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これまでの経緯・今後の検討において踏まえるべき事項

• 自動車の安全・環境性能の向上に伴い、電子制御による新技術の利用が広まっている。
• 自動車の状態に応じた適切な点検整備を行っていくために、①整備要領書の提供の充実、②汎用スキャンツール

の機能拡大、③先進技術の整備に係る研修制度の創設 について、本検討会で関係者を交えて議論。

背景・目的

経緯

平成28年８月 報告書とりまとめ
平成29年３月 第13回検討会、平成29年12月 第14回検討会、平成30年４月 第15回検討会
→詳細については、以下の３WGにおいて議論

• 新たな標準仕様WG （新たな標準仕様策定、情報提供の運用ルール策定、情報提供手法の検討）
• 高度診断教育WG （優先度、必要となる機材・環境の調査、研修等を効率よく実施するためのカリキュラム、テキ

スト策定）
• 情報提供制度見直しWG （欧米での情報提供制度、車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針

見直し等に必要な調査・検討）

踏まえるべき事項

平成30年５月 車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会 中間取りまとめ
平成31年１月 車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会 最終報告（案）提示

平成30年４月 自動運転に係る制度整備大綱 決定

平成31年１月 交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会 報告書
（自動運転等先進技術の整備のあり方、点検整備及び検査に必要な技術情報のあり方など、自動運転車等の設計・製
造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保に必要な道路運送車両法上の制度のあり方について検討）
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自動運転に係る制度整備大綱（概要）

車両の安全確保の考え方
① 安全性に関する要件等を本年夏までにガイドラインとして制定
② 日本が議論を主導し、車両の安全に関する国際基準を策定
③ 使用過程車の安全確保策の在り方について検討

(1) 自家用自動車での高速道路での
自動運転

交通ルールの在り方

④ 自動運転システムが道路交通法令の規範を遵守するものであることを
担保するために必要な措置を検討。国際的な議論（ジュネーブ条約）
にて引き続き関係国と連携してリーダーシップを発揮し、その進展及び
技術開発の進展等を踏まえ、速やかに国内法制度を整備

⑤ 無人自動運転移動サービスにおいては、当面は、遠隔型自動運転シ
ステムを使用した現在の実証実験の枠組みを事業化の際にも利用可
能とする

責任関係
⑦ 万一の事故の際にも迅速な被害者救済を実現
⑧ 関係主体に期待される役割や義務を明確化し、刑事責任を検討
⑨ 走行記録装置の義務化の検討

(2) 限定地域での無人自動運転
移動サービス

制度整備大綱に基づいた主な取組事項 2020年の実現イメージ

自動運転車は、これからの日本における新しい生活の足や、新しい移動・物流手段を生み出す「移動革命」を起こし、
多くの社会課題を解決して我々に「豊かな暮らし」をもたらすものとして大きな期待

安全性の一体的な確保（走行環境条件の設定）

⑥ 自動運転の安全性を担保するための走行環境条件（低速、限定ルー
ト、昼間のみ等）を検討・策定

イメージ画像であり、自動運転中に運転者
ができることについては、現在検討中
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交通政策審議会「自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会」について

「自動運転に係る制度整備大綱」を踏まえ、レベル３以上の自動運転の２０２０年目途の実用化に向け、道路運
送車両法に基づく安全確保のための各種制度について、「ドライバーによる運転を前提とした制度」から「シス
テムによる運転も想定した制度」に見直すことが必要

このため、交通政策審議会の下に小委員会を設置し、自動運転車等の設計・製造過程から使用過程にわたる
総合的な安全確保に必要な制度のあり方を検討

審議事項

自動運転を想定した保安基準のあり方や、自動運転車の

点検整備に関する制度のあり方など、自動運転車等の設計・

製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保に必要な

道路運送車両法上の制度のあり方について検討を行う。

＜主な論点＞

・高度な自動運転を想定した保安基準のあり方

・高度な自動運転が可能な走行環境条件（場所、速度等）を設定する仕組みのあり方

・自動車の安全性に直接影響するソフトウェアの無線通信等による変更への対応のあり方

・自動運転等先進技術の整備のあり方

・自動運転等先進技術の点検整備及び検査に必要な技術情報のあり方

運転者に代わりシステムが運転する
高度な自動運転

限定地域での無人自動運転移
動サービス

スケジュール

青山 佳世 フリーアナウンサー
◎ 鎌田 実 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

清水 和夫 モータージャーナリスト
下谷内 冨士子 （公社）全国消費生活相談員協会 顧問
竹内 建蔵 東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授
高田 広章 名古屋大学未来社会創造機構 教授
鳥塚 俊洋 JAFメディアワークス ITメディア部長
廣瀬 敏也 芝浦工業大学工学部機械機能工学科准教授
村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科 教授

第１回（9/3） ：現行制度の主な論点整理

第２回（10/12）：関係者からのヒアリング

第３回（10/23）：とりまとめ骨子案審議

第４回（12/3） ：とりまとめ案審議

平成30年12月：パブリックコメントを実施

平成31年1月15日 ：とりまとめを公表

通信

無線通信によるソフトウェア配信

委員 ◎ 委員長
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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会
自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書①

（３）点検整備

① 先進技術の点検整備のあり方

【現行制度の評価】

近年の自動車技術の電子化、高度化に伴い、現行の分解整備の対象となる装置の取り外しを伴わない整備又は改造で
あっても、当該装置の作動に影響を及ぼすおそれがあり、その結果として保安基準適合性に大きな影響を与えるものが
増加している。
また、現行の道路運送車両法では、これらの整備又は改造が「分解整備」の定義には含まれておらず、また、先進技術

にかかる装置は分解整備の対象装置となっていないため、これらについて点検整備記録簿への記載義務がない上、認証を
受けない事業者であっても取外しを伴う整備又は改造が可能であり、整備作業の安全性確認が法制上担保されていない。

【今後の対応】

自動運転システム等の電子装置に係る整備又は改造を行おうとする者に対し認証の取得を義務付け、使用者に対し当
該整備又は改造を行った場合に点検整備記録簿への記載を義務付けることにより整備作業の安全性を担保するため、装
置を「取り外して行う」整備・改造のみならず、装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造まで分解整備の定
義を拡大すべきである。具体的には、以下のとおり取組を進めていくべきである。

＜短期的な取組＞

(ア) 国は、現行の「分解整備」の対象となる装置に自動運転システムにかかる装置を追加するとともに、その定義を、
「装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造」まで広げるべきである。併せて、その名称を「特定整備」（仮
称）とすべきである。(イ) 国においては、自動車整備事業者が行う自動ブレーキ等の先進技術を搭載した車や自動運
転車（以下「自動運転車等」という。）の整備について、その確実な実施を担保するため、これらの整備を行う自動車
整備事業者を、「自動車特定整備事業者」（仮称）として認証することが必要である。また、使用者がこれらの事業者
を判別できるようにすることが必要である。

交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書（平成31年1月）（抄）

４．現行の自動車の安全確保に係る制度の評価及び今後の見直しの方向性
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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会
自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書②

② 先進技術の点検整備に必要な技術情報のあり方

【現行制度の評価】
自動車技術の高度化が進展するにつれて、使用者が自ら自動車の点検整備を実施することが難しくなっており、使用

過程における自動車の保安基準の適合性を適切に維持する上で、自動車分解整備事業者が行う点検整備作業の重要性が
高まっている。一方、近年普及が進んでいる先進技術は、自動車製作者等が作成する整備要領書等の技術情報が提供さ
れなければ点検整備の実施が困難であり、これらの情報が不足した場合、使用者が自動車分解整備事業者に委託しても
十分な点検整備を行うことができず、最悪の場合事故につながるおそれがある。

【今後の対応】

国は、自動車製作者等が、点検整備に必要な自動車の型式に固有の技術情報を、使用者及び使用者から委託を受けて
整備作業を行う自動車分解整備事業者に提供するよう制度を構築すべきである。技術情報に付随して必要となる専用機
器がある場合には、一般の自動車分解整備事業者等でも入手・利用可能とするなど、提供の実施方法、技術情報の具体
的内容等についても定めるべきである。
具体的には、以下のとおり取組を進めるべきである。

＜短期的な取組＞
(ア) 国、国内自動車製作者、輸入車インポーター、日本自動車整備振興会連合会等の関係者は、点検整備を実施する
にあたって必要となる技術上の情報を、セキュリティにも留意しながら、全国の自動車分解整備事業者等へ確実かつ円
滑に提供することが必要である。

(イ) 国及び日本自動車整備振興会連合会等においては、都市部や地方部等所在している地域に関わらず、自動車の使
用者が自動車分解整備事業者を活用して適切に自動運転車等の整備に対応できるよう、整備情報の提供を確保するとと
もに整備士が先進技術の点検及び整備に係る知見・技能を修得するため、研修体制の充実・強化を図ることが望まれる。
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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会
自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書③

（４）検査

① 先進技術の検査に必要な技術情報のあり方

【現行制度の評価】

先進技術は電子的に制御されているが、これらの装置・機能の故障は、現行の検査機器による測定では検知できない
ため、現在の検査においては、目視による警告灯の確認等限定的な手法となっている。
また、電子装置の故障検知を確実に行うためには、車両に搭載された車載式故障診断装置（OBD）に記録された「故障
コード」を読み取る必要があるが、そのために不可欠な、①外部診断機を車載コンピュータへ接続するための通信方式、
②故障コードの定義等は自動車製作者が各々設計するものであることから、自動車製作者等からこれら技術情報の提供
を受け、統一的なシステムにより当該技術情報を適切に管理し、基準適合性審査の実施機関に提供する仕組みがなけれ
ば、検査において故障の有無を確認できない。

【今後の対応】

基準適合性審査は、同一の判定方法・基準により審査を行うことが求められるため、国は、公的な一の主体が統一的
なシステムにより、審査に必要な技術情報を管理し、審査を実施する各機関に提供するための仕組みを構築すべきであ
る。以上を踏まえ、実際の体制としては自動車技術総合機構が技術情報を一元的に管理し、軽自動車検査協会及び指定
自動車整備事業者に提供することが必要である。この場合、技術情報の管理に係る実費や、検査の実施に係る人員・施
設等の体制についても必要な整備を行うべきである。 具体的には、以下のとおり取組を進めるべきである。

＜短期的な取組＞

(ア) 国は、自動車製作者等から提供された先進技術の検査に必要な技術情報を、自動車技術総合機構に管理させ、検
査を実施する者（自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び指定自動車整備事業者）が当該技術情報を用いて基準適
合性審査を実施する仕組みを構築することが必要である。

(イ）国、自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会は、電子装置の検査が、従来の検査と異なることに留意して車載
式故障診断装置（OBD）を活用した検査手法や制度を構築すべきである。その際、検査官等「人」の負担が過度になら
ないよう、統一的なシステムやツール等の開発を進めるべきである。

(ウ) 国、自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会は、技術情報の管理に係る実費や、電子的な検査にかかる人員・
施設等の体制についても、効率的な業務運営に十分配慮しつつ、必要な整備を行うべきである。 6



車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方について最終報告書（案）概要

自動ブレーキ、自動車間距離制御（ACC)
新車（乗用車）搭載率

ACC

自動ブレーキ

○ 近年、自動ブレーキなど自動運転技術の進化・普及が急速に進展しているが、故障した場合には、誤作動による重大事故等につなが
るおそれがあることから、自動車の検査等を通じた機能確認が必要。

○ 現在の自動車の検査(車検)は、外観や測定器を使用した機能確認により行われているが、自動運転技術等に用いられる電子装置の
機能確認には対応していない。

電子装置の不具合事例

ACCを使用して高速道路を走行中、突然、
機能が停止し、強い回生ブレーキが作動。

⇒ 前方監視用のカメラが偏心していた

上り坂を走行中、自動でブレーキが誤作動し、
急減速した。
⇒ 自動ブレーキのレーダセンサの取付角度

が設計値より下向きになっていた。

現在の車検では検出できない不具合

最近の自動車には、電子装置の状態を監視
し、故障を記録する「車載式故障診断装置
（OBD：On-Board Diagnostics）」が搭載されて
いる。

車載式故障診断装置（OBD）を活用した自動車検査手法

・故障コード読出に必要な技術情報
（ECU情報）

・保安基準不適合の故障コード
（特定DTC）

車載式故障診断装置（OBD）とは

記録された故障コード
（DTC）は、スキャンツール
を接続することにより読取
可能。

対象車両・装置及び検査開始時期

対象

2021年以降の新型の乗用車、バス、トラック※1

①運転支援装置※2

アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置
（ESC）、ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報

②自動運転機能※2

自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など

③排ガス関係装置

検査開始時期
2024年※3

自動車メーカー

(独)自動車技術総合機構において、
「ECU情報」、「特定DTC」を一元管理し、
全国の車検場、整備工場へ提供。

諸外国の状況

OBDを活用した自動車検査手法

車検時

特定DTC を検出
した場合は不合格

接続

※1 型式指定自動車・多仕様自動車に限る。輸入車は2022年以降の新型車
※2 保安基準に規定があるものに限る。
※3 輸入車は2025年

ＥＵ
加盟国に対して電子装置を含めた検査実施を
推奨（EU指令 2014/45EU）。

ドイツでは2015年よりOBDを用いた検査を開
始、段階的に拡大中。

米国
33の州・地区においてOBDを活用した
排出ガス検査を実施中。

提出
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