
団体名等 分　　類 意　　見 理　　由 国交省からの回答記入欄

JAMA 技術
管理部会

道路運送車両法施行
規則

第31条の2の2
第4項第2号

当該走行環境条件の付与を受けた装置が、道路運送
車両の・・・
↓
当該走行環境条件の付与を受けた装置を備える自動
車が、道路運送車両の・・・

対象は自動車とすべきではないでしょうか。
走行環境条件を付すのは装置毎であるため、原案とさせ
ていただきます。

JAMA 技術
管理部会

保安基準の細目告示
第13条第2項
第91条第2項

（改正後）

･･･協定規則第79号に定める自動命令型操舵機能（同
規則第３改訂版補足改訂版の規則2.3.4.1.1.、2.3.4.1.2.
及び2.3.4.1.4.を除く。）であって運転者異常時対応シス
テムを備えるものについては、機能の規定は適用しな
いことができる。
↓
･･･協定規則第79号に定める自動命令型操舵機能（同
規則第３改訂版補足改訂版の規則2.3.4.1.1.、2.3.4.1.2.
及び2.3.4.1.4.を除く。）については、機能の規定は適用
しないことができる。ただし、同規則第３改訂版補足改
訂版の規則2.3.4.1.3.、2.3.4.1.5.及び2.3.4.1.6.に相当す
る自動命令型操舵機能を備えるものにあっては、運転
者が運転していることを監視する機能を備えること。

改正案では、ACSF－カテゴリＡ・B1・C以外のACSFに該当する機
能には運転車異常時対応システムを装備したものでなければ「た
だし書き」の適用を受け入れられない要件強化の規定となってお
り、将来技術の導入が懸念されます。今回の改正主旨である「ハ
ンズオフｰレベル２搭載車にドラモニを装備義務付け」に見合った
左記案を提示致しますので、ご検討をお願い致します。

主旨をご理解いただきありがとうございます。ご意見を反
映したものとしました。なお、運転者異常時対応システムに
ついては、細目告示第2条第17号で定義されており、保安
基準においては性能要求はありませんが、ハンズオフ運
転中に「よそ見」や「居眠り」等により運転者の前方監視状
態を検知できない場合に自動的に停止するものと考えて
います。いっぽう、技術指針の「運転者異常時対応システ
ム」はいわゆるデッドマンを前提としており、「よそ見」や「居
眠り」は細目第2条第17号にある「運転者が体調の急変
等」の「等」に含まれ、警報しても反応しない状態は前方を
注視していない状態が継続的に生じており「自動車を正常
に運転することが困難な状態」として考えております。これ
により技術指針の「運転者異常時対応システム」よりも広
義なものと解釈することとしています。

JAMA 技術
管理部会

道路運送車両の保安
基準

第48条第1項

自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動
車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自
動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）
には、自動運行装置を備えることができる。

現状ではかっこ書きの自動車に自動運行装置を備えることが出
来ないことになると思われますが問題ないでしょうか。確認です。
(第1項からかっこ書きの自動車を削除の上、第2項で基準の適合
免除する自動車とすることもご一考ください）

問題ございません。

JAMA 技術
管理部会

道路運送車両の保安
基準

第48条第３項
（削除）

装置型式指定規則第4条の３第1項で特定装置は保安基準に適
合することが定められており、記載不要と思われます。

保安基準第30条等と同様の規定ぶりであるため必要と考
えています。

JAMA　自動
運転検討会

自動運行装置
細目告示

第72条の2第4号

適用関係の整理
第五十五条の二

自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動
しないおそれがある状態になる場合において、直ち
に、事前に十分な時間的余裕をもって、運転者に対し
運転操作を促す警報を発するもので

第七十二条の二第四項及び第百五十条の二第一項
第四号中「事前に十分な時間的余裕をもって」とある
のは「直ちに」と読み替えることができるものとする

既に書かれている「直ちに」という文章と重なりますが、どういった
意図で書かれているのでしょうか。

誤りですので「事前に十分な時間的余裕をもって」を削除し
ました。

軽自動車検
査協会

細目告示
第72条の2第1項第4

号
第150条の2第1項第4

号

直ちに、事前に十分な時間的余裕をもって、
↓
事前に十分な時間的余裕をもって、

誤記と思われます。
誤りですので「事前に十分な時間的余裕をもって」を削除し
ました。

　道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等（自動運行装置関係）の改正に対する意見（第3回意見照会）
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軽自動車検
査協会

細目告示
第72条の2第1項第5

号
第150条の2第1項第5

号

運転車が前号の警報に従って運転操作を行わないと
きは、～
↓
運転車が第三号又は前号の警報に従って運転操作を
行わないときは、～

第四号において、正常に作動しないおそれがある状態になる場合
の警報が規定されたため。

修正しました。

軽自動車検
査協会

細目告示
第72条の2第1項第6

号
第150条の2第1項第6

号

当該警報は、自動運行装置が非作動の状態になった
場合又はリスク最小化制御が作動した場合にのみ終
了することができる。
↓
当該警報は、自動運行装置が非作動の状態になった
場合又は前号の制御が開始した場合にのみ終了する
ことができる。

他号との整合性のため。 ご指摘を踏まえ修正しました。

軽自動車検
査協会

細目告示
第72条の2第1項第8

号
第150条の2第1項第8

号

第二号、第四号及び第五号の規定にかかわらず～
↓
第二号、第四号、第五号及び第六号の規定にかかわ
らず～

第四号において、正常に作動しないおそれがある状態になる場合
が規定されたため。

八号での除外については、意図した操作以外でも良くする
ために二号を除外しないといけないものと、作動を継続す
るために停止に関する五号、六号の除外になります。

JAMA　自動
運転検討会

自動運行装置
細目告示

第72条の2第八号

特定走行環境条件を満たさなくなった後、リスク最小
化制御の作動中に再び当該条件を満たした場合は、
運転者の意思ある操作によりあらかじめ承諾を得てい
る場合に限り、第二号、第四号及び第五号の規定に
かかわらず、自動運行装置は自動的に作動を再開す
ることができる。
　↓
特定走行環境条件を満たさなくなった後、再び当該条
件を満たした場合（リスク最小化制御の作動中に再び
当該条件を満たした場合を含む）は、～

別添122においては特定走行環境条件外から直ちにMRMを要求
していないため、移行要求中も当該条件を見たした場合には認め
らるべきと考えるため　（第2回意見照会までに提案されていた法
案の主旨と意味合いが変わってしまう為、第2回意見照会時の提
案のままの表現が適切だと考えます。）

第2回意見照会でのコメントを踏まえての修正案であった
が、適用整理告示において、走行環境条件外を満たさなく
なる場合において警報後即MRMは求めていないこともあ
ることから、MRMの作動の有無にかかわらず当該条件を
満たした場合（事前に承認を得ている場合に限る）には作
動してもよいことを明確にしている規定であることを踏ま
え、複雑な規定となることを避けるため、「特定走行環境条
件を満たさなくなった後、再び当該条件を満たした場合
は、～」と規定することとしました。

軽自動車検
査協会

細目告示
第72条の2第1項第12

号
第72条の2第1項第12

号

その旨を運転者に視覚的に警報するするものであるこ
と。
↓
その旨を運転者に視覚的に警報するものであること

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

保安基準の細目告示
第83条

（改正後）

十一　施行規則第31条の２の
↓
四　施行規則第31条の２の

誤記と思われます。 修正しました。

自動車認証
審査部

細目告示第83条
第1項

十一　施行規則第31条の２の２の規定による使用の
本拠の位置」・・・
↓
四　施行規則第31条の２の２の規定による使用の本
拠の位置」・・・

新設する号番号が異なると思われます。 修正しました。

軽自動車検
査協会

細目告示第83条
第1項第11号

十一　施行規則第31条の2の2の規定による使用の本
拠の位置が定められた自動車及び予備検査を受けよ
うとする自動車に取り付けられた装置に付される条件
に係る判定を行う場合
↓
四　使用の本拠の位置が定められた自動車及び予備
検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に
施行規則第31条の2の2の規定により付される条件に
係る判定を行う場合

今回の改正案文で新設された第十一号は第四号ではないでしょ
うか。
また、施行規則第31条の2の2の規定は走行環境条件の付与に係
る規定のため、左記の表現にしては如何でしょうか。

前者：修正しました。
後者：ご指摘を踏まえ修正しました。
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軽自動車検
査協会

細目告示第150条の2
第1項第2号

運転者の意思ある操作によって～
↓
運転者の意図した操作によって～

誤記と思われます。 修正しました。

自動車技術
総合機構

（細目告示第150条の
2）

二　運転者の意思ある操作によってのみ自動運行装
置が作動するものであり、かつ、運転者の意思ある操
作によって当該装置の作動を停止することができるも
のであること。
　　　　　　　　　　　　　　↓
二　運転者の意思ある操作によってのみ自動運行装
置が作動するものであり、かつ、運転者の意図ある操
作によって当該装置の作動を停止することができるも
のであること。

第72条の2において「意図」に修正がなされているため。 修正しました

JAMA　自動
運転検討会

自動運行装置
細目告示

第150条の2　七

・・衝突を防止す又は衝突時の・・・
　　　　　　　　　　↓
・・衝突を防止する又は衝突時の・・・

脱字と思われます 修正しました。

自動車技術
総合機構

自動運行装置
細目告示

第150条の2　七

七　自動運行装置又はリスク最小化制御の作動中、
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
するための制御が作動するものであること。

誤記と思われます。 修正しました

自動車技術
総合機構

自動運行装置
細目告示

第228条の2

（細目告示第228条の2）
　自動運行装置を備える自動車の機能、性能等に関
し、保安基準第48条第２項の告示で定める基準は、次
に掲げる基準とする。
一　自動運行装置の作動中、確実に機能するもので
あること。この場合において、自動運行装置の認知に
係る機能を損なうおそれのある外観上明らかな損傷
のあるものは、この基準に適合しないものとする。

①「認知に係る」が必要な理由：
予測、判断及び操作並びに記録に係る機能に関する部品（ＥＣ
Ｕ、配線、メモリ等）の損傷は確認しなくてよいこととするための根
拠が必要であるため。

②「外観上明らかな」が必要な理由：
衝突被害軽減ブレーキと同じ前方検知のレーダー等の損傷を確
認すればよい（他にはどこにどのようなセンサが付いているか分
からないため）こととするための根拠が必要であるため。

なお、これらの根拠を元に、機構の審査事務規程において、審査
方法として、前方検知のレーダー等の損傷を確認する旨を規定す
ることといたします。

別途調整させていただいた内容を踏まえ、元案とさせてい
ただきます。

JAMA 技術
管理部会

細目告示等改正（自
動運行装置装置等）

別添120
別添121
別添122
別添123

【改正前】
（新設）の追加をお願い致します。

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

別添122
3.2.1.

3.1.5.1.から3.1.5.5.までの規定の適合性は、
↓
3.2.1.1.から3.2.1.3.までの規定の適合性は、

誤記と思われます。 修正しました。
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JAMA 技術
管理部会

別添122
31.3.2.

前項の操作は、必要に応じ、最大までの制動力までの
制御による車両の減速をしなければならない。
↓
前項の操作は、必要に応じ、最大までの制動力による
車両の減速をしなければならない。

誤植と思われます。 修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.1.4.4.1.

運転者が、3.2.2.4.の規定又は3.2.2.5.の規定によるシ
ステムの自動的な非作動による引継ぎ要求に応じるこ
とがない場合、当該要求の開始から早くとも10秒後
に、リスク最小化制御が自動的に開始されるものとす
る。ただし、保安基準第72条の２第１項第5号及び第
150条の２第１項第5号の規定によりリスク最小化制御
を行う場合はその限りではない。

⇒運転者が、3.2.2.4.の規定又は3.2.2.5.の規定による
システムの自動的な非作動による引継ぎ要求に応じ
ることがない場合、当該要求の開始から早くとも10秒
後に、リスク最小化制御が自動的に開始されるものと
する。ただし、保安基準第72条の２第１項第56号及び
第150条の２第１項第56号の規定によりリスク最小化
制御を行う場合はその限りではない。

号ずれについて修正しました

JAMA　自動
運転検討会

自動運行装置
細目告示

72条の2　第1項　六号
150条の2　第1項　六

号

六　第三号の場合において、急激な天候の悪化その
他の予測することができないやむを得ない事由によ
り、事前に十分な時間的余裕をもって警報を発するこ
とが困難なときは、同号及び前号の規定にかかわら
ず、当該事由の発生後直ちに第三号の警報を発する
とともに、 特定走行環境条件を満たさなくなった場合に
 は直ちにリスク最小化制御が作動し、当該制御により
安全に停止するものであればよい。この場合におい
て、当該警報は、自動運行装置が非作動の状態に
なった場合又はリスク最小化制御が作動した場合に
のみ終了することができる。

走行環境条件を外れる場合に第三号の規定に適合してい
れば本号の規定に適合する必要はないこと、重大な失陥
時にMRMの作動に関して何ら制限を加えものではないこと
から、元案とさせていただきます。

JAMA 技術
管理部会

02-01_細目告示等改
正（自動運行装置装

置等）

P17 別添１２１ 2.6項及びP18　3.2項について
・「無線通信」⇒「無線による改変」
・「データの転送」⇒「プログラム等の転送」
のほうが定義に沿うのではないでしょうか？

「Over theAir　Update」を「無線通信」と置き換えるのは、少し意訳
しすぎていると思います。また3.2.2.にも「無線改変」が使われてお
り、揃えたほうがよいと思います

ご意見を踏まえ以下の通り修正しました。
「無線改変」とは、ケーブルその他のローカル接続を使用
する代わりに、無線によるプログラム等の改変をいう。

JAMA 技術
管理部会

02-01_細目告示等改
正（自動運行装置装

置等）

P17 別添１２１ 3.1.2.2.項について
それぞれのＲＸソフトウェア識別番号は、車載式故障
診断装置の「標準的なものを含む」⇒「標準的なイン
ターフェースを含む」ではないでしょうか？

UN原文では、3.1.2,2と3.1.2.3は同じ表現になっているため、3.1.2.3.
に合わせたほうがよいと思います。

ご指摘を踏まえ修正しました。

JAMA 技術
管理部会

02-01_細目告示等改
正（自動運行装置装

置等）

P17 別添１２１ 3.2.2.1.項について
プログラム等の改変の重要性並びに当該改変がリ
コールの場合には当該改変の安全性及びセキュリ
ティに係る目的が含まれる可能性がある当該改変の
目的

「目的」の言葉が重複している表現になっています。前バージョン
の「プログラム等改変の目的。 これには、改変の重要性、および
改変がリコール、安全、および/またはセキュリティを目的とする場
合も含まれる」の表現の方が伝わりやすいと思います。

ご指摘を踏まえ、改変の重要性に加え、リコール、安全又
はセキュリティに係る目的が含まれるということを規定する
ように修正しました。

第2回コメントに基づき、別添122を修正頂いたことにより、重大な
失陥に関する別添と細目告示の差異は解消されたと考えます。
細目告示72条の２　第１項六号及び第150条の２　第１項六号の
「その他の予測することができないやむを得ない事由」には別添
122における「重大な失陥」も含まれると考えます。したがって細目
告示72条の２　第１項六号のリスク最小化制御への移行条件を
「特定走行環境条件を満たさなくなった場合」と限定することは不
要と考えます。

また細目告示で「直ちに」を削除することで、別添122 3.1.4.4.1.で
は警告後10秒後に移行するケース、直ちに移行するケース両方
を許容されると考えますが、このような理解でよろしいでしょうか。
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自動車認証
審査部

別添122　3.1.4.4.1.

保安基準第72条の２第１項第5号及び第150条の２第
１項第5号
↓
保安基準第72条の２第１項第6号及び第150条の２第
１項第6号

項ずれの反映漏れと思われます。 修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.1.1.1.4

作動中のシステムは、合理的に予見可能かつ防ぐこと
ができるあらゆる衝突を引き起こしてはならない・・・

→作動中のシステムは、合理的に予見可能かつ防ぐ
ことができるいかなる衝突を引き起こしてはならな
い・・・

「あらゆる」という表現は、本要件の文脈において適切ではないよ
うに思います。（今回の文脈は、合理的に予見可能かつ防ぐこと
ができるとの条件下の内容であり、第2回意見照会時までの法案
で使用されていた「いかなる」の表現の方が自然だと考えます。）

ご指摘も踏まえ修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.1.3、
3.1.4、
3.1.5、
3.2.1、
3.2.2、

・・・・の規定に基づく試験に従って、安全のための取
組方法の適合性審査中に自動車製作者等により試験
機関に実証されなければならない。

→・・・の規定に基づく試験に従って、安全のための取
組 方法の・・・

表現の修正です。
アプローチの訳として「取組方法」としていますので原案と
させていただきます。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.1.4.2.1

システムが作動を続けられない予定事象が発生した
場合
引継ぎ要求は・・・
↓
システムが作動を続けられない予定事象が発生する
場合引継ぎ要求は・・・

計画的にTDを出す場面なので、「発生した場合」だとすでに発生
済みのようにみえるので、「発生する場合」のほうが、これからの
動作を示すという意味ではよいのではないか。

修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.1.5.1

リスク最小化制御の間、車両は、車線内で減速する
か、又は車線表示が見えない場合にあっては他の交
通及び道路構造に応じて適切な走路に留まるものと
し、減速度は4.0ｍ／ｓ²以下でなければならない。ただ
し、次のいずれかに掲げる場合にあっては、この限り
でない。また、非常点滅表示灯を作動させるための信
号は、リスク最小化
制御の開始とともに発せられなければならない。

→・・・・にあっては、この限りでない。（改行）
（改行）
 また、（なお）非常点滅表示灯を作動させるための信
号は、リスク最小化制御の開始とともに発せられなけ
ればならない。

この限りでない　の文章に不随する文章に見えてしまうように思い
ます。（並列した文章とするのがよいかと思います）

「次の」を「3.1.5.1.1.又は3.1.5.1.2.の」と明確にするとともに、
改行することとします。

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.2.1.

ドライバーモニタリングシステム
3.1.5.1.から3.1.5.5.までの規定の適合性は、試験又は
協定規則第79号の技術的な要件（同規則第３改訂版
の附則６に限る。）の規定に基づく試験に従って、安全
のための取組方法の適合性審査中に自動車製作者
等により試験機関に実証されなければならない。

→3.2.1の適合性は、・・・・

誤記と考えられます。（オリジナルのままとするのが適切です） ご指摘を踏まえ修正しました。
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JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.2.2.6

システムが作動の状態から非作動の状態になった場
合、システムは車両の縦方向又は横方向のいかなる
連続的な制御を自動的に行ってはならない。非作動の
状態になった後、横方向の制御を徐々に減らすことに
より運転者が運転操作に習熟することを目的に補正
操舵機能を作動させてもよい。・・・・

→・・・により運転者が運転操作に適応しやすくするこ
とを目的に・・・・

表現の修正です。
（習熟では意味が異なると思います）

協定規則の主旨も踏まえ、以下のとおり修正します。
「補正操舵機能は、当該機能による横方向の制御を徐々
に減らす場合に限り作動させてもよい。」

JAMA　自動
運転検討会

別添122
3.2.4.3.1

.引継ぎフェーズ及びリスク最小化制御の間、車両の
制御を運転者に引き継ぐため、システムは、運転者に
とって分かりやすくかつ明確な方法により運転者に引
継ぎを指示しなければならない。当該指示には、下図
の例１及び例２に示す手及びかじ取ハンドルを表
す・・・

→・・・・下図の例１又は例２に示す・・・・

誤記（ALKSへの整合です。） 修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添122　3.2.2.5

適用関係の整理
第55条の2　2

「運転者の操作以外の操作」とあるのは「運転者の操
作以外の操作又は車両の安全性が確保できる操作」
と
↓
「運転者の操作以外の操作」とあるのは「運転者の操
作以外の操作又は車両の安全性が確保できる操作以
外の操作」と

「以外の操作」を追記いただかないと適用整理の意味とならない
と考えるため

ご指摘を踏まえ修正しました。

JAMA　自動
運転検討会

別添123
2

用語の定義
この技術基準における用語の定義は、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」に定めるものとする。ただし、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」2.1.中「本技術基準では、自動車線維持シ
ステムは「システム」ともいう。」とあるのは「本技術基
準では、自動車線
維持システム又は自動運行装置を備える自動車の自
動的な運行の安全性を確保するためのシステムは「シ
ステム」ともいう。」と読み替えるものとする。

→ただし以下の主旨がよくわかりません。
・・・本技術基準では、自動車線維持システム又は自
動運行装置を備える自動車の自動的な運行の安全性
を確保するためのシステムをシステムともいう。」と読
み替えるものとする。
ただし以降の文章は不要なのではないか？（また特に
2.1項を取り上げる必要は特にないのではないか？）
あるいは、読み換えるとしても、
・・・本技術基準では、自動車線維持システムは「シス
テム」ともいう。　とすべきでは？

文脈が読み取れませんでした。
本技術基準で必要な用語の定義を改めて規定するように
修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第2項、第3項、

第4項（改正後）

･･･第九十九条第五項から第八項まで･･･
↓
･･･第九十九条第七項から第十項まで･･･

誤記と思われます。 修正しました。
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JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第5項

(改正後）

･･･第九十九条第五項の･･･
↓
･･･第九十九条第七項の･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第6項

(改正後）

･･･第九十九条第六項から第八項まで･･･
↓
･･･第九十九条第八項から第十項まで･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第11項

(改正後）

･･･第九十九条第五項から第七項･･･
↓
･･･第九十九条第七項から第九項･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第11項第1号

(改正後）

･･･第九十九条第五項第一号･･･
↓
･･･第九十九条第七項第一号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第12項

(改正後）

･･・第九十九条第六項第二号･･･
↓
･･･第九十九条第八項第二号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第13項

(改正後）

･･･第九十九条第六項第三号･･･
↓
･･･第九十九条第八項第三号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第15項

(改正後）

･･･第九十九条第五項･･･
↓
･･･第九十九条第七項･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第16項

(改正後）

･･･第九十九条第六項第一号･･･
↓
･･･第九十九条第八項第一号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第17項

(改正後）

･･･第九十九条第六項第二号･･･
↓
･･･第九十九条第八項第二号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第18項

(改正後）

･･･第九十九条第六項第一号･･･
↓
･･･第九十九条第八項第一号･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第14条第20項

(改正後）

･･･第九十九条第三項及び第四項･･･
↓
･･･第九十九条第三項から第六項･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第55条の2第1項

(改正後）

･･･(高速道路等における走行時に車両を車線内に･･･
↓
･･･(高速道路等における運行時に車両を車線内に･･･

細目告示第72条の2第14号と表現の整合 修正しました。
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JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第55条の2第1項

(改正後）

･･･当分の間、第七十二条の二第四項及び第百五十
条の二第一項第四号中･･･
↓
･･･当分の間、第七十二条の二第四号及び第百五十
条の二第一項第四号中･･･

誤記と思われます。
項と号の誤りに加え、対象となる号が誤っていたので修正
しました（四号→三号）。

JAMA 技術
管理部会

適用関係告示
第55条の2第2項

(改正後）

･･3.1.4.2.1.中･･･予定事象発生後に車両を安全に停止
させるためにに十分早く･･･
↓
･･･3.1.4.2.1.中･･･予定事象発生後に車両を安全に停
止させるために十分早く･･･

誤記と思われます。 修正しました。

JAMA 技術
管理部会

02-03_CSMS適合証
明実施要領

及び
自動車の特定改造等
の許可に関する技術
上の基準に係る細目
等を定める告示（案）

CSについてのそれぞれの別添で使われている用語の
定義が違うので統一すべきと考えます。
　「02-01_細目告示等改正（自動運行装置等）に記載
の「リスクアセス」は正しく使われています。同様に「リ
スク管理」も本文で使用されるので問題はありません。
「02-03_CSMS適合証明実施要領」及び「自動車の特
定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等
を定める告示（案）」では、それぞれ定義の1.6、2.10に
「リスク評価」があります。正しくは上記の02-01のよう
に「リスクアセス」の名称とその定義分を使うべきと思
います。

用語の統一が必要と思いました

用語の定義において「リスク評価（原文ではRisk
assessment）」を定義していましたが、定義する用語を「リ
スクアセスメント（原文ど+F58おりRisk assessment）」とさせ
ていただきます。ご指摘の部分に関して、用語の定義は原
文から変更せず、原文と同じ定義とさせていただきます。

JAMA 技術
管理部会

02-03_CSMS適合証
明実施要領.pdf

P14　別添120　サイバーセキュリティシステムの技術
基準
2.5「リスクアセスメント」とは、・・・

02-03_CSMS適合証明実施要領.pdfの
P4　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
1.6.「リスク評価」とは、・・・

と同様の用語だが定義が異なる。
細目告示の別添120の「リスクアセスメント」の方が正
しいと理解しているので、こちらにあわせるのはどう
か？

同様の用語で定義が異なるため。

リスク評価とは正確にはリスクアセスメント（risk assessmetの一部
のリスク評価（risk evaluation）を示すことが一般的のため、risk
assessmentの訳としてはふさわしくない。

参考（wikipedia）
リスクアセスメント（英: Risk assessment）とは、リスク特定、リスク
分析、リスク評価を網羅するプロセス全体を指す
1.リスク特定 (risk identification) - リスクを発見し、認識し、記述す
るプロセス
2.リスク分析 (risk analysis) - リスクの特質を理解し、リスクレベル
を決定するプロセス
3.リスク評価 (risk evaluation) - リスク（とその大きさ）が受容可能
か（許容可能か）を決定するためにリスク分析の結果をリスク基準
と比較するプロセス

定義する用語を「リスクアセスメント」に統一いたします。

JAMA 技術
管理部会

02-03_CSMS適合証明
実施要領

CSの別添に関する定義で、「サイバーセキュリティ」、
「リスク」の定義が有りませんが、他のドキュメントと合
わせなくて良いのでしょうか？

用語の統一が必要と思いました
「CSMS適合証明等に関する規定」において定義している
用語は、「CSMS適合証明実施要領別添」では定義をおい
ていません。

自動車認証
審査部

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
第3条第2項

２ 国土交通大臣は、第１ 項の申請があったときは・・・
↓
２ 国土交通大臣は、前項の申請があったときは・・・

「前項」との記載が適切と思われます。 修正しました。
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自動車認証
審査部

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

前文

サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明等
に関する規程（令和二年国土交通省告示・・・
↓
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（令和二年国土交通省告示・・・

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
（案）の名称と整合

修正しました。

自動車認証
審査部

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

第2条第3項

３ 国土交通大臣又は機構は、前２ 項に規定するもの
のほか、申請者に対し、第２ 条の証明に関し・・・
↓
３ 国土交通大臣又は機構は、前２ 項に規定するもの
のほか、申請者に対し、第１条の証明に関し・・・

「証明」は第1条で規定されていると思われます。 修正しました。

自動車認証
審査部

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

第2条第5項

５ 前項の適合証の有効期間は、３ 年とする。・・・あっ
たときは、当該証明は、その効力を失う。
↓
５ 前項の適合証明書の有効期間は、３ 年とする。・・・
あったときは、当該証明書は、その効力を失う。

第4項の名称と整合させた方が良いと思われます。
効力を失うのは証明した行為ですので原文のままとさせて
いただきます。

自動車認証
審査部

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

第2条第6項

・・・満了する日までの間に第２ 条の証明を行い・・・
↓
・・・満了する日までの間に第１ 条の証明を行い・・・

「証明」は第1条で規定されていると思われます。
修正しました。
「第１条」ではなく、「前条」としています。

自動車技術
総合機構

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

第2条
　申請者は、国土交通大臣に対し、次の事項に掲げる
事項を記載した申請書を、
　　　　　　　　　　　　↓
　申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を
記載した申請書を、

誤記と思われます。 ご指摘を踏まえ修正しました。

自動車認証
審査部

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
1.3.項

「生産段階」とは、車両型式又は車両の生産期間をい
う。
について
「生産段階」とは、車両型式 又は車両の生産期間をい
う。
としてはいかがでしょうか？

車両型式と車両を又はで繫ぐ意味合いが理解しにくいため。
（車両型式もしくは車両の何れかで良いのではないでしょうか）

「車両」としてしまうと「車両型式」としての生産段階の期間
が曖昧となってしまうため原文のままとさせていただきま
す。

自動車認証
審査部

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
1.4.項

1.4. 「生産後段階」とは、車両型式又は車両は使用可
能であるが、生産されない生産終了後の期間をいう。
について
･･･ 車両型式又は車両は使用可能であるが、生産され
ない生産終了後の期間をいう。
としてはいかがでしょうか？

車両型式と車両を又はで繫ぐ意味合いが理解しにくいため。
また、市場に対象車両が全く無くなった後でも型式が有効であれ
ば「生産後段階」の要件が適用となるように読めるため。

「車両」としてしまうと「車両型式」としての生産後段階の期
間が曖昧となってしまうため原文のままとさせていただきま
す。

9



自動車認証
審査部

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
1.6.項

「リスク評価」とは、リスクの性質を理解し、リスクのレ
ベルを決定（ リスク分析） するための当該リスクの発
見、認識及び説明（ リスクの特定） 並びに当該リスク
又はその大きさが受入可能又は許容可能であるかど
うかを決定（ リスク評価） するための当該リスク分析
の結果とリス
ク基準との比較に関する全体的なプロセスをいう。
について、

「リスク評価」とは、リスクの性質を理解し、リスクのレ
ベルを決定（ リスク分析）し  するための当該リスクの
 発見、認識及び説明（ リスクの特定） 並びに当該リス
ク又はその大きさが受入可能又は許容可能であるか
どうかを決定 （リスク評価） するための当該リスク分析
の結果とリスク基準との比較に関する全体的なプロセ
スをいう。
としてはいかがでしょうか？

同要領3.2.項の文脈から、リスク特定はリスク評価に含まれないた
め。

用語の定義において「リスク評価（原文ではRisk
assessment）」を定義していましたが、定義する用語を「リ
スクアセスメント（原文どおりRisk assessment）」とさせてい
ただきます。ご指摘の部分に関して、用語の定義は原文か
ら変更せず、原文と同じ定義とさせていただきます。

団体名等 分　　類 意　　見 理　　由 コメント
自工会
届出業務分
科会

細目告示 第62条
第2項

従来通りハザードランプをアンサーバックとして使用す
る際は300cd以下に抑える必要があるのでしょうか？
もしくは第62条第2項第16号イに記載の灯火と兼用式
であれば該当灯火器の単品法規を満たした光度であ
れば300cd以下に抑える必要はないと考えるべきで
しょうか？

アンサーバックをその他の灯火として扱い300cd以下にする必要
があるのであれば、仕様変更等の検討が必要になるため。

ご指摘を踏まえ修正しました。

自工会
届出業務分
科会

細目告示 第62条 前照灯をアンサーバックとして使用することが認めら
れるようになるとのことですが、前照灯をアンサーバッ
クとして使用した際、第62条第6項に従い「アンサー
バック機能を有する灯火」として扱い点滅をさせること
は可能と考えて良いでしょうか？

法規解釈の理解の為 すれ違い用前照灯は点滅させることも可能ですが、他の
灯火と比較し光度が高いことから、申請者の責任におい
て、他の交通の妨げにならないこと等を担保していただく
必要があります。なお、走行用前照灯、昼間走行灯、後退
灯は車室外乗降支援灯としての点灯も禁止されていること
を踏まえ、アンサーバック機能としてのこれらの灯火の作
動は他の自動車の運転操作を妨げるおそれがあると判断
し、禁止することとしました。

自工会
届出業務分
科会

細目告示 第62条
第2項 第16号

乗降口に備える扉の解錠又は施錠操作と連動して作
動する灯火であって次に掲げるすべての要件に適合
するもの（以下「アンサーバック機能を有する灯火」と
いう。）
↓
乗降口等に備える扉の解錠又は施錠操作と連動して
作動（アンサーバック機能）する灯火（ただし、次に掲
げるすべての要件に適合するものに限る。）

バックドアやセダンのトランクルームの開閉時に点灯する灯火が
搭載できないように読めますのでご検討ください。

乗降口に備える扉にはトランクルームの蓋等は含まれま
せん。

自工会
届出業務分
科会

細目告示 第62条
第2項 第16号

乗降口等に備える扉の解錠又は施錠操作と連動して
作動する灯火は、別添9 4.6.2.や別添78 4.9.2.の要件
の適用を受けないとの理解でよろしいでしょうか？

確認です。 ご理解のとおりです。

自工会
届出業務分
科会

細目告示 第62条
第2項 第16号 イ

保安基準第32条から第34条の３まで、第35条の２から
第37条の４まで又は第39条から第41条の３までに規
定する灯火と兼用式であること
↓
保安基準第32条から第34条の３まで、第35条の２から
第37条の４まで又は第39条から第41条の３までに規
定するいずれかの灯火と兼用式であること

バックドア及びトランクルーム開閉時に、全ての灯火を点灯してい
いように読めますのでご検討ください。

全ての灯火が同時に点灯することを妨げるものではありま
せん。
乗降口に備える扉にはトランクルームの蓋等は含まれま
せん。

　その他灯火等の制限に係る改正に対する意見
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自工会
灯火器分科
会

(その他の灯火等の
制限）
第62条 2の十六

「乗降口に備える扉の解錠又は施錠操作と連動して
作動する灯火であって次に掲げる要件に適合するも
の（以下「アンサーバック機能を有する灯火」という。）
イ保安基準第32条から第34条の３まで、第35条の２か
ら第37条の４まで又は第39条から第41条の３までに規
定する灯火と兼用式であること」の下線部を「規定する
灯火のうち一つ以上と兼用式であること」に修正願い
ます。

アンサーバック機能が、記載されている灯火すべてと兼用しなけ
ればならないとの誤解を招く可能性があります。記載されている灯
火のうち一つ以上と兼用であればよいことを明確にするため文言
を追加しました。

すべてと兼用しなければならないわけではありません。

自工会
灯火器分科
会

(その他の灯火等の
制限）
第62条, 140条, 218条
12項

「自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、…(略)
…、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御
して
いることを他の交通に対して表示するための電光表示
器及び走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車
灯を除く。）を除き、光度が300cd以下のものでなけれ
ばならない。」の下線部を「アンサーバック機能を有す
る灯火を除き、光度が300cd以下のものでなければな
らない。」に修正願います。

アンサーバック機能を有する灯火は前照灯等と兼用式の灯火な
ので、前照灯等と同様に300cd以下規定の適用外であるべきと考
えます。

ご指摘を踏まえ修正しました。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号

現行案：
「乗降口に備える扉の解錠又は施錠操作と連動して
作動する灯火であって次に掲げるすべての要件に適
合するもの（以下「アンサーバック機能を有する灯火」
という。）」

提案：
「乗降口に備える扉の解錠又は施錠操作と連動（開錠
から一定時間内に原動機を始動しない場合、及び原
動機停止から一定時間内に施錠しない場合等も含
む）して作動する灯火であって次に掲げるすべての要
件に適合するもの（以下「アンサーバック機能を有する
灯火」という。）」

施錠の際に作動する灯火は以下の２つのケースでも点灯します。

１）エンジン停止後、運転席側ドアを開→閉した後に一定時間内に
施錠しない場合。
２）開錠後、一定時間内にエンジンを始動させない場合。

従い、「扉の施錠又は解錠操作と連動して作動する灯火」に限定
すると一致しないケースがあるため。

アンサーバック機能を有する灯火は、施錠又は解錠と連動
して作動する必要がありますので、開錠又は施錠が伴わ
ない作動は含まれません。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号

”乗降口に備える扉”についてですが、荷室の扉（リヤ
ハッチゲートやトランクフード）の開錠 / 施錠は含まれ
ないのでしょうか？

確認です。 乗降口に備える扉にはトランクルームの蓋等は含まれま
せん。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項　第16号　イ

「保安基準第32条から第34条の３まで、第35条の２か
ら第37条の４まで又は第39条か条から第41条の３まで
に規定する灯火と兼用式であること」とありますが、灯
火の点灯パターン（光度の増減、発光部分）がオリジ
ナルの灯火と違った場合も「兼用式」灯火とみなされる
のでしょうか。

ここで使われている「兼用式」という概念が、今まで使われている
「兼用灯火」は異なると考えます。それと混同される危険性がある
ため、しっかりとした定義づけ、または混同されないような表現へ
の差し替えを検討いただきたく。

 「兼用式」の灯火等とは、光学的、機械的又は電気的に異
なる条件で作動する複数又は単独の光源を有し、かつ、基
準軸方向の見かけの表面の全体又は一部及び灯器が他
の灯火等と共通である装置です。アンサーバック機能を有
する灯火の点灯パターン（光度の増減、発光部分）がオリ
ジナルの灯火と異なる場合も「兼用式」の灯火とみなすこと
は可能です。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号　ロ

プラグインハイブリッド車や電動車も加味した記載をお
願いしたい。
例）車両が停止状態にあり、推進動力を発生する原動
機又は電動機が作動していない状態でのみ作動する
こと。

プラグインハイブリッド車や電動車の仕様に対する適否判断を確
実にする為。

原動機には「電動機」も含まれますので原案どおりとしま
す。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号　ハ

制限時間が６秒の理由をお聞かせ頂けますでしょう
か？

いたずらに長い点滅等は他の自動車の運転操作を妨げる
おそれがあることから、イモビライザや盗難発生警報装置
のステータスディスプレイの灯光を用いた表示時間に倣
い、３秒以下としました。

日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号　ハ

一連の作動時間６秒以下についてですが、一つの灯
火器の種類ごとの作動時間が６秒以下であればよい
と理解していますが宜しいでしょうか？

確認です。 アンサーバック灯火として作動する灯火等が単一であるか
複数であるかにかかわらず、アンサーバック灯火の一連の
作動時間は、アンサーバック灯火として最初に作動する灯
火等が作動した瞬間から起算して３秒以下である必要が
あります。
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日本自動車
輸入組合

細目告示第62条
第2項、第16号　ハ

現行案：
「一連の作動時間は6秒以下であること」

提案：
「点滅又は光度が増減する場合、その時間は6秒以下
であること」

連鎖的点灯をした後、点灯状態を一定時間維持し、その後消灯、
又は連鎖的消灯をするケースがあるため。

アンサーバック灯火として作動する灯火等が単一であるか
複数であるかにかかわらず、アンサーバック灯火の一連の
作動時間は、アンサーバック灯火として最初に作動する灯
火等が作動した瞬間から起算して３秒以下である必要が
あります。

日本自動車
輸入組合

細目告示第140条
第2項、第16号

現行案：
「指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有
し、かつ、同一の位置に備えられたアンサーバック機
能を有する灯火」

提案：
「第 62 条第2項第16号に規定する灯火であって当該
車両の自動車製作者により装備された灯火」

基となる有型式が存在しない純粋な非認証車がカバーできないた
め。

正規輸入事業者においても、ごく少数輸入される特別な車両（例：
防弾車）については並行登録制度を用いて登録を行う例がありま
す。並行登録車にも当該灯火が取り付けられる状況は予想されま
すため、指定自動車等と同等の取り扱いをお願いします。

２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

日本自動車
輸入組合

細目告示第140条
第3項、第10号

現行案：
「指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有
し、かつ、同一の位置に備えられたアンサーバック機
能を有する灯火」

提案：
「第 62 条第3項11号に規定する灯火であって当該車
両の自動車製作者により装備された灯火」

同上 ２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

日本自動車
輸入組合

細目告示第140条
第6項、第23号

現行案：
「指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有
し、かつ、同一の位置に備えられたアンサーバック機
能を有する灯火」

提案：
「第 62 条第6項22号に規定する灯火であって当該車
両の自動車製作者により装備された灯火」

同上 ２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

日本自動車
輸入組合

細目告示第218条
第2項、第16号
第3項、第10号
第6項、第23号

同上 同上 ２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

日本自動車
輸入組合

今回定義されるアンサーバック機能を有する灯火につ
いては型式指定、PHPにおいて申請行為が必要ない、
という理解で間違いないでしょうか。

これらの灯火は保安基準の適用対象外となるため。 アンサーバック機能を有する灯火を追加する場合は、その
他灯火として保安基準適合性の判断をするため、既指定
及びPHP変更申請が必要と考えます。

自動車技術
総合機構

その他の灯火の制限 細目告示第140条第2項、3項及び6項
細目告示第140条第2項、3項及び6項
　「指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有
し、かつ、同一の位置に備えられたアンサーバック機
能を有する灯火」
　　↓
「アンサーバック機能を有する灯火」

1節では具体的な要件が示されている一方、2節では指定自動車
と同一構造であることが求められており、認証時に備えられてい
ないアンサーバックを装着した場合、1節は適合となるが2節で不
適合となるおそれがある。

２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

自動車技術
総合機構

その他の灯火の制限 細目告示第62条12項、第140条12項、第218条12項
アンサーバック機能を有する灯火の追加

アンサーバックと兼用する灯火において光度が300cdを超えるも
のも含まれているため、左記の条項も手当てが必要と考えます。

ご指摘を踏まえ修正しました。

自動車認証
審査部

細目告示第62条 第62条第12項中にも「アンサーバック機能を有する灯
火」を追加するべきと考える。

「アンサーバック機能を有する灯火」は、光度が300cdを超えるも
のと思われるため。

ご指摘を踏まえ修正しました。
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自動車認証
審査部

細目告示第140条 第140条第12項中にも「アンサーバック機能を有する
灯火」を追加するべきと考える。

「アンサーバック機能を有する灯火」は、光度が300cdを超えるも
のと思われるため。

ご指摘を踏まえ修正しました。

自動車認証
審査部

細目告示第218条 第218条第12項中にも「アンサーバック機能を有する
灯火」を追加するべきと考える。

「アンサーバック機能を有する灯火」は、光度が300cdを超えるも
のと思われるため。

ご指摘を踏まえ修正しました。

自動車認証
審査部

細目告示第62条 第2
項 十六 ロ

原動機の操作装置が停止の位置にある場合にのみ
作動すること
↓
原動機等が停止している場合にのみ作動すること

原動機だけではなく電動機も含めるために原動機等とし、また操
作装置が停止の位置が不明な場合があると考えられるため、操
作装置を削除。

原動機には「電動機」が含まれますので、原案どおりとしま
す。
「操作位置が停止の位置」は他の用例に倣い、原案どおり
とします。

北海道運輸
局

細目告示
140条、218条

指定自動車等と同一構造、同一位置であることが求
められていますが、量販店などで販売されている後付
け部品によるアンサーバック灯火は認めない意図なの
でしょうか。

確認です。
同様の機能をもった後付け部品がたくさん販売されており、問い
合わせが増えると思われるため。

２節、３節についても同様の取り扱いとなるよう変更しまし
た。

北海道運輸
局

適用整理告示 扉の解錠/施錠との連動以外のアンサーバックが不適
合となることから、適用整理告示が必要ではないで
しょうか。
（さらに言えばTBT通報も必要ではないでしょうか。）

確認です。 本改正の対象は乗降口に備える扉の解錠又は施錠と連
動して作動する灯火であって、ご意見の機能の灯火を制
限するものではなく、これまで禁止していたものを緩和する
もののため、TBT通報は必要ないと考えます。

13


