限満たすべきセキュリティ水準 992 

➢ 安全設計の要件とその評価方法 993 

➢ 国際調和 994 

➢ テストベッドの実用化（評価認証体制の構築） 995 

➢ 運用面における情報共有・分析体制の構築 996 

 997 

＜進捗状況と取組方針＞ 998 

2016 年度末までに、最低限満たすべき水準を設定し、国際標準29へ提案999 

するとともに、国際標準に先行して我が国における業界ガイドライン30の策1000 

定を進めているところ。また、国際基準については、WP2931傘下のサイバ1001 

ーセキュリティタスクフォース32において、業界も積極的に参加し、自動車1002 

                                                                                                                                                               

SOTIF（ISO／PAS21448）が 2018年に発行予定。今後 ISO26262と結合する可能性もある。 
28 体制の構築に向けては、国際標準も視野に入れ、自動車業界や国内外の大学等の知見等を得

つつ、連携拠点として設備面や人材面の強化を進める必要があるとともに、セーフティ、セキ

ュリティ、ソフトウェア等に係る人材育成の場としても機能することが求められる。 
29 ISO21434 が 2020 年に発行予定。サイバーセキュリティについては、米国 SAE との JWG

（Joint Working Group）により進行中。 
30 JASPARにおいて、OEMサプライヤーが実施する評価ガイドラインを策定予定。 
31 国連欧州経済委員会（UN-ECE）の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）。 
32 WP29において策定されたガイドライン「Cybersecurity And Data Protection」（2016年 11

月の ITS／ADで合意、2017年 3月のWP29で成立）の技術的要件を定めるために、2016年

12月に設置されたタスクフォース。 
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安全基準とリンクした議論が進められているところ。 1003 

今後は引き続き、国際基準・国際標準の議論に積極的に関わるとともに、1004 

テストベッドについて 2018 年度末までに整備し、その後実用化していく。1005 

また、日本自動車工業会に確立した情報共有体制33について情報共有・分析1006 

機能を強化する観点で必要となる体制拡大を進めることが重要であり、検1007 

討が進められている。更には、自動車に特化されたものではないが、米国1008 

おいて Cybersecurity Framework 34 が策定され、欧州においても1009 

Cybersecurity Certification Framework35を検討していく方針であり、こ1010 

れを受け、我が国においても業界横断型のフレームワークが提案され、業1011 

界ごとにフレームワークを検討していく動きがある。自動車についても1012 

Connected、自動走行技術が進展する中、サイバーセキュリティリスクは1013 

増大するため、自動車業界が活用できるリーズナブルなフレームワークを1014 

検討していくことが重要である。 1015 

なお、評価方法や評価環境の整備等は、IT 業界等の専門家を加え、他業1016 

界での知見、ノウハウを獲得した上で、自動走行に必要なサイバーセキュ1017 

リティを担保していくことが重要となる。 1018 

 1019 

Ⅷ．ソフトウェア人材 1020 

開発の核となる自動車工学とサイバーセキュリティを含むソフトウェア1021 

エンジニアリングの両方を担える人材は、我が国において圧倒的に不足し1022 

ているため、その発掘・確保・育成に向けた早急な取組が必要となる。そ1023 

のため、①自動車業界に必要なソフトウェア・セキュリティ人材像の明確1024 

化、②人材の確保・育成を進めるための学における連携に向けた仕組みづ1025 

くり、③講座やイベントを通じた、若手を対象とした人材育成必要となる。 1026 

 1027 

（協調のポイント） 1028 

➢ 必要な人材像の明確化 1029 

➢ 学学連携に向けた仕組みづくりの検討 1030 

➢ 若手人材の育成 1031 

 1032 

＜進捗状況と取組方針＞ 1033 

                                                   
33 日本自動車工業会において J-Auto-ISAC WGを設置し、2017年 4月より活動を開始。 
34 2014 年 2 月に Version1.0 が公表され、サイバーセキュリティ対策の全体像を示し、「特定」、

「防御」、「検知」、「対応」、「復旧」に分類して対策を提示した。現在、Version1.1策定に向け

た議論が進行中。この改訂では、“サプライチェーンリスク管理”“サイバーセキュリティの自

己評価”の重要性が強調されている。 
35 ICT 機器とサービスについて、サイバーセキュリティ認証フレームワーク（Cybersecurity 

Certification Framework）を構築し、欧州内におけるサイバーセキュリティ認証制度を確立

することで、欧州におけるデジタル単一市場の信頼性、セキュリティを確保する。なお、これ

は、法の定めがない限り自主的なもの（Voluntary）であり、直ちに事業者に規制を課すよう

なものではない。 
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ソフトウェア人材について、2017 年度は、自動車向けソフトウェアのス1034 

キル分類と整理（制御系・知能系・情報系・基盤系）並びに国内及び海外1035 

におけるソフトウェアの人材育成・引き付け・生産性向上に関するベスト1036 

プラクティスの調査を実施したところ。2018 年度は自動走行ソフトウェア1037 

に関する技術体系を整理し、特に必要性が高い 3 分野（認知系、システム1038 

ズエンジニアリング、新しい安全性評価）について求められるスキルを体1039 

系整理した標準（スキル標準）および活用事例集を作成した。来年度はこ1040 

れらのスキル標準に準拠した民間・大学講座の開発及び受講者のインセン1041 

ティブ向上策を検討するとともに技術の成熟に応じた分野別のスキル標準1042 

など今後の運用体制について検討を行う。なお、自動走行ビジネス検討会1043 

の下に人材戦略 WG を立ち上げ、各種施策の議論については同 WG にて実1044 

施（詳細は 5.の記載参照のこと）。 1045 

セキュリティ人材について、2018 年度は、IPA が主体となり産業サイバ1046 

ーセキュリティ講座を、自動車技術会が主体となり自動車サイバーセキュ1047 

リティ講座を実施したところ。2019 年度も引き続き、取組を継続する。今1048 

後は、海外人材の発掘・中途採用を含めた積極的な取組が必要であり、そ1049 

の際には、人材を確保するために雇用体系の検討はもちろんのこと、業界1050 

が協調して、製造現場におけるサイバーセキュリティ人材の必要性や職の1051 

魅力を発信することが不可欠である。 1052 

 1053 

Ⅸ．社会受容性 1054 

自動走行システムへの社会受容性の向上に向けては、①自動走行による1055 

効用とリスクを示した上で、②社会・消費者の意識・関心を高めつつ、技1056 

術開発と制度整備を進める必要があり、ユーザーのニーズに即したシステ1057 

ム開発を進めることが重要である。 1058 

 1059 

（協調のポイント） 1060 

➢ 自動走行の効用とリスクの発信 1061 

➢ 責任論を含め、必要に応じた制度整備 1062 

 1063 

＜進捗状況と取組方針＞ 1064 

責任論を含めた制度整備については、各省庁における議論が進捗してお1065 

り、2018 年 6 月に政府全体としての制度整備の方針を示す「自動運転に係1066 

る制度整備大綱」36が策定された。自動走行レベルについても「官民 ITS1067 

構想・ロードマップ 2018」（前述 表 1 参照）でとりまとめたレベルが世1068 

間的に共通認識されつつある37。国民理解促進のための情報発信については、1069 

                                                   
36 「自動運転に係る制度整備大綱」。 
37 一般消費者目線では、自動走行レベルが分かりにくいとの指摘もあるため、システムとドラ

イバーとの責任関係による分け方など、分かりやすい周知による国民の理解度向上を図ってい

く必要がある。 
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シンポジウム38や市民参加型受容性イベント39などを通して、政府として発1070 

信を継続しているところ。 1071 

今後は、「自動運転に係る制度整備大綱」に基づき、関係省庁における制1072 

度整備が加速することが重要である。また、自動走行の実用化に当たって1073 

は、ユーザーの誤認識や過信を防ぐ必要があることから、国民の自動走行1074 

システムへの理解が必須となる。そのため、国民の理解度向上を促進する1075 

ために、社会への情報発信の強化がより重要となる。2018 年度には、自動1076 

走行による事故低減効果、省エネルギー効果や CO2 排出削減効果等を定量1077 

化し、自動走行の効用を明確化した。今後、社会への発信強化につなげて1078 

いくことが重要である。 1079 

加えて、後述する実証プロジェクト、関係省庁における実証プロジェク1080 

トや民間による実証プロジェクトが 2017 年度から頻繁に開始されている1081 

ことを踏まえ、その内容を積極的に発信することで社会により身近になり1082 

つつあることを国民に認識してもらい、社会受容性を向上させていくこと1083 

が重要である。 1084 

 1085 

Ⅹ．安全性評価 1086 

2020 年以降に実用化が見込まれている高度な自動走行の実現に向けて、1087 

自動走行に関する様々な分野に関し、国際基準の議論が WP29 において、1088 

また国際標準の議論が ISO において行われている中、これら基準・標準を1089 

見据えた安全性の評価方法等について早急に議論が必要である。そのため、1090 

自動走行ビジネス検討会の下に、安全性評価環境づくり検討 WG を設置し、1091 

関係者において議論を行った（4.を参照のこと）。 1092 

自動走行システムに係る安全性評価については、これまでのドライバー1093 

による認知・判断・操作をシステムが行うこととなるため、実車による評1094 

価に限界がある。そのため、バーチャルによるシミュレーションにより評1095 

価を行う必要があり、評価に必要となる①安全性評価用シナリオ40、①の作1096 

成に必要な②データ収集及び③ユースケース41の研究が必要となる。 1097 

                                                   
38 経済産業省・国土交通省委託事業「自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究」

において、2017年 3月 7日、2018年 3月 5日、2019年 3月 6日に開催。自動車業界、移動・

物流サービス事業者、法律家、保険団体、一般消費者等が参加。 
39 SIP-adusにおいて、市民を交えた議論を数回実施している。この他、SIPにおいては、ワー

クショップを毎年開催している。 
40 シナリオとは、一連の行動（動作）の初めから終わりまでを指す。また、シーンとは、一連

の行動（動作）における一部分のくり抜いたものを指す。なお、ドイツ PEGASUS プロジェ

クトにおいては、Functional Scenario、Logical Scenario、Concrete Scenarioの 3種類を定

義している。 

Functional Scenario：車両が走行する際の交通環境の構成要素を指す 

Logical Scenario：構成要素のパラメーターの範囲を定義したものを指す 

Concrete Scenario：構成要素を特定しパラメーターを一つに決めた、いわゆるテストに使用

するものを指す 

Sceneについても同様に存在する。 
41 ユースケースとは、ドイツ PEGASUSプロジェクトの Logical Sceneに対応するもの。 
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 1098 

（協調のポイント） 1099 

➢ シナリオ 1100 

➢ データ収集の仕組み 1101 

➢ ユースケース 1102 

 1103 

＜進捗状況と取組方針＞ 1104 

ユースケースについては、日本自動車工業会や JARI（「Ⅵ．セーフティ」1105 

参照）が業界協調として、2016 年度から整理を行っており、これらを活用1106 

するとともに、データについては、認識・判断データベースや交通事故デ1107 

ータベース（「Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術」参照）を活用し、2018 年度1108 

に暫定的なシナリオを作成した。 1109 

安全性評価については、国際調和42を図る必要があり、海外の検討グルー1110 

プとの意見交換を進めるため、我が国の典型的な交通事情が分かるユース1111 

ケースを抽出し、意見交換に活用することとした。 1112 

今後は、シナリオ策定及び国際調和を進めるとともに、バーチャルシミ1113 

ュレーションを行うために必要なツール43の構築や、運用面において発生す1114 

る事故・インシデント44に関するシナリオのデータ共有の在り方について検1115 

討を進める必要がある。また、高度な自動運転システムを有する車両が満1116 

たすべき安全性についての要件や安全確保のための方策の整理45を進める。 1117 

 1118 

６－４）ドイツにおける協調領域発展のメカニズム 1119 

 1120 

 協調を行う背景 1121 

ドイツにおける協調的取組は、連邦制における各州・各企業間、さらに1122 

は欧州各国の足並み統一化の必要性を背景に、歴史的に培われてきた経緯1123 

がある。ドイツ勢も欧州におけるプロジェクトやドイツ国内のプロジェク1124 

トを通じ、長年かけて協調の仕方を学んできた。 1125 

 1126 

                                                   
42 「7．ルール（基準・標準）への戦略的取組」で後述するように、自動車の国際的な安全基準

は、国連欧州経済委員会（UN-ECE）の政府間会合（WP29）において策定されており、我が

国も積極的に参加して国際調和活動を行っていることから、安全基準を見据えては、シナリオ

についても国際調和を図っておく必要がある。 
43 ツールについては、①データベースからシナリオを抽出するもの、②①で抽出したシナリオ

DBを各社の評価環境（シミュレーター）へ変換するものが想定される。 
44 本報告書においては、事故（アクシデント）には至らないヒヤリハットの状況を指すものと

する。 
45 平成 30年 1月に国土交通省の車両安全対策検討会の下に設置した「自動運転車車両安全対策

ワーキング・グループ」において、レベル 3以上の高度な自動運転システムを有する車両が満

たすべき安全性についての要件や安全確保のための方策について、平成 30 年 9 月にガイドラ

インとして取りまとめた。 
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 ドイツのグローバル協調戦略 1127 

基本的な考え方は、他国を排したドイツの国プロにてコンセプトを固め1128 

つつ、その対となるミラープロジェクトを欧州にて組成し仲間作りを行う1129 

こと。ただし、近年は中国とも接近し、協調プログラムを組成していると1130 

見られ、また、外国勢であっても貢献を示すことが出来ればインサイダー1131 

化は可能である。 1132 

「サイエンス→テクノロジー→マーケット」の各フェーズにおいて、「サ1133 

イエンス」は数学・原子力・航空などに見られようにフランスが強く、ド1134 

イツは必ずしも強みを持たない。しかし、競争領域の「マーケット」への1135 

橋渡しとなる「テクノロジー」フェーズにおいて、ドイツがコンソーシア1136 

ムを巧みに活用してフランスの知見を吸収しながらビジネスへ昇華する構1137 

造となっている。 1138 

 1139 

 協調を成功させるポイント 1140 

目指すべき姿である構想は協調領域で、それを実現する実装は競争領域、1141 

というのが基本的な考え方。まずは、誰も反論できない構想・大義（Better 1142 

society）を掲げ、構想レベルの議論を尽くす。しかしながら、関係者全員1143 

の意思統一は不可能であることから、各社の思惑を全て盛り込んだフレー1144 

ムワークを許容する。そして、各社が取捨選択し、出来るところから開始。1145 

よって、定義されたフレームワークを生真面目に受け止めすぎない。 1146 

この取組は、OEM や Tier 1 にとっての協調領域が自社にとっての競争1147 

領域となる「協調領域の担い手」が主導する。例えば、アカデミア、認証1148 

機関、エンジニアリング会社、ツールベンダー。このような「協調領域の1149 

担い手」が中立し、ステークホルダー間の関係性や分担を整理し調整を図1150 

っている。 1151 

協調領域にも、あるマイルストーンで具体的なモノに実装される機能開1152 

発を行う垂直型プロジェクトと、時間軸と共に手法が継続進化するメソド1153 

ロジー開発の水平型プロジェクトが存在。高速道路でのレベル 3 の機能実1154 

証がターゲットの Ko-HAF は垂直型プロジェクトであり、自動走行の安全1155 

性評価フレーム策定がターゲットのPEGASUSは水平型プロジェクトと見1156 

られる。 1157 

 1158 

 ドイツの産学連携・アカデミアの強さ 1159 

ドイツの産学連携プロジェクトでは、博士課程の学生がプロマネとなり、1160 

企業にもまれる経験を得つつ産業界から論文の種を見出す構造。博士課程1161 

修了後は企業に入り、10 年程度実業経験をつんで Director クラスとなり大1162 

学の戻ることが、Professor となる条件とされている。そのような経験を踏1163 

まえ、ドイツの大学の研究者は、産業界との人脈を持ち、かつビジネスセ1164 

ンスを持って協調領域の取組を推進する役割を担っている。 1165 

 1166 

 協調による OEM・サプライヤーのメリット 1167 
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協調領域が設定されることで、OEM やサプライヤーは効率化や発言権1168 

が強まると言ったメリットを感じている。 1169 

まず、開発目標が明確になることがメリット。自動走行車が満たすべき1170 

基準があらかじめ分かることで、無駄な開発を行わない、手戻りを発生さ1171 

せないことにつながる。仮に協調の議論に参加しないと、過剰開発に繋が1172 

る可能性が高まる。 1173 

また、自動走行に関連する技術開発を協調して取り組むことで、開発の1174 

タスクやコストを分散することが可能。自動走行に係る技術開発はこれま1175 

でと比べ物にならないほど取組べき領域が多く、1 社でまかなうのは非効1176 

率との考え方。タスクやコストを分散させることで、競争領域への投資を1177 

より集中することが可能とされる。 1178 

自動走行の実現へは新たなルールや標準作りが伴う。その際に、1 社で1179 

政府に働きかけるより、業界全体として発言していくことで影響力を高め1180 

る効果もある。 1181 

仮に事故等が起きた場合、その責任を業界全体として受け止める狙いも1182 

ある。新しい分野において、その責任を 1 社が背負い込むべきではない、1183 

との考え方に基づいている。 1184 

 1185 

６－５）ドイツ自動車業界の政府への働きかけ方 1186 

 1187 

OEMやサプライヤーは政府への効果的な働きかけを行うために、大きく 41188 

つのチャネルを活用した活動を行っている。①影響力ある政界出身者をロ1189 

ビーイングチームに雇い入れている。ロビーイスト達は、電話などにより1190 

政府と直接コミュニケーションをとることを狙っている。②政党への寄付1191 

や政府系イベントのスポンサーを実施している。そして、イベントへはロ1192 

ビーイストが参加し、来場する政治家達へ彼らの考え方を共有する。③自1193 

動車業界としてのアニューアルミーティングを主催し、政治家との議論の1194 

場をつくりあげる。④法律制定において、その草案ドラフトを OEM が政府1195 

と連携して作成することもある。 1196 

OEM やサプライヤー各社はロビーイストを雇うが、個別の活動を行うの1197 

ではなく、VDAを活用し、業界としてまとまって活動を行っている。 1198 

 1199 

 1200 

７．おわりに 1201 

自動車産業は日本における重要な産業のひとつであり、産業として1202 

の裾野は極めて大きい。そして、近年進化のスピードが速い自動走行1203 

についても、日本が世界をリードする立場となるべきであり、それは1204 

日本の自動車産業の競争力を維持する上でも重要である。そのために1205 

は、技術力のみならず、事業化し社会に価値を生み出すことまでを視1206 

野にいれて取組むことが必要であり、そこまで出来て世界をリードす1207 
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る立場となれると考えられる。一方、この分野は海外においても取組1208 

が急速に進む分野である。例えば、ドイツが中国との連携を強めたり、1209 

米国は民間が開発や実証実験をドライブするなど、多様な取組が各所1210 

で行われている。 1211 

今後も、日本の産業競争力の向上とより良い社会を築くために、共1212 

通のゴールに向かって進んでいくことが重要である。 1213 

 1214 

2019年 3月 1215 

株式会社ローランド・ベルガー 1216 
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