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　「クルマ」の歴史は，1769 年ニコラ・ジョゼフ・キュニョーによる蒸気自動車の発明から始まるそうです．
それから約 250 年後の現在においても私たちは自動車による優れた利便性を享受しております．しかし，そ
の一方で，私たちは自動車による交通事故や環境問題などの社会的な課題を抱えています．交通事故に関し
ては，特に高齢者の運転ミスによる交通事故のニュースが目立つようになりました．環境問題に対しては
2020 年 10 月に日本政府が発表した「2050 年カーボンニュートラル宣言」への取組みが期待されています．
また，少子高齢化と労働人口の減少から公共バスや物流トラックのドライバ不足も懸念されています．これ
らの課題を解決する持続可能なモビリティ社会の実現に向けた「クルマ」の進化が期待されています．現在
の自動車業界は「100 年に一度の変革期」の真っただ中にあると言われており，現代社会の激しい時流に対
応すべくコネクテッド，自動化，シェアリング，電動化といった技術領域で研究開発・実証が盛んに行われ
ています．
　本小特集では，運転支援や自動運転に不可欠で，興味深い技術領域である「コネクテッド」の技術，無線
通信技術（V2X: Vehicle-to-Everything）についてフォーカスし，V2X によって実現する将来の交通システ
ムや V2X や周辺技術の動向などを取りそろえました．具体的には，まず現在に至るまでの V2X を活用した
ITS・自動運転の動向及び今後の展開，V2X の DSRC(Dedicated Short Range Communications) やセルラ
V2X(C-V2X) といった各無線通信技術における技術開発状況について御紹介頂きます．次に，V2X に関連す
る技術として運転支援・自動走行技術，「クルマ」や交通インフラにて取得したデータを地図上にマッピング
しモビリティの安全性を向上させるダイナミックマップ技術，通信と密接不可分なセキュリティ技術につい
て御紹介頂きます．また，本誌での初の試みとして一般記事「子どもに教えたい通信のしくみ」が本小特集
のテーマと合わせて，自動運転車を取り上げております．将来の安全・安心・快適なモビリティ社会に期待
を寄せつつ，幅広い年代で本小特集を読んで頂ければ幸いです．末筆になりますが，本小特集の発行にあたり，
御執筆頂きました皆様，査読・校閲等，編集作業に御協力頂きました皆様に心から感謝申し上げます．
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1 はじめに
安心 ･安全 ･快適な交通社会の実現に向けては，自

動車のみならず，道路交通インフラの高度化や情報活用
といった様々な取組みがグローバルに行われており，
日々の進歩は目覚ましいものがある .
ITS（Intelligent Transport Systems）もその重要な

取組みの一つである．ITSとは，交通社会が抱える事故･
渋滞や環境問題などの社会課題を，最先端の情報通信と
制御技術により解決するシステムの総称である．また，
ITS の特徴として，「クルマ」単体では実現できず，政
府などが定める公的な規格や法の整備，関係省庁と連携
した交通インフラの配備，将来の政策への提言と反映な
ど，官民が一体となった取組みであることが挙げられる
（図 1）．

日本における ITS は 1990 年代半ばにスタートした
が，その主要な要素は，近年では V2X(Vehicle to 

Everything）と呼ばれる通信にある．ITSでは従来，数
十～数百ｍの範囲において，「クルマ」と「クルマ」が
通信する車車間通信（V2V: Vehicle to Vehicle），「ク
ルマ」と信号機などの交通インフラが通信する路車間通
信（V2I: Vehicle to Infrastructure），「クルマ」と歩行
者が通信する歩車間通信（V2P: Vehicle to Pedestrian）
など，DSRC（Dedicated Short Range Commu nica tions）
と呼ばれる狭域通信が主流であった．昨今ここに ,主に
セルラ網を活用した大容量データを広域に配信する広域
通信（V2N: Vehicle to Network）が加わり ,これらを
総称してV2Xと呼ぶことが多い．更には，セルラによ
る通信を ITS の狭域通信にも活用できないかという取
組みが研究レベルで検討されるようになり，これらはセ
ルラV2X（C-V2X）と呼ばれている．
また，自動運転を実用化するにあたっては，「クルマ」

は車載センサによる自律制御での走行を基本としつつ
も，一方では通信の活用に大きな期待が寄せられてい

図１　ITSとは・・・
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る．更に日本では，ダイナミックマップと呼ばれる交通
環境データ構造の概念が提唱され，配信の仕組み等の通
信技術と合わせて，その実用化に向けた産官学一体の取
組みが進められている．
本稿では，これらV2Xを中心とした ITS ･ 自動運転

の最新動向について，以後順を追って述べる．

2 日本の ITSの歴史
最初に，日本の ITS の歴史に関して簡単に触れてお

く．図 2に示すように，日本社会においてこれまでに
実用化された ITS を紹介すると，1996 年に VICS
（Vehicle Information and Communication System）
交通情報の配信が開始されている．次いで 2001 年に，
主に高速道路を中心とした自動車専用道路で ETC
（Electronic Toll Collection System）が開始され，現
在までに広く普及している．その後 ETCは 2009 年，
安全運転支援等の新たなサービスを加えた ITS スポッ
トとして高度化され，更に 2015 年には，ITS スポット
を通して集約される「クルマ」の走行経路情報を活用し
たサービスを ETC2.0 として提供開始している．一方，
一般道に目を向けると，交差点などでの事故防止を支援
することを目的に，2011 年に光ビーコン通信を利用し
たDSSS（Driving Safety Support Systems）が実用化
されている．交通渋滞に関しても，交通情報配信からス
タートしたVICS は，直近の渋滞情報を反映した動的
ルート検索や豪雨・津波などの特別警報，走行ルート上
の道路冠水情報など，より付加価値の高い情報を扱う
VICS WIDE サービスとして高度化され，こちらも

2015年度からサービス提供が開始されている．
このように過去から実用化されたサービスを順番に

並べてみると，日本の ITS は広い意味での渋滞緩和か
ら始まり，徐々に事故低減や災害対応などの安全を意識
したサービスへと拡充してきたと言える．そして今後，
将来に向けては，自動運転やMaaS（Mobility as a 
Service），スマートシティといった分野に広く活用され
ることが期待されている．

3 ITS Connect の実用化
先に述べたように，ITSサービスが渋滞緩和から事故

低減へと拡充していく中で，2015 年に最新の ITS サー
ビスである「ITS Connect」が実用化されている．ITS 
Connect とは，世界に先駆けて実用化された，電波を
用いた安全運転支援サービスの総称である．現在実用化
されている ITS Connect のサービスを図 3及び図 4に
示す．なお，後述するこれらサービスの概要について
は，トヨタ自動車ホームページの以下のURLを参考と
した．
https://toyota.jp/technology/safety/itsconnect/

●右折時注意喚起（図3 ①）
交差点で右折待ち停車時に，接近する対向直進車や右

折先に歩行者がいるにもかかわらず，ドライバがブレー
キペダルから足を離して発進しようとするなど，見落と
しの可能性がある場合に，表示とブザー音により注意喚
起を行う．

図２　日本の ITSの歴史
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図３　ITS Connect サービス（V2I 通信）

道路と「クルマ」がつながる

図4　ITS Connect サービス（V2V通信）

「クルマ」と「クルマ」がつながる

レーダクルーズコントロール
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●赤信号注意喚起（図3 ②）
赤信号交差点に近づいてもアクセルペダルを踏み続

け，ドライバが赤信号を見落としている可能性がある場
合に，表示とブザー音により注意喚起を行う．
●信号待ち発進準備案内（図3 ③）
赤信号で停車したとき，赤信号の待ち時間の目安を表

示する．バー表示がグレーになった後，間もなく信号が
変わる．
●通信利用型レーダクルーズコントロール（図4 ④）
先行車が通信利用型レーダクルーズコントロール対

応車両の場合，車車間通信により取得した先行車両の加
減速情報に素早く反応して車間距離や速度の変動を抑
え，スムーズな追従走行が可能となる．
●緊急車両存在通知（図4 ⑤）
サイレンを鳴らしている緊急車両（救急車）が存在す

る場合に，ブザー音が鳴り，自車両に対するおおよその
方向 ･距離 ･緊急車両の進行方向を表示する．
●出会い頭注意喚起（図4 ⑥）
交差点で停車しているとき，左右から近づいてくる車

両がいるにもかかわらず，ドライバがブレーキペダルか
ら足を離して発進しようとするなど，見落としの可能性
がある場合に，表示とブザー音による注意喚起を行う．
●右折時注意喚起（図4 ⑦）
交差点でウインカーを右に出して停車しているとき，

対向車がいるにもかかわらず，ドライバがブレーキペダ

ルから足を離して発進しようとするなど，見落としの可
能性がある場合に，表示とブザー音による注意喚起を行
う．
●電波型PTPS（図 3 ⑧）
PTPS（Public Transportation Priority Systems，公

共車両優先システム）は，車両に搭載した ITS 無線機
により，青信号の延長や赤信号の短縮を信号機に要求す
ることで，バスなどの公共車両が優先的に通行できるよ
うにする．車群対応機能付きの電波型PTPSでは，車群
走行時には，最後尾車両から「青延長」の要求を発信す
ることで，車群が分断されるリスクを低減する．
ここで，ITS Connect の通信には，地上デジタルテ

レビ放送の開始に伴い停波した旧アナログテレビの周波
数帯の一部が，ITS 専用周波数帯として再割当てされ，
2013年から利用可能となっている．
通信プロトコルは，ARIB STD T-109として2012年 2

月に標準化されている．更にARIB STD T-109は，2019
年 開 催 の WRC-19（World Radiocommunication 
Conference，世界無線通信会議）で，国際標準の一つ
として合意されている（図 5）．
ITS Connect の実用化により ITS による本格的な安

全運転支援が開始されたが，これらのサービスは普及し
てこそ，その価値が高まる．よって，政府と自動車メー
カ ･車載機メーカ，インフラメーカ等が一体となって交
通インフラの整備と車両展開を進めていく必要がある．

図5　ITS周波数の調和に関する合意　（出典：ITS情報通信システム推進会議における総務省講演資料）
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更に，支援の対象を二輪車や歩行者に広げ，信号交差点
だけでなく細街路の無信号交差点や踏切などへ拡充する
検討も進められている（図 6）．
このように、ITS用の無線機が広く普及し，街の至る

所に設置されるようになれば ,事故や渋滞の大幅な低減
に貢献できるものと考える．

4 協調型自動運転システムへの
応用

ITS の技術を自動運転に応用する動きは，内閣府を中
心とする戦略的イノベーション創造プログラム（SIP: 
Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion 
Program，以降 SIP と表記する）の活動が代表的である．

昨今の自動運転への期待から，自動車メーカによる自
動運転技術は着実に進歩を遂げている．自動車メーカが
考える自動運転車は基本，車両に搭載したセンサを頼り
に障害物等を避けながら自律的に道路上を走行できるシ
ステムである．そのために様々な技術開発や制度整備が
現在も進められている（図 7）．
自動運転車がより安全 ･快適に走行を行うためには，

信号の灯色やサイクル情報，見えない先の車両や歩行者
の存在，緊急車両の接近，道路の規制情報など（これら
を「先読み情報」と呼ぶ）をあらかじめ取得するための
通信や，車線変更時などにあらかじめ「クルマ」同士が
コンタクトを取り合うような場合の相互通信が非常に有
用であると考えられている．SIP における自動運転を
テーマとした取組みでは，センサによる自律型の車両制

図7　自動運転に必要な技術　（出典：総合科学技術・イノベーション会議SIP自動走行システム資料）

図6　信号なし交差点（左），踏切（右）への拡充
（出典：総務省デジタル変革時代の電波政策懇談会（第4回）ITS Japanの資料）
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御と通信による先読み情報を組み合わせ，更にはダイナ
ミックマップを実用化することにより，より高度な自動運
転の実現を目指していることが示されている（図8，9）．
2018 年にスタートした SIP 自動運転第 2期（システ

ムとサービスの拡張）では，協調型自動運転システム向
けの通信が検討されており ,その成果として ｢協調型自
動運転向け通信ユースケース｣ が公開されている．ここ
で，協調型自動運転システムとは ｢自律型の自動運転シ

図9　ダイナミックマップ活用による自動運転レベルの高度化（イメージ）
（出典：総合科学技術・イノベーション会議SIP自動走行システム資料）

図8　自動運転レベルの高度化（イメージ）
（出典：総合科学技術・イノベーション会議SIP自動走行システム資料）
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ステムをベースに，車載センサ検知外の情報の入手や自
車が保有する情報の提供及び車車／路車間の意思疎通を
通信で行うことで，より安全でスムーズな自動運転制御
を可能とするシステム｣ とされている．
また，SIP 自動運転では，東京臨海部における実証実

験が第 1期より継続され，ここでは信号情報の活用や
高速道路における合流支援といった，自動運転の実用化
にとって要となる技術 ･システムの開発と検証が実施さ
れている．
なお，SIP 自動運転におけるこれらの取組みに関して

は，SIP-adus のホームページ
https://www.sip-adus.go.jp/　

に詳しいので，そちらを参考にして頂きたい．
セルラを活用した ITS（いわゆるC-V2X）に関しても，

自動運転を視野に入れた検討が進められている．その一
つが ITS 情 報 通信システム推進会議（ITS Info-
communications Forum）の活動であり，｢セルラー通
信技術を活用した ITS･自動運転の高度化に向けた課題
調査報告書｣ を，以下のURLにて広く公開している．
https://itsforum.gr.jp/Public/J7Database/p66/p66.html
この報告書には，協調型自動運転を実現するにあたっ

て，通信に関わる種々の課題がまとめられており，多く
のステークホルダがその課題解決に向けた取組みを加速
させることが期待されている．
少し報告書の中身に触れると，この報告書は2019年

6月に最初の版が発行された．そこでは主に、狭域通信
（DSRC）で実現されている既存の ITSサービスを例とし
た分析がなされており，技術的な課題のみならず，「クル
マ」とセルラ通信規格のライフサイクルの違いなどから
来る事業性の難しさ等 ,多視点の課題がまとめられてい
る．
2021年 1月には改訂版が発行された．改訂版では，

対象とするユースケースとして，既存DSRCのサービス
をセルラによる広域通信で更に高度化する事例が示され
ている．特に自動運転を想定した場合，車載センサによ
る走行を大原則としつつ，車載センサからは死角の情報
や信号灯色の変化など少し未来の情報は，既存の ITSと
同等の信頼性を持つDSRCで実現し，更に未来の情報を

広域通信であるセルラ網を活用してあらかじめ取得する
という考え方は，極めて合理的であると考える．車載セ
ンサ，狭域通信，広域セルラ網のそれぞれの特徴と強み
を生かした連携が期待される．

5 まとめ
これまで述べてきたことを，簡潔にまとめると以下と

なる．

・ITS は渋滞緩和からスタートし安全運転支援技術に
拡充，実際の安全運転支援サービスが実用化されてい
る．
・ITS で利用される通信は狭域通信（DSRC）が主流

であったが，昨今ではDSRCに加え，セルラ網を組み
合わせて活用する検討が進められている．
・ITSで培われた技術は今後の自動運転社会を見据え，

協調型自動運転システムとしての実用化が期待されてい
る．

このように，協調型自動運転システムを視野に入れた
活動が今後もますます積極的に行われることが想定され
るが，そこで使われる通信技術やダイナミックマップ等
の実用化，更には情報セキュリティなど，最新の技術動
向については，この後に続く解説論文，解説で詳しく説
明されているので，そちらを参照頂くことで冒頭の紹介
を終わりとしたい．

菅沼英明 （正員）
 1994トヨタ自動車株式会社入社．エ
ンジン制御及び制御コンピュータの
開発，車両電子装備の企画推進，車
載マルチメディアシステムの企画･先
行開発に従事した後，2012から ITS
を担当．ITS･自動運転の実用化 ･普
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 1 はじめに
現在，世界的に超広帯域，超低遅延，多数接続を

実現する第 5世代移動通信システム（5G）の展開
が始まっており，5Gをサポートする端末も市場に
多く供給されるようになっている．5Gはスマート
フォン等の携帯電話に限らず，Internet of Things
（IoT）と呼ばれる様々な「モノ」に対してネット
ワークへ無線を使ったコネクティビティを提供する
ことが期待されている．IoT の中では，その市場規
模やユースケースを考えた場合，最も期待されてい
るものの一つとして自動車がある．既に多くの自動
車に第 4世代移動通信システム（4G）のモデムが
搭載され，カーナビなどへの情報提供などインター
ネットを通じたサービスの提供やテレマティクスに
使用されている．日本においても自動車がネット
ワークにつながるコネクテッドカー（Connected 
Car）社会を実現するべく，様々な検討が実施さ
れ（1），自動運転を含めた高度交通システム（ITS: 
Intelligent Transport Systems）を構築・維持を目
標にした官民 ITS 構想・ロードマップが制定され
ている（2）．
自動車における無線通信の利用は， ITS を利用す

る上で既に重要な役割を担っている．これまでの
ITS は運転者に対する情報提供や道路交通状況の収
集，安全運転支援，有料道路の料金徴収などが主な
役割であったが，近年，実現に向けて盛んに検討さ
れている自動運転への適用も考えられている．

2020年 9月には，内閣府が主導する戦略的イノベー
ション創造プログラム（SIP: Strategic Innovation 
promotion Program）の自動運転への取組み （SIP-
adus: SIP Automated Driving for Universal 
Service）の中で，V2X（Vehicular to Everything）
通信を活用する協調型自動運転ユースケースを策定
したものが公表されている（3）．また，世界的には
ICT 業界，自動車業界から 120 社以上の企業が参
加する 5GAA（5G Automotive Association）に
おいて Cellular V2X（C-V2X）や 4G ／ 5G を安
全運転支援，自動運転，ITS 等へ適用する様々な検
討が盛んに行われており，最近では 2030 年頃まで
の高度化したユースケース，通信技術，周波数需要
をまとめたロードマップがまとめられている（4）．
3GPP（3rd Generation Partnership Project）

では，このような自動車へのコネクティビティをサ
ポートするため，2017 年に LTEをベースにした最
初の仕様（LTE-V2X）（5）を策定し，以降，LTE-
V2Xの高度化（6），2020 年には 5G NRをベースに
したNR-V2X（7）の仕様が完成している．LTE-V2X
と NR-V2X を総称して一般的に C-V2X と呼んで
いる．
本稿では，2．で ITS のグローバル周波数として

認識されている 5.9 GHz 帯の様々な国や地域の制
度整備の状況，C-V2X に関する世界動向について
解説する．また 3．では，LTE-V2X の技術概要と
性能評価，及びNR-V2X について LTE-V2X との
差分を中心に技術解説を行う．

商用展開の始まったC-V2Xの世界動向と技術概要商用展開の始まったC-V2Xの世界動向と技術概要
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 2  5.9 GHz 帯制度整備の状況及びC-V2Xの世界動向

C-V2X には移動通信システムのコアネットワー
クやインターネットを介するネットワーク通信と，
それらを介さず通信する直接通信がある．（詳細は
3．を参照．）直接通信では共通の無線周波数を利
用することが前提とされており，国や地域によって
多少周波数帯幅が異なるものの，5.9 GHz 帯（主
に 5,855-5,925 MHz） がグローバルバンドとして
広く認識されている．
直接通信を行う無線方式としては，3GPPが策定

した LTE-V2X 及び NR-V2X のほかに，IEEE に
よって策定されたDSRC（Dedicated Short Range 
Communication, 802.11p）がある．DSRCは，WiFi
向けの標準である802.11をITSで使用する車車間，
路車間通信向けにエンハンスメントさせたもので
ある．
韓国，シンガポール，オーストラリア，カナダ，

ブラジルはこの周波数帯を ITS 向けに割り当てて
いる．制度上，運用する無線方式は特定されていな
い．韓国では，本稿を執筆している現在，無線方式
の選定の議論が行われている．
アメリカは当初 5,850‒5,925 MHz の 75 MHz

を割り当てていたが，2020 年 11 月に ITS 向けの
周波数を 5,895‒5,925 MHz の 30 MHz に縮小し
（図 1），使用する技術を C-V2X とする 1st R&O
（Report & Order）が発行された（8）．5,850‒5,895 
MHz はWLANをはじめとする免許不要システム
へ割り当てられることになる．ITS 帯域で制度上的

に利用可能であったDSRC（802.11p）は，一定の
期間を経てC-V2Xへ移行することが求められる．
欧州は当初，5,855‒5,925 MHz が割り当てられ

ていたが，Urban Rail 向けの 10 MHz 追加を含む
制度改正を 2020 年に行っている（9）. これにより
ITS 帯域は 5,855‒5,935 MHz となった．制度上，
運用する無線方式は特定されていないが，図 2に
示すように帯域ごとの利用目的は規定さている．
5,855‒5,875 MHz は非安全系の ITS サービス，
5,875‒5,915 MHz は安全系 ITS サービス，5,915‒
5,925 MHz は Urban Rail への利用を優先した ITS
サービス，5,925‒5,935 MHz は Urban　Rail 専用
となっている．
中国では，2018 年に LTE-V2X 用に 20 MHz

（5,905‒5,925 MHz）を割り当て，商用展開に必要
な関連標準の制定，インタオペラビリティテストも
行われている．2020 年後半には LTE-V2X を搭載
した自動車の販売も開始され，商用展開が行われて
いる．
日本では現在 5.9 GHz 帯は ITS 以外の目的に割

り当てられているが，世界の状況を踏まえ 5.9 
GHz を ITS へ割り当てる必要性や，既存システム
との周波数共用の検討が進められている（10）．

 3 C-V2Xの技術
3.1　技術概要
C-V2XはPC5インタフェースと呼ばれる直接通信

で実現する車車間通信（V2V: Vehicle to Vehicle），
路車間通信（V2I: Vehicle to Infrastructure），歩車

図1　アメリカ1st R&O（Report & Order）の周波数割当

図2　欧州 ITS周波数割当
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間通信（V2P: Vehicle to Pedestrian）と Uuイン
タフェースを用いてネットワークを介した通信を行
うネットワーク通信（V2N: Vehicle to Network）
がある（図 3，4）．
Uuインタフェース（図 4）はスマートフォン等

で使用される無線回線と基本的には同じである．
5Gでサポートされるネットワークスライシングや
MEC （Multi-access Edge Computing）等を用い
て自動車向けのサービスを提供することも検討され
ている．

3.2　LTE-V2X PC5インタフェース（5）,（6）,（11）

LTE-V2X PC5（以下，LTE-V2X と呼ぶ）では，
物理レイヤにおける直接通信リンクをサイドリンク
と呼び，データを送受信するサイドリンク共有チャ
ネル（PSSCH）と，PSSCHの割当てリソース情報
等を通知するサイドリンク制御チャネル（PSCCH）
を用いて通信を行う．いずれのチャネルもLTE上
りリンク共有チャネル（PUSCH）をベースにして
おり，DFT-Precoding（Transform Precodingとも
呼ばれる）を適用する．PSCCH及び PSSCHとも
に，最大で 250 km/h の移動速度（車車間の最大
相対速度 500 km/h）において LTE-V2X 通信が行
われる可能性を想定し，復調に必要なチャネル推定
参照信号（DM-RS）を時間領域で密に多重する構
成を取る．具体的には，LTE 上りリンク共有チャ
ネル（PUSCH）に比べて，時間領域で 2 倍の
DMRSが多重される．
PSCCH は，PSSCH の割当周波数リソース情報

などを通知するサイドリンク制御情報（SCI）を送
受信するためのチャネルであり，PSSCHと同じサ
ブフレーム（14の OFDMシンボルで構成される 1 
ms 区間）に周波数多重される．PSCCH 及び
PSSCHはいずれも符号化率を適応制御でき，変調
方式は PSCCH が QPSK 固定，PSSCH が QPSK，

16QAM，64QAMから選択することができる．
また，LTE-V2X では，送信端末が利用する無線

リソースを周期的に使用し続ける Semi-persistent 
scheduling（SPS）を採用している．送信端末は，
送信無線リソース決定より前の所定の 1秒区間（セ
ンシングウィンドウ）において各無線リソースの一
定区間平均受信電力（RSSI）を測定し，その値が
あらかじめ設定されたしきい値以下の無線リソース
を，ほかの端末が付近で利用しておらず，自身が利
用可能な無線リソースと判断する．この中から送信
に利用する無線リソースを選択するが，その後も
SPS 送信に伴い，継続的にセンシングとリソース再
選択を行う．選ぶリソースと再選択のタイミングは
ランダムであるため，異なる送信端末同士が同じリ
ソースを選択し，継続的にリソースを衝突させてし
まう確率は無視できるほど小さい .
一方，より多くの端末が密集して送信を行うよう

な環境では無線リソース利用率が高まり，利用可能
リソースがなくなる可能性がある．このような場合
には，送信端末はふくそう制御（Congestion 
control）（12）により C-V2X 送信データの生成レー
トを落とす制御を行う．ふくそう制御では，センシ
ングの結果得られるチャネルビジー率（CBR）等
を基に無線チャネルの混雑度を推測し，それに合わ
せて送信するメッセージそのもののレートを適応制
御する．所要データレートが落ちる分，送信端末は
送信周期も下げるため，リソース利用率を低下で
き，リソース衝突の確率を減らすことができる．
CAMP（Crash Avoidance Metrics Partners）

で実施された C-V2X の特性評価プロジェクト（13）

では，LTE-V2X を実装した実際の無線機を使用し
た実験が行われ，端末が密集して送信を行うような
環境でもリソース選択及びふくそう制御が有効に機
能することが示されている．

3.3　LTE-V2Xの性能評価
本節では，システムレベルシミュレーションによ

図3　PC5インタフェース（直接通信）

図4　Uuインタフェース（ネットワーク通信）
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り LTE-V2X の性能評価を示す．4 m間隔で片側 3
車線が引かれたハイウェイシナリオ（図 5）におい
て，5 km 区間に，LTE-V2X を搭載した自動車
2,000 台が 30 km/h で走行しているケースと，
4,000 台が 15 km/h で走行しているケースを仮定
する．いずれにおいても，各車両は前後の車両間隔
が 1秒以上の車間となるよう自動車が走行してい
るものとする．
無線伝搬路モデルとして，3GPP line-of-sight

（LOS）Winner 1 model（14）を用いる．5.9 GHz
帯において，10 MHz 及び 20 MHz の帯域幅で
LTE V2X が運用されるとする．帯域幅が 10 MHz
の場合は 5 個，20 MHz の場合は 10 個の無線リ
ソース（サブチャネル）を定義し，各送信端末は，
センシング結果を基に連続する二つのサブチャネル
を選択し，PSCCH及び PSSCHを送信する．本稿
では，複数の送信端末が同じサブチャネルを選択し
た場合の干渉に加え，異なるサブチャネルで同時に
送信した場合に生じる帯域内不要発射もモデル化し
ている（14）．
送信端末は，SAE J3161/1（12）に基づく Basic 

safety message（BSM）を生成し，LTE-V2X で送
信する．送信端末は，センシング結果等に基づき周
辺で送信を行う端末の量を推測し，BSMの生成周
期を（100 ms，600 ms）の範囲で変化させる．本
稿のシミュレーションシナリオにおいては，
Congestion control を適用した結果のBSMの生成
周期は，2,000 台のケースではおおむね 300 ms か
ら 330 ms の範囲に収束し，4,000 台のケースでは
おおむね 600 ms となることが確認されている．生
成したBSMを送信するための PSSCHは，100 ms
周期の SPS として設定されるものとする．送信・

生成されるBSMが滞りなく受信側で得られている
かを確認するため，二つの連続するBSMパケット
が受信端末で正しく得られるまでの時間間隔（IPG: 
Inter-packet gap）（15）を測定し，その相補累積分
布関数（CCDF）を得る．
また，性能評価の基準として，IEEE802.11p

（DSRC）（16）のシミュレーション結果も併せて示す．
DSRC の場合帯域幅は 10 MHz のみとなり，各送
信端末はサブチャネルではなく帯域全体を用いて送
信を行う．シミュレーション諸元を表 1に示す．
図 6（a）は，2,000 台のケースにおいて，送信

端末から 200 m離れた受信端末で観測される IPG
の CCDF である．LTE-V2X（帯域幅 10 MHz, 20 

表1　シミュレーション諸元

LTE V2X（PC5） DSRC

搬送波周波数 5.9GHz

帯域幅 10MHz, 20MHz 10MHz

サブチャネル数 5 for 10MHz
10 for 20MHz N/A

SPS周期 100ms N/A

HARQ ON N/A

利用する無線リ
ソース 2サブチャネル N/A

変調符号化方式 16QAM
符号化率 0.45

QPSK
符号化率 0.5

無線伝搬路 3GPP LoS Winner 1 model （14）

雑音指数 6dB

送信電力 20dBm

帯域内不要発射 3GPP TR36.885 N/A

ふくそう制御 SAE J3161/1 SAE J2945/1

図5　ハイウェイシナリオ
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MHz）及びDSRC いずれも，IPG の大きさに対す
るその発生確率は指数関数的に減少することが分か
る．例えば LTE-V2X（帯域幅 20 MHz）の場合，
90%の確率で IPGは 600 ms 以内となる．帯域幅
が 10 MHz の場合は利用可能な無線リソースの数
が半減することから，20 MHz の場合と比べて IPG
の分布は広がる．しかしながら同じ帯域幅 10 MHz
の DSRCと比較しても，到来するBSMを滞りなく
送受信できていることが分かる．
図 6（b）は，自動車台数を 4,000 台としたケー

スの 100 m 離れた受信端末で観測される IPG の
CCDFである．2,000 台のケースと比べて，同じ 6
車線・5 km区間に 2倍の数の端末が走行する環境
であり，無線リソースの利用率が高くなる．このよ
うな状況ではふくそう制御が IPGの支配的要因と
なるため，同じ帯域幅 10 MHz では LTE-V2X も
DSRC も同様の分布となることが確認できる．シ
ミュレーション結果より，これは帯域幅を 20 MHz
とすることで大幅に改善できることも分かる．

3.4　NR-V2X PC5インタフェース（7）,（17）～（20）

NR-V2X PC5（以下，NR-V2X）は，LTE-V2X
と同様に PSCCHと PSSCHを用いた端末間直接通
信であるが，LTE-V2X とは様々な点が異なる．本
節では，LTE-V2Xとの差異を中心に説明する．

3.4.1　グループキャスト及びユニキャストのサポート（7）

LTE-V2X では，送信端末は不特定多数の受信端
末に対してデータを送信するブロードキャストのみ
がサポートされていたが，NR-V2X では，特定の
一つまたは複数の受信端末に対してデータを送信す
るグループキャストとユニキャストがサポートされ
ている．グループキャスト及びユニキャストでは，
当該の特定受信端末がデータを正常に受信できたか
どうか報告するサイドリンクフィードバックチャネ
ル（PSFCH）が導入されている（後述）．ユニキャ
ストについては，対象となる端末に対して最適な適
応制御を行うため，チャネル情報測定参照信号
（CSI-RS）の送受信とその測定，そして測定結果の
報告を利用可能である．

3.4.2　NR Uuをベースとする物理レイヤ構成（17）

NR-V2X は，NRの Uuインタフェースをベース
として物理レイヤを設計している．LTE と同様に
OFDMを採用しているが，NRでは様々な周波数
帯を対象とすることから，15 kHz，30 kHz，60 
kHz，120 kHz，240 kHz という複数のサブキャ
リヤ間隔がサポートされている．（240 kHz は同期
信号・報知チャネルのみ．）また，LTEでは最大帯
域幅が 20 MHz であったのに対し，NRのUuイン
タフェースでは 100 MHz やそれ以上の帯域幅も設
定可能であり，これらの拡張はNR-V2X に対して
も反映されている．

3.4.3　PSCCHの再設計（17）～（19）

LTE-V2X では，PSCCH と PSSCH は LTE のス
ケジューリング単位である 1サブフレーム内で周
波数多重されている．NR-V2X では，より短い処
理遅延で復号・復調処理を行う必要があるユース
ケースに対応するため，PSCCH は NR のスケ
ジューリング単位であるスロットの先頭数シンボル
にのみ配置される構成となった．これにより，ス
ロットの全シンボル受信を待たずに PSCCHの復
調・復号処理を開始できるようになった．
また，2ステージの SCI が導入されている（図

7）．制御情報は，PSSCHのリソース割当情報など
を通知する第 1ステージ SCI と PSSCHの復号に必
要な情報などを通知する第 2ステージ SCI に分割
され，第 1ステージ SCI は PSCCHで送信される
が，第 2ステージ SCI は第 1ステージ SCI が割り
当てるPSSCHのリソース内に多重される．これに
よりPSCCHのオーバヘッドを減らすことができる
上，将来リリースにおいて第 2ステージ SCI のみを

図6　IPGのCCDF
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拡張するといった，柔軟な機能拡充が可能となる．

3.4.4　フィードバックチャネル（PSFCH）（17）～（19）

NR-V2Xでは，自動運転などの LTE-V2Xでは想
定されなかった高い信頼性が要求されるユースケー
スが想定されている．一般に，信頼性を上げるには
適用する変調符号化方式を下げるなど，情報ビット
当りのエネルギーを増やせばよいが，この場合周波
数利用効率が下がり，リソース利用率も上がってし
まう．そこでNR-V2X では，サイドリンクフィー
ドバックチャネル（PSFCH）を導入し，PSSCHが
正しく復号されなかった場合に再送要求をフィード
バックする．これにより必要な場合にのみ PSSCH
の再送を行えるため，周波数利用効率の高い再送制
御を実現できる．
NR-V2X では，復号結果を 1 ビットの ACK・

NACKとして送信するUuインタフェースのフィー
ドバックとは異なり，復号結果が誤りだった場合に
のみNACKを送信する形式をサポートする．ユニ
キャストの場合，PSFCHのリソースは送信端末が
個別の受信端末に対して割り当てる．グループキャ
ストの場合，同じ PSSCHを受信するグループ受信
端末に対して，同一の PSFCHリソースを割り当て
る．この場合，Uuのように ACKか NACKかを 1
ビットの情報として送信してしまうと，異なる端末
が送信する PSFCH同士が干渉してしまい判別でき
なくなってしまうが，NACKのときのみ PSFCHを
送信するのであれば，PSFCH受信端末は，PSFCH
のリソースで受信信号が検出されるか否かのみで再
送要否を判定すればよいため，端末ごとに異なる
PSFCHリソースを割り当てる必要がなく，グルー
プキャストにおいて複数端末が同じフィードバック
リソースを共有できる．更にグループキャストで
は，地理的な距離に基づく PSFCH送信のオンオフ
を設定することができる．送信端末は，二次元平面
を複数のゾーンに分解したときに自身が含まれる
ゾーンのIDを第2ステージSCIに含めて通知する．
受信端末は，受信した第 2ステージ SCI に示され
たゾーン IDと受信端末自身の位置情報から物理的
な距離を計算し，所定値以内であればNACKの送
信を行い，そうでなければ送信を行わない（図 8）．
これにより，近傍に位置しない端末が不要に
NACKをフィードバックする事態を回避できる．

3.4.5　PSSCHの周波数利用効率向上（17）,（20）

NR-V2X では，PSSCHに対して最大 2レイヤの
MIMO（Multiple-input multiple-output）と最大

256 QAMの変調方式をサポートしており，高い
データレートでの通信が可能となっている．更に，
DMRS の位置や数を第 1ステージ SCI で指定でき
るようになり，伝搬路や移動速度などの条件に応じ
て適切なDMRSを設定可能である．これにより，
LTE-V2XにおけるPSSCHよりも高い周波数利用効
率を実現可能となっている．

 4 まとめ
本稿では C-V2X の PC5 インタフェース（サイ

ドリンク）を運用するための周波数である 5.9 
GHz の世界各地の制度整備の状況を示し，中国で
は既に商用化の段階に入っていること，アメリカで
は 5.9 GHz で使用する技術を DSRC から C-V2X
に変更する方向となっていることを説明した．ま
た，4Gの技術をベースにした LTE-V2X について
は，その技術概要とともに性能評価として二つの連
続するBSMパケットが受信端末で正しく得られる
までの時間間隔（IPG: Inter-packet gap）を用い
たシミュレーションを行い，従来技術である
802.11p に比較して同等以上の性能があることを
示した．また，NR-V2Xについては LTE-V2Xとの
機能面での差分に着目し技術解説を行った．

図7　2ステージSCI

図 8　距離に基づくフィードバック制御
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 1 はじめに
カーボンニュートラルなどの言葉に代表される

ような自動車の環境への配慮と並んで，運転支援や
運転の自動化に関するニーズは非常に期待が高い．
近年，高度運転支援システム（ADAS: Advanced 
Driving Assistant System）と自動運転（Automated 
Driving）の境界はますます曖昧になってきている．
例えば，高速道路で同一車線を維持しながら走行す
る技術は，従来の運転支援システムである車間距離
制御装置（ACC: Adaptive Crouse Control）と車
線 維 持 支 援 制 御 装 置（LKAS： Lane Keeping 
Assistant System）の組合せと考えることもできる
し，機能制限された自動運転とみなすこともできる．
ま た， 近 年 で は 省 人 化 の 観 点 か ら AMR

（Autonomous Mobile Robot）など，物流分野で
の自動走行の応用も期待が高まっている（1），（2）．
AMRはロボットの自律走行と自動車の自動走行と
の中間的なものとして位置付けられる．直観的には
自律走行に用いる要素技術はロボット，自動車のい
ずれにおいても共通に利用できると考えられるが，
実際には，自動車では運用する速度域が高いこと，
人を運ぶことを前提としていることなど，設計指針
が大きく異なり，技術的な差異も大きい．
本解説論文では，自動走行技術と通信技術との関

連について述べる．論文の構成は以下のとおりであ
る．2．では自動運転のレベルと動向について述べ
る．3．は自動運転における通信指標について述べ
る．運転タスクのモデルについて説明し，それぞれ
のタスクに対する通信遅延の考え方について説明す
る．4．及び 5．では，具体的な自動走行への通信
活用として，制御系に通信を用いる場合，認知・判
断に通信を用いる場合の考え方についてそれぞれ議
論し，6．で今後の展望について述べまとめとする．

 2 自動運転のレベルと動向
SAE（Society of Automotive Engineers）では

自動走行における自動化の度合いを議論しており，
J3016（3）の中で自動運転のレベルとして定義して
いる．J3016 では，表 1に示すように，運転タス
ク（DDT：dynamic driving task）をドライバが
行うのかシステムが行うかという観点と，システム
の 運 行 設 計 領 域（ODD: Operational Design 
Domain）の観点，システムが正常に動作しない，
あるいは動作できない場合の責任をドライバ，シス
テムのいずれが持つのかという観点から，自動化の
レベルを手動運転のレベル 0から完全自動運転の
レベル 5までの 6段階でレベルを定義している．
レベル 1，及びレベル 2は基本的にはドライバの

監視下においてシステムによる自動走行がなされる
ため，これまでの運転支援装置の延長と考えること
ができる．
一方，レベル 3以上ではシステムは，どのよう

運転支援／自動走行におけるコネクティビティ運転支援／自動走行におけるコネクティビティ
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な走行条件を想定して機能開発を行っていけばよい
のかが定義．特に，レベル 3の自動運転について
は，システムによる自動運転の継続が困難な場合に
は，十分な余裕をもってシステムからドライバへ運
転タスクを引き継がせることが必要とされる．自動
運転中のスマートフォンの使用について道路交通法
の改正により認められ，国内でもレベル 3の自動
運転が法的にも認められることとなったが，セカン
ダリータスクをどこまで許容するかについては，今
後の技術開発の動向によって大きく変わっていくも
のと考えられる．
近年ではレベル 3を超えて，レベル 4やレベル

5の自動運転を実現しようという動きが活発になっ
てきている．MaaS（Mobility as a Service）向け
自動運転や，空港内や工場内の自動走行など特定領
域の自動運転については社会的な要請もあり，様々
な試みが行われている．
一方，国も官民 ITS 構想・ロードマップ 2020（4）

で 2030 年の将来像を描き必要な技術や実用化が期
待される時期について議論している．具体的には
2020 年には①高速道路での自動運転可能な自動車
（レベル 3）の市場化，②限定地域（過疎地域等）
での無人自動運転移動サービスの提供を行うことを
目指すとしており，ここ数年の間に，カーメーカ各
社から自動化レベルの高い運転支援車＊が市販され

ている．更に，2025 年を目途にレベル 4の自動運
転システムの市場化，物流での自動運転システムの
導入普及，限定地域での無人自動運転移動サービス
の全国普及を目指すものとしている．

 3 運転支援／自動走行と通信の評価指標
運転支援や自動走行に通信を用いる場合，その通

信の評価指標はどのようなものが望ましいであろう
か．従来の通信の評価指標では，通信速度や遅延，
収容台数などが挙げられるのが一般的である．
3GPPでは 5Gの車向けサービスの要件を22.186（5）

で議論し，アプリケーションごとに必要とされる通
信距離や許容遅延，ペイロードなどを仕様化してい
るが，アプリケーション視点で十分な検討されてい
るわけではない．
安全運転支援については，我々の研究グループも

位置情報が更新されるまでに車両が移動する距離
（情報更新距離）の概念を提案したが（6），定着した
評価指標にはなっていない．また，近年でも長谷部
ら（7）が T秒 Rmという評価方法を提案しているが，
アプリケーション依存の大きい評価方法となってお
り，安全運転支援や自動走行に共通した万能な評価
指標がないのが現状である．
次章では運転タスクについて着目し，運転タスク

＊2020年12月，自動運転車の機能をユーザが過信しないように，国土交通省が主導する「ASV推進計画」では自動運転車に関する呼称
を以下のように策定した．レベル1，レベル2は運転支援車．レベル3は条件付自動運転（限定領域）．レベル4は自動運転車（限定領域）．
レベル5は完全自動運転車．

表1　自動運転のレベルの定義
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と許容される遅延がどのような関係にあるかについ
て述べる．

 4 運転タスクのモデルと通信遅延
図 1は J3016 に示されている運転タスクを示し

たものである．自動運転の開始時に設定される走行
開始地点，目的地などの経路計画に関連する機能を
Strategic functions，障害物検知や道路線形の把握
など，数秒から数十秒先までの走行計画に関わる機
能を Tactical functions，車両の機能として具備さ
れている「走る」・「曲がる」・「止まる」に関わる機
能のことをOperational functions と呼んでいる．
図のDDTで示された部分が自動走行におけるシ

ステムが自動で行う運転タスクである．
OEDR（Object and Event Detection and 

Response）は，走行に応じて時々刻々と変化する
自車の周辺環境を認知し，車両を操作する部分に該
当し，通常はドライバが実行するタスクである．自
動走行では，センサによる周辺環境の認識に相当す
る．
ここで，「認知」とはセンサ等を用いて，車両の

位置，速度などの走行状態，車両周辺の障害物など
を検知することを意味する．また，「判断」とは
「認知」により得られた情報から，加減速をしたり，
ステアを切ったりといった行動決定を行うプロセス
のことを意味する．

OEDRのレスポンスの結果としての行動計画（プ
ランニングと呼ぶ）が車両の制御系への入力とな
る．一般的に，自動車の走行速度はロボットに比べ
高い．このため，自動車ではロボットに比べ広い範
囲をセンシングする必要がある．一方で，その挙動
は道路に沿って走行するため予測がしやすい．
プランニングから制御系へ渡される制御指令値

は，障害物回避のためのローカルなウェイポイント
や，目標速度等であるが，最終的にはアクセル開度
やステア角などのいわゆる操作量に変換され，それ
に応じて車両の挙動が変化する．この操作量に当た
る行為を「操作」と呼ぶ．自動車は大きな質量を
持っているため，操作量の指令値に対する応答が小
形なロボットに比べて鈍く，車両の制御系に対する
指令値の遅れは致命的なものになりかねない．制御
指令値の遅延と車両挙動について検討した例につい
ては 5．で詳細に議論する．
一方，認知や判断を行うODERの一部に通信が

介在した場合は必ずしも低遅延である必要はない．
現在の周辺車両の位置や速度を知りたい場合には遅
延はできる限り小さい方が望ましいが，多くの場合
は 3秒とか 5秒後の周辺車両の挙動を予測したい
ことが多い．このような場合には，遅延よりも過去
の何秒間に遡って位置情報を欠落することなく得る
ことが重要になる．このような例の詳細については
6．で述べる．
なお，旅行計画や経路計画については，渋滞を回

図1　運転タスクの概略図
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避するためのルート案内など，テレマティクスの分
野では重要なテーマであるが，必ずしも高いリアル
タイム性を要求するものではないため，以下の議論
からは割愛する．
表 2は自動走行の形態の違いによる，「認知」・

「判断」・「操作」の各機能の機能配置について示し
たものである．（1）の自律型自動運転と呼ばれる
自動運転については全ての機能が車両の機能として
具備されるのに対し，（2）遠隔運転では，車両の
外部で人が認知判断を行う．（3）遠隔自動運転，
（4）管制型自動運転になると車両の外部での判断
を機械が行うことが特徴になる．いずれの場合にお
いても，最終的な制御は制御指令値に基づいて車両
側で行われる．

 5 遠隔運転・遠隔制御のための通信
遠隔運転や遠隔制御などの自動走行の応用を考

えた場合，自動走行における制御指令に関わる情報
を通信でやり取りすることになる．このような場
合，通信遅延はできる限り小さいことが望ましいこ
とは明らかであるが，具体的な指針についてははっ
きりとしていない．

5.1　遠隔制御に必要とされる通信遅延（8）

我々の研究グループでは，実際のシステムを模擬
する評価環境を構築し通信遅延やパケットの紛失が
制御にどう影響するか評価した（8）．図 2に評価シ
ステムの概要を示す．図 2（a）に評価装置の概念
図，（b）に外観を示す．評価システムは 1/10 ス
ケールのラジコンカーを用いたスケールモデルとし
て構築し，無線部にはWiFi を用いる構成とした．
クラウドを想定したサーバとの間にWANエミュ
レータを配置して，エミュレータで遅延やパケット
の紛失を模擬することで，通信の特性が制御に及ぼ
す影響を評価した．

図 3は PID 制御を用いた場合のクラウドとエッ
ジでの車両挙動の違いを示したものである．クラウ

図2　評価システムの概要

表2　自動走行の機能配置
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ドによる制御ではWANエミュレータで図 2（c）
に相当する実際の LTE ネットワークで測定した遅
延（15時～16時の遅延）を加えた時の挙動である．
一方，エッジについてはエミュレータによる遅延を
付加していない場合（WiFi の遅延のみ）の挙動で
ある．図 3から分かるように，エッジ相当での制
御では車線内を維持する走行ができているのに対
し，クラウドで制御した場合では車線を大きくはみ
出るような挙動が見られる．
図 4はWANエミュレータで一定の遅延を加え

て，走行軌跡が車線中心からどれほどずれるか評価
した結果を示したものである．図から分かるよう
に，数十ms以下に遅延が抑えられれば，車線を逸
脱するような挙動はおおむね抑えられる．

5.2　エッジサーバ配置に関する検討（9）

実際の LTEネットワークで実施した遅延測定（10）

では，MNO（Mobile Network Operator），MVNO
（Mobile Virtual Network Operator）のいかんに
よらず，どのサービス事業者でも平均的には数十
ms 以下の遅延に抑えられていた．一方で，トラ
ヒックが集中する時間帯では 100 ms を超える遅延
が発生することが頻繁にあった．
このような遅延の変動に対応するため，文献

（10）では制御を行うサーバを通信遅延に対応した
複数のレイヤに配置し，切り換えながら遠隔制御を
行う方法を提案し，サーバの主要台数に関するス
ケーラビリティの問題について議論している．全て
の基地局（eNB）にエッジサーバを配置することは
コスト的に現実的でないが，局舎レベルにサーバを
集約させれば，通信遅延と収容台数のバランスが取
れたシステム運用ができることを示している．

5.3　エッジサーバの活用における課題（11）

エッジサーバを活用できれば遠隔運転や遠隔制
御の実現に必要な低遅延を実現できることが分かっ
たが，文献（11）では商用ネットワークを用いて
遠隔サービスを行おうとした場合に生じるキャリヤ
間接続の課題について議論している．具体的には，
複数キャリヤの eNBを無線バックホールで接続す
ることで，遅延が劇的に低減されることを示してい
る．
図 5にキャリヤ間バックホールの概念を示す．

図 5ではキャリヤA，B，Cの三つのキャリヤ間の
相互接続について模式的に示している．キャリヤC
にエッジサーバが配置されると仮定した場合，キャ
リヤCのユーザはその恩恵を受けることができる
が，キャリヤ Aのユーザはキャリヤ Cのエッジ
サーバへ接続するために，モバイル網からインター

図4　通信遅延と走行軌跡の関係

図3　クラウドとエッジの違いによる車両挙動の違い
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ネットを経由してキャリヤCのエッジサーバに接
続することになる．
多くの場合，プロバイダ間の相互接続点 IX

（Internet Exchange）は都市部に集約されている
ことが多いため，地理的に数百m程度しか離れて
いないサーバとの接続にネットワーク上では何百
kmの通信経路をたどることになる．もし，図 5の
キャリヤ Bと Cのようにキャリヤ間バックホール
で基地局同士を接続することが可能であれば，ネッ
トワーク上の物理的な距離は劇的に軽減される．こ
のことによって遅延が大きく軽減できるというのが
文献（11）の主張である．

 6  認知・判断及びプランニングのための通信

前節では制御に関わる情報伝達に通信を用いる
場合の通信遅延について議論した．以下では，運転
タスクにおけるOEDRに関連する情報のやり取り
について考える．
いわゆる認知や判断を行うための情報は制御の

前段階で必要となる情報である．一般的な車両の運
動特性を考えると，車両が制御指令を受けてから実
際に車両挙動が変化するまでには遅れが生じる．し

たがって，OEDRでは何秒か先の状況を予測する
ことが主なタスクとなる．

6.1　ダイナミックマップ
自動運転の認知・判断を行うためのプラットホー

ムの一つとして，ダイナミックマップがよく知られ
ている（12），（13）．ダイナミックマップは元々車車・
路車間通信を用いた安全運転システムのプラット
ホームとして検討されたものであり，100 ms 程度
の周期で車両の位置，速度などの情報を収集し，動
的な地図として表現することを目指していたが，近
年では，周辺車両の挙動などのリアルタイム情報の
みでなく，レーン情報などの詳細な情報を含む自動
運転用の高精度地図を含む地図プラットホームとし
ての概念が定着している．

6.2　ダイナミックマップの通信トラヒック試算（14）

多くの場合，ダイナミックマップの情報の更新周
期は 1秒程度とされている．このため，リアルタ
イムな制御への活用というよりは，数秒先の状況を
予測し加減速を含む走行プランニングに活用するこ
とを意図していると考えるのが妥当であろう．全て
の車のリアルタイムな情報を集約することは一見す
ると無謀な取組みと感じるかもしれないが，位置，

キャリヤ

キャリヤA キャリヤB キャリヤC

図5　キャリヤ間バックホールの概念
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速度などの基本的な情報のみの集約に限定すれば現
実的な解が見えてくる．
例えば，文献（14）ではペイロードが 100 Byte

程度で，100 ms 周期でのデータのやり取りを行っ
た場合の通信トラヒックの試算を行っている．図 6
は平成 27 年に愛知県内で行われた道路交通量調
査（15）の結果を基に，道路長 2 ㎞のエリアを通信
範囲と想定して発生するトラヒックを試算した結果
である．
図 6の各点は交通量調査の調査地点ごとのサン

プルを示しており，青色の点は幹線道路，赤色の点
は高速道路を示している．図 6（a）からも分かる
ように，各車両の通信エリア内の滞在時間は数百秒
程度である．また，図 6（b）が示すように一般的
な交通量を想定する範囲では，数Mbit/s 程度の通
信トラヒックまで抑えることが可能であることが分
かる．

6.3　レベル4実現に向けたインフラセンサの活用
現在の自動運転車は車載センサのみを用いて走

行しているため，交差点など見通しが悪いシーンで
は減速し低速で走行せざるを得ない．このため，自
動運転での通信活用が注目されている．インフラ側
にあらかじめ設置されたセンサでセンシングを行
い，通信を用いて情報提供を行うことで，運行設計
領域ODDを拡大しようという動きである．
奥村らの検討（16）では，ダイナミックマップを交

差点における走行プランニングに活用している．問
題設定として自動走行車と一般車両が混在する環境
で自動運転車両の交差点通過のプランニングを考え
ている点がユニークである．図 7は文献（16）で

述べられている交差点での交錯を回避する手法の概
念を示したものである．図において車両Aは通常
運転（ドライバの判断・操作によって運行されてい
る車両）を車両 Bは自動運転車を示している．双
方の車両は道なりに走行しているものとし，図中の
青，及び緑で示された帯は道なりの走行距離と到達
が予想される時刻の関係を示している．現在の位置
からの走行距離が大きくなるにつれて到達時刻の曖
昧さが増える様子を帯の縦方向の幅が広がることで
表現している．二つの道路が交わる地点が交差点に
相当し，交差点位置で二つの帯が重なる場合には交
差点で交錯することを示している．図 7（a）では
二つの帯が交差点の位置で重なっているため，自動
運転車両 Bは衝突の可能性があると判断し，図 7
（b）のように減速を行い交差点への到達時間を遅
らせることで同じ時間に交差点に進入することを回
避することができる．奥村らの提案では，交錯の可
能性をインフラ側で判断して自動運転車両に進入禁
止情報を送信することで，このような機能を実現し
ており，制御のための通信と対比させて「判断レベ
ルの通信」と表現している．
このような判断を行う場合には，制御指令値を与

え制御を行うアプリケーションに比べ通信遅延に対
する要求は大きく緩和される．このようなアプリ
ケーションでは車両の将来の挙動を予測するため
に，交差点到達する数秒前に予測に必要な情報を入
手できていることが必要な要件となるため，通信遅
延よりも情報の更新頻度や，通信途絶がないことが
重要な評価指標となる．実際，文献（16）では 0.3
秒程度の通信遅延があっても問題なく動作したこと
を報告している．

図6　ダイナミックマップで発生する通信トラヒック
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 7 まとめと今後の展望
運転支援／自動走行へ通信を活用する場合の通

信要件の考え方について，実際の研究事例を示しな
がら解説した．自動走行における運転タスクの考え
方について説明し，タスクにより求められる通信要
件が異なることを説明した．自動走行のための通信
要件というと，通信速度や遅延などを想定されがち
であるが，運転タスクによっては通信遅延に対する
要求を大きく緩和できることを示した．
近年の自動運転技術の発展は目覚ましいものが

あり，高速道路や自動運転などで運転支援装置はか
なりな部分で自動化されている．一方で，一般道な
どの複雑な環境へのODDの拡大や，完全自動運に
向けては課題が多い．また，AMRのようなロボッ
トと自動車の自動走行技術をつなぐような応用展開
も活発になってきていることから，複雑な環境での
自動走行を実現するためには，通信技術の活用が必
要不可欠となってくるのは間違いない．
誌面の都合で，この解説論文では述べられなかっ

たが，自動走行は単に車の利便性を向上するのみで
なく，MaaS など新たなサービスや，スマートシ
ティなどとの連携についても期待されており，単な
る個人の移動手段から社会インフラとしての移動手
段へと，更なる拡張と発展が期待されている．
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1 はじめに
自動運転は，交通事故削減，交通流円滑化など，従来

の道路交通課題への更なる対策としての期待に加え，高
齢者等の移動手段の確保，物流トラックや長距離バス等
の商業ドライバ不足への対応など，広く社会的課題の解
決に資するために官民挙げて取組みが進められている．
自動運転システムは自律型と協調型が検討されており，
自律型自動運転システムは自車の車載センサから得た情
報を用いて自動運転制御を行う．一方，協調型自動運転
システムは自律型自動運転システムに通信を用いて得た
情報を加えることで高度な自動運転を実現するものであ
る．ここで使われる車を中心とした通信はV2X（Vehicle 
to Everything）と呼ばれている．
図 1にV2Xネットワークを示す．車両を中心に，狭

域通信としてV2I（Vehicle to Infrastructure，路車間
通信），V2V（Vehicle to Vehicle，車車間通信），V2P
（Vehicle to Pedestrian，歩車間通信），広域通信とし
てV2N（Vehicle to Network，ネットワーク通信）か
ら構成される．V2Xは自動運転の高度化に不可欠なも
のとして期待されている．
ITS 情報通信システム推進会議では，2013 年度から

自動運転向け通信に関する技術調査に本格的に着手し，
2015年度からは一般社団法人日本自動車工業会（以下，
自工会）と連携した活動を進めてきた．自工会が検討し
た「自動運転向け通信活用ユースケース」（以下，自工
会ユースケース）に基づき，無線通信要件の抽出，通信
仕様案の検討，机上検証／シミュレーションを進め，
2019 年度にはこれまでの検討成果をまとめた「自動運
転（自専道）通信活用ユースケース向け通信システムの
実験用ガイドライン：ITS FORUM RC-015 1.0 版」を
策定した．
ここでは ITS 情報通信システム推進会議におけるこ

れまでの活動経緯，自動運転のユースケースと通信要件
検討，実験用ガイドラインの概要を紹介する．なおこれ
らの活動の一部は，SIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）自動運転及び総務省の関連プロジェクトと連
携して実施したものである．

2 検討の概要
２.１　検討体制
ITS 情報通信システム推進会議（以下，推進会議）は，

ITS（Intelligent Transport Systems，高度交通システ

V2V

V2P

V2I

V2N

図1　V2Xネットワーク
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ム）の推進に向けて，民間企業・政府関係機関等約 100
団体が業種・業界の枠を超えて集結し，ITS情報通信シ
ステムの研究開発や標準化の推進及び普及啓発活動を行
う団体である．1999年の設立以来，DSRC（狭域通信），
700 MHz帯高度交通システム及び 79 GHz帯高分解能
レーダの標準規格の原案策定など，具体的な成果を創出
してきている．図 2に推進会議の体制，図 3に自動運
転向け無線通信の検討体制を示す．2020 年度に CAV
検 討 タ ス ク グ ル ー プ（TG） が 新 設 さ れ，CAV
（Connected Automated Vehicle）に関する国際標準
化への貢献を目指して活動を開始している．
自工会からの検討依頼を高度化専門委員会にて受け ,

主検討はその配下の無線方式検討タスクグループ（以
下，無線方式検討 TG）にて対応している．2020 年度
末現在，無線方式検討TGは，自動車メーカ，通信機器
メーカ，通信キャリヤ，ITS 関連団体など，26社・団

体から約 60名の構成員にて活動中である．無線方式検
討TGの配下にユースケース検討グループ，ガイドライ
ン検討グループ，通信方式検討グループを設置し，近年
世界的に技術検討が加速しているセルラV2Xについて
は，セルラシステムタスクグループと連携を図ってい
る．また通信の検討において重要となるユースケースの
通信活用に関する情報収集については，次期システム企
画タスクグループを窓口に自工会等との情報交換を進め
てきた．

２.２　活動の目的
自工会ユースケースを分析し，ユースケースを満足す

る通信方式を検討する．最終的には自動運転向け通信仕
様案を実験用ガイドラインとしてまとめることを目標と
している．国内各所で実施されている自動運転向け通信
の実機検証に活用され，そこから得られた結果を反映し

図 2　ITS情報通信システム推進会議の体制

図 3　自動運転向け無線通信の検討体制
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ながら，更なる検討を進めていく予定である．

２.３　検討の流れ
図 4に無線方式検討 TGにて実施してきた自動運転

向け無線通信の検討フローを示す．自工会ユースケース
をインプットに，ユースケースごとの通信要件の抽出を
進め，この結果を踏まえて，候補となる既存の ITS 通
信方式をベースに，机上検証による課題抽出，対策技術
の検討を進め，通信仕様案としてまとめる．

3 自動運転のユースケース
自工会が検討した自動運転向け ITS 通信活用の前提

条件を説明する．自動運転向け通信は，自律型自動運転
に対してあくまで支援を行うための情報を提供するもの

と位置付けている．自動運転車両は通信機を持たない一
般車両との混合走行を考慮し，必ずしも通信情報を得る
ことができなくても，自律系で自動走行ができることが
前提となる．自律処理系の中に通信情報を加えること
で，周囲の状況判断を早くできるようになることから，
自動走行の際の判断の迅速性や確実性を高めることを目
的とする．活用シーンとして自動運転の実用化時期が早
い都市間高速，都市高速，若しくはこれらに準じた環境
を想定する．表 1に検討対象とした自工会ユースケー
スの一覧，図 5に自工会ユースケースイメージを示す．
これらユースケースの前提条件を整理し，動作シナリ

オを分析することで各々の通信要件の抽出を行った結果
を表 2に示す．
通信要件を踏まえ，通信形態，必要通信距離，通信条

件，通信品質等から通信シーケンスをユースケースごと

図 4　検討フロー

表1　検討対象ユースケース一覧
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に設定し，送信タイミング，連送等，通信制御パラメー
タを踏まえた通信プロトコルを検討した．
図 6に通信適用フェーズごとの通信シーケンス例を

示す．例えば車線変更支援の場合，車線変更車両が周辺
の関係車両へ車線変更の意思を伝え，関係車両の情報に
より車線変更先を決定し，それを関係車両へ伝えて走行
速度制御を行いながら，その状況メッセージを交換しな
がら合流する流れを想定した．
また，通信制御フローとプロトコルスタックを図 7

に示す．通信上位層（アプリケーション）を設定した通
信制御方式を検討し，ユースケース情報に応じて追加機

能（連送，送信タイミング制御）のパラメータを変更す
る構成とした．

4 ガイドラインの策定
４.１　背景
これまでの無線方式検討TGにおける検討をまとめる

形で，自動運転 (自専道 )通信活用ユースケース向け通
信システムの実験用ガイドライン「ITS FORUM RC-
015 1.0 版」を 2019年 10 月 18日に策定した．
https://itsforum.gr.jp/Public/J7Database/p64/ITS_

図5　自工会ユースケースイメージ　（自工会資料を基に推進会議が作成）

表2　想定ユースケースの通信要件
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FORUM_RC-015_v10.pdf
自動運転向けに活用が想定される通信の国内の標準

化に向け，自工会等で議論が進められているユースケー
スを対象とした実験に対応するため，その候補となる通
信仕様をまとめたものである．ガイドラインは 5部構
成となっている．表 3に自動運転 ( 自専道 ) 通信活用
ユースケース向け通信システムの実験用ガイドラインの
構成を示す．

４.２　適用範囲と位置付け
本ガイドラインは，自動運転 ( 自専道 ) 通信活用の

ユースケースを対象とした通信システムの実験用ガイド
ラインである．通信方式として，国内既存 ITS 通信方
式である ARIB STD-T75（ETC 等の国内 DSRC に使
用），ARIB STD-T109（ITS Connect に使用），及び海
外の動向を踏まえ，IEEE802.11p，LTE V2X（PC5，
Uu）を取り上げた．これら 5方式に関して，通信仕様
の調査，机上評価，実現のための条件，追加・変更が必
要となる機能等についてまとめたものである．なお
IEEE802.11p に関しては，この通信方式を参照した実
験用ガイドラインである ITS FORUM RC-005 を検討
対象とした．また LTE V2Xのうち，PC5は直接通信方
式，Uuはネットワーク通信方式である．

４.３　技術的前提条件
本ガイドラインでは，陸上移動局（車載器）及び基地

局（路側機）に必要となる無線設備の技術的条件，各レ
イヤの仕様に関して記載しているが，これらの方式，仕

図7　通信制御フローとプロトコルスタック

表3　実験用ガイドラインの構成

図6　通信適用フェーズごとの通信シーケンス例
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様，技術条件は，高度化専門委員会において検討した結
果を用いている．またユースケースについては，自専道
（都市間高速／都市高速，等）における先読み情報，合
流・車線変更支援情報，緊急ハザード情報の配信を想定
ユースケースとした．
なおユースケースは今後も継続して追加・見直しを実

施していく予定である．

４.４　机上検討結果
ガイドラインに記載の五つの通信仕様（案）につい

て，コンピュータシミュレーション等の机上検証の結果
より，これら候補通信方式による自動運転のユースケー
スへの適用可能性を実施した．以下に机上検討結果より
得られた課題等を示す．実験を行うにあたっては，これ
らを十分に考慮する必要がある．

(a) ITS FORUM RC-005
・ 想定ユースケースのうち，路車間通信及び車車間通信
のユースケースを対象とする．

・ 回線設計の結果，一部のユースケースの特定条件にお
いて，通信要件 ( 暫定 ) を満足しない可能性がある．
対策として連送機能等が必要となる．また一部のユー
スケースにおいて，メッセージサイズが一定以上とな
る場合，パケット分割機能等が必要となる．

・ これら対策を実現するための手段として，アプリケー
ションレベルにおける対応や ITS FORUM RC-014 の
適用が考えられる．

・ また，ユースケース 1-2-1 の通信において通信距離を
満足しない可能性がある．対策として，アプリケー
ションレベルでの中継機能の追加，複数の路側機を
使った中継機能の追加や通信範囲の広い LTE V2X
（Uu）を用いることが考えられる．

(b) LTE V2X（PC5）
・ 想定ユースケースのうち，路車間通信及び車車間通信
のユースケースを対象とする．

・ 回線設計の結果，ユースケース 1-2-1 の通信において
通信距離を満足しない可能性がある．対策として，ア
プリケーションレベルでの中継機能の追加，複数の路
側機を使った中継機能の追加や通信範囲の広い LTE 
V2X（Uu）を用いることが考えられる．

(c) LTE V2X（Uu）
・ ネットワークを経由する本方式はほかの方式に比べ通
信遅延が相対的に大きくなることに留意すること．ま
た，通信網に加えてアプリケーションメッセージを処
理・転送するアプリケーションサーバが必要であり，

アプリケーションサーバを含めた通信アーキテクチャ
を検討する必要がある．

(d) ARIB STD-T75
・ 想定ユースケースのうち，路車間通信のユースケース
を対象とする．

・ 回線設計の結果，一部のユースケースの特定条件にお
いて，通信要件（暫定）を満足しない可能性がある．
また一部のユースケースにおいて，メッセージサイズ
が一定以上となる場合は，パケット分割機能等が必要
となる．

・ これら対策を実現するための手段として，アプリケー
ションレベルにおける対応やARIB STD-T88 の適用
が考えられる．

(e) ARIB STD-T109
・ 想定ユースケースのうち，路車間通信及び車車間通信
のユースケースを対象とする．

・ 回線設計の結果，車車間通信の一部のユースケースの
特定条件において，通信要件（暫定）を満足しない可
能性がある．車車間通信のメッセージサイズが一定以
上となる場合は，アプリケーションレベルでのパケッ
ト分割が必要となる可能性がある．

・ また，ユースケース 1-2-1 の通信において通信距離を
満足しない可能性がある．対策として，アプリケー
ションレベルでの中継機能の追加，複数の路側機を
使った中継機能の追加や通信範囲の広い LTE V2X
（Uu）を用いることが考えられる．

今後，本ガイドラインの通信仕様が実証実験により検
証されていくことで，自動運転に通信を活用する検討が
更に促進することを期待する．なお実験を実施する際に
は，既存システムへの干渉回避策を十分に考慮する必要
がある．

5 新たなユースケースへの対応
2020 年 9月に「SIP 自動運転（システムとサービス

の拡張）システム実用化WG協調型自動運転通信方式
検討TF」が，「SIP 協調型自動運転ユースケース」の第
1版を公開した．
https://www.sip-adus.go.jp/rd/rddata/usecase.pdf
推進会議では，SIP 自動運転 システム実用化WG 協

調型自動運転通信方式検討TFと協力関係を構築して，
これらユースケースについても図3の検討フローに沿っ
た検討を進めていく計画である．以下に SIP 協調型自
動運転ユースケース（以下，SIP ユースケース）の概要
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を紹介する．

５.１　協調型自動運転システムの定義
「協調型自動運転システムとは，自律型自動運転シス
テムをベースに，車載センサ検知外の情報の入手，自車
が保有する情報の提供，及び車車／路車間の意思疎通を
通信で行うことで，より安全でスムーズな自動運転制御
を可能とするシステム．」と定義されている．

５.２　協調型自動運転システム検討対象範囲
検討対象の車両と走行範囲は以下としている．

・オーナーカー ( 高速道路／一般道 )
・物流／移動サービスカー
-隊列走行 ( 高速道路 )
-シャトル／バス ( 一般道既定ルート／遠隔操作 )
-タクシー／物流車両 ( 一般道不定ルート／遠隔操作 )

５.３　SIPユースケース選定の考え方
協調型自動運転システムを考える上での前提条件を

以下のように置き，その前提条件に合致したものを SIP 
ユースケースとして選定している．
(a)  全ての交通参加者は基本的に法規を遵守するものと
する

・理由： 周囲の交通参加者の故意による交通法規違反に
起因する事故を回避するための機能の実現は協
調型自動運転システムに過度な性能・コストの
負担を要求することになるため．

(b)  自律型自動運転システムで実現できるユースケース
は含めない

・ 理由： 自律型自動運転システムをベースにして協調型

自動運転システムは実現されるため，自律型自
動運転システムで実現できる機能については冗
長機能となり協調型自動運転システムとしての
実用化可能性は低いと考えるため．

協調型自動運転通信方式検討TFにて設定した協調型
自動運転システム定義を基に，SIP ユースケース選定要
件として以下の 3 項目が挙げられている．
① 車載センサ検知外の情報の入手が必要
② 自車が保有する情報の提供が必要
③ 車車間及び路車間の意思疎通が必要
協調型自動運転システムの前提条件に該当するユー

スケースを抽出し，更に SIP ユースケース選定 3要件
ごとに選別，a～hの 8機能に分類し，トータル 25ケー
スが選定された．表 4に SIP ユースケース選定結果を
示す．

５.４　SIPユースケース検討の進め方
通信シナリオの確認のため，各ユースケースの技術要

件保有団体とやり取りを実施しながら内容を整理し，過
去に検討した類似事例を参考に通信要件をまとめる．表
5に通信要件検討事例を示す．またこの事例のユース
ケースである，a. 合流・車線変更支援／ a-1-1．予備加
減速合流支援のイメージを図 8に示す．

6 今後の検討
自動運転向け無線通信システム活用の実現に向け，

ユースケースの分析，無線方式の調査検討，基本性能検
証を実施してきた．またこれまでの成果を基に実験用ガ

表4　SIPユースケース選定結果
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イドラインを策定した．今後は更に以下への取組みが必
要となる．
・自動運転のユースケース拡張への対応
・既存サービスとの共用条件の精査
・各種検証に活用可能な実験用ガイドラインの更新
・実環境における無線通信適用可能性の検証

具体的には，SIP ユースケースに基づく協調型自動運
転通信要件の策定，既存 ITS 通信適用時の課題解決や
新たな通信方式の検証（シミュレーション，実証実験），
協調型自動運転通信に関する実験用ガイドラインの改定
を実施する計画である．ITS情報通信システム推進会議
は，自動運転の更なる高度化を支えるために，今後も自
動運転向け無線通信の検討を進めていく．

浜口雅春 
 ITS 情報通信システム推進会議高度化
専門委員会無線方式検討タスクグ
ループ主査，沖電気工業株式会社ソ
リューションシステム事業本部DX事
業推進センター部門長．
1987 沖電気工業入社，防災無線，
PHSの開発に従事．1997 から横須
賀リサーチパーク（YRP）の OKI 拠
点にて ITS の無線研究開発に従事．
2021からソリューションシステム事業本部ＤＸ事業推進セン
ター長として事業本部のDX推進を担務．ITS 情報通信システ
ム推進会議には2003から参加．

表5　通信要件検討事例

図8　SIPユースケースイメージ
a. 合流・車線変更支援　a-1-1. 予備加減速合流支援

（SIP資料を基に推進会議が作成）
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1 はじめに
現在，カメラやレーダなどのセンサを車両に搭載し，

車両周辺の歩行者や自転車，ほかの車両などを監視する
ことで，安全性や利便性を向上させる技術が普及し始め
ている．例えば，車両の前方の対象物との距離を計測
し，衝突の危険性がある場合に注意喚起して自動でブ
レーキをかける衝突被害軽減ブレーキあるいはプリク
ラッシュセーフティシステム，前方車両に追随するアダ
プティブクルーズコントロール（ACC）などが既に商
用化されている．しかし，車載センサでは，死角となる
領域の対象物の情報を取得することができず，また，得
られる対象物の動きの情報にも限界がある．例えば，交
差点右折の際に反対車線から交差点に接近してくる対向
車との衝突，見通しの悪い交差点における出会い頭の衝
突などへの対応は困難となる．
車載センサで取得できる情報を拡張，補完するため

に，通信を活用することができる．車両と車両の間の車
車間（V2V: Vehicle-to-Vehicle）通信，車両と路側機
（信号や車両感知器など）の間の路車間（V2I: Vehicle-
to-Infrastructure）通信，携帯電話網を利用したV2N
（Vehicle-to-Network）通信＊1 がある．総称してV2X
（Vehicle-to-Everything）通信と呼ばれ，安全運転支援
や協調型自動運転での利用（1）が検討されている．具体
的には，V2V通信により車両の位置や速度を周辺に送
信することで，より追従性能の高いACCや，出会い頭
の衝突回避のための注意喚起などが実現されており，ま
た，V2I 通信を利用して，見通しの悪い道路前方の状況
や信号の状態を車両に伝えるシステムが商用化されてい
る．更に，車両の位置，速度に加えて，車両が検知した

周辺の状況をほかの車両に伝える技術の研究開発も行わ
れており，これにより，通信手段を持たない車両やス
マートフォンなどの位置情報を提供するための通信手段
を持たない歩行者や自転車などの情報をほかの車両に通
知することが可能となる．
これらをまとめると，「つながるクルマ」（2）の発展

フェーズとして図 1に示すように，（1）車載センサの
み，（2）通信により各車両から位置，速度を送信，（3）
車両周辺の対象物に関する情報も送信と，V2V・V2I
通信により，車両周辺の多くの情報を提供することで衝
突の危険性を検知でき，より安全な走行が期待できる．
しかし，通信を利用したとしても，後述するようにセン
サデータのみでは限界がある．本稿では，センサデータ
から得られる情報を地図上に集約し，それに対してアプ
リケーションを効率的に開発し動作可能な情報通信プ
ラットホームであるダイナミックマップ 2.0（DM2.0）
の構成と設計について解説する．
安全運転支援や将来の協調型自動運転に向けた通信

の必要性について，まず，２．では通信を利用する際の課題
について示す．３．では，V2X通信利用の課題に対してのア
プローチの一つの手法であるダイナミックマップについて
説明する．４．では，ダイナミックマップを実現する際に問
題となるスケーラビリティと遅延に関して，DM2.0では
どのように解決しているか，DM2.0の構成と設計を解説
するとともに，DM2.0を利用したシステム開発の効率化
についても追記する．５．でDM2.0の今後の発展として新
たな応用例を示し，６．でまとめと今後の期待を述べる．

2 V2X 通信利用の課題
2.1　V2X通信形態
V2X 通信は，主に放送形（ブロードキャスト）と

1対 1通信（ユニキャスト）に分類される．商用化され
ている ITS Connect＊ 2 や ETC2.0＊ 3 は前者であり，

＊1　 V2N通信とは，車両とネットワーク（インターネットを
含む）上のサーバとの通信を指す．

＊2　ITS Connect: https://www.itsconnect-pc.org/
＊3　ETC2.0: https://www.go-etc.jp/etc2/

解説　ダイナミックマップ2.0（DM2.0）の構成と設計 133

小特集 「クルマ」と「モノ」をつなげるV2X技術の動向と展望

ⓒ電子情報通信学会2021

解　説

ダイナミックマップ2.0
（DM2.0）の構成と設計

 
  佐藤健哉 Kenya Sato 同志社大学
  高田広章 Hiroaki Takada 名古屋大学



Technology Reviews and Reports解　説

DSRC（Dedicated Short Range Commination，狭域
通信）と呼ばれるV2VあるいはV2I の通信手段を利用
する．遠隔車両診断や情報提供などの自動車メーカが提
供するサービスは後者であり，携帯電話網を利用した
V2Nとなる．
例えば，特定の車両（送信元）から接近している相手

の車両（宛先）に対してメッセージを送信すると仮定す
る．ブロードキャストの場合，周辺車両に対して一斉に
メッセージを送信し，受信した車両でそのメッセージが
必要かどうかを判断する．宛先の車両を特定する必要が
なく，送信元車両の状態を周辺の車両に通知するのに適
しているが，特定の車両同士の調停の場合など，調停に
関与する車両以外は不必要な情報を受け取ることにな
る．一方，ユニキャストの場合はメッセージを送信する
前に通信相手の車両を特定する必要がある．車両を特定
する際には，事前に宛先車両の位置や移動経路を知って
おく必要がある．

2.2　対象車両の状況判断
V2X通信を利用して衝突危険性を通知する場合，送

信元である対象車両が車両の位置や速度を宛先車両に送

信し，宛先車両で危険性を判断する．この状況を図 2
に示す．（1）受信した車両位置・速度から進行経路を
予測しこのままでは衝突する可能性があると判断する．
しかし，実際は，（2）対向車線を走行する車両であり
衝突の可能性はないと判断できる場合もある．一方，同
じような状況であっても，（3）道路が一方通行である
場合は，危険な状況となる．
このように対象車両が送信するメッセージのみでは

必ずしも危険性を判断できず，道路地図と関連付けて状
況を判断する必要がある．

2.3　対象物の特定
V2X通信を利用して二つの送信元から対象物に関す

るメッセージが送られてきた場合，その対象物が同一か
異なる二つかを認識する必要がある．例えば，ある車両
が歩行者を発見しメッセージを送信し，同時にほかの車
両も歩行者を発見しメッセージを送信したと仮定する．
この二つのメッセージを受信した車両は，歩行者が一人
なのか二人なのか，特に位置情報に誤差が含まれる場合
は，認識が困難となる．

図1　「つながるクルマ」の発展フェーズ

（1）車載センサのみ （3）周辺対象物の情報も送信（2）車両の位置・速度の送信

図2　道路情報を含めた衝突可能性判断の必要性

（1） 位置・速度データのみから衝
突可能性判断（危険）

（2） 道路地図（対向車線）を含めて
衝突可能性判断（安全）

（3） 道路地図（一方通行）を含めて
衝突可能性判断（危険） 
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2.4　複数車両の調停
V2X通信を利用して合流や車線変更など複数台の車

両で調停を行う場合，図 3の（1）に示すように，ブ
ロードキャストのV2V通信では，それぞれの車両間で
相互にやり取りする必要があり，（車両台数を nとした
場合 O（n2）の通信に基づく）複雑な情報処理が求めら
れる．一方，（2）に示すように，調停を 1か所に集約
して実施できる場合は，車両の走行状況を集め，調停
方法を計算し，走行経路を通信するといった処理の流
れにより，（車両台数を nとした場合 O（n）の通信に
基づく）比較的簡単なやり取りで実現可能となる．

3 ダイナミックマップ
3.1　目的
ダイナミックマップは，車載センサのデータや路側

機で検知したデータを，静的な高精度地図データと関
連付けて共有すること（3）により，車両の安全運転支援
に活用するためのシステムである．
具体例について図 4を用いて示す．各車両は車載セ

ンサにより前方の対象物を地図データと関連付けて保
有する．対象物が前方車両の前や見通しの悪い交差点
などの死角にある場合は検知できない．一方，その対
象物はほかの車両や路側機から検知できる可能性があ
る．各車両や路側機のセンサデータをダイナミックマッ
プとして統合することで，動的な交通環境情報が効率
的に利用可能となる．
広範囲の交通環境情報は，安全運転支援以外にも，

都市全体の交通流最適化や，MaaS（Mobility as a 
Service）アプリケーション，将来の協調型自動運転に
も利用可能な情報基盤となる．

図4　センサデータ集約による交通環境情報

図3　複数台による調停

（1）車両間通信（N対N） （2）車両間調停（1対N）
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3.2　構成
ダイナミックマップは，元々欧州の SAFESPOTプロ

ジェクト（4）で Local Dynamic Map（LDM）として検
討され，地理的情報，周辺車両・道路状態・交通状況・
天気などに関する位置情報，及び，それらの状態を階
層的に管理・保持している概念的なデータの集合体と
定義（5）されている．ダイナミックマップの構成（6）を
図 5に示すように，静的データ，準静的データ，準動
的データ，動的データと，データの変化の速さに応じ
て階層に分類され定義されている．
日本では，戦略的イノベーション創造プログラム自

動運転プロジェクト（SIP-adus）において，自動運転

のための高精度三次元地図の静的データの整備，交通
規制や渋滞状況といった準静的・準動的データの生成・
更新・配信，及び，信号灯色の動的データの配信につ
いて，実証実験を通して仕様の検討が行われている．

3.3　課題
車両等のセンサデータは短い周期（例：1/10 秒）で

送信されるため，渋滞時や都市レベルでの交通流制御
を想定した場合，多くの車両の情報を単一のサーバ（ク
ラウド）に集約して管理する必要があり，ネットワー
クや計算資源への負荷が大きくなるといったスケーラ
ビリティの問題が想定される．特に，交差点での車両

図 5　ダイナミックマップ構成

図6　DM2.0システム構成
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同士の衝突回避，高速道路などでの合流調停，車線変
更調停など，安全運転支援や協調型自動運転における
応用例の場合では通信と計算のリアルタイム性が求め
られる．

4 ダイナミックマップ 2.0
（DM2.0）

4.1　構成と設計
ダイナミックマップ 2.0（7）は，ダイナミックマップ

を実環境で運用する際の課題であるスケーラビリティと
遅延に関しての性能向上を目指した情報通信プラット
ホームである．主に，安全運転支援や協調型自動運転を
対象とし，そのシステム構成を図 6に示す．
スケーラビリティの向上ではエッジを利用した分散

処理の技術を利用し，低遅延に関してはセンサデータの
ストリーム処理技術を利用している．また，センサデー
タを集約して処理する特性から，システム開発の効率化
も期待できる．

4.2　エッジを利用した分散処理
大規模データをリアルタイムに処理するために，クラ

ウド／エッジ／車両にまたがる三層構造のネットワーク
アーキテクチャを採用している．ここでいうエッジと
は，Multi-access Edge Computing（あるいはMobile 
Edge Computing）の略であるMECのことを指す．
各車両や路側機が取得した周辺のセンサデータから

構成されるダイナミックマップの情報は，インターネッ
ト上にあるクラウドサーバに到達する以前に，一定の地
理的エリアごとに分散した計算資源であるエッジサーバ
に集約する．エッジサーバはクラウドサーバより車両に
近い場所でリアルタイムなデータ処理を行い，必要に応
じてクラウドサーバと通信し，データを共有する．クラ
ウドサーバは広域の大規模データを扱い，応答時間にリ
アルタイム性を求めない処理やエッジ間連携を担当す
る．

各エッジサーバは，車線を区間に分けた複数の領域
（車線区間 ID）で構成する地理エリアを走行する車両を
管理する．具体例を図 7に示す．L3-02～05 の車線区
間 IDを走行する車両はエッジサーバAで管理される．
つまり，赤い車両はエッジサーバAで管理されるが，
合流の際には，エッジサーバBで管理される黄色の車
両との調停が必要となる．合流は L2-02 の車線区間 ID
において行われるため，実際の調停はエッジサーバ B
で実施される．その際，赤い車両の情報はエッジサーバ
Aからクラウドを中継してエッジサーバBに転送され
る．
このように電波の到達範囲や調停すべきエリアが異

なるエッジサーバであっても，車線区間 IDを基に管理
エッジサーバを決定することで，車両間の協調が可能と
なる．

4.3　センサデータのストリーム処理
データベースでは，クエリと呼ぶ問合せ（処理要求）

により，データの検索・抽出・並べ替えや更新などの操
作を行う．図８の上のように一般的なクエリ（One-shot 
Query）は，あらかじめ保存されているデータに対し
て，検索要求を発行し，データベースは対応する検索結
果を即座に返す．地図データの場合は，必要となる領域
のデータを要求し，その場所の地図データを取得する．
しかし，センサデータの場合，車両の位置などは，

時々刻々と変化する時系列のストリームのデータとな
る．例えば，ある車両がほかの車両と衝突しそうになっ
た状況を検索する場合，一般的なクエリでは非効率なた
め，DM2.0では図８の下のように継続クエリ（Continuous 
Query）を利用する．あらかじめ検索クエリを発行し，
時系列のストリームデータが検索条件に合致すると，そ
の時点で応答を返すストリーム処理を行うことで，リア
ルタイム性を実現している．
ある車両が歩行者を検知し，別の車両も歩行者を検知

し，これらの情報を共有する場合，歩行者が 2人では
なく同一であると判定する場合などは，複数のセンサ

図7　車線区間 IDに基づく管理エッジの連携
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データの融合（フュージョン）の機能が必要となる．ま
た，図 2で説明したように，接近する車両がどのよう
な道路を走行しているかを判定するために，静的（地
図）データと動的（センサ）データを関連付けた検索の
機能が必要となる．DM2.0 では，このような機能も備
えている．

4.4　システム開発の効率化
協調型 ITS など交通関連情報を扱うアプリケーショ

ンでは，センサなどの複数の入力を地理的情報に基づい
て処理する場合が多く，その際のデータ管理・処理のシ
ステム構成（8）を図 9に模式的に示す．
アプリケーションごとに個別にデータを管理・処理す

るシステムのモジュール構成を（1）とする．アプリ
ケーション 1，2がそれぞれセンサA，外部情報，地図
データをデータ入力として処理を行う場合を想定する．
ここで新たにセンサBを追加し，各アプリケーション
がそのデータを利用する場合，アプリケーション 1，2
をそれぞれ再設計する必要がある．また，アプリケー
ション 3 が追加された場合は，各センサや外部情報，
地図データは新たにデータを提供するよう再設計する必
要がある．
一方，情報通信プラットホームとして，統合データ管

理を行った場合を（2）とすると，センサBはデータの
提供先を設定し，アプリケーション 3が追加されても，
ほかのモジュールを変更する必要がない．そのため，新
たな入力（センサ）やアプリケーションの追加や開発が
容易となる．

5 今後の発展
DM2.0 プラットホームを利用することで，協調型自

動運転に向けた協調的な走行調停を行う上で問題となる
通信のやり取りや計算の処理負荷を削減しつつ，全体と
して各車両の目的地到着までの旅行時間を削減すること
が可能となる．具体例として，図 10に示すように，道
路上の空間と時間をグリッドに分割し，ダイナミック
マップ上で管理し，協調型自動運転の各車両が走行予定
経路，時刻をあらかじめダイナミックマップ上に予約申
請し，時空間グリッドの予約情報に基づいた走行調停の
方式（9）が考えられる．更に，料金を支払うことで時空
間グリッドを優先的に予約する方式が考えられ，その予
約に際して仮想通貨を用いるマイクロロードプライシン
グの仕組み（10）の検討も行っている．
また，ダイナミックマップ 2.0 コンソーシアム＊4 で

は，DM2.0 プラットホームを実装し，横須賀リサーチ

図8　一般的なクエリ（One-shot Query）と継続クエリ（Continuous Query）の動作

図9　交通環境情報処理のシステム構成

（1）アプリケーションごとの個別データ管理・処理 （2）アプリケーション共通の統合データ管理・処理

138 通信ソサイエティマガジン　No.58  秋号 2021



Technology Reviews and Reports解　説 小特集 「クルマ」と「モノ」をつなげるV2X技術の動向と展望

パーク（総務省自律型モビリティ研究開発プロジェク
ト），及び，東京・お台場（SIP 大規模実証実験）にお
いて，合流調停の実証実験を実施した．また，複数の企
業のプロトタイプシステムにおいても実装され，それぞ
れの地域で実証実験が実施されている．現在は，お台場
（SIP 第 2期東京臨海部実証実験）において信号連携，
及び，愛知県・高蔵寺ニュータウン（名古屋大学COI）
において「道譲り」の実証実験を実施中である．

6 まとめ
DM2.0 は，ダイナミックマップを実環境で運用する

際の課題であるスケーラビリティと遅延に関しての性能
向上を目指しており，協調型自動運転のみならず，都市
全体の交通流最適化や，MaaSアプリケーションにも適
用可能な情報通信プラットホームである．今後は，自動
車メーカやサプライヤ，各データ提供者，サービスプロ
バイダの垣根を越えた情報共有のための基盤としての普
及を期待する．
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 1 はじめに

抜けるような青空が気持ち良い休日，身支度を整
えて自宅近くの大きな通りに出ると，スキー場で見
掛けるゴンドラほどの大きさの乗り物が，目の前に
ぴたりと止まる．四方を大きな曲面ガラスで囲まれ
ているその外観は，どこか親しみやすさを感じさせ
る．内部は無人だが，ドアの前で名前を告げて，オ
ンラインカレンダーに登録されている今日の予定か
ら自動的に設定した行き先を確認すると，ドアが開
き，それに乗り込む．シートに座るとドアが静かに
閉まり，その乗り物は，ぶぅん，とかすかなモータ
音を響かせ，滑らかだが力強い加速感を伴って，目
的地に向けて自動走行を始めた．これは，筆者が子
供の頃に読んだ「のりもの」図鑑に描かれていた未
来の交通の記憶を基にした描写である．当時，これ
が実現すれば「いつでも，どこにでも出掛けられ
る」と，移動の自由を夢見てわくわくした記憶があ
る．それからしばらくの時を経て，ICT（Information 
and Communication Technology） の セ キ ュ リ
ティに携わる研究者として，技術的な観点の解像度
が増した見方でこの景色を読み解くと，当時の夢物
語だった姿の実現に向けて，世の中は確実に前に進
んでいることが理解できる．

ICT という技術の力で交通の高度化を目指す ITS
（Intelligent Transport Systems）は，活発に研究
開発が進められ，その成果は高速道路の料金所に設

置 さ れ る ETC（Electronic Toll Collection Sys-
tem）などの形で実用化されている．また，現在の
自動車産業は 100 年に一度の大変革期を迎えたと
言われており，これを表す CASE（Connected, 
Au ton o mous, Share & Service, Electronic）とい
う言葉に含まれる「つながる技術」を生かしたコネ
クテッドカーによる，自動運転や隊列走行などの，
安全や効率の改善と向上に貢献する技術への挑戦も
盛んになっている．ITS や CASE では，これまで独
立 し て い た 車 両（Vehicle） が 様 々 な「 モ ノ 」

（Everything）とつながりを持つ，V2X（Vehicle 
to Everything）の通信やその技術が，極めて重要
な要素の一つであると言える．V2X の利活用は，
利便性，安全性，効率性などの面で恩恵を受ける可
能性を広げると同時に，つながることで生じるセ
キュリティの脅威やリスクへの考察と対策も必要と
する．

そこで，本論文では，通信事業者の観点から
V2X のセキュリティについて解説する．以降，２．
で V2X を取り巻く環境を整理し，３．でこれまで
に公表されたセキュリティ脅威の事例等を振り返
る．４．で V2X のセキュリティ対策の課題と要件
を整理して，５．で関連する対策技術の研究開発と
標準化の動向を紹介する．最後に，６．にまとめ
る．

 2 V2X を構成する環境とその特徴

３．以降の議論を進めるにあたって，V2X の定
義に注目して，車両とその周辺を取り巻く構成要素
を列挙し，車外の通信について整理する．併せて，

V2Xのセキュリティ動向と課題V2Xのセキュリティ動向と課題

†  KDDI 総合研究所，ふじみ野市
KDDI Research, Inc., Fujimino-shi, 356-8502 
Japan

ⓒ電子情報通信学会2021

　

磯原隆将　Takamasa Isohara††

A Review of Research on V2X Communication Security and Future Issues

Summary 情報通信技術を活用して，自動車があらゆるものとつながるV2Xが注目されている．車両と外部の様々
な要素との通信を利用した相互の連携により，道路交通の利便性，安全性，効率性の向上が期待され

ている．一方で，新たに車両が外部との接点を持つことは，車外からの攻撃の契機ともなることから，セキュリティのリ
スクや脅威への対策も重要となる．本論文では，つながる「クルマ」が攻撃の対象となった過去事例の振返りに基づいて，
V2Xのセキュリティ対策の課題と要件を整理する．そして，関連する研究開発と標準化について，最新の動向を紹介する．
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V2X における中心的存在である車両に注目して，
その構成要素と車内の通信を司る車載ネットワーク
について整理する．

２.１　V2V／V2I／V2P／V2Nの構成と通信方式
V2X は，車両と様々な「モノ」との通信や，そ

の技術の総称である．通信の対象に応じて，車両同
士が通信を行う V2V（Vehicle to Vehicle），路側
機（RSU: Road Side Unit）が構成する交通インフ
ラ（Infrastructure）と 通 信 を 行 う V2I（Vehicle 
to Infrastructure），スマートフォン等の情報端末
を持つ歩行者（Pedestrian）と通信を行う V2P

（Vehicle to Pedestrian）及び「公衆網の基地局を
介して通信を行う V2N（Vehicle to Network）に
分類される．V2V，V2I，V2P は，それぞれ，車車
間通信，路車間通信，歩車間通信とも呼ばれる．ま
た，車両が路側機や歩行者と行う通信については，
直接の通信を行う場合と，公衆網を介した間接的な
通信を行う場合があり，後者を V2N2X とも称す
る．また，本稿では，V2N にクラウドを含むネッ
トワーク上のプラットホームが提供する各種のサー
ビスを利用する形態も含むこととする．これら一連
の関係を図 1 に示す．

V2X を実現する主な通信方式として，DSRC
（Dedicated Short Range Communications）と
C-V2X（Cellular V2X）が検討されている．DSRC
は，狭域通信とも呼ばれ，ISM（Industry Science 
and Medical）バンドを用いる無線通信方式である．
ETC や ITS スポットとして実用化されている．
C-V2X は，LTE（Long Term Evolution） や 第 5
世代移動通信システム（5G: 5th Generation）の
無線通信方式を利用し，車 - 車，路 - 車，歩 - 車が

直接行う短距離の直接通信と，基地局とコア網を介
する間接通信の組合せにより実現する．そのほか，
700 Mhz 帯を利用する安全運転支援システムも
V2V，V2I に利用されている．

２.２　車両の構成と車載ネットワーク
車両を構成する要素とそれらが備えるインタ

フェース及びネットワークを図 2 に示す．
「クルマ」には「走る・曲がる・止まる」の基本

性能を制御する ECU（Electronic Control Unit）
が多く搭載されている．これら ECU は，基本性能
以外にも，安全機能や自動運転を実現するために用
い る， カ メ ラ や LiDAR（Light Detection and 
Rang ing）といった外部とのインタフェースとなる
多数のセンサも制御の対象とする．また，OBD- Ⅱ

（On-Board Diagnosis second generation）などの
診 断 ポ ー ト や， ス マ ー ト キ ー，EV（Electric 
Vehicle）充電などもインタフェースとなる．LTE
や 5G 等の公衆網とのインタフェースとなる装置
は，TCU（Telematics Communication Unit） や
DCM（Data Communication Module）と呼ばれ
る 通 信 モ ジ ュ ー ル で あ る．IVI（In-Vehicle 
Infotainment）は，ナビや娯楽などのインフォテ
イメントサービスを提供する端末である．IVI では，
Linux などの IT（Information Technology）の分
野で汎用的な OS（Operating System）やアプリ
ケーションが利用される事例がある．また，多数の
イ ン タ フ ェ ー ス を 備 え， そ の 例 と し て，GPS

（Global Positioning System） の ほ か，Wi-Fi，
Bluetooth，USB（Universal Serial Bus）や SD 
カードスロットなどがある．IVI は，iOS や Android
等のモバイルデバイス向け OS が提供する機能を利

Vehicle Vehicle

Network

V2V

V2P

Infrastructure Pedestrian

V2I

V2N
V2N2X V2N2X

Road Side Unit

サービスプラットホーム
（ナビ・娯楽・セキュリティ）

図1　V2Xの構成
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用してスマートフォンで構成する形態もある．
これら一連の機器や端末は「車載ネットワーク」

を構成し，相互に通信を行って必要な機能を実現す
る．車載ネットワークは，用途や機能に応じて，制
御系や情報系といった分類がなされる．各ネット
ワークにおいては，要求される伝送速度や信頼性の
要件を満たす通信プロトコルを適用する．そして，
系 統 の 異 な る ネ ッ ト ワ ー ク は CGW（Central 
Gateway）と呼ばれる装置を介して相互に接続さ
れる．

車載ネットワークのうち，制御系で利用される代
表的なプロトコルとして，CAN（Controller Area 
Network） が あ り， そ の ほ か，CAN-FD（CAN 
with Flexible Data Rate），LIN（Local Inter-
connect Network），FlexRay などがある．情報系
で利用されるプロトコルとして，MOST（Media 
Oriented System Transport），1394 Automotive
などがある．また，インフォテイメントサービスの
高度化や自動運転の導入などに伴って，車載ネット
ワークに対する高速大容量化の要求が高まってお
り，これを満たすためにイーサネットの導入も取り
組まれている．車載向けイーサネットの上位プ
ロトコルとして，SOME ／ IP（Scalable service-
Oriented Middle warE over IP） や DoIP

（Diagnostic over IP）等があり，車両に搭載され
た ECU の柔軟な利用や診断通信を実現する．以降，
本論文では，これら一連のプロトコルの名称を，そ
れを用いた車載ネットワーク自体を示す用語として

用いる．

 3 攻撃事例の紹介

車載ネットワークや車両のコネクテッド機能を
狙った攻撃事例が多数公表されている．攻撃の形態
に着目して，代表的な事例を説明する．

３.１　多段的な攻撃による車載ネットワークへの侵入
攻撃事例 1: 2013 年，米国で開催された，国際的

なセキュリティカンファレンスの DEFCON で，セ
キュリティ研究者の Charlie Miller と Chris Valasek
が，車両をハッキングするデモを公開した（1）．この
デモでは，アクセル，ブレーキ及びハンドルを任意
に操作できること，ドアの施錠と解錠，ヘッドライ
トの点灯やクラクションの鳴動等が可能であること
などを示した．その攻撃の手順は，以下のとおりで
ある．初めに，ハッキング対象の車両に乗り込み，
ノートパソコンを診断ポートにケーブルで接続し
て，CAN に侵入した．これにより，CAN を流れる
メッセージの解析が可能となった．その後，メッ
セージの解析結果に基づいて，車両を任意に操作す
る不正なメッセージを CAN に送信した．

攻撃事例 2: 攻撃事例 1 は，ハッキングを成立さ
せるために，車内から物理的に診断ポートにアクセ
スできることが条件であり，遠隔からの攻撃は実証
されなかった．しかし，これに続く 2015 年，両氏
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図2　車両の構成要素と車載ネットワーク
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は，DEFCON と並ぶセキュリティカンファレンス
である Black Hat で，遠隔からハッキングできる
ことを示す新たなデモを公開した（2）．このデモで
は，最終的に車両全体の制御に成功している．具体
的には，アクセル，ブレーキ，ハンドルを操作する
ほか，ワイパーやオーディオも操作した．また，
GPS を使って車の位置を追跡できることも示され
た．その攻撃手順は，以下のとおりである．

初めに，車のオーナー向けのオプションサービス
である Wi-Fi 接続を対象にハッキングを行った．
具体的には，Wi-Fi 接続のパスワードの生成アルゴ
リズムを解析してパスワードを推測し，車両の IVI
に接続した．続いて，IVI で稼動する Linux のぜい
弱性を突いて，任意の操作を行う権限を取得した．
この攻撃により，IVI が特定のポートを常時オープ
ンにしていることが把握された．また，攻撃対象の
車種に積まれている IVI は，Wi-Fi 接続のオプショ
ンサービスを契約していなくとも，標準でモバイル
ネットワークに接続されていた．そこで，小形の携
帯電話基地局のフェムトセルを用いてモバイルネッ
トワークに接続し，前述の，IVI が常時オープンに
しているポートに対する通信を総当たりで試行する
ことで，侵入可能な車を特定して，モバイルネット
ワークから，IVI で任意の操作を行う権限を取得し
た．これらのハッキングに続いて，IVI に備わる，
CAN との通信を行うコントローラのファームウェ
アを書き換え，CAN への侵入経路を確保し，車両
を制御する手段を確立した．このデモの発表を受け
て，ハッキングされた車両の販売元は 140 万台の
リコールを発表し，ぜい弱性を修正するパッチを公
開した．

攻撃事例 3: 2016 年には，中国のセキュリティ
企業の研究者らが，車両に対する遠隔攻撃が可能な
ぜい弱性を発見し，ハッキングに成功したことを公
表した（3）．この攻撃は，次の手順で行われた．ま
ず，車両が販売元の運営する Wi-Fi アクセスポイ
ントに自動接続する仕様のぜい弱性を突いて，IVI
から情報系ネットワークに侵入した．アクセスポイ
ントは SSID（Service Set Identifier）とパスワー
ドが共通であり，パスワードは容易に推測が可能な
ものであった．IVI がアクセスポイントに接続する
と，Web ブラウザが Web ページを自動的にリロー
ドする仕様となっており，そのブラウザには，任意
のコードが実行可能な Webkit のぜい弱性が存在し
ていた．そこで，偽の Wi-Fi アクセスポイントを
設置して，Web ブラウザのぜい弱性を突く偽の

Web ページを表示させることで，情報系ネットワー
クへの経路を確保した．これに続いて，攻撃者は
IVI の Linux に存在したぜい弱性を突いて，セキュ
リティ機構を無効化することで，任意のコードを
root 権限で実行する手段を獲得した．そして，
CAN に侵入するため，情報系と制御系を介する
ECU を攻撃した．具体的には，遠隔でファームウェ
アを書き換える OTA（Over-The-Air）機能を悪用
して，悪意のファームウェアを上書きすることで，
ECU を乗っ取った．このぜい弱性は 2016 年 9 月
に発見され，研究者らは事前に車両の販売元に報告
を行い，情報が公開される前に修正パッチが提供さ
れた．

３.２　�カーテレマティクスサービスのぜい弱性を突く
攻撃

攻撃事例 4: 2015 年，ドイツ自動車連盟（ADAC: 
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club）が，コ
ネクテッドサービスの評価を行い，モバイルネット
ワークを介した通信のセキュリティのぜい弱性を明
らかにした（4）．このぜい弱性は，ドアロックやエ
アコンなどを操作するソフトウェアにぜい弱性が
あった問題で，第三者の遠隔操作によって，ドア
ロックを解除されたり，位置や速度を追跡された
り，緊急通報機能の電話番号を変更されたりする恐
れがあった．評価では，ソフトウェア無線で動作す
る OpenBSC ソフトウェアを利用して携帯電話基地
局になりすまし，車内に搭載された TCU への接続
に成功した後に，通信内容に対する中間者攻撃を
行 っ た． そ の 結 果，HTTP（Hypertext Transfer 
Protocol）が利用されていることが判明した．
HTTP は通信内容を暗号化せずに平文で送受信す
る．そのため，悪意の第三者が，通信内容を盗聴・
解読して，車両を遠隔操作する攻撃が成立した．こ
のぜい弱性は 2014 年に発見され，サービス提供元
がぜい弱性を修正するパッチをリリースしたのち，
2015 年に公表された．

攻撃事例 5: 2016 年 2 月，セキュリティ研究者
の Troy Hunt らが，車両をインターネットから操
作するアプリにぜい弱性があり，エアコンなどを遠
隔操作可能であることを公表した（5）．このアプリ
は，API（Application Programming Interface）
に認証を実装していなかったため，車両を識別する
番号（VIN: Vehicle Identification Number）の下
5 桁が分かれば，他人の車両を操作できるぜい弱性
が原因であった．
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３.３　敵対的サンプルによる各種センサへの攻撃
攻撃事例 6: 車両に搭載されるカメラや LiDAR

などのセンサをだます攻撃がある．カメラが取得し
た画像は，機械学習や AI（Artificial Intelligence）
で処理される．これに対して，摂動を加えること
で，AI の判断をだます敵対的サンプルと呼ばれる
脅威がある．文献（6）では，交通標識にステッ
カーを貼り付けることで「止まれ」の標識を「時速
45 マイル制限」の標識に誤認識させることに成功
した事例が報告されている（図 3）．文献（7）で
は，LiDAR に特定パターンのレーザ光線を送信す
ることで，実在しない物体が存在するように誤認識
させることができる事例を報告している．

 4  V2X のセキュリティ対策の要件と
技術的課題

過去事例を参考に脅威と対策を検討する．また，
これに基づいて要件を明らかにし，技術的課題を整
理する．

４.１　脅威の分析と対策の考察
前章で説明した過去の攻撃事例について，問題と

なった脅威を分析し，その対策を考察する．
攻撃事例 1～3 は，最終的に情報系や制御系の車

載ネットワークを乗っ取ることを目的とした攻撃と
捉えることができる．三つの事例を集約して，その
攻撃経路を模式的に整理した内容を図 4 に示す．
攻撃者は，直接あるいは間接的に，車両が持つ外部
との接点を入り口として，目的の車載ネットワーク
に至る経路上に存在するぜい弱性に対して段階的な
攻撃を行った．これにより，ネットワークへの侵入

を果たして，攻撃のメッセージを送信することで，
任意の操作を達成した．以下，攻撃の手順に沿っ
て，各事例で悪用されたぜい弱性と，考えられる対
策を整理する．

診断ポートを経由した制御系車載ネットワーク
への侵入については，接続する機器を適切に認証す
ることが対策と考えられる．Wi-Fi 接続パスワード
のぜい弱性については，共通のデフォルトパスワー
ドを利用しないこと，パスワード生成アルゴリズム
を高度化して推測を困難にすることなどにより，パ
スワードを堅ろうにすることが対策となり得る．
IVI では，IT の分野で汎用的な OS やアプリケー
ションが使われており，それらに関する公知のぜい
弱性や設定の不備が攻撃された．これについては，
セキュリティパッチを適用する，適切なセキュリ
ティ設定を行う，不要なサービスを止めるといった
ことが対策となる．ECU のファームウェアアップ
デートに対する攻撃では，アップデート操作や書き
込まれるプログラムの安全を担保する仕組みが備
わっていなかったことから，プログラムの署名検証
などを導入することが対策として考えられる．
CAN への攻撃メッセージの送信に対しては，メッ
セージ認証を行って正規のメッセージを認識するこ
と，異常や不正なメッセージを検知・防御する IDS

（Intrusion Detection System） ／ IPS（Intrusion 
Prevention System）を導入することが対策と考え
られる．

攻撃事例 4 では，車両を遠隔で操作する際の通
信に HTTP が利用されていた．これに対しては，
HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）
通信を用いることが対策となる．

攻撃事例 5 では，アプリの API に認証が備わっ

図3　敵対的サンプルによる攻撃事例（文献（6）から引用）
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ていなかった．これに対しては，チャレンジレスポ
ンスによる認証の導入などが対策となる．

攻撃事例 6 では，センサや入力情報を処理する
アルゴリズムが攻撃対象となった．これに対して
は，センサを複数利用して冗長を確保すること，攻
撃を検知・防御する機能を実装することが対策とな
り得る．

４.２　V2Xのセキュリティ検討に対する要件
本節では，はじめに V2X のセキュリティを脅か

す攻撃について，その対象・経路・目的・範囲と影
響の「多様化」という視点で，特徴を整理する．そ
して，V2X のセキュリティ検討に対する要件を整
理する．

特徴①　攻撃対象の多様化 : ２.1で述べたとお
り，V2X では，通信によって車両が様々な対象や
ネットワーク上のサービスプラットホームとつなが
る．よって，車両のみならず，車両が通信を行う相
手も攻撃対象となる．

特徴②　攻撃経路の多様化 : ２. ２で整理したと
おり，車両は様々なインタフェースを備え，これを
経路として通信を行う．また，車両とプラットホー
ムは攻撃の対象だけではなく発信源ともなる．よっ
て，多数のインタフェースにおける複雑な攻撃経路
が生じる．

特徴③　攻撃目的の多様化 : プラットホームで
様々なサービスが展開されることから，攻撃の目的
が多様化する．IT の分野における攻撃の目的の一

般的な整理として，セキュリティを脅かすこととプ
ライバシーの侵害が挙げられる．これに加え，
V2X に特徴的な目的として，セーフティを脅かす
攻撃という整理が考えられる．

特徴④　攻撃の範囲と影響の多様化 : 上記の三つ
の特徴を有する攻撃において，範囲と影響が多様と
なる．例として，車両の警告メッセージを引き起こ
すような，範囲が狭く影響は軽微な攻撃から，都市
機能が麻ひする交通渋滞や人身事故を引き起こして
しまう車両の不正遠隔操作といった，範囲が広く影
響が重大な攻撃まで，様々な状況が想定される．

こうした特徴を考慮して，V2X のセキュリティ
検討に対する要件を，以下にまとめる．

要件 1: 特徴①と②から，車両単体のみならず，
車車間，路車間，歩車間，プラットホームを含む
ネットワークなど，車外も含めた広い範囲で，個別
要素と通信経路の双方に着目した，多層にわたる
トータルのセキュリティを考慮すること．

要件 2: 特徴③を受けて，V2X で提供されるサー
ビスが備える機能と情報資産に関して，セキュリ
ティ，プライバシー，セーフティの観点から，守る
べき要件を的確に把握すること．

要件 3:  特徴④を受けて，セキュリティを検討す
る対象となる V2X の全体を網羅的に捉えて，攻撃
を受けた場合にその被害が及ぶ範囲と脅威が与える
影響を的確に把握すること．

図4　車載ネットワークへの多段的な攻撃
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４.３　�V2Xのセキュリティ確保に向けて求められる
技術的課題

４. ２で整理した要件に基づいて，V2X のセキュ
リティ確保に向けて求められる技術的課題を整理す
る．

技術的課題①　ネットワークセキュリティ: 要件
1 に対応する課題として，ネットワークセキュリ
ティが挙げられる．具体的には，様々な経路から複
数の段階を経て車両を狙う攻撃について，攻撃の各
ステップに対する監視を通じた検知と防御の技術が
求められる．

技術的課題②　センサのセキュリティ: 要件 1 に
対応する課題として，センサのセキュリティが挙げ
られる．具体的には，センサやカメラ，AI に対す
る攻撃手法を逐次収集し，検知・防御等の対策を検
討・導入することが求められる．

技術的課題③　IVI や車内連携するスマートフォ
ンのセキュリティ: 要件 1 に対応する課題として，
車載装置のセキュリティが挙げられる．具体的に
は，IVI への採用が見込まれている AGL（Auto-
motive Grade Linux）や SDL（Smart Device 
Link），スマートフォンが車両と連携する場面にお
いて，OS やアプリケーションの安全性を担保する
技術が求められる．

技術的課題④　プライバシーを考慮したサービス
やプラットホームの設計と実装: V2X において送
受信される情報や，各種サービスで利用される情報
には，プライバシーを考慮すべき対象が多く存在す
る．要件 2 に対応する技術的課題として，これら
を適切に保護，管理するため，V2X の環境に適し
た暗号技術や鍵管理手法などが求められる．

技術的課題⑤　サービス設計のセキュリティ: 要
件 3 を考慮して，製品やサービスの設計段階から
セキュリティの確保に取り組む「セキュリティバイ
デザイン」に基づく，サービスやアプリの設計が求
められる．

 5  V2X のセキュリティに関する
技術動向

V2X のセキュリティに関する技術の研究開発や
標準化動向について説明する．

５.１　研究開発動向
４. ３で挙げた技術的課題①に関連する動向とし

て，VSOC（Vehicle Security Operation Center）
と車載ネットワークの監視技術がある．VSOC は，

車両へのサイバー攻撃を監視する技術で，V2X の
セキュリティを担保する上で重要な取組みの一つと
なる．具体的なデザインとして，車載ネットワーク
とサービスプラットホーム上の監視システムが連携
して攻撃を検知する構成が検討されている．車載
ネットワークを監視するシステムの要素技術とし
て，CAN を流れる攻撃メッセージを検知防御する
IDS ／ IPS 技術が多数提案されている．車載イーサ
ネットについても，SOME ／ IP や DoIP を対象と
する攻撃検知に関する研究が行われている（8）．ま
た，CAN の通信を対象とする IDS などが生成する
セキュリティイベントについて，組込み端末の計算
資源の制約を考慮して，必要な情報を効率的に収集
する機構が提案されている（9）．

技術的課題②に関する動向として，カメラやセン
サをだます攻撃への対策技術がある．具体的には，
車線を検出するカメラに，物体を取り付けたり光を
照射したりすることで，カメラに届く光を細工し，
車線検出を正常に行えなくする「色調改変攻撃」に
ついて，その影響を低減するアルゴリズムを提案す
る研究などがある（10）．

アプリやサービスのセキュリティについて，IT
分野では，PC やスマートフォンのマルウェア検知
手法が数多く研究されている．そのほか，アプリの
挙動解析技術を応用して，安全性やプライバシーポ
リシーとの整合性を事前審査する技術も実用化され
ている．技術的課題③及び④に関連する対策技術と
して，車載プラットホーム向けアプリケーションに
ついても，こうした技術の導入と目的に応じた品質
を担保する運用の設計を通じて，安全を確保する取
組みが必要になることが考えられる．

５.２　標準化動向
V2X のセキュリティについて，国内外で関連す

る団体による標準化活動も行われている．
国際的な動向として，国連欧州経済委員会の自動

車基準調和世界フォーラム（UNECE WP.29）は，
自動運転車に対するサイバーセキュリティ（CS: 
Cyber Security）とソフトウェアアップデート

（SU: Software Update）の法規をそれぞれ制定し
た．CS の規則は，出荷後も含めた車両の製品ライ
フサイクル全般を通じて継続的なセキュリティ対策
を定めること，サプライチェーン全体が主体的に取
り組むことを求めることを特徴とする．そして，国
際標準化機構（ISO: International Organization 
for Standardization）と Society of Automotive 
Engi neers （SAE） International は，WP.29 の両法
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規にひも付く形で，国際標準規格の策定を進めてい
る．また，電気通信関連の国際標準化を行う ITU-T

（International Telecommunication Union Tele-
com muni cation Standardization Sector） で は，
SG（Study Group）17 において，セキュリティに
関わる勧告を作成している．ITS のセキュリティ技
術は，課題 13 で取り組まれており，2021 年 1 月
までに，コネクテッドカーにおけるセキュリティの
脅威を整理した X.1371: Security threats in con-
nected vehicles と V2X 通信向けのセキュリティ
ガイドラインである X.1372: Security guide lines 
for Vehicle-to-Everything （V2X） communi cation
の 2 件の勧告が成立した．現在，12 件の勧告案が
審議されており，これらを表 1 に示す．これら一
連の規格や勧告は，技術的課題①，④，⑤の解決に
寄与する．

国内では，ITS Forum（ITS 情報通信システム推
進協議会）が，車車間・路車間通信情報におけるセ
キュリティガイドラインを規定した 「運転支援通信
システムに関するセキュリティガイドライン」を発
行している（11）．本ガイドラインでは，V2V，V2I
における安全運転支援サービスを対象として，サー
ビスモデルごとに，脅威分析とリスク分析を行い，
そのセキュリティ対策を示している．リスク分析に基

づく具体的な対策として，MAC（Message Authen-
ti cation Code）によるメッセージの真正性の担保
や，電子署名によるメッセージ送信元の認証などを
規定している．また，5GMF（第 5 世代モバイル推
進フォーラム）は，5G のセキュリティに関する標
準化動向を踏まえて，セキュリティ課題を抽出する
ユースケースの一つとして，Connected Vehicle
を取り扱っており，V2X で実現される様々なサー
ビスに対するセキュリティの課題を整理し，5G で
検討すべきセキュリティ課題の明確化に取り組んで
いる（12）．こうしたガイドライン策定や課題の明確
化は，技術的課題①，④，⑤の実践的な取組みと言
える．

 6 おわりに

本論文では，V2X のセキュリティについて，公
表されている脅威の事例に基づいて，セキュリティ
対策の課題と要件を整理し，対策技術の研究開発と
標準化動向を紹介した．
４.２でも述べたように，V2X のセキュリティへ

の取組みは，「多様化への挑戦」が特徴であると言
える．その研究開発には，自動車分野と，IT 分野
に加えて，通信の対象となる分野の知見が求められ

表1　ITU-T で審議中の勧告案

勧告番号 タイトル 概要

X.1374 Security requirements for external devices with 
vehicle access capability

車両に接続する外部デバイス向けのセキュリティ
要件

X.1375 Methodologies for intrusion detection system on 
in-vehicle networks 車載ネットワーク向けの不正侵入検知システム

X.1376 Security-related misbehaviour detection 
mechanism using big data for connected vehicles

コネクテッドカー向けのビッグデータを用いた不
正検知機構

X.1373rev Secure software update capability for intelligent 
transportation system communication devices ITS 通信装置向けの安全なソフトウェア更新

X.edrsec Security guidelines for cloud-based event data 
recorders in automotive environment

自動車用クラウド形イベントデータレコーダ向け
のセキュリティガイドライン

X.eivnsec Security guidelines for the Ethernet-based in-
vehicle networks

車載イーサネット向けのセキュリティガイドライ
ン

X.fstiscv Framework of security threat information sharing 
for connected vehicles

コネクテッドカー向けの脅威情報共有フレーム
ワーク

X.ipscv Methodologies for intrusion prevention systems 
for connected vehicles コネクテッドカー向けの不正侵入防止システム

X.itssec-5 Security guidelines for vehicle edge computing 自動車向けエッジコンピューティングのセキュリ
ティガイドライン

X.rsu-sec Security requirements for road-side units in 
intelligent transportation systems ITS における路側機向けのセキュリティ要求

X.srcd Security requirements for categorized data in 
V2X communication

V2X 通信における分類されたデータ向けのセキュ
リティ要求

X.evtol-sec
Security guidelines for electric vehicle take-
off and landing (eVTOL) vehicle in an urban air 
mobility environment

都市型航空交通環境における eVTOL（電動垂直離
陸機）に関するセキュリティガイドライン
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る．特に自動車の領域については，組込みの技術を
中心的に扱うこととなり，従来の IT のセキュリ
ティとの比較において，計算資源や処理能力の制限
が課題となる．これを解決するためには，ソフト面
とハード面の両方の知識を駆使して技術を研究開発
する必要がある．また，検討の対象となるネット
ワークは，従来の IT のネットワークと，組込み技
術を土台とする車載ネットワークの双方となり，性
質や特徴の異なるネットワークが混在する環境で実
質的な効力を発揮するセキュリティ技術の検討が必
要となる．

こうした様々な側面の多様化によって，多種多様
な課題が生じることとなる．この状況は，関係する
領域に携わる技術者や研究者同士の学際的な協力が
要求される，新しい学術／産業の領域が生まれてい
ると捉えることができる．

本論文が，V2X を取り巻くセキュリティの現状
と課題を理解する一助となり，研究開発を通じた技
術の進歩に貢献することを期待する．
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