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1. はじめに 

自動車産業は CASE（Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動

走行）、Service & Sharing（サービスとシェアリング）、Electric（電

気自動車））という 100 年に一度の変革の時代にある。CASE の進展に

伴い、自動車の作り方、使い方が大きく変わる可能性があり、我が国

の自動車産業も適応していくことが求められている。 

自動走行では、自動車の操縦をシステムが担うことで、人間による

操縦が不要となり又は軽減され、より安全かつ円滑な移動に資すると

ともに、人間が移動時間を有効活用することを可能とするものと期待

される一方、システムの安全性、信頼性の確保がより重要になる。 

自動運転車の開発には、自動車メーカーだけでなく、ＩＴ企業など

も参画して、熾烈な国際競争が繰り広げられている。米国、中国のＩ

Ｔ企業では、ＩＴ技術を駆使して、膨大なデータを収集、分析を行う

ことで、無人自動運転サービスの開発を加速化している。 

我が国では、少子高齢化、人口減少が進展する中で、旅客や貨物の

輸送ではドライバーの高齢化、人手不足が深刻化し、サービスの維持

が困難な地域も出てきている。また、高齢ドライバーの操作ミスによ

る悲惨な交通事故も相次いで報道されている一方、公共交通が整備さ

れていない地域では、高齢ドライバーが免許返納すれば、移動手段を

失う恐れがある。 

政府の「成長戦略 2019」（令和元年 6 月 21 日）1及び「官民 ITS 構

想・ロードマップ 2019」（令和元年 6月 7日）2においても、交通事故

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

るために、無人自動運転サービスの実現に向けた目標が定められてい

る。特に、国の実証プロジェクトとして実施している「トラックの隊

列走行」、「無人自動走行による移動サービス」については、その実現

に向けて、具体的な工程表が策定されている。 

「自動走行ビジネス検討会」は、自動走行のビジネス化を産学官の

オールジャパン体制で推進するため、2015 年 2月に、経済産業省製造

産業局長と国土交通省自動車局長の主催で、自動車メーカー、サプラ

イヤー、有識者の参加を得て、設置したものであり、これまで自動走

 
1 首相官邸 日本経済再生本部 「成長戦略 2019」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/ 
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 2019」 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20190607/siryou9.pdf 
において記載がある 
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行分野の現状の課題を分析、検討し、必要な取組を推進してきた3。 

2015、2016 年度には、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、その具体化を図るため、①一般車両の自動走行（レベ

ル 2，3，4）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）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行い、その後の取組方針を取りまとめた「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。 

2017 年度には、当該取組方針に基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会」の下に、「安全性評価環

境づくり検討 WG」（令和 2 年度以降は「安全性評価戦略 WG」に変更予

定）を設置し、これまでの研究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た6。当該年度における各取組の進

捗状況を踏まえ、その後の取組方針を取りまとめた「自動走行の実現

に向けた取組方針」Version2.0（2018 年 3 月）を提示した。 

2018 年度には、当該取組方針に基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会」のもとに、「将来課題検

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

不足解消を目指し、産官学の取組の共有や、ソフトウェア人材にとっ

て魅力ある人材育成・評価の仕組みについて議論を行った。当該年度

における各取組の進捗状況及びその後の取組方針を取りまとめた「自

動走行の実現に向けた取組報告及び方針」Version3.0（2019 年 6 月）

を提示した。 

2019 年度においては、当該取組方針に基づく取組の推進及びその進

捗管理を行うとともに、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2019」では 2020

年度以降に無人自動運転サービスを全国に展開していくための具体

的な道筋が示されていないことを踏まえ、「将来課題検討 WG」におい

て、国内外の実証事業の状況や官民の事業化の目標を踏まえ、特に

2020 年度から 2025 年度頃までの間の無人自動運転サービスの実現・

 
3 2015 年 2 月に第 1 回を開催して以降、本年 2 月までの間の 5 年にわたって、11 回の会合を

重ねてきた。 
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。 
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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普及に向けたロードマップについて検討を行った。具体的には、自動

車メーカーに加え、自動運転システム開発事業者からもヒアリングを

行い、走行環境、サービス形態に分けて、無人自動運転サービスの実

現時期や技術レベルについて整理を行った。また、昨年度までの検討

で重点的な協調分野として特定された 10 領域については、引き続き

関係者が連携して取組を進めた。特に安全性評価については、国際的

な議論を先導しながら、高速道路の 32 シナリオにおけるクライテリ

アについて着実に検討を進めた。 

 

本事業では、これまでの検討結果を踏まえ、本年度の自動走行ビジ

ネス検討会として検討内容を整理する「自動走行の実現に向けた取組

方針」Version4.0 の取り纏めを支援したものである。本報告書では、

この「自動走行の実現に向けた取組方針」Version4.0 の取り纏め結果

を中心に報告を行う。 

また、本報告書における自動走行レベルの定義は、「官民 ITS 構想・

ロードマップ 2019」において採用されている SAE International の

J3016（2016 年 9 月発行）及びその日本語参考訳である自動車技術会

の JASO TP-18004（2018 年 2 月 1 日発行）の 6 段階（L0～5まで）の

定義7を用いている（表 1）。 
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表 1：自動走行レベルの定義 

レベル 概要 操縦の主体 

運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行 

レベル 0 

運転自動化なし 
• 運転者が全ての運転タスクを実施 運転者 

レベル 1 

運転支援  

• システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運転制御

のサブタスクを限定領域において実行 
運転者 

レベル 2 

部分運転自動化 

• システムが縦方向及び横方向両方の車両運転制御のサブ

タスクを限定領域において実行 
運転者 

自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実施 

レベル 3 

条件付運転自動化 

• システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実

行 

• 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に

応答 

システム 

(作動継続が困難な場

合は運転者) 

レベル 4 

高度運転自動化 

• システムが全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 
システム 

レベル 5 

完全運転自動化 

• システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な

場合への応答を無制限に（すなわち、限定領域内ではない）

実行 

システム 

※ ここでの「領域」は、必ずしも地理的な領域に限らず、環境、交通状況、速度、時間的な条件

などを含む。「操縦」は、認知、予測、判断及び操作の行為を行うこと。 
 

＜Connected Industries 自動走行分科会＞ 

2017 年度に、これまでの自動走行ビジネス検討会の枠組みに加

え、様々な繋がりによって新たな付加価値の創出や社会課題の解決

をもたらす「Connected Industries」8を推進するために、

「Connected Industries 自動走行分科会」の位置づけを追加し、特

に、（１）データ収集・利活用、（２）AI システム開発、（３）人材育

成強化に焦点を当て、取組の強化、加速化等の検討を行った。 

 
8 2017 年 3 月に、ドイツ連邦共和国（ハノーバー）で世耕経済産業大臣とツィプリースドイツ

経済エネルギー大臣が、第四次産業革命に関する日独協力の枠組みを定めた「ハノーバー宣言」

に署名したことを受け、提唱したもの。 
＜ハノーバー宣言＞http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170320002/20170320001.html。 
＜「Connected Industries」概要＞ 
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012.html 
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2. 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ 

走行環境や走行方法が運転者個人に委ねられる自家用車（オーナー

カー）と企業側で走行環境やサービス形態をコントロール可能な限定

地域における移動や物流の事業用車（サービスカー）によって、自動

走行の実現の時期や技術レベルが異なる9。 

「官民 ITS 構想・ロードマップ 2019」においては、「遠隔型自動運

転システム10」を活用した移動サービスが「無人自動運転移動サービ

ス」と定義されており、2020 年までに「限定地域での無人自動運転移

動サービス」を実現することを目指すこととされている。また、高速

道路でのトラックの隊列走行について、2020 年度に「新東名（一部）

での後続車無人隊列走行技術」を実現することを目指すこととされて

いる。加えて、2025 年を目途に「高速道路での自家用車のレベル 4」

を市場化することが目標として示されている11。 

レベル 4の実現に向けて国内外の技術開発は進んでいる。 

Waymo は 2018 年 12 月から「Waymo one」12という限定地域での有償

タクシーサービスを開始し、2019 年 11 月には米国アリゾナ州フェニ

ックスにおいて保安運転手13を同乗させず、遠隔監視のみの形でのサ

ービス（レベル 4）を実現している。 

我が国においても、政府目標の達成に向けて、国のプロジェクトと

して、2020 年中に廃線跡などの限定された地域において「無人自動運

転移動サービス」を実現すべく、実証実験が進められている。また、

トラックの隊列走行について、2020 年度に「後続車無人隊列走行技術」

 
9 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、必要な安全確保措置を講じる等、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。 
10 当該車両外に使用者が存在し、その者の遠隔監視・操作等に基づく自動運転システムとい

う。 
11 国際的には、2018 年９月に開催された国際連合欧州経済委員会（UNECE）道路交通安全グ

ローバルフォーラム（WP1）第 77 回会合において、いわゆるレベル４以上の高度・完全自動

運転車両の使用に関する非拘束文書が採択され、ODD 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項についても述べられた。 
12 2018 年 12 月からアリゾナ州フェニックスで有償タクシーサービスを開始、さらに 2019 年 7
月にカリフォルニア州にも展開。サービスの対象はアーリーライダープログラムのメンバーに

限定されている。当初は保安運転手有りの形で運用していたが、アリゾナ州フェニックスでは

2019 年 11 月から保安運転手が同乗せず、遠隔監視のみの形での運行を開始したところ。 
13 高度な自動運転システムを用いて自動車を走行させている間はハンズオフ、アイズオフ（レ

ベル 3 の場合）等を行っているが、緊急時等又は TOR の発生時に直ちに運転操作を行えるよ

うに、当該自動車に乗車する運転手をいう。いわゆる「セーフティードライバー」。 



 
 

6 

の実証を行うべく、準備が進められている。民間企業等においても、

保安運転手等が乗車する形ではあるが、公道を含む限定された地域で

の自動運転タクシーやバス、トラックのサービス実証が始まっており、

さらに実証を積み重ねることで、レベル 4 を目指した取組が進められ

ている。 

国内外の動向やニーズを踏まえると、国内でもサービスカーにおい

ては 2020 年以降に、限定地域においては「無人自動運転移動サービ

ス」や保安運転手が乗車する形での自動運転サービス（これらの移動・

物流に係るレベル 4 を目指した自動運転サービスを広義に「無人自動

運転サービス」という。）が順次開始され、実証を積み重ねることで、

2020 年代の早い時期に、限定地域において遠隔監視のみ又は車内乗務

員14のみの無人自動運転サービス（レベル 4）が実現する可能性がある

と考えられる。 

一方、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2019」では 2020 年に限定地域

における「無人自動運転移動サービス」や「新東名（一部）での後続

車無人隊列走行技術」を実現した後、どのように無人自動運転サービ

スを展開していくのか具体的な道筋が明確にされていない。 

このような状況の中、本年度の「将来課題検討 WG」においては、国

内外の実証事業の状況や官民の事業化の目標を踏まえ、特に 2020 年

度から 2025 年度頃までの間の無人自動運転サービスの実現・普及に

向けたロードマップについて検討を行った 

サービスカーに関しては、想定する走行環境やサービス形態に応じ

て、無人自動運転サービスの実現時期や技術レベルが異なると想定さ

れる。そこで、同 WGにおいては、サービスカーが運行する走行環境の

基本的な類型を整理した上で、各類型について、国の実証プロジェク

トの実施状況や、自動車メーカーや自動運転システム開発事業者から

のヒアリングを通じて民間企業等による実証実験の実施状況や計画

を把握し、それぞれについて、サービスの実現時期や技術レベルを検

討することによって、無人自動運転サービスの実現・普及に向けたロ

ードマップを策定した。 

なお、走行環境や走行方法が運転者個人に委ねられるオーナーカー

に関してはサービスカーと比較して、無人自動運転の実現に向けた

様々な課題があり、2018 年度の報告と同様、2025 年以降に走行環境

や走行方法が限られる高速道路においてレベル4が実現するものと想

定している。 

 

 
14 車内にいて、操縦以外の従来の運転手の役割（車掌の役割など）を担う乗員をいう。 
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(ア) 走行環境の類型化 

将来課題検討 WG においては、事業者ヒアリングや海外における類

型化事例を参考として、自動運転の走行環境を下記 5つの基本的類型

と補完要素に整理した。 

なお、自動走行の難易度は基本的類型だけでなく、様々な補完要素

によって決定されると想定されるため、「基本的類型」は必ずしも難易

度を順に示しているものではない事に留意する必要がある。 

 

• 走行環境の基本的類型 

 閉鎖空間（工場や空港・港湾等の敷地内等）：壁やゲート等によっ

て外部と隔離されており、敷地内の通行が管理されている空間 

 限定空間（廃線跡、BRT 専用区間等）：外部と隔離されていないも

のの、自動運転車が走行するものとして整備された空間であって

他の車両や歩行者が限定的である空間 

 自動車専用空間（高速道路、自動車専用道）：車両が専ら走行する

ものとして整備された空間であって、歩行者の通行が制限されて

いる空間 

 交通環境整備空間（幹線道路等）：交差部等に信号が整備されてい

ると共に、歩車分離がされ、中央線等により対向車とも分離され

た空間 

 混在空間（生活道路等）：上記のいずれでもない他の車両や歩行者

が混在する空間 

 

• 走行環境の補完要素 

 車速：自動走行速度（低速/中速/高速） 

 地形：都市部/山間部、起伏の有無、アール（コーナーの曲率） 

 道路：車線数、歩道の有無、路面標示のかすれ、路面状況（乾い

ている/濡れている/積雪など） 

 環境：天候、災害状況、順光/逆光 

 交通状況：交通量の多寡、渋滞状況、路上駐車の多寡/有無、障害

物の有無 

 時間帯：日中、夜間 
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図１：走行環境の類型化 

 

 
図２：走行環境の類型別のサービス形態の事例 

 

(イ) 自動運転の技術レベルの進展に伴う従来の運転手の役割の担い手

の変化 

SAE International の J3016 で定義される自動走行レベルは操縦に

係る技術レベルを示したものであり、操縦の主体が運転手から自動運
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転システムへ移行するに連れて、レベル 0からレベル 5 までの 6段階

で分類されている。操縦の主体は、レベル 2 までは運転手であるが、

レベル 3では基本的に自動運転システムが担い、TOR15の際にのみ運転

手が引き継ぎ、レベル 4では一定の領域で自動運転システムが全てを

担うこととされている。 

これはあくまで操縦に係る整理であり、無人自動運転サービスを実

現する上では、操縦以外に、道路交通法や道路運送法等に基づく運転

手の義務や役割を併せて考える必要がある。具体的には、道路交通法

では、運転免許の保持、交通ルールの遵守、非常時等の対応が運転手

に求められる。また、ワンマンバスを考えたとき、道路運送法等にお

いて、料金の収受、運行時刻前の発車の禁止、乗客の安全確保、障が

い者等への対応が運転手に求められる。 

技術レベルの進展に伴い操縦を自動運転システムが担うことがで

きたとしても、当分の間、これらの義務や役割の全てをシステムが担

うことは難しいと考えられる。具体的には、事故時の被害者の救護義

務や、障がい者の乗り降りの支援などは、人でないと対応が難しいと

考えられる。レベル 3では運転手が乗車するので運転手がこれらの対

応を担うことが可能であるが、レベル 4では一定領域において操縦を

自動運転システムが担うため、従来の運転手は不要となる一方、これ

らの対応のために引き続き乗務員を乗車させることが考えられる。乗

務員を置いた場合に、乗務員がサービス提供における安全・安心を確

保する上で従来運転手が担っていた義務や役割を引き続き担うこと

ができるのか、そのためには乗務員にどのような技能が求められるか

などは更なる検討を要する。 

 

 
  

 
15 Take Over Request の略。自動運転システムの作動継続が困難な場合における自動運転シス

テムから運転手への引き継ぎ要請のこと。 
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図３：従来の運転手の役割の担い手の変化（車内有人の場合） 
 

また、遠隔自動運転システムを活用して車内無人化を進めることも

考えられるが、車内有人の場合と同様に、当分の間、事故時の被害者

の救護義務や、障がい者の乗り降りの支援のような物理的な対応が必

要なものなど従来の運転手の義務や役割の全てをシステムが担うこ

とは難しいと考えられる。遠隔自動運転システムの場合には、車内に

運転手がおらず、レベル 3まででは遠隔運転手、レベル 4では遠隔動

作指令者16が遠隔操作や監視を担うことになるが、遠隔動作指令者等

が車両周辺にいない限り、それらによる対応も難しいと考えられる。

そのため、サービス事業者の人員が対応するか、警備会社等の警備員

に外部委託することなどが考えられるが、この場合に、遠隔動作指令

者等がサービス提供における安全・安心を確保する上で従来運転手が

担っていた義務や役割を引き続き担うことができるのか、また、警備

会社等に外部委託した時に適切に義務や役割を果たすことができる

かなどさらなる検討を要する。 

  

 
16 レベル 4 車両において、車両が故障した場合など必要に応じて、遠隔にて操作する者。 
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図４：従来の運転手の役割の担い手の変化（車内無人の場合） 

 

このように、サービスカーの無人自動運転サービスでは、当分の間

一定の人の関与が必要になると考えられる。無人自動運転サービスに

はドライバー不足やコスト削減に対する期待が大きいが、人の関与を

前提とした上で検討を行う必要がある。人の関与を前提としたときに、

解消される社会課題や創出される付加価値として以下の点が挙げら

れる。 

 

①省人化 

１名の遠隔動作指令者が複数台の車両の監視を担うことで１台当

たりの人員や人件費の削減が可能となる。 

 

②剰余時間の有効活用 

車内乗務員や遠隔動作指令者が操縦に拘束されないことにより生

まれた時間における付加サービス等（例：観光ガイド等）の提供が

可能となる。 

 

  ③人的リソース確保の容易化 

車内乗務員や遠隔動作指令者では、操縦に必要な技能が求められ

なくなり、かつ、負担が軽減されるため、事業者の従業員確保や育

成が容易になる。 
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④一部業務のシステム化による効率化 

オンラインシステム等により料金収受、経路案内等のサービスが

効率的に提供することが可能となる。 

乗客安全確保や事故対応等を専門に担う警備会社等へ外部委託す

ることでよりユーザーニーズに即したサービスを提供することが可

能となる。 

 

(ウ) 無人自動運転サービスの実現・普及に向けたロードマップ 

無人自動運転サービスの実現や普及に向けては、想定する走行環境

やそれに紐づくサービス形態によって実現する時期や技術レベルが

異なると想定され、将来課題検討 WG では前節の「走行環境の基本的

類型」に大別した上で、ロードマップを作成した。 

当該ロードマップは、走行環境の基本的類型について、国の実証プ

ロジェクトの実施状況や、自動車メーカーや自動運転システム開発事

業者からのヒアリングを通じて民間企業等による実証実験の実施状

況や計画を把握し、それぞれについて、サービスの実現時期や技術レ

ベルの検討を行ったもの。一方、実現に向けた環境整備については、

今後の技術開発等を踏まえ、各省庁において適切な時期やあり方につ

いて検討を行うことになる。 

なお、当初は無人自動運転サービスの提供が難しい環境であっても、

①地域住民との協力や合意形成による対策（駐停車や追い越しの自粛

など自動運転車の走行への配慮）、②インフラ連携（信号情報の提供、

専用発着場の整備など）、③交差部・乗降所等の一部区間での遠隔運転

手有りの自動運転サービスとの組み合わせなどにより、実現時期を早

め、サービス提供エリアを拡大し、収益性を向上させる可能性がある。 
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図５：無人自動運転サービスの実現・普及に向けたロードマップ 
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図６：無人自動運転サービス実現の早期化及びサービスエリア拡大に向けた対策  

 

• 閉鎖空間（工場や空港・港湾等の敷地内等） 

 ゲート等で囲われた敷地である閉鎖空間は私道であり、制

度上の制約はなく、すでに工場内での搬送などでは無人化

されているケースもあり、公道の事例ではないが、工場や空

港等にて、小型カートやトラック・バスによる技術やサービ

スの実証が実施されているところであり、2025 年度目途に

は、遠隔監視のみの無人自動運転サービス（レベル 4）が 10

カ所以上に普及する可能性がある。 

• 限定空間（廃線跡・BRT 専用区間等） 

 限定空間は他の車両や歩行者が限定的であり、特に低速で

は早期に無人自動運転サービスが実現できると見込まれる。 

 国の実証プロジェクトでは廃線跡の町道を活用して遠隔自

動運転システムを使用した小型モビリティ移動サービスの

開始を目指した取組が進められている。政府目標に従って

2020 年に遠隔操作及び監視有りのサービスでスタートし、

さらに数年実証を重ねて2022年度頃に遠隔監視のみのサー

ビスに移行できる可能性がある。現時点では１名の遠隔運

転手が 2 台まで対応できるシステムが技術開発されている

が、今後さらに技術開発を進めた場合には、１名の遠隔運転

手が 3 台以上に対応できる可能性がある。2025 年度目途に
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は、遠隔監視のみの無人自動運転サービス（レベル 4）が 10

カ所以上に普及する可能性がある。 

 また、国の実証プロジェクトにおいて BRT 専用区間等を活

用して BRT やシャトルバスといった中速のモビリティサー

ビスの開始を目指した取組も進められている。2020 年度に

長期間の実証を行った上で、2021 年度以降にサービスを開

始することが見込まれるが、当初は車内に保安運転手が乗

車する形でサービスの運用を開始し、数年実証を重ねた上

で遠隔監視のみ又は車内乗務員のみのサービスに移行する

可能性がある。2025 年度目途には、遠隔監視のみ又は車内

乗務員のみの無人自動運転サービス（レベル 4）が 10 カ所

以上に普及する可能性がある。 

• 自動車専用空間（高速道路・自動車専用道） 

 国の実証プロジェクトにおいて、高速道路におけるトラッ

ク隊列走行の技術実証が実施されてきており、政府目標に

基づき、2021 年には車内保安運転手有り（レベル 2）の形で

有人隊列走行システムを商業化し、その後、発展型として車

内保安運転手が TOR にのみ対応（レベル 3）する有人隊列走

行システムを開発・商業化できる可能性がある。また、後続

車無人の隊列走行システムについても、2020 年に技術的な

実証を行った上で、その後商業化を推進していく。 

 さらに、2025 年度以降に車内乗務員のみの形でのサービス

（レベル 4）を商業化し、隊列形成時には後続車が無人とな

る形での運行が実現する可能性がある。 

• 交通環境整備空間（幹線道路等） 

 国の実証プロジェクトや民間企業等の実証実験において、

幹線道路等におけるタクシーやバスの無人自動運転サービ

スの実現に向け、現時点では車内に保安運転手を乗せ、走行

データの収集・分析や技術開発、サービス実証が進められて

いる。各社によって目標年次は異なるが、2020 年代初めに

商用サービスを開始し、2025 年目途に遠隔監視のみ又は車

内乗務員のみの無人自動運転サービス（レベル 4）を数カ所

で開始する可能性がある。 

 幹線道路等での無人自動運転サービスでは、信号連携や乗

降所の整備などのインフラ連携を行うことで、サービス提

供エリアを拡大し、事業性を向上させることが期待される。 

• 混在空間（生活道路等） 

 国の実証プロジェクトにおいて、観光地や中山間部などに
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おける低速小型モビリティ移動サービスの事業化に向けた

実証実験が行われている。混在空間では路上に駐停車車両

がある、他の車両との追い越しやすれ違いがある、歩道と車

道が分離されていないなど、自動運転車を走行させる上で

様々な課題がある。地域住民との協力や合意形成によって、

自動運転車の走行への理解を得ることが重要になる。その

ような対策を行った上で、可能な限り早期に遠隔操作及び

監視有りのサービスを開始した上で、数年実証を行い、遠隔

監視のみのサービス（レベル 4）に移行し、2025 年度目途に

10 ヵ所以上で普及する可能性がある。 

 民間企業等において、地方都市の生活道路も含む公道にお

いて中速でのラストマイルタクシーサービスやフィーダー

バスサービスの事業化に向けた実証実験が行われている。

低速の場合と同様に地域住民との協力や合意形成が重要で

あるが、自治体や地域の関係機関と連携して取組が進めら

れている。レベル 4 の実現にはハードルが高いが、2026 年

度以降にサービスが実現する可能性がある。 
 

 

(エ) ロードマップの実現に向けた課題 

本ロードマップの実現に向けて、自動車メーカーや自動運転シ

ステム開発事業者からのヒアリングにおいて挙げられた課題とし

て、以下のような点がある。 

 

• 無人自動運転サービスにおける人の役割やシステムの機能 

 車内乗務員や遠隔動作指令者に求められる技能の在り方

（(イ)参照） 

 遠隔型自動運転システムにおける非常時等の対応などの在

り方（(イ)参照） 

 遠隔型自動運転システムが具備すべき機能、技術や遠隔運

転手等の操作画面等の在り方 

• 制度等 

 遠隔監視又は遠隔操作における車両台数に応じた運用体制

の在り方、定め方 

 自動運転中の事故に関するサービス事業者と製造者間の責

任分担の在り方 

 サービス事業における法人と運転手個人間の責任分担の在

り方 



 
 

17 

• インフラ 

 遠隔監視又は遠隔操作における通信遅延解消のため5Gの活

用 

 自動運転車の技術・性能や走行環境等に応じたインフラと

の連携（信号協調、V2X 等） 

 公道（特に都市部）において安全に乗り降り又は荷下ろしを

行う場所の確保 

• 受容性 

 （特に都市部・一般道において）多数のステークホルダーと

の協力や合意形成の在り方 

 周囲の車両/歩行者に対する、自動運転中であることや次の

行動等に関する表示など外部インターフェースの在り方 

 交通ルールを守らない歩行者等への自動運転車の対応の在

り方 

• コスト 

 サービス事業のビジネスモデル（特に対象地域、提供サービ

ス、運用体制、収益構造）の在り方 

• 技術 

 LiDAR の製造コスト低減と照射距離の向上 など 

 

(オ) ロードマップの実現に向けた今後の取組 

本ロードマップは、国内外の実証事業の状況や官民の事業化の

目標を踏まえ、特に 2020 年度から 2025 年度の間の無人自動運転

サービスの実現や展開を具体化したもので、官民 ITS 構想・ロー

ドマップへの反映を目指している。 

本ロードマップでは、早ければ 2022 年度頃には廃線跡などの限

定空間では遠隔監視のみの無人自動運転サービスが開始され、

2025 年度を目途に 40 カ所以上にサービスが広がる可能性がある

としている。 

これらの実現には、技術開発のみならず、(エ)に挙げられるよ

うな、制度、インフラ、受容性、コストなど様々な観点での検討

が不可欠である。ロードマップを官民の関係者の共通の指標とし

て、実現に向けて取り組んでいく。 
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3. 協調領域等の取組 

2017 年度に公表した「自動走行の実現に向けた取組方針」において

定めた重要 9 分野に加え、2018 年度に公表した「自動走行の実現に向

けた取組方針」Version2.0においては「安全性評価環境づくり検討WG」

にて議論した「安全性評価」を 10 分野目に加えることとした。 

2019 年度は「自動走行の実現に向けた取組方針」Version3.0 に基

づき、引き続きこの10分野を重要協調領域として検討取組を行った。 

(1) 重要 10 分野全体の関係性 

＜必要な技術等＞ 

レベル 3～5 の実現に向けては、まず、高精度地図と車載センサー

により得た情報から自車位置を特定17した上で、車線情報を得つつ、

目的地を設定する技術【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】が有用となる。 

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

判断する技術【判断技術】が必要である。 

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

を検知し安全を確保する技術【セーフティ（機能安全18等）】が必要で

あり、また、サイ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全を確保する技術【サイバーセキュリティ】が

必要である。 

また、レベル 3でも、運転者は引き続き安全運転の義務等を負うこ

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者の状態

を把握する等の技術【人間工学】が有用である。 

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、責任の在り方の整理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【安全性評価】が必要である。 

 

 
17 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。 
18 故障時における安全設計を指す。 
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＜協調分野の特定＞ 

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

ーマから重要となる 10分野を協調領域として特定した19。 

※10 分野＝地図、通信インフラ、認識技術、判断技術、人間工学、 

セーフティ（機能安全等）、サイバーセキュリティ、 

ソフトウェア人材、社会受容性、安全性評価 

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・受容性の醸成」の2つの具体的取組として整理し取組を進めた。 

 

「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

の共通化という 2つの協調内容に分けることができる。 

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

けたイニシアティブの検討等の協調が考えられる。 

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／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協調が考えられる。 

「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、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る。 

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

産業競争力強化につなげることが重要となる。 

(2) 重要 10 分野における取組方針 

 
19 「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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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とが重要となる。 

 

Ⅰ．地図 

 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、②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要となる。なお、DMP 社は 2019 年 4 月末に

INCJ 等からの増資を得て、高精度三次元地図を整備・保有する米国

企業（Ushr 社）の買収手続を完了した。 
 
（協調のポイント） 

 ビジネスモデルの明確化 

 地図データ整備・更新に係るコスト低減 

 海外展開 
 
＜進捗状況と取組方針＞ 
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20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）21で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。 
2020 年頃の高速道路における実用化及び東京臨海部実証に向け、

内閣府 SIP 第 1 期の成果に基づき、DMP 社は 2018 年度中に高速道

 
20 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 社）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、販売を開始した。 
21 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、臨海副都心地区を予定。内閣府 SIP 第 2 期においては東

京臨海部実証実験を実施する地域として特定（臨海副都心地域、羽田空港地域、羽田空港と臨

海副都心等を結ぶ首都高速道路）。 
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路全道路の高精度三次元地図データの整備を完了した。また、内閣府

SIP 第 2 期等では 2019 年度中に一般道路における特定地域（東京

2020 実証地区）での実証実験に必要な高精度三次元地図データを整

備した。 
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

証を踏まえた整備方針を 2021 年までに決定することが求められる。

交通事故削減に向け幹線道路を念頭にしつつ、全国での各種自動運転

実証などとも連携し、随時整備範囲を拡大していく。更には、引き続

き、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、コスト低減に取り組むことが重要である。 
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

展開22や海外における地図データとの整合性を図っていく。 
 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、③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、主体の決定が必要となる。 
 
（協調のポイント） 

 プローブデータの活用方法（自動走行分野） 

 データの他分野展開 

 ダイナミックマップセンター機能の在り方 
 
＜進捗状況と取組方針＞ 

2017-18 年度の大規模実証23におけるダイナミックマップ等の実証

を通して、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、

個社で実施できる部分は限られるため、活用目的を明確化し協調する

 
22 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。 

23 内閣府 SIP 第 1 期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。2020年度の内閣府SIP第 2期の東京臨海部実証実験に於いても引き続き検討を推進。 
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ことが早期の整備には重要となる24。 
内閣府 SIP 第２期及び DMP 社においては、道路変化情報や車両プロ

ーブ情報等を活用した道路変化点抽出技術、高精度三次元地図との紐

付け処理及び更新箇所特定技術など、地図更新が必要な箇所を効率的

に特定する技術を開発することで、高精度三次元地図のメンテナンス

サイクル短縮、そのコストの低減を図る事としている。また、内閣府

SIP 第２期においては、道路の車線レベルでの道路交通情報（動的情

報等）の収集と活用に関する技術仕様を作成し、自動車・ナビメーカ

ー等の有する民間のプローブ情報を加工し、道路の車線レベルの道路

交通情報を提供する実証実験を実施する。いずれも 2020 年度末を目

標に実施している 

 

Ⅱ．通信インフラ 

 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。 

 

（協調のポイント） 

 ユースケースの設定 

 必要となるインフラの選定 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 

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）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

に提示したところ。関連団体と連携し、2018 年度中に実験仕様・設計

要件を設定した。 
内閣府 SIP 第２期においては、東京臨海部実証実験で必要となる交

通インフラの整備を行い、2019 年 10 月から順次、実証実験を開始し

ているところ。その際、様々な通信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ように、また、グローバル化

 
24 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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の波としてセルラー系の技術25も見据え、2019 年 9 月に設置した「協

調型自動運転通信方式検討 TF」で、関係省庁・業界とともに、ユース

ケース及び課題の整理を開始した。2020 年度までにユースケースに

応じた要求条件等を明確化する。 
この他、車内外の通信量の増加に伴う車両内の通信ネットワークの

高速化について、車載 Ethernet の配線やハードウェア要件の業界ガ

イドラインの策定が JASPAR において進められている。 

 

Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術 

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

を整備していく必要がある。 

 

（協調のポイント） 

 最低限満たすべき性能基準とその試験法の確立 

 試験設備や評価環境等の整備 

 活用目的に沿ったデータベース整備 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 

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

動車研究所）が、2017 年 3 月に整備した自動運転評価拠点「Jtown」
26を活用して、「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」27に基づく安全確保措置を評価する、事前テストサービス28

を 2018 年 2 月に開始したところ。また、データベースについては、

JARI において認識・判断データベース29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他業界の多用途への適応に向け、サン

 
25 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。 
26 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  
27 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  
28 http://www.jari.or.jp/Portals/0/resource/press/Press_2018_1_15.pdf 
29 「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。 
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プルデータの公開30を行ったところ。 

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、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、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、書き換えや流出のリスクを抑える仕組みづくり

が必須となる。 

内閣府 SIP 第２期及び経産省では、2020 年度末を目処に、運転自動

化レベル 3、4 の自動運転技術を装備した試験車両を開発し、東京臨

海部等の公道における走行実証実験を通じて、市街地の一般道でのレ

ベル 3、4 相当の自動運転車の安全な走行に有用な交通インフラの技

術水準及び配置の在り方の検討に資するデータを得るとともに、当該

交通インフラの下での自動運転システムに関する認識及び判断の技

術的な要件を明らかにする予定。2020 年度末の成果を確認し、内閣府

SIP 第２期の終了予定年度である 2022 年度末目途に必要な検討を進

める予定。 
 

Ⅴ．人間工学 

 レベル 3 においては、自動走行中もドライバーは運転に関わる一定

の役割を担い、必要な時に運転タスクをシステムから引き継ぐ必要が

ある。運転引継ぎを迅速かつ確実に行い、安定した手動運転に移行す

るためには、ドライバーがシステムとドライバーの役割に関する充分

な知識と情報を有していること、および自動走行中のドライバーが、

役割分担を確実に実行し、運転引継ぎ準備状態にあること、すなわち

充分な Readiness を有することが重要である。 
また、レベル 3 以上の自動運転車と他の一般のクルマや歩行者，自

転車等との混走交通を考えたときに、普段誰もが行っているように、

自動運転車と他の交通参加者との非言語コミュニケーションによる

意思の伝達が、安全、安心、円滑な交通のために重要である。 
以上の背景より、①迅速で確実な運転引継ぎを実行するために必要

なドライバーの知識やシステム情報の特定、②ドライバーの運転引継

ぎ準備状態（Readiness）の定義とそのモニタリング方法の確立、③
 

30 http://www.jari.or.jp/tabid/599/Default.aspx  
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自動運転車の路上コミュニケーションを実現する方法の確立の 3課題

を、協調領域における開発・評価基盤と位置付け、安全第一の自動運

転技術として、日本の産業界における開発効率を向上する必要がある。

加えて、世界を巻き込む開発競争において、国際的に強調しつつ日本

の優位性を確保するために、研究成果の国際標準化が重要である。 
 
（協調のポイント） 

 運転者モニタリング要件 

 運転者によるシステム理解 

 自動運転車と他の交通参加者との意思疎通方法 

 国際標準化 
 
＜進捗状況と取組方針＞ 

大規模実証実験を含む内閣府 SIP 自動走行第 1 期において、2018
年度末までに上記 3 課題の目標を達成した。並行して成果の国際標準

化（ISO/TC22/SC39/WG8）を進め、2 件のプロジェクトにおいてリ

ーダー国を務め、2 件のドキュメント発行に至った。他に 3 件のプロ

ジェクト（1 件はリーダー国、2 件はメンバー国）が現在も進行中で

ある。 
内閣府 SIP 自動運転第 2 期においては、第 1 期の成果のもとに、①

ドライバー教育制度の設計と検証、②高速道レベル 3 以上、および一

般道レベル 2 から手動運転への安全な運転引継ぎ方法の検討、③低速

ラストマイル移動サービスにおける路上コミュニケーション手法の

検討について、警察庁、国交省と連携しながら進めている。国際標準

化活動は継続中である。 
また、日独政府間合意に基づき、自動運転ヒューマンファクター研

究に関する日独連携を立ち上げた。研究計画、成果などの情報交換を

はじめ、人材交流、相互レクチャーリングなどを計画している。さら

に国際標準化活動において、日独のより密接な連携を行うこととして

いる。 

 

Ⅵ．セーフティ（機能安全等） 

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・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

とその評価方法を確立する必要がある。また、これらの設計要件は③
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国際調和を図っていく必要がある。 

 

（協調のポイント） 

 ユースケース・シナリオ策定 

 安全設計の要件とその評価方法 

 国際調和 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 

2017 年度は、ユースケース・シナリオ31策定を実施し、センサー目

標性能の導出、設計要件の抽出を完了した。 

2018 年度は、後述する安全性評価とも大きく関係してくるが、車両

システム等の故障時、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、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、評価手法を確立した。当該検証の知見・事例

を広く一般で利活用可能なハンドブックとしてまとめ、2019 年度以降

は、ハンドブックの活用を推進している。研究で得た知見やデータは、

国際標準32への提案においてバッグデータとしている。 
なお、本研究で得られた知見等を用いた自動運転の安全性評価（後

述）体制については、車両技術の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れている33。 

 

Ⅶ．サイバーセキュリティ 

 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）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て発生したインシデント情報、脆弱性

 
31 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。 
32 機能安全について ISO26262（第 2 版）、性能限界及びユーザーの誤操作・誤使用について

SOTIF（ISO／PAS21448）が 2018 年に発行。 
33 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。 
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情報の共有・分析体制を構築し、業界協調により対策を向上させるこ

とが重要である。 

 

（協調のポイント） 

 最低限満たすべきセキュリティ水準 

 安全設計の要件とその評価方法 

 国際調和 

 テストベッドの実用化（評価認証体制の構築） 

 運用面における情報共有・分析体制の構築 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 

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34へ

提案するとともに、国際標準に先行して我が国における業界ガイドラ

イン35の策定を進めているところ。2019 年度はセキュアブート機能要

件、Ethernet のメッセージ認証要求、ネットワーク監視型侵入検知要

件、ECU 脆弱性テスト要件について策定を行った。また、国際基準に

ついては、WP2936傘下のサイバーセキュリティタスクフォース37にお

いて、業界も積極的に参加し、自動車安全基準とリンクした議論が進

められているところ 2019 年 11 月に公開された国連規則では、OEM
に対しサイバーセキュリティにおける「管理プロセス(CSMS：Cyber 
Security Management System)の構築」と「型式認証の取得」、およ

びソフトウェアアップデートに関する「管理プロセス (Software 
Update Management System)」と「型式認証の取得」を求めている。 

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、テストベッドの活用方法について 2020 年度も引き続き検討を

行う（2019 年度は警察大学校での研究等に活用）。また、日本自動車

工業会に確立した情報共有体制38について情報共有・分析機能を強化

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、米国に

 
34 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。 
35 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。 
36 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）。 
37 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。 
38 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。 
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おいて Cybersecurity Framework39が策定され、欧州においても

Cybersecurity Certification Framework40を検討していく方針であり、

これを受け、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、業界ごとにフレームワークを検討している。自動車についても

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

ワークを検討していくことが重要である。 
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

ーセキュリティを担保していくことが重要となる。 

 

Ⅷ．ソフトウェア人材 

CASE が進展する中、開発の核となる自動車工学とソフトウェアエ

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

しており、その発掘・確保・育成に向けた早急な取組が必要となる。

①トップ人材（AI 等）の引き込み・育成、②ボリュームゾーンでの自

動車業界×IT の人材エコシステム構築、③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とともに、自動車業界×IT の人材エコシ

ステムのグローバル化を意識して取組を推進していくことが必要と

なる。 
 

（協調のポイント） 

 トップ人材（AI 等）の引き込み・育成 

 ボリュームゾーンでの自動車業界×IT の人材エコシステム構築 

 自動車業界×IT の人材エコシステムのグローバル化 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 
これまで、自動走行ソフトウェアに関する技術について、認知系、

システムズエンジニアリング、新しい安全性評価などの各分野に求め

 
39 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。2018 年 4 月に、Version1.1 が

策定された。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。 
40 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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られるスキルを体系整理したスキル標準を策定した。また、自動運転

AI チャレンジ（Japan Automotive AI Challenge）等の産学官の取組

を共有し、自動走行 IT 人材戦略41を策定した。スキル標準及び自動走

行 IT 人材戦略を踏まえ、第四次産業革命スキル習得講座認定制度に

おける自動走行分野の追加を目指し、候補となる講座を洗い出し、認

定に向けた調整を開始した。加えて、自動車業界における人材ニーズ

を調査・提示することで、講座開発を活性化するとともに、スキル標

準を活用したスキル診断実証を行い、対象企業による認定講座受講や

スキル転換を促していく。来年度は、これらのスキル標準に準拠した

民間・大学講座の発掘及び受講者のインセンティブを確保するための

講座認定を推進していく。また、グローバル化を意識したエコシステ

ムを構築するため、ASEAN 等のジョブフェア出展や海外大学への寄

付講座等人材育成・確保網のグローバル化を後押しするとともに、自

動運転 AI チャレンジの国際イベント化や企画の拡充を促進していく。 

 

Ⅸ．社会受容性 

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

即したシステム開発を進めることが重要である。 

 

（協調のポイント） 

 自動走行の効用とリスクの発信 

 責任論を含め、必要に応じた制度整備 
 

＜進捗状況と取組方針＞ 

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

運転に係る制度整備大綱」42が策定された。自動走行レベルについて

も「官民 ITS 構想・ロードマップ 2018」でとりまとめたレベル 0から

５のレベルが、一般紙の記事等でも広く使用されている43。国民理解

 
41 自動走行 IT 人材戦略（2019 年 4 月 8 日）

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190408001/20190408001.html 
42 「自動運転に係る制度整備大綱」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180413/auto_drive.pdf 
43 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 2019 年 1 月に全国 12,400 人（18－79 歳男女）を対象として実施した消費者意識調査

では、男性の 75.3％以上、女性の 55.1％以上が聞いたことがあると回答。一般消費者目線で
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促進のための情報発信については、シンポジウム44や市民参加型受容

性イベント45などを通して、政府として発信を継続している。 

なお、「自動運転に係る制度整備大綱」に基づく取組・検討の結果、

2019 年 5 月 17 日に道路運送車両法（国土交通省）、5 月 28 日に道路

交通法（警察庁）の改正法が国会審議を経て成立し46、本年 4 月 1 日

にこれらの改正法が施行され、一定の条件下でのレベル 3 のシステム

使用が認められることになり、これまで官民が取り組んできた様々な

実証実験の成果を社会実装していく大きな一歩となる。今後も、「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度整備を加

速することが重要である。自動走行に関する民事上の責任については、

2018 年 3 月に国土交通省の研究会報告書により現在の自賠責保険制

度による事故時の賠償が従来通り行われることが明らかになってお

り、当面の課題はないが、今後の技術の進展を踏まえて、海外の制度

整備動向の情報収集と国内での継続的な論点整理によって社会実装

に備えることが望ましい。 

また、自動走行の実用化に当たっては、ユーザーの誤認識や過信を

防ぐ必要があることから、国民の自動走行システムへの理解が必須と

なる。さらに自動走行の移動サービスの早期の実用化には地域住民の

理解と協力が不可欠である。そのため、国民の理解度向上を促進する、

社会への情報発信の強化がより重要となる。 

さらに、2018 年度には、自動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化し、自動走行の効用を明確化し

たが、今後、これらの点についても社会への発信強化につなげていく

ことが重要である。 

 
は、自動走行レベルが分かりにくいとの指摘もあるため、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。 
44 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。 
45 SIP-adus においても、市民を交えた議論を数回実施している。また、内閣府 SIP においては、

ワークショップを毎年開催している。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」においては、2018 年度からワールドカフェ方式等を用い

て消費者との対話を行っている。2019 年度は、3 回実施した（愛知県日間賀島、茨城県日立市、

沖縄県北谷町）。 
46レベル 3 の実用化に対応する道路運送車両法・道路交通法の改正法案が国会審議を経て可決

（道路運送車両法についてはレベル 4 も包含）。 
○道路運送車両法の一部を改正する法律案（参議院審議終了年月日：令和元年 5 月 17 日、公布

年月日：令和元年 5 月 24 日） 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCBEFA.htm 
○道路交通法の一部を改正する法律案（衆議院審議終了年月日：令和元年 5 月 28 日、公布年月

日：令和元年 6 月 5 日） 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCBDDA.htm 
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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

上させていくことが重要である。 

情報発信に際しては、自動運転車に関する正確な技術情報のみなら

ず、自動走行の社会的意義及び社会・消費者のニーズ・要望に即した

形での実現可能性をわかりやすい形で提示することが重要であり、こ

れによって、社会・消費者の理解・納得感を得ることができると考え

られる。 

 

Ⅹ．安全性評価 

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、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、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。 

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

バーによる認知・予測・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47、①の作成に必要な②データ収集及び③ユースケース
48の研究が必要となる。 

 

（協調のポイント） 

 シナリオ 

 データ収集の仕組み 

 ユースケース 
 

 
47 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 
48 ユースケースとは、ドイツPEGASUS プロジェクトのFunctional Scenario に対応するもの。 
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＜進捗状況と取組方針＞ 

日本自動車工業会（JAMA）や JARI（「Ⅵ．セーフティ」参照）が業

界協調として、2016 年度からユースケースの整理を行っており、これ

らを活用するとともに、認識・判断データベースや交通事故データベ

ース（「Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術」参照）のデータを活用しつつ進

めている。 

2018 年度から開始した交通外乱における安全性評価プロジェクト

（SAKURA プロジェクト）では、SAE レベル 3以上の安全性評価手法を

検討するため、自工会が高速道路を体系的に整理した 32 シナリオに

基づき、本格的なデータ収集を開始した。そのうち、国際的にも議論

となっている時速 60km 以下の ALKS：Automated Lane Keeping System

に関するシナリオについて、特に重点的にデータ取得・分析・パラメ

ーター範囲の特定等を行った。2020 年度以降、高速道路の取組を継続

するとともに、一般道路におけるシナリオの検討に必要な構成要素を

整理し、シナリオの策定、データ収集手法の構築・分析手法の開発等

を行っていく。また、安全性評価におけるクライテリアの検討につい

ては、国際的な議論を踏まえつつ、継続して検討を行う必要がある。 

国際的な制度調和49に向けては、独 PEGASUS プロジェクトと安全性

評価手法に関するドラフトを共同で作成、ISO の場で NP 投票を行い、

2019 年 10 月に承認された。その他、仏・EU・米（SAE 含む）など、海

外で安全性評価の検討を進めているグループともバイ会議等にて協

議を行い、安全性評価に関するシナリオの国際調和を図ることを目指

す。 

自動運転を社会に実装する上で、継続的に安全を担保していくため

には、安全性評価シナリオに基づいて、合理的に予見可能で回避可能

な範囲を定めていく必要がある。そのためには継続的にデータ取得・

共有等に取り組める仕組みを検討しなければならない。また、自動運

転システムが稼働中に発生した事故及びインシデント50の活用を含め、

共有の在り方を検討していく。これらの活動に取り組むにあたっては、

単にデータ収集に留まるだけでなく、諸外国の研究機関との先行研究

等を通じて、日本全体として力を蓄えていく必要がある。 

また、内閣府 SIP 第 2期においては、自動運転車の開発に必要な膨

大な安全性評価のため、実環境の物理現象に基づいたシミュレーショ

 
49 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）において議論されており、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。 
50 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。 
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ンモデル開発による仮想空間評価環境づくりが開始された。本事業に

おいては、様々な交通環境下における自動運転システムのセンサー認

識不調時の安全性を確認するため、標準化された仮想空間での評価プ

ラットフォームを開発するとともに、自動運転システムの安全性向上

に加え、国内の自動車産業の開発力そのものの強化が図られている。 

 
参考：走行映像データ・事故データ等の利活用の基本方針 

（Ⅲ．認識技術、判断技術、Ⅹ．安全性評価に関連） 

自動走行の鍵を握る技術である認識・判断技術の競争力を抜本的に強化するため、研究

開発を加速するとともに、安全性評価と関連付けた質の高いデータ整備・利活用を進める

観点から、開発を加速する走行映像データ・事故データ等の利活用の現状と基本的な方針

は以下のとおり。 

1. 走行映像データ 

 走行映像データとは 

国からの委託を受け、JARI がカメラによる認識システムの開発や性能評価に必要な

歩行者の映像データを共有・実用化するためのDB構築技術を確立することを目的に、

2014 年度～2016 年度に収集した約 1500 時間、4.2PB、14 万シーンの歩行者映像デー

タベース及び特定の目的のために車両の走行時に収集する映像データベース。 

 

 利活用の基本方針 

AI 開発等新たな技術研究の裾野を拡大すべく、企業だけでなく大学や研究機関等

が走行映像データを機械学習やディープラーニング等に用いることも想定し、2018 年

1 月からサンプルデータ（9 シーン）を無料公開するとともに、説明会を開催した。

加えて、3 月から機密保持契約等の一定要件を満たすことを条件に、産官学の有識者

委員会において選定された 288 シーンのサンプルデータを JARI が自主事業として有

償（実費のみ負担）で提供を開始している。 

その後、288 シーンのサンプルデータ購入者等を始めとする走行映像データベース

の活用を希望する者とJARIが個別に協議し、原則として活用希望者の費用負担の下、

AI 開発等への応用を個別に進めている。 

 

2. 事故データ 

 事故データとは 

交通事故の発生時に、運転者等の事故当事者等の協力を得て、事故当事者へのヒア

リング、車両・事故現場の 3D 点群データ、ドライブレコーダー等の映像情報、イベ

ントデーターレコーダー（EDR）の車両情報等の情報に基づき、事故シーンをシミュ

レーション上で再現するためのデータ。2016 年度～2018 年度の 3 ヵ年事業として国

がデンソー及び交通事故総合分析センター（ITARDA）を始めとする研究開発グルー

プに委託し、データ収集の方法及び事故データベースの構築技術を開発。 

 

 利活用の基本方針 

ⅰ) 各自動車メーカー等における活用 

各自動車メーカーが事故データベースを活用して、自動走行車の設計・開発・検証

を行えるよう、早ければ 2019 年度内にデータベースの提供の実装化を目指し、2018
年度に事故データ収集及びデータベース構築技術の開発を行った。 

 

ⅱ) 安全性評価技術の開発・検討における活用 

自動走行車の市場導入にあたり必要となる安全性評価技術の開発・検討が急務とな

っている。安全性評価にあたっては、これまでの実車走行による評価だけでなく、シ
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ミュレーション上での走行評価を行うべきとの考え方が国際的に提示されている。安

全性評価技術の開発・検討におけるシナリオ作成にあたっても、事故データを踏まえ

る必要があり、2019 年 10 月に試行運用、2020 年 4 月の本格運用を目標に ITARDA の

独自事業として、事故データベースの提供を始める。 
 

(3) 基準の検討体制 

 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に貢献している。 
 この中で、自動走行については、自動走行全般をとりまとめる「自

動運転専門分科会」、その下に、「自動操舵専門家会議」、「自動ブレ

ーキ専門家会議」、「サイバーセキュリティタスクフォース」、「自動

運転認証専門家会議」が設置され、議論が進められている。我が国

は、各分科会等において、共同議長又は副議長として、国際的な議

論を主導している。最近では、2018 年３月に国連の議会で採択され

た高速道路における自動車線変更（ウインカー操作を起点）に関す

る基準を策定し、同年 10 月に公布したところ。 
 さらに、2019 年 3 月の WP29 において、日本及び欧州の共同提

案を基に、自動運転車の国際基準作りに向けた優先検討項目リスト

が合意された。 
 これら国際的な活動に臨むにあたり、我が国の方針を検討するた

め、政府、（独）自動車技術総合機構交通安全環境研究所、自動車メ

ーカーの他、サプライヤーも参加した産学官連携の体制を整え、そ

の体制の充実を図っている51。 
 

(4) 標準の検討体制 
 自動走行に関係する国際標準についても、重要な会議52に我が国

 
51 自動車基準認証国際化研究センター（JASIC）が、このような国際基準化活動の場を提供して

いる。 
52 ITS（Intelligent Transport System）の国際標準化は、ISO（International Organization for 

Standardization）、IEC（International Electrotechnical Committee）及び ITU（International 
Telecommunication Union）等で行われている。特に、ISO/TC204（TC：Technical Committee）
は、ITS の標準化を専門に行っている委員会。ISO の組織では、通常、TC の下部に SC（Sub 
Committee），更に WG（Working Group）が設置されるが、TC204 では TC の下に直接 WG
が設置されている。TC22 では、情報セキュリティや機能安全等を扱う SC32（Electrical & 
Electronic components and general system aspects）の議長・幹事国、TC204 では、地図情

報を扱う WG3(ITS Database technology)、自動車走行制御を扱う WG14（Vehicle/Roadway 
warning and control systems）のコンビナ（議長相当）が我が国から選出されている。 

2 SC32/WG8（Functional Safety）の SOTIF（Safety Of the Intended Function）、SC33（Vehicle 
Dynamics）/WG9（Test scenarios of automated driving systems）の安全性検証シナリオ、

SC39（Ergonomics）/WG8（TICS on-board-MMI）のドライバーモニタリング、TC204 では、
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から議長を選出、規格開発のプロジェクトリーダー2 を輩出する等、

我が国は議論を主導できる立場にある。 
 この分野の国内審議団体である（公社）自動車技術会では「自動

運転標準化検討会」を設置し、TC22・TC204 間も含め横の情報共有

を円滑にする体制を構築、（一社）日本自動車工業会から提示された

「戦略的標準化領域と重点テーマ」53に基づき、特にレベル 3 以降

の具体的な標準化項目を整理した上で、日本自動車工業会等とも連

携しながら、日本として積極的に取り組むべき標準化項目の選定等、

標準化戦略の検討・立案を行っている。 
 なお、自動車技術全体にわたる NP（New Work Item Proposal）
54の 2019 年提案数は、TC22（WG 数 74）では 47 件（2014 年から

の 5 年間で約 2 倍）、TC204（WG 数 12）では 15 件（2014 年から

の 5 年間で約 3 倍）と活発な提案が続いている。これに対応するに

は、重点テーマである自動走行のみに関わらず標準化活動を行う専

門家人材や予算といったリソースの確保、活動支援体制の強化につ

いても引き続き検討する必要がある。 
 

(5) 基準・標準の横断的な情報共有と戦略検討 
 自動運転の実現には、基準制定が重要取り組み案件であるが、技

術的検討が行われる標準化活動も基準への引用という観点から重要

な活動であることから、自動運転基準化研究所において基準の動向

を速やかに共有し、手戻りのない標準化活動を行っている。 
 今後、レベル 3 以降においては基準と標準が同時並行的に検討さ

れることから、自動運転基準化研究所／基準・標準連携シナリオ

TF において、UN/WP29/GRVA と ISO/TC22 及び ISO/TC204 の

関係者を一同に集め、重要テーマの作業項目について定期的かつ密

な情報共有を行うことで、基準化方針に沿った日本の標準化の戦

略、戦術を策定するべく連携した活動を推進している。 
  

 
WG14 のモーターウェイショーファーシステム、トラック隊列走行システム、自動バレー駐車

等のプロジェクトリーダーを受け持っている。 
53 「自動車専用道路 Lv3 自動運転システム（モーターウェイショーファーシステム）」や「安全

性検証」,「サイバーセキュリティ」等が重点テーマとされている。 
54 新たな規格制定、現行規格改訂のための作業項目提案。 
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4. おわりに 

我が国では、本年４月には改正道路交通法・道路運送車両法が施行

され、レベル３の自動運転車の公道での走行が可能となるなど、着実

に自動運転のビジネス環境が整備されてきた。 
一方、ドライバー不足や高齢者等の移動手段の確保などの社会課題 

に対応し、無人自動運転サービスが早期に全国各地に広がることが期

待されているが、現時点では、自動運転技術は限定的であり、一定の

人の関与と条件下で、限られた地域での活用に限られている。 
また、各地域において実証事業が行われ、自動運転サービスが現実

のものとなる中で、事故などに対する住民の不安も生じてきている。 
海外に目を向けると、米国 IT 企業を中心に、莫大なデータを集め

てシステムに学習させ、早期に無人自動運転サービスを開始する動き

が広がってきている。 
こうした中で、自動運転のビジネス化を進め、社会課題に貢献する

とともに、自動運転分野で世界をリードしていくため、引き続き、こ

の自動走行ビジネス検討会や、各関係省庁において共通の目的に向か

い検討を進めていくことが重要である。 
 
2020 年 3 月 

A.T. カーニー株式会社 
 


