
北海道を自動走行の開発拠点に
～自動走行の実用化に向けた北海道の貢献と取組～

○ 北海道では、本年6月、「北海道自動車安全技術検討会議」を設置し、産学官の連携のもと、
次の2つの観点で、自動走行の実用化に向けた実証試験の誘致などの取組を推進します。
①本道のポテンシャルを活かした自動走行技術の研究開発の促進
②自動走行に対する社会受容性の検証を通じた本道の社会課題解決の促進

①全国唯一、２８のテストコースが集積。
②広大な土地や寒冷な気候を活かし、多様な実証試験モードの提供が可能。

→「認知=センサー領域」の実証試験モードの宝庫。
③理系大学をはじめとした研究機関やIT企業などが集積。
④北海道は、自動走行を取り巻く社会課題に関する「課題先進県」

→高齢化・広域分散社会でのモビリティ確保、交通事故抑止、冬道対策など。

■ 北海道の特徴・ポテンシャル

○ 本資料では、自動走行を取り巻く現状認識と課題、道内での取組などを整理しました。

平成２８年１１月 北海道経済部産業振興課 三橋 剛



１．自動走行車の実用化に向けた北海道としての期待 （その１） ２

○ 自動走行は、自動車の安全性向上による交通事故の抑止に加え、高齢者の新しい交通インフラにも
なりうるものと認識。

○ 自動走行の実用化の推進は、本道が抱える社会課題の解決につながり、こうした課題解決に向けた
取組は地方創生にも貢献。
①北海道は、交通事故死亡者数が全国上位にランクされ、その抑止が急務。（特に高齢者）
②北海道は、高齢化率が高く、また広域分散型社会であり、高齢者の移動手段確保は生活面で重要。
③外国人観光客が急増し、レンタカーの貸出も増加する中、安全に楽しくドライブ旅行できることは、
新たな観光価値。

④自動走行の研究開発施設の集積は、経済効果に加え、理系人材の道外流出抑止にもつながる。
（道内では、理系卒業生の約6割が道外に就職）

１）本道が抱える地域課題

交通事故死亡者数(H27年）

全国平均
北海道

2014

26.0%

28.1%

高齢化率

2040

36.1%

40.7%

(全国20位)    (全国5位)

51万人

出典：内閣府、国立社会保障・人口問題研究所

出典：北海道

（万人）

全国
北海道

2014

1.2億人
544万人

2040

1.1億人
419万人

出典：警察庁

人口

「自動走行そのものが”公共インフラ”となる社会の到来」

外国人来道者数

208万人

10年で+4倍に！

（万台）

0.9万台

4.1万台

5年で+4倍に！

外国人へのレンタカー貸渡台数（道内）

（人） ※北海道の交通事故死亡者順位は で表示

全国交通事故死亡者数

内65才以上の死亡者数

3位

5位

2位

7位4位

2位
3位

2位
3位

7位

44%

53%

大きく減少

ほぼ横ばい



１．自動走行車の実用化に向けた北海道としての期待 （その２） ３

・冬道での自動走行の実用化は、本道のみならず、国内の約４割を占める
降雪地域では、切実な願い。
①多くのドライバーは、冬道の運転には負担感を感じており、特に高齢者
ドライバーは、冬道の運転は控える傾向。
②視界不良やスリップなど、冬型の交通事故を抑止するためにも、高度な
運転支援の実現は大変重要。

２）社会生活面における自動走行実用化への期待 「冬こそ自動走行の実用化を！」

冬道運転に関するマインド 年代別の冬道運転に関する意識全体の9割以上は
冬道運転は苦になる
と回答

車の利用状況は変わらない

状況により運転を控える

高齢になるほど、冬の
運転を控える傾向が鮮明に

以上出典：寒地ITSの利用者ニーズと有効な導入方策（北海道開発土木研究所） 出典：北海道警察

冬道運転中のヒヤリ・ハット体験有無
全体の7割以上が
毎年、冬道でヒヤリ
を体験

全国平均と北海道との人身事故件数の比較

※事故件数の最小月を１とした指数

冬期は事故が
増加傾向

※アメリカでは、冬の自動走行
試験がスタート（M-City）



２．自動走行車の開発に向けた国の動向

○ 自動走行車の開発・普及は、次の3本柱を中心に、第4次産業革命の一環として、国を挙げて取組を加速。
①実用化に向けた研究開発の促進
②自動走行の高度化に伴う法整備（事故時責任等）や認証基準づくり
③実証試験を通じた社会受容性の検証 （社会実装）

■ 日本再興戦略（2016） ※省庁横断
・第4次産業革命の実現に向け、自動走行の実用化を促進。

■ 世界最先端IT国家創造宣言（2013） ※省庁横断

・高度運転支援技術・自動走行システムの開発・実用化を促進。

■ 官民ITS構想・ロードマップ2016 ※省庁横断
・世界一のITS（Intelligent Transport Systems）を構築するための目標
とロードマップを策定し、民間と関係省庁が一体的な取組を推進。

【自動走行に関する国の定義とロードマップ】

■ 自動走行ビジネス検討会（2015） ※経済産業省・国土交通省
・自動走行車に係わる国内自動車産業の競争力強化に向け、現状の
課題や今後の取組等を検討。（H28/3に、取組方針を公表）

■ 自動走行システムに関する公道実証試験のための
ガイドラインの策定（2016.5） ※警察庁
・安全で適正な自動走行の公道実証試験の実施に向け、H28.5に策定。

■ 準天頂衛星の打ち上げ（2010～） ※宇宙航空研究開発機構
・正確な位置情報の提供に向けた準天頂衛星の打ち上げ。

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

加速・操舵・制動の
いずれかをシステムが行う

加速・操舵・制動の内、複数
の操作をシステムが行う

加速・操舵・制動の全てをシ
ステムが行う。
ただし、システムが要請
したときは、運転者が対応。

加速・操舵・制動の全てを
システムが行う。
運転者は全く関与しない。

（出典：官民ITS構想ロードマップ）

（安全運転支援）

（準自動走行
システム①）

（完全自動走行
システム）

（準自動走行
システム②）

実用化済み

2017(H29)

～2020(H32)

2020(H32)

年目途

2025(H37)

年目途

４

【H28年度・経済産業省の新規事業】

○自動走行システム評価拠点整備事業

・市街路を模した自動走行用の評価拠点の整備を支援し、高度な
自動走行の実現に必要な技術やシステムの安全性を評価
→ （一財）日本自動車研究所(JARI)が採択

（出典：経産省・予算資料）

■ 戦略的イノベーション創造プログラムSIP（2014～） ※省庁横断

・次世代都市交通への展開も含めた自動走行システムの実現を促進。

○スマートモビリティシステム研究開発・実証事業

・高度な自動走行システムの実証を通じて、社会実装に必要な
技術や事業環境を検討

→ JARI、産業技術総合研究所、デンソー等が採択



３．自動走行車の企業の開発動向と自動走行車の社会受容性

①企業の開発動向
・日米欧を軸に、完成車メーカー、中核部品メーカーのほか、IT企業もプレーヤーとして参入し、グローバル
で実用化競争の激化。（開発のフェーズは、①高速・自動車専用道路→②一般道・市街地の順が一般的）
・国内メーカーは、相次いで2020年の東京オリンピックまでに、高速道路等での実用化を公表し、取組が加速。
・一方で、国内メーカーも、米国で開発を行うなど、大手企業の開発拠点の海外流出も懸念。

②社会受容性
・シンクタンクの調査によると、国内ユーザーは、交通事故の減少や高齢者の移動支援といった観点で、
自動運転に期待している一方で、自動運転システムの適切な操作や信頼性などを不安点として挙げて
いる。
・自動運転の実用化メリットや効果、機能や性能限界への正しい理解の促進を通じ、自動運転に対する
社会受容性を高めていくことが重要。

５

自動運転の実用化に対する期待（上位5項目） 自動運転技術に対する不安（上位５項目）

（MA%) （MA%)

出展：自動走行システムの社会受容性等に関する調査結果（インターリスク総研）



４．自動走行車の実用化に向け想定される課題 ６

【研究開発面】
○ 自動走行の実用化に向けた研究開発フェーズは、段階的に高度化するものと認識。
①単純な交通環境から、複雑な交通環境へ
・自動車専用道・高速道から、一般道や市街地路へ。 （歩行者、自転車、障害物等への対応）

②良好な交通環境から、劣悪な交通環境へ
・好天・乾燥路面から、視界不良路面（逆光・死角・吹雪）、低摩擦係数路面（湿潤路・積雪凍結路）へ

③自律型から、協調型へ （システムも高度化）
・車両のセンサーのみで環境認識を行う自律型から、地上設備や車両間通信も付加する協調型へ

【認証基準・法整備面】
○ 自動走行に関し、どのような技術や規格に対応すべきかといった認証基準や、完全自動走行（レベル４）
に対応する事故時責任等の議論がスタート。
○ 今後、自動走行の実現レベルが上がっていくのに伴い、国際的な統一基準も含め、認証基準づくりや
法整備の議論が活発化するものと認識。

【社会受容性（コンセンサス）面】
○ 自動走行車の普及に向けては、ユーザーサイドからみて、社会課題の解決も含めた自動運転の実用化
メリットや効果、機能や性能限界への正しい理解を促進し、社会受容性を高めていくことが重要。



５．道内での自動走行の実証試験等の動向・ニーズ（その１）

○ 道内には、国内全完成車メーカー、中核部品メーカー、タイヤメーカー等の２８のテストコースが立地。
○ 昨秋に、道が各テストコース事業者に対し、実施したアンケートでは、既に５社が道内で実証試験を実施。

１）道内でのテストコース立地状況

○ 北海道は、全国最多の２８の自動車テストコースが立地
①道内テストコースの約6割が通年稼働。
②試験のピークは、出張者中心に100人/日以上の規模と
なる事業者は約2割。→地域経済にも大きく貢献。

７

★

★
★★

★
★
★
★
★
★

★

★

★

★
★

★
★

★

★ ★★

★★★

★
★

胆振地区
・ワーカム（いすゞ）
・寒地土木研

十勝地区
・日産
・マツダ
・三菱
・日野
・アイシン

★

オホーツク地区
・デンソー
・ボッシュ
・UDトラックス
・コンチネンタル
・東洋ゴム

上川地区
・トヨタ
・ホンダ
・富士重工
・マツダ
・スズキ
・ダイハツ
・ヤマハ
・ブリヂストン
・住友ゴム（2カ所）
・横浜ゴム
・日信工業
・交通科学総合研

・日立
・TBK

・日立建機

実施状況 実施企業数

既に実施 5社

今後予定あり 4社

【道がH27/11に実施した自動運転に関するアンケート結果】

※テストコース内等で、実施中または実施予定と回答した
企業数を表記。

２）道内での自動走行に関する実証試験状況

■ 道内でのテストコース事業者に対するアンケート結果 （H27/11～、回答率82％）

○ フリーコメント欄では、今後の要望・意見として、
①各種届け出の簡素化や、
②実証試験したいモードに対応する道路情報の提供
などの要望をいただいたため、
今春にこの部分を深掘りする追加調査を実施。

※また、9社が今後のテストコースの拡張を検討。



５．道内での自動走行の実証試験等の動向・ニーズ（その２）

○ 今春、道が各テストコース事業者に対し、昨秋の調査を深掘りする自動走行に関するニーズ調査を実施。
○ 道内での自動走行の実証試験の円滑化や研究開発促進には、こうした課題に対応していくことが重要。

■ 各テストコース事業者からのニーズ・要望調査結果 （H28/3～、回答率60％）

８

１）行政機関等への要望（主なもの）

２）各社が利活用可能なパブリックなテストコースの必要性

100%

60% 

31% 23% 15%

公道で実証実験を行う
際の行政機関への
届け出簡素化

公道で自動走行試験を
行うためのモデルコース
の設定・道路情報の紹介

道内の企業や
大学が保有する
関連技術の紹介

道内IT企業等との
マッチング（データ解析や
走行試験の委託等）

人材確保の支援
（専門人材の紹介、派遣・
委託会社の紹介等）

77%

15%

8% 必要性が出てくる
可能性あり

必要性
はない

どちらとも
言えない

【必要性ありと回答した事業者の主なコメント】
・秘匿性を考慮した上で、各社共同での実証試験で未だ公道が
利用できないレベルの試験に必要。
・寒冷地での試験として必要。
【パブリックなテストコースイメージ】
・冬季条件（路面、視界等）での試験。
・市街地を模擬し、かつ路側からの協調のための情報等が
得られる設備等を整備。
・協調領域の開発に向け、各社が同一条件で行った試験結果を
持ち寄って評価できるもの。

※パブリックなテストコースの例
～デトロイト M-City (USA)

・窓口の一本化を希望
・Eメールでの調整を希望
・一定条件下での届出不要化

※高速道路等の道路情報要望例
・東西方向のトンネル、対面通行
・対向車のヘッドライトが入る道路など

※一般路の道路情報要望例
・高層建築が並ぶ東西道路
・立体交差や緩急登坂路など

※市街地路の道路情報要望例
・左右見通しの悪い道路
・除雪雪山がある道路など



６．自動走行の実用化に向け北海道が目指す姿

○ 北海道のフィールドを活用し、自動車関連企業や国の自動走行の実用化に向けて貢献

【北海道が目指す姿】

① この10年間進めてきた「自動車生産拠点の集積」と、「自動走行の研究開発拠点の集積」の
両輪での自動車産業の一層の集積促進を目指し、本道経済の活性化を促進。

② 道内各地域で、高齢者をはじめ、地域住民のモビリティ確保によるQOL(Quality of Life）の向上や、
外国人も含めた楽しいドライブ旅行の実現による観光客の満足度向上など、地域づくりへの貢献。

２つの観点で
取組を加速

【具体の取組】

１）研究開発の円滑化をサポート
①道内産学官での支援組織「北海道自動車安全技術検討会議」の設置
②大規模実証試験場等の誘致や、公道実証試験モデルルートの提案

２）社会実証事業の誘致
○自動走行のユーザーメリットや課題など、社会受容性を検証する国などの実証事業の道内への誘致

９

①本道の特徴（ポテンシャル）を活かした自動走行技術の研究開発の促進
②自動走行に対する社会受容性の検証を通じた本道の社会課題解決の促進

【本道の特徴（ポテンシャル）】

①全国唯一、２８のテストコースが集積。
②広大な土地や寒冷な気候を活かし、多様な実証試験モードの提供が可能。

→「認知=センサー領域」の実証試験モードの宝庫。
③理系大学をはじめとした研究機関やIT企業などが集積。
④北海道は、自動走行を取り巻く社会課題に関する「課題先進県」

→高齢化・広域分散社会でのモビリティ確保、交通事故抑止、冬道対策など。



７．道内での具体の取組：研究開発の促進① 北海道自動車安全技術検討会議の設置 10

１）支援内容 ２）参画支援機関

企業（テストコース事業者等）

連絡 回答

■ ワンストップ窓口

(１）自動走行の実証試験に関するワンストップ相談
窓口の設定。（平成28年6月9日設置）

①警察庁「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」に基づく関係機関の事前連絡の円滑化。
②企業の開発ニーズに応じた公道実証試験の適地選定の
参考となる道路の情報提供。
③自動走行などの自動車安全技術に関する大学・高専や
道内企業の研究・技術シーズ等の紹介・マッチング。
④テストコースや研究開発施設の新増設に関する各種支援
制度や、関係法令に関する諸手続などの紹介・相談。
※申請フォーム等は、下記URLからダウンロード可能

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/jiduosoukou.htm

①警察：北海道警察
②道路管理者関係：
・国土交通省北海道開発局、NEXCO東日本、北海道建設部
③地方運輸局（保安基準関係）：国土交通省北海道運輸局
④産業支援関係：北海道経済産業局、北海道経済部
⑤研究開発関係：
・北海道大学、北見工業大学、はこだて未来大学、北海道科学
大学、旭川工業高等専門学校、(国研)土木研究所・寒地土木
研究所

⑥テストコース立地市町村：
・旭川市、名寄市、士別市、鷹栖町、剣淵町、下川町、美深町、
北見市、網走市、大空町、苫小牧市、帯広市、芽室町、
中札内村、豊頃町、陸別町、音更町

⑦関係団体等：北海道経済連合会、(株)苫東

■ 参画機関 連絡・調整・協議

北海道経済部産業振興課
（北海道自動車安全技術検討会議事務局）

北海道自動車安全技術検討会議

※H28.6.10時点

○ 産学官の連携のもと、自動走行に関し、企業等が行う実証試験の円滑化や研究開発の促進などに
資する環境整備や情報提供を行う。

【検討会議の目的・主旨】

・第1回会議(本年6月開催)の出席企業全社が、
今後、ワンストップ窓口を活用したいと回答
・公道試験の適地選定に関する道路情報の提供も好評

(３）その他
・検討会議での議論などを踏まえ、適宜テーマを追加。

(２）企業各社が共用可能な大規模実証試験場誘致等
の必要性の検討。

・大規模実証試験場や公道実証試験モデルルートの必要性
などの議論。



【北米・ミシガン州（デトロイト周辺）での先行事例】
○ 次の3層構造で、ミシガン州内での自動走行に関する研究開発の誘致・集積を促進。

１）先行技術開発→ミシガン大学を核とした共同研究施設と市街地テストコースの
整備 （MTC/M-city）

11７．道内での具体の取組：研究開発の促進② 各社が共用可能な大規模実証試験場などの誘致

【Michigan Transformation Center
M-City 13ha】

【American Center for Mobility 135ha】

２）実用化技術の検証や認証取得→大規模テストコースの整備 (ACM)

○ 産学官が支援し、テストコースの整備と運営を行うNPO(ACM)を設置。
○ ACMでは、市街地路に加え、住宅街、カントリーロード、高速路などを再現。

→面積は135ha、初期投資20億円（今後5年間で100億円規模）、本年度中に着工予定）
○ 当地での設置理由は、大学の存在、自動車メーカーの集積、州政府の支援に加え、MTC

/M-Cityや、公道試験モデルコース(MDOT-Corridor)との連携、更には寒冷な気候が決め手。
○ 設置目的は、M-Cityより川下の開発領域、即ち、量産技術開発・検証と、認証領域を想定。
○ 自動車に加え、ドローンなども含め、多様なモビリティの自動走行を実証試験を計画。

○ ミシガン州内で、3段階で、エリアを拡大し、路車間通信等（VtoX）の公道試験を展開。
→当初の3000台規模から、9000台規模まで、段階的に車両数とエリアを拡大。

○ 自動車ユーザーには、無線機を設置し、道路側には路車間通信設備を設置。

○ 大学、連邦政府・州政府運輸省が連携し、企業との共同研究施設（MTC)と、市街地試験場
(M-City)を整備。 （面積13ha、初期投資10億円→大学7割・運輸省3割負担、工期10ヶ月)
○ M-Cityでは、踏切、信号、街灯、建物（模型）、標識などを含む市街地路、及び小規模な
直線路（300m、最高速45mph)を再現し、コース内には路車間通信設備も設置。
○ M-Cityは、大学の研究のほか、民間企業にも会員制で貸出。

→自動車メーカーのほか、電気・電子メーカー、通信キャリア、保険会社なども参画。
○ 設置目的は、大学・企業の共同研究の促進と人材の育成が中心であり、このため、
開発領域は川上の先進技術開発が主領域。（現在、29の共同研究プロジェクトが進行）

３）路車間等通信技術の検証→公道試験モデルコースの整備。（MDOT Connected Corridor ）



【誘致に向けた検討視点】
※次の２つの観点で、大型実証試験場や公道モデルコースのあり方について、関係者間で議論を深め、誘致
の考え方を検討していく。

①寒冷地対応も含めた「全天候型・大規模実証試験場」の道内への誘致方策の検討
→各社のテストコースで対応できない試験モードや、協調領域の試験を行うためのテストコースとしての活用。
→自動走行の認証用テストコースとしての活用。

②寒冷地対応も含めた「公道実証試験モデルコース」の誘致方策の検討
→例えば、将来の協調型自動運転に必要な地上側の通信インフラ等を組み込んだモデルルートの提案。
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■ 苫小牧東部地域の概要

①苫小牧市・厚真町・安平町にまたがる総開発面積10,700ha

（東京山手線内側面積の１．７倍）の工業地域。
②国際拠点港湾「苫小牧港」に近接し、新千歳空港からは車で
２０分。自動車メーカー各社の本社開発拠点からの交通アク
セスが良好。
③地域内には高速道路のインターチェンジが３カ所あり、この
ほかに、郊外路・カントリー路からダートまで存在。
近接する苫小牧市街路も含め、多様な公道モデルコース。
また、地域内には、（国立研究開発法人）寒地土木研究所の
テストコースも立地。
④苫小牧は、道内では、寒冷だが積雪は少なく、路面状況を
コントロールしやすい。
⑤空港、港湾、鉄道貨物駅などの物流拠点に近接、将来的には
複合的なモビリティを組み合わせた自動走行試験への発展も
可能。
⑥苫小牧東部地域およびその周辺には、トヨタグループなど
自動車関連の製造拠点が集積。

●

苫小牧東部地域

■ 苫東WebSite http://www.tomatoh.co.jp/

７．道内での具体の取組：研究開発の促進② 各社が共用可能な大規模実証試験場などの誘致



13

○ 国の社会受容性の検証事業の道内への誘致

・自動走行のユーザーメリットや課題の検証について、自動走行に関する「社会課題先進県」の北海道で実施
することで、自動走行の社会受容性の形成への貢献とともに、社会課題の解決を促進。

・道内への誘致に向け、今後関係先に働きかけていく予定。

８．道内での具体の取組：社会実証事業の道内への誘致

（詳細検討中）



本資料のお問合せ先

北海道経済部産業振興局産業振興課 （北海道自動車安全技術検討会議事務局）

住所：札幌市中央区北3条西6丁目 電話：011-204-5323(直通）
担当：三橋・奥田・渡辺
URL ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/jiduosoukou.htm
メール： mitsuhashi.tsuyoshi@pref.hokkaido.lg.jp

okuda.yoshifumi@pref.hokkaido.lg.jp
watanabe.mitsuru@pref.hokkaido.lg.jp

その先の、道へ。 北海道

北海道の新たなキャッチフレーズ

Hokkaido. Expanding Horizons.

SHIRETOKO, Eastern Hokkaido


