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W h i t e  P a P e r

自動運転車の導入に欠かせない 
テスト
従来の自動車メーカーや新規参入企業がイノベーションを推進するテクノロジーに投資

していることから、自動運転車(AV)の開発分野が加速しています。自動運転車は自動車

の安全性と運転の便利さを向上させる可能性を秘める一方で、どのような交通状況、道路、

天候においても自動車の安全性を確保するために、厳格なテストと検証システムが必要に

なります。自動運転車では人工知能(AI)に基づいた方法が使用されます。これにより、自

動車は通信サービスやインフラストラクチャプロバイダーを介したコミュニケーションが

可能になります。

AVテクノロジーの基盤となるのはコネクテッドカーのコンセプトです。システムは道路状

況や交通状況について、近くを走る他の自動車について、運転中の他の重要な点について、

自動車と通信します。AVテクノロジーは複数のセンサ、コンピューター、ソフトウェア

を組み合わせて、自動運転車の製造を可能にします。このような自動運転車は、人間が

運転する自動車よりも走行距離あたりでは安全なことがすでに統計で示されています。

重大な事故の約94 %は、ス
ピードの出しすぎや注意散
漫な運転など、予測可能で
頻繁なドライバーのミスが
原因とされています。



2www.keysight.co.jp 

ウェイモ（かつてのGoogle自動運転車プロジェクト）は、これまで合計500万マイルを走行した

結果、自動運転車に過失のある事故は1件のみ、2 mphでの走行で負傷者のあった事故はゼロ件で

あることを報告しています。しかしながら、完全な自動運転車に対する消費者の信頼を勝ち得る

のは大変なことです。例えば、2018年の米国自動車協会(AAA)の調査では、アメリカのドライバー

の73 %は完全な自動運転車には心配で乗れないと言っていること、またアメリカの成人の63 %

は自動運転車が走行する道路を歩いたり、自転車に乗ったりすることをあまり安全とは感じられ

ないと思っていることが報告されています。1  

安全性と他のメリット
ドライバーのミスによる事故件数を元にした安全性の問題が第一の懸念ですが、自動運転車のメ

リットの可能性として通常第一に挙げられるのは安全性の向上です。運転から人的ミスを取り除

くことができれば、交通事故による負傷や死亡は劇的に減少します。

自動運転(AV)テクノロジーの導入にはそれ以外のメリットもあります。例えば、高齢化が進む中

で、AVテクノロジーはシニアや身体の不自由な方にアクセスと自由を提供します。また、新しい

輸送モードとビジネスモデルが生まれる可能性もあります。自動運転タクシーが増えたり、自動

運転車の共有ができようになると、個人の生産性の著しい向上が見込めます。

1 https://5g.co.uk/guides/how-fast-is-5g/
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オートメーションの概要
今日では、ドライバーを支援するオートメーションオプションが多数あり、一部はすでに市場で

提供されています。SAEインターナショナルは、図1で示すように、AVのオートメーションレベ

ル2を設定しています。

図1.　自動運転車のさまざまな機能レベルについて説明しているSaeオートメーションのレベル

 • レベル0は全く自動化されていません。ドライバーがすべての操作を行います。

 • レベル1にはいくつかのドライバー支援機能があります。例えば、ACC（定速走行・車間距離
制御装置）やブラインドスポットモニタリングなどです。

 • レベル2では、依然としてドライバーが運転することが必要ですが、ステアリングガイド機能
やスピードコントロール機能が提供されます。

 • レベル3は、自動車の運転を自動化しますが、人間のドライバーが注意を払い、ある程度の時
間内に制御を引き継ぐ必要があります。

 • レベル4と5では、真の自動化が実現されます。例えば、レベルで4では、自動運転は、ある一
定の地域や道程、天気、交通状況、スピード、道路など、特定の状況に制限されます。レベ
ル5では、自動運転車に一切の制限がありません。

自動車業界は、レベル1と2の自動車に急速に機能を追加しているため、ドライバーが積極的に

自動車を制御する既存モデルを維持しつつも、ドライバーを支援する多くの機会が提供されま

す。広範なセンサ（カメラ、レーダー、LiDAR、超音波センサ）によって、自動車は周辺の状況

を「見る」ことができ、自動的にドライバーを支援します。多くの自動車ではすでにドライバー

支援機能が提供されています。例えば、ブラインドスポットモニタリング、バックカメラ、オー

トマチック・ハイ・ビーム、ACC（定速走行・車間距離制御装置）、車線逸脱防止支援システム、

自動ブレーキシステムなどがあります。

2 https://driverless.wonderhowto.com/news/definitive-guide-levels-automation-for-driverless-
cars-0176009/
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一部の専門家は、レベル3のオートメーションの実行可能性に疑問を呈しています。これは、自

動車が長時間にわたって自動運転される間、ドライバーが注意を払い続けることが求められる

ためです。検討すべき重要な点は、どのような状況でドライバーが運転を引き継ぎ、どの程度素

早くそれを行う必要があるのかということです。アウディは交通渋滞中や65 km/h (40.4 mph)以

下で車両が走行している際に、同社のトラフィック・ジャム・パイロット機能によりレベル3の

オートメーションを提供できると言っています。このシステムにより、ドライバーは大渋滞の

際にもリラックスすることができますが、通知を受けてから10秒以内に運転を引き継ぐことが

求められます。

レベル1から3は自動車の安全性を向上させることができます。しかし、レベル4と5は、身体の

不自由な方やシニアなどのモビリティの向上、個人の生産性の向上、新しい輸送モデルなどの

新たなメリットの提供が求められています。それにより、レベル4と5は大半のAVプログラムに

おける最終的な目標となり、運転を自動車に任せることになります。

レベル4はレベル5にとっての先行レベルであり、ODD（運転設計領域）を制限します。つまりAV

は特定の状況において自動になります。例えば、レベル4のAVは特別なタイプの道路のみに対

応しています。利用環境が限定的な高速道路やHOV（カープール）レーン、AVのみのレーン、田

舎道、クローズドな環境での利用です。視界に応じて制限がある場合もあります。過酷な天候

に対応できる自動運転車はありません。AV、または事前にマップ化されている道路に対して特

定のインフラストラクチャサポートが提供されているかどうかも、制約条件となり得ます。

自動運転車の展開は特定地域に限られるでしょう。あらゆるシナリオに100 %対応することは

困難です。95 %に到達することはそれほどでもありませんが、最後の5 %は非常に大変です。

そのため、ODDの減少に大きく影響を及ぼします。例えば、レベル4の早期のユースケースと

して、過酷な天候の中で最低限の視界を可能にし、十分にマップ化されて道路がよくわかって

いる限定地域で低速で提供される自動運転タクシーサービスなどが挙げられるかもしれません。

初期展開の別の可能性として、特定のルートに限定された長距離貨物トラックがあります。

レベル5の自動運転は可能なあらゆる運転状況に対応するという課題があります。ソフトウェア

対応システムのスケーラビリティによって、レベル5の自動運転は、平均的なドライバーをソフ

トウェアで定義された世界で最も優れたドライバーに置き換えるというビジョンを実現します。

センサとコミュニケーションテクノロジー
センサ、演算パワー、スマートソフトウェア、コミュニケーション、ナビゲーションなど、新

しいテクノロジーを連携させることで、自動運転車が実現されます。自動運転車ではセンサを

使って、人間のドライバーが行うように、自車の周辺を確認します。センサは同時にあらゆる

方向を確認できることから、おそらく人間が行うよりもしっかりと確認できるでしょう。

AVが運転環境のモニターに使用するセンサには、主に次のものがあります。

 • カメラによる周囲監視

 • レーダー

 • LiDAR

「完全な自動運転車での最も
明らかな課題は、ドライバー
が実際に車を運転しなくなる
ということです。それは、当
然ながら、運転中の自動車の
制御を行う点で、ドライバー
を全く頼りにできなくなるこ
とを意味しています」。

– KoopmanおよびWagner

“
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レーダー カメラ LiDar

テクノロジー 無線波形による、距離（範囲）と 
モーション（速度と角度）の検知

画像による認識、分類 レーザー光による360 °の3D
ビュー

アプリケーション  • ACC（定速走行・車間距離制御 
装置）

 • 自動緊急ブレーキシステム
 • ブラインドスポット検知
 • 駐車支援

 • 交通標識認識
 • 車線逸脱防止支援システム
 • 駐車支援
 • ブラインドスポット検知
 • ACC、AEBS
 • サラウンドビュー
 • 追突警報システム
 • クロストラフィックアラート

 • 歩行者用緊急ブレーキ支援、
衝突防止ブレーキ、マッピ
ング

ビジョンシステムでは、有益な情報を抽出する処理を必要とする画像センサを使用します。レー

ダーセンサは車両の前方または後方に取り付けられ、短距離には24 GHzまたは79 GHz、長距離

には77 GHzが用いられ、交通状況と障害物を監視します。このようなセンサは1センチから数百

メートルの範囲で物体を検知します。超音波センサは、駐車などを行う際に直近または至近距離

で物体を検知するために役立ちます。

LiDARセンサはパルスレーザーを使って物体を検知します。高分解能をを有しますが、レーダー

よりも短い距離が対象になります。LiDARはまだ成熟していないテクノロジーで、一般的に高額

です。LiDARの高分解能によって車両周辺の環境についてより多くの情報が得られます。そのた

めLiDARは異なるタイプの物体を見分けるために使用できます。

無線通信は自動運転車において重要な役割を果たします。これにより、自動車は他の自動車(V2V)

と、歩行者(V2P)と、道路付近のインフラストラクチャ (V2I)と情報を交換することができます。

これはしばしばV2X(vehicle-to-everything)と呼ばれます。このような通信チャネルは、交通渋

滞や危険な道路状況のお知らせなど、自動運転車にとって不可欠の情報を提供します。2つの通信

アプローチが提唱されており、5.9GHz帯のDSRC（狭帯域通信）とLTEおよび将来の5G技術を使う

セルラー V2Xです。

GPS（グローバル・ポジショニング・システム）などのナビゲーション支援システムは、AVテクノ

ロジーに統合されています。GPSによりある場所から別の場所へと自動運転車の経路決定が行え

るだけでなく、詳細なマップを連携させて、自動運転、走行レーンの位置、交通信号などの情報

が向上します。

図2.　さまざまなセンサを使って運転環境を確認する自動運転車
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受け入れられるには厳格なテストが不可欠
どのような新しいテクノロジーが導入される際にも障壁に突き当たるものですが、自動運転車も

例外ではありません。安全性の問題が関わってくるため、自動運転車の導入は当初多くの消費者

によって反対されるでしょう。ドライバーを対象とした最近の米国での調査3によると、米国内の

ドライバーの63 %が 完全な自動運転車には心配で乗れないと感じていることが報告されました。

ただし、この数値は以前の調査に比べると低下しています。

消費者がAVテクノロジーの導入に喜んで賛成するようになるには、世論、理解、信頼性が大きな

役割を果たします。AVテクノロジーの安全性が証明され、世間が十分に理解することによって、

消費者の認識は徐々に変わっていくでしょう。道路を走行する自動運転車が十分安全であること

を証明するためには、自動運転車のテストが重要です。自動車メーカーが自社製品により多く

のドライバー支援機能を追加するのに従い、レベル1から3の導入は徐々に進んでいます。一方で

レベル4と5は大きな課題を呈しています。なぜなら、システムからドライバーが取り除かれ、自

動運転車がそれ自体で走行することになるからです。

複雑な環境で複雑なシステムの検証
どんなシステムでも失敗率はゼロにはなりません。そのため、決して間違った判断をしない自動

運転車のデザインを目指す中で、「求められる水準」について疑問がわきます。人は自動運転車

の設計が平均的な人間のドライバーよりも優れた動作をすることを期待します。業界は、どれほ

ど良ければ十分なのか、高い信頼性を達成したことをどうすれば消費者に理解してもらえるのか

を解明しようとしています。

ランド研究所による最近の調査報告4は次のように発表しています。

自動運転車は、交通事故による死亡や負傷について 
十分な信頼性を立証するには、数億マイルないしは 

数千億マイルを走行する必要がある。

走行マイルに言及することで、どの程度のテストが必要になるかがある程度把握できるものの、

それがテストの厳格さを示す信頼できる指標にはなりません。限定された利用環境である高速道

路での1マイルのテストは、複雑な都会の環境における1マイルのテストとは大きく異なります。

特に、重要なコーナーケースを必ずテストしなければなりません。つまり、通常の交通状況ではめっ

たに起こらないけれど、もし生じたら死亡につながるような厳しいシナリオです。

上記の報告書は、次のように、既存のテスト／検証方法ではおそらく不十分なことを認めています。

このAVテクノロジーの開発者と第三者テスターは、安全性と信頼性を証明する 
新たな方法を開発する必要がある。

3 https://newsroom.aaa.com/2018/01/americans-willing-ride-fully-self-driving-cars/
4 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1478.html
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ハードウェアとソフトウェアの複雑なシステムの開発は、当初から品質と信頼性基準の検討が必

要です。脆弱なデザインを使って品質を確保しようとしても、最高の結果は生まれません。

効果的な検証プログラムはシステム全体の運用を検討に入れたテスト戦略から始まります。電子

部品やソフトウェアベースの部品は、長年にわたって近代の自動車の一部であったため、自動車

業界にはシステムの信頼性の設計や検証についての実績があります。最新のテスト戦略では、シ

ステムのさまざまな抽象レベルで検証が行われる階層化アプローチが採用されています。図3はV

字型の開発モデルを使った一般的なアプローチを示しています。このモデルはシステムの各レベ

ルでテストのデザイン要件と仕様をマッチさせます。

ISO 26262は、自動車製造における電気・電子システムの機能的安全性を規定した国際規格です。

この規格ではV字型開発モデルを使用して、システム全体が適切に動作し、高レベルの安全性を維

持できるようにしています。システムの各コンポーネントには割り当てられた自動車安全度水準

(ASIL)があり、「A」は最小の厳格レベル、「D」は最高の厳格レベルを示します。これはリスクに

基づく安全性の水準で、危険な動作状況のリスクが定性評価されています。また、システム障害

の回避または制御のため、不規則なハードウェア障害の検知または制御、その影響の軽減のため

の安全性対策が定義されています。

ソースコード

ユニットのテスト

プログラムのテスト

サブシステム部品のテスト

システムの統合とテスト

受け入れテスト

検証とトレーサビリティ

モジュールの仕様

プログラムの仕様

サブシステム部品の仕様

システムの仕様

要件仕様

図3.　システムの全レベルで検証とトレーサビリティを維持するV字型開発モデル
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システムレベルの検証
多様な環境、道路、交通状況で自動車をテストすることは、AVシステム性能の最終的なテストと

なります。このテストでは考えられるあらゆる運転シナリオを取り上げて、自動運転車がそれら

に確実に対応できるようにするのが理想的です。自動運転車メーカーによる公道でのテストは一

般の人たちの目に触れることで、大きな注目を浴びています。このような路上テストは、自動車

が実世界の広範なシナリオにさらされるため、非常に貴重です。また自動運転車メーカーは、

テストシナリオのバリエーションに欠けるものの、再現可能な環境である私有地のテスト走路も

使用します。手頃なコストで再現可能なさまざまなテストシナリオを作り出す重要なツールとし

て、仮想テスト走路も登場しています。 

シミュレーションされた走行状態は自動運転車のテスト戦略で間違いなく重大な役割を果たしま

す。センサとアクチュエーターはデジタルデータを送受信するため、センサによって捉えられた

世界がデータのデジタルストリームとして再生されます。仮想センサとアクチュエーターを備え

た仮想自動運転車は、現実世界の自動運転車と同じソフトウェアによって仮想世界でテストされ

ます。自動車がこの環境で動作すると、自動車が現実の世界で「見る」ものをモデルが再現します。

この仮想テスト方法は自動運転車の走行シナリオを再現し、実際の走行テストに比べ、より低い

コスト、より高い再現性で数百万マイルを「走行」した結果を提供します。
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信頼の壁の打破
消費者は、安全性の向上、利便性、高いモビリティなど、自動運転テクノロジーに潜在的な価

値を見出しています。しかし、この新しいテクノロジーの全般的な安全性を心配しているのも

事実です。業界が安全性に関わる確かな実績を作り上げる中で、自動運転車の利用体験が、消

費者の信頼性を高めるために役立ちます。この実績を作り上げるには、確固たるテストと検証

システムが必要です。

エコシステム全体を通して、システム・エンジニアリング・デザインの原則を適用することが

求められます。テクノロジーを立証し、信頼性の高い自動車を提供するために、自動運転車メー

カーは堅牢なデザインとテスト戦略を策定しています。このような複雑なシステムの厳格なテ

ストは安全性を検証するために重要で、自動運転車が路上を走行するのに十分安全であるかど

うかが判断されます。

どれもが簡単ではありませんが、自動運転車業界は継続的にイノベーションを進めて、システ

ムのテストと検証のために新しい方法を見つけ出す必要があります。キーサイト・テクノロジー

には何十年にもわたるデザインとテストの実績があります。信頼の壁を打ち破り、消費者の信

頼を勝ち得るために、自動運転車業界のリーダーと密接に連携しています。




