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 2020年 5月号（Vol.2） 

自動運転車の安全基準を定めた「道路運送車両の保安基準」等の改正 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 改正の概要 

Ⅲ. おわりに 

Ⅰ. はじめに 

2020年 4月 1日、改正道路運送車両法（以下「改正車両法」といいます。）及び改正

道路交通法が施行され、ついにレベル 3の自動運転車の公道走行が可能となりました1。

これに伴い、自動運転システムの保安基準、サイバーセキュリティ、プログラム等改変

等に関する基準を定めるために道路運送車両法の細則である「道路運送車両の保安基準」

等も改正され2（以下「本改正」といいます。）、同日に施行されています。本号では、こ

れらを定めた本改正の概要について取り上げます。 

Ⅱ. 改正の概要 

1. 自動運転車の保安基準

（1）自動運転システム（自動運行装置）

改正車両法により、保安基準の対象装置に「自動運行装置」（いわゆる自動運転シ

ステムに相当するセンサーとコンピューターの組み合わせに、その作動状況を記録

する装置を加えたもの）が追加され、自動車メーカー等は、自動運転車を販売する

場合、自動運行装置を保安基準に適合させることが必要となりました（改正車両法

41条 1項 20号、2項）。本改正で、自動運行装置が適合すべき保安基準が策定され

ました3。その概要は以下のとおりです。 

 自動運行装置の作動中、他の交通の安全を妨げるおそれがないものであり、かつ、

1 改正車両法のポイントについては、AUTOMOTIVE NEWSLETTER 2020年 3月号（Vol.1）をご参照く

ださい。 
2 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000338.html 
3 改正道路運送車両の保安基準 48条 2項・改正道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 72条の 2、

150条の 2、228条の 2。 
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乗車人員の安全を確保できるものであること。 

 運転者の意図した操作により作動及び停止を行うことができるものであること。 

 自動運行装置の作動中、走行環境条件4を満たさなくなる場合、運転者に対し運転

操作を促す警報を発し、運転者が当該警報に従って運転操作を行わないときは車

両を安全に停止するものであること。警報は、原則、走行環境条件を満たさなく

なる前に十分な時間的余裕をもって発するものであること。 

 他の交通又は障害物との衝突のおそれがある場合には、衝突を防止する又は衝突

時の被害を最大限軽減するための制御を行うことができるものであること。 

 走行環境条件を満たしていない場合又は自動運行装置が正常に作動しないおそれ

がある場合に当該装置が作動しないこと。 

 自動運行装置の作動状況を運転者が容易かつ確実に認知できるよう表示するもの

であること。 

 自動運行装置の作動中、運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態

にあるかどうかを常時監視し、運転者が当該状態にない場合には、その旨を運転

者に警報するものであること（いわゆるドライバーモニタリング機能）。 

 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合、その旨を運転者に視覚的に

警報するものであること。 

 自動運行装置の機能について冗長性をもって設計されていること。 

 

また、高速道路等における低速自動運行装置（車両を車線内に保持する機能を有

する自動運行装置で、作動中の最高速度が 60km/h以下であるもの）を備える自動車

については、別途詳細な技術基準が策定されました5。その概要は以下のとおりです。 

 

 自動車線維持システムが作動する最高速度は 60km/h であること。 

 作動中の自動車線維持システムは、合理的に予見可能かつ防ぐことができるいか

なる衝突も引き起こしてはならないこと。この場合において、別の衝突を起こさ

ずに衝突を防止できる場合は、当該衝突を防止しなければならないこと。また、

衝突が防止できない場合は、当該衝突時に車両が停止しなければならないこと。 

 作動中の自動車線維持システムは、動的な運転操作に関係する道路交通法その他

の交通関係法令の規定に適合しなければならないこと。 

 センサーによる前方検知範囲は少なくとも 46m以上であること。側方検知範囲は

少なくとも自車の隣接車線の全幅を検知できるものであること。 

 走行車線内での走行を維持し、かつ、いかなる車線表示も越えることがないこと。 

 前方車両との車間距離は、急な割り込みなど一時的に遵守できない場合を除き、

 
4 「昼間（降雪・豪雨等の悪天候を除く。）の高速道路本線上における時速 60km以下の低速走行」とい

った条件をいい、自動運転の安全技術ガイドラインにおける「運行設計領域」（ODD: Operational Design 

Domain）と同様のものです。 
5 改正道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 72 条の 2第 14 号、150 条の 2 第 1項 14 号・同別

添 122「高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準」。 
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自車速度に応じた所定の距離以上であること。 

例：6.7m（20km/h の場合）、15.6m（40km/h の場合） 

 運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを、運転

者のまばたき、閉眼、頭・身体の動き等により判断すること。

 実車試験により各機能要件を確認するとともに、シミュレーション試験により、

走行環境条件内において、システムが周囲の交通状況に応じて適切な制御を行い、

合理的に予見可能で防止可能ないかなる衝突も起こさないことを証明すること。

（2）データ記録装置（作動状態記録装置）

自動運行装置には、事故時の責任関係の明確化等のため作動状態記録装置を備え

る必要があるところ、本改正で、当該装置の記録項目、保存期間等に係る技術基準

が策定されました6。その概要は以下のとおりです。 

 記録項目

－ システムの作動状況が別の状況に変化した時刻（ON／OFFの時刻）

－ システムによる引継ぎ要求が発せられた時刻

－ システムがリスク最小化制御を開始した時刻

－ システムの作動中に運転者がハンドル操作などによりオーバーライドを行

った時刻 

－ 運転者が対応可能でない状態となった時刻 

－ システムが故障のおそれのある状態となった時刻

 保存期間等

－ 6か月間又は 2,500回分 

 保存されたデータは、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより

取得できること。

 保存されたデータが改ざんされないよう適切に保護されていること。

2. サイバーセキュリティ

本改正で、自動運転システムへの不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリ

ティシステムが適合すべき技術基準が策定されました7。その概要は以下のとおりで

す。 

 車両のシステム間及び外部システムとの相互関係を考慮し、車両のリスクアセ

スメント（リスクの特定・分析・評価）を実証するとともに、リスクへの適切な

6 改正道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 72 条の 2第 15 号、150 条の 2 第 1項 15 号・同別

添 123「作動状態記録装置の技術基準」。 
7 改正道路運送車両の保安基準 17条の 2 第 3 項・改正道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 21

条 3項、99条 3項、177条 3項・同別添 120「サイバーセキュリティシステムの技術基準」。 



AUTOMOTIVE NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 

対処・管理を実証すること。 

 セキュリティ対策の有効性を検証するための適切かつ十分な試験を実施するこ

と。

また、自動車のサイバーセキュリティを確保するため、国土交通大臣による、申

請者のサイバーセキュリティ業務管理システム（CSMS。リスクアセスメントの実

施等に関する組織的な管理体制・方法等をいいます。）の適合証明書の交付手続に係

る規定が整備されました8。サイバーセキュリティ業務管理システムが適合すべき技

術基準の概要は、以下のとおりです9。 

 サイバーセキュリティ業務管理システムは、開発・生産・生産後の各段階を考慮し

たものであること。

 リスク評価の実施や当該評価を最新状態に保つことなどにより、セキュリティが十

分に確保されるものであること（自動車製作者等が契約したサプライヤー等におい

ても同様）。

3. プログラム等改変

本改正で、プログラム等改変システムが適合すべき技術基準が策定されました10。

その概要は、以下のとおりです。 

 危険及び無効なプログラムの改変を防止できるようプログラム等の改変の確実性

及び整合性を確保しなければならないこと。

 型式認可に関連するプログラム等のバージョン（識別番号）は、車載式故障診断装

置の読み取り部分（OBD ポート）等の電子通信インターフェースを使用して容易

に読み出すことができ、また、不正な改変から保護されていること。

 無線によるプログラム等の改変を行う機能を有する場合には、上記要件に加えて、

以下の要件を満たすものでなければならないこと。

－ 改変が失敗又は中断した場合に、システムを改変前の状態に復元又は車両を安

全な状態にできるものであること。 

－ 車両が無線改変に必要な電力を有している場合にのみ、無線改変を実行できる

ものであること。 

－ リコール、安全性等の改変の目的及び改変の重要性、変更点、所要時間、成否

等の情報が使用者等に通知されるものであること。 

8 サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程 3条。 
9 サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領 1 条・同別添「サイバーセキュリティ業

務管理システムに関する技術基準」。 
10 改正道路運送車両の保安基準 17条の 2第 4項・改正道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 21

条 4項、99条 5項、177条 4項・同別添 121「プログラム等改変システムの技術基準」。 
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4. 自動運転車の外向け表示

通達により、自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付するよう

自動車メーカーに要請するとされています。ステッカーのデザインは以下のとおり

です。 

5. 無人移動サービス車の実用化のための基準緩和認定制度

基準緩和認定制度により、ハンドル、アクセルペダル等のない車両による自動運

転の実証実験が認められていますが、本改正により、同制度を、無人自動運転移動

サービスの事業化等、実証実験以外の場合にも活用できるようになりました11

Ⅲ. おわりに 

本改正により、自動運転システムが適合すべき保安基準等が明らかになりました。改

正車両法への対応を求められる自動車メーカーやかかる自動車メーカーに自動運転シ

ステムを提供する自動車メーカー、システム開発者等においては、これらの保安基準等

を適確に把握することが必要不可欠となります。 

11 改正道路運送車両の保安基準 55条 1項、56条 1項及び 57条 1項に規定する国土交通大臣が告示で

定めるものを定める告示 1条 10号。 
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セミナー情報 

➢ セミナー 【動画配信中】『MaaS/CASE時代の自動車産業における M&Aの 

最新の動向と留意点 - 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 

拡大を踏まえて -』 

開催日時    2020年 5月 14日(木)～2020年 6月 13日(土)配信 

講師     佐藤 典仁 

備考  講義時間：30 分程度 

※セミナーの詳細及び動画視聴をご希望の方は、こちらのページへお進みください 

 

➢ セミナー Disrupted industries – the example of the automotive industry 

開催日時 2020年 5月 20 日（水） 21時（日本時間）～ 

講師  佐藤 典仁 ほか 

概要 Covid-19 による自動車業界への影響について、サプライチェ

ーンの構造への影響と、個人所有の自動車/バス等の大量旅客

輸送の公共交通の対立軸の再考という切り口から、自動車業

界のキープレーヤーと各国の経験豊富な弁護士が討論します。 

※セミナーの詳細及び動画視聴をご希望の方は、こちらのページへお進みください

（英語） 
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