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1.1 スマートカーとは？

• スマートカーは、人工知能（AI）、情報通信技術を
導入し、自動運転を可能とする自動車の総称。

• スマートカーの自動化がより高度化したものが、
「自動運転車（Self-Driving Cars）」、ネットワーク
接続がより高度化したものが、「コネクテッドビー
クル（CV）」、自動化とネットワーク接続の両者が
より高度化したものが「インテリジェント・コネク
テッドビークル（ICV）」

• 2020年2月24日に発展改革委員会など計11の部門委
員会が合同発布した「スマートカー・イノベーショ
ン成長戦略」の中では、「先進的なセンサー等の装
置を搭載し、AI等の新技術を活用した自動運転機能
を備え、段階的にスマートモビリティ・スペース
（智能移動空間）やアプリケーション端末となる次
世代自動車」と定義。

出所:崔胜民编著《一本书读懂智能网联汽车》化学工业出版社より作成

 レーダー
 カメラ
 V2X通信
 高精度位置情報

感知機能

 ブレーキ/アクセル
 横滑り防止装置（ESC）
 電動パワーステアリングシステム

（EPS）
 自動変速機（AT）

実行機能

意思決定機能

 意思決定支援ユニット
 制御ユニット

スマートカー

自動運転車

ICV

CV

V2X：車路通信など自動車で情報をやりとりする技術やシ
ステムの総称
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1.2 スマートカー関連政策の公布動向

時期 政策名称 関連内容

2015年5月
「『中国製造2025』の印刷発布に関する国務
院の通知」（国発〔2015〕28号）

✓ 省エネ・新エネルギー車の分野で、コア技術の
スマート化やスマート化コントロールについて
言及

2015年9月
「『中国製造2025』重点分野技術ロードマッ
プ（2015年版）」

✓ 「中国製造2025」にて取り上げた省エネ・新エ
ネルギー車について、「インテリジェント・コ
ネクテッドカー（ICV）」を具体的な成長方向性
の一つとして言及

2016年3月
「中華人民共和国国民経済・社会発展第13次
五ヵ年計画綱要」

✓ 2016年から2020年までの五ヵ年計画にて、新興
分野のAI技術において大きな成果を挙げると共
に、新興産業の担い手の一つとして新エネル
ギー車をとりあげ、スマート交通を大々的に推
進することに言及

2016年11月
「『13次五カ年計画』国家戦略的な新興産業
の発展計画の印刷発布に関する国務院の通
知」（国発〔2016〕67号）

✓ 各分野にてAI技術の応用を推進。スマートカー
等の研究開発や産業を重点的に推進することに
ついて言及

2017年4月
「『自動車産業中長期発展計画』の印刷発布
に関する工業情報化部、国家発展改革委、科
技部の通知」（工信部聯装〔2017〕53号）

✓ ICVコア技術の難題突破の強化、ICVのモデル推
進の展開、ICV法律法規体系の確立及びICV技術
のイノベーションの推進等について言及
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1.2 スマートカー関連政策の公布動向（続き）

時期 政策名称 関連内容

2018年6月

「『国家自動車分野のIoT産業標準体系建指南
（全体要求）』等の一連文書の印刷発布に関
する工業情報化部、国家標準管理委員会の通
知」（工信部科聯科〔2018〕109号）

✓ 自動運転及び先進運転支援システム（ADAS）関
連の標準、車載電子製品コア技術の標準、無線
通信コア技術の標準、自動車分野のIoT産業向け
応用の５GeV2Xコア技術の標準制定の研究を加
速

✓ 2020年までに基本的な国家自動車分野のIoT産業
の標準体系を確立

2018年12月

「『車のインターネット（コネクテッド
カー）産業発展行動計画』の印刷発布に関す
る工業情報化部の通知」（工信部科〔2018〕
283号）

✓ 2020年までに、運転補助及び低レベル自動運転
を支えるICV標準体系の初歩的確立、30項目以
上のICV重点標準を制定

✓ 2025年までに、高レベル自動運転を支えるICV
標準体系を形成し、100項目以上のICV標準を制
定

2019年10月
「産業構造調整指導目録（2019年本）」（中
華人民共和国国家発展改革委員会令第29号）

✓ スマートカーが推奨類の項目に掲載され、中国
が産業発展を推進する分野の一つとして認定

2020年2月
「『スマートカー・イノベーション成長戦
略』の印刷発布に関する通知」（発改産業
〔2020〕202号）

✓ 中国の標準的スマートカーの成長を方向性とし、
スマートカー強国建設の目標について言及
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スマートカー・イノベーション
成長戦略
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2.1 成長戦略の全体概要

1つの目標

2つのビジョン

6つの主要任務
（6大体系の構築）

5つの保障体系

• 2025年までに中国の標準的スマートカーの基本体系を形成
• 2035年から2050年までに中国の標準的スマートカーの全面的確立と整備

1. 協調・開放されたイノベーショ
ン体系

2. 分野を跨ぎ融合した産業エコシ
ステム体系

3. 先進的かつ完備されたインフラ
体系

4. 体系的かつ整備された法規基準
体系

5. 科学的規範化された製品監督体
系

6. 全面的に効率の良いネットワー
クセキュリティ体系

1. 組織的実施の強化
2. 支援政策の完備
3. 人材保障の強化

4. 国際的提携の強化
5. 発展環境の最適化

スマートカー強国の建設
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2.2 1つの目標と2つのビジョン

✓ 中国の標準的スマートカー
の全面的確立と更なる整備

✓ スマートカー強国のビジョ
ンを段階的に実現

✓ 中国の標準的スマートカーの技術
イノベーション、産業エコシステ
ム、インフラ、法規基準、製品監
督及びネットワークセキュリティ
の6大体系の基本的確立

✓ 自動運転の条件を備えるスマート
カーの量産、高度自動運転スマー
トカーの特定環境下における市場
応用化

✓ 自動車用無線通信ネットワーク
（LTE-V2X等）の地域網羅の実現、
次世代自動車用無線通信ネット
ワーク（５G-V2X）を一部都市や
高速道路に段階的に応用、高精度
時空間基準サービスネットワーク
の全面的網羅の実現

～2025

2035～2050

スマートカー強国の建設
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

✓ 産業核心競争力の強化
✓ 新型市場プレイヤーの育成
✓ 産業発展エコシステムの刷新
✓ 新技術転化応用の推進

分野を跨ぎ融合した産業エコシステム体系

✓ 法律法規の健全化
✓ 技術標準の整備
✓ 認証認可の推進

体系的かつ整備された法規基準体系

✓ 安全管理連動機能の整備
✓ ネットワーク・セキュリティ防御機能
✓ データセキュリティ監督管理の強化

全面的に高効率なネットワーク
セキュリティ体系

✓ コア基礎技術の突破
✓ テスト評価技術の完備
✓ 応用試験事業の展開

協調・開放された技術イノベーション体系

✓ スマート化道路インフラの計画制定の推進
✓ 広範囲を網羅する自動車用無線通信ネット

ワークの構築
✓ 全国を網羅する自動車用高精度時空間基準

サービス能力の確立
✓ 全国の道路を網羅する道路交通地理情報シ

ステムの確立
✓ 国家スマートカー・ビッグデータ・クラウ

ド制御基礎プラットフォームの確立. 

先進的かつ完備されたインフラ体系

✓車両製品管理の強化
✓車両使用管理の強化

科学的規範化された製品監督体系
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

協調・開放された技術イノベーション体系

コア基礎技術の突破

✓ 基礎先行技術
複雑なシステムストラクチャー、
複雑な環境感知、スマート意思決
定制御、マン・マシン・インタラ
クティブ及びマン・マシン協調走
行、路車間インタラクティブ、
ネットワークセキュリティ等

✓ 交差共通基盤技術
新型電子電気ストラクチャー、多
源センサー情報融合感知、新型ス
マート端末、スマート・コン
ピューティング・プラットフォー
ム、自動車用無線通信ネットワー
ク、高精度時空間基準サービス及
びスマートカー基礎地図、クラウ
ド・コントロール基礎プラット
フォーム等

テスト評価技術の完備

✓ 構築・健全化
スマートカーテスト評価体系及び
テスト基礎データベース

✓ 重点研究開発
仮想現実、ソフト・ハードウェア
結合シュミレーション、実車道路
テスト等の技術と検証ツール、多
階層テスト評価システム

✓ 推進
企業、第三者による技術試験及び
安全運用テスト評価機構の能力確
立

応用試験事業の展開

✓ 展開と検証
特定区域のスマートカーテスト走
行と試験応用、車両環境感知の正
確性、シーン位置情報の精度、意
思決定コントロールの合理性、シ
ステム障害許容と故障処理能力、
スマートカー基礎地図サービス能
力、「人・車・道路・クラウド」
システム等協調性の検証

✓ 推進と支援
条件を備えた地方にて都市規模に
てスマートカーの総合応用テスト
の推進、優位性のある地域にて国
家IoVパイロットエリアの創設支
援



2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

分野を跨ぎ融合した産業エコシステム体系（一）

産業核心競争力の強化

✓ 車載高精度センサー、車用規格チップ、スマートOS、車載
スマート端末、スマート・コンピューティング・プラット
フォーム等の製品R&Dと事業化、スマートカー・コア部品産
業クラスターの推進

✓ スマート化システムの推進・応用、国際競争力を備えたス
マートカーブランドの育成

新型市場プレイヤーの育成

✓ 優位性のあるリソースの統合、産業コンソーシアムの設立

✓ 完成車メーカがスマートカー製品サプライヤーへ、部品サプ
ライヤーが段階的にスマートカー中核インテグレーション・
サプライヤーにそれぞれ段階的に転換することを推奨

✓ AI、インターネット等の企業が自動運転システム・ソリュー
ションの代表企業に、情報通信等の企業がスマートカー・
データサービス・プロバイダー及び無線通信ネットワーク事
業者に、交通インフラ関連企業がスマート都市交通システ
ム・ソリューション・プロバイダーに発展することを推奨

産業発展エコシステムの刷新

✓ 道路スマート施設、高精度時空間基準サービス及びスマー
トカー基礎地図、IoV、ネットワーク・セキュリティ、ス
マート・モビリティ等新業態の積極的育成

✓ スマートカーの複雑な使用シーンのビッグデータの応用の
強化、データ付加価値、モビリティサービス、金融保険等
の分野における新たな商業モデルの育成

✓ 閉鎖区域におけるスマートカー・モビリティサービスの展
開模索

新技術転化応用の推進

✓ 北斗衛星ナビゲーション位置システム、スマートカー関連
分野における高解像度対地観測システムの応用加速

✓ 車両電子制御、高性能チップ、レーザー/ミリ波レーダー、
マイクロマシン、慣性航空装置等の独自知的財産権軍用技
術の転化・応用の促進

✓ 自動運転システム、クラウド・コントロール・プラット
フォーム等の国防軍事分野における開発・応用の強化
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

先進的かつ完備されたインフラ体系（一）

スマート化道路インフ
ラの計画制定の推進

✓ スマート交通の発展計画の制定、スマート化道路及び次世代国
家交通コントロール網の建設

✓ 道路インフラの情報化、スマート化と標準化確立の段階的推進

✓ 5GとIoVのシナジー推進

✓ 通信ポートとプロトコルの統一、道路インフラ、スマートカー
等の情報の相互接続

✓ 自動車用無線通信の専用周波数使用許可の研究

✓ 大衆モビリティ通信の統一配備、重点地域や重点道路における
次世代自動車無線通信ネットワークの確立

✓ 交通インフラにて狭帯域IoT（モノのインターネット）の配備、
情報データベースと多角的制御設備の確立

広範囲を網羅する自動
車用無線通信ネット
ワークの構築
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

先進的かつ完備されたインフラ体系（二）

全国を網羅する自動車
用高精度時空間基準
サービス能力の確立

✓ 既存の北斗衛星ナビゲーション位置基準ネットワークを活用し
た全国統一の高精度時空間基準サービス能力確立の推進

✓ ナビゲーションシステムと通信システムの融合強化、多元ナビ
ゲーション・プラットフォームの建設

✓ 北斗通信サービスと移動通信の相互接続の推進、自動車用緊急
システムの確立

✓ 北斗システムの整備、急速補助位置サービスの提供

全国の道路を網羅する
道路交通地理情報シス
テムの確立

✓ 標準を統一したスマートカー基礎地図の開発、道路網情報を含
有した地理情報システムの整備、リアルタイムの動的データ
サービスの提供

✓ スマートカー基礎地図情報データベースモデルと構造の最適化

✓ 基礎地図データと衛星遠隔検出イメージデータ共有の仕組み確
立

✓ 道路交通地図情報システムの動的更新とオンラインサービス体
系の構築
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

先進的かつ完備されたインフラ体系（三）

国家スマートカー・
ビッグデータ・クラウ
ド制御基礎プラット
フォームの確立

✓ スマートカー・ビッグデータ・クラウド制御プラットフォーム
の確立

✓ クラウド・コンピューティング・センター、基礎データセン
ター、クラウド制御ソフトウェアの重点的な開発

✓ 自動車、インフラ、交通環境等の分野にて基礎データの融合・
応用の段階的実現
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

体系的かつ整備された法規基準体系
✓スマートカー「マシン・ドライバー」の認定、責任認識、
ネットワーク・セキュリティ、データ管理等の法律問題及
び倫理規範の検討

✓スマートカーのテスト、参入、使用、監督管理の規範等に
係る法律法規・規範の公布、「道路交通安全法」等の法律
法規の改正・整備

✓地図情報測量・製図に係る法律法規の整備

法律法規の健全化

✓スマートカーの中国標準体系の構築

✓スマートカーのランク分類及び評価準則の確立、スマート
カーの製品認証、走行安全、自動運転能力テスト標準の制
定

✓マン・マシン制御転換、車路インタラクティブ、車車イン
タラクティブ及び事件記録、車両事故製品欠陥調査等の標
準の制定

技術標準の整備

✓企業の自己評価、届出と第三者技術検証を勘案した認証認
可の仕組み健全化、スマートカー・ライフサイクルを網羅
した総合認証サービス体系の構築

✓コアソフト・ハードウェアの機能性、信頼性、安全性認証
の展開、ランク別スマートカーの認証規範及び規則の制定

✓テスト試行地区の評価能力と体系の確立

認証認可の推進
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科学的規範化された製品監督体系

車両製品管理の強化

✓ スマートカーの生産、参入、販売、
検査、登記、リコール等の規定整備

✓ スマートカー関連製品の安全審査承
認及び管理弁法の制定

✓ スマートカー製品のR&D、生産製造、
輸出入の監督管理の強化、品質安全、
機能安全のコントロール体制の構築、
安全責任主体の明確化、スマート
カーの道路交通違法・規則違反行為
の証拠取得と処分、安全事故の遡及
と責任追及関連規定の整備

✓ 自動車用無線通信設備の型番確認と
ネットワーク接続承認方法のフロー
明確化

✓ スマートカー実地テスト標準と管理
弁法、公共道路テストの審査認可と
監督管理の整備、走行安全と自動運
転能力テストの試験地建設の推進

車両使用管理の強化

✓ スマートカーの識別管理弁法の公布、
スマートカーの身分認証、リアルタ
イム追跡と事件遡及の強化

✓ スマートカーの監督管理と事故報告
体制の確立、多方面の連動、情報共
有、リアルタイム・ピンポイントな
監督管理体制の運営整備

✓ 道路インフラ分野のネットワーク通
信設備の接続許可管理の強化

✓ スマートカー・ソフト・ハードウェ
ア・アップデート更新、アフター
サービス、品質担保、金融保険等の
分野の管理規定の制定、スマート
カー商業応用の積極的推進

2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）
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2.3 6つの主要任務（6大体系の構築）

全面的に高効率なネットワークセキュリティ体系

01

02

03

安全管理連動機能の整備

✓ ネットワークセキュリティの法律法規と等級
保護の厳格な具体化、スマートカー・ネット
ワークセキュリティ管理制度の整備、スマー
トカー製造企業、電子部品サプライヤー、
ネットワークプロバイダー、サービスプロバ
イダー等の産業チェーン段階における安全責
任体制の確立

✓ リスク評価、ランク評価、監視事前警報、緊
急呼応等の体制確立、ネットワークセキュリ
ティの監督管理検査の定期実施

ネットワーク・セキュリティ防御機能

✓ 多階層垂直防御、ソフト・ハードウェア
を勘案したセキュリティ防御システム、
車載チップ、オペレーションシステム、
アプリ等の安全・信頼性設計の強化、車
載情報システム、サービスプラット
フォーム及びコア電子部品の安全検査測
定の展開、ソフトウェアの遠隔更新、コ
ントロールサービス等の安全管理の強化

✓ 統一的な身分権限認証管理の実施

✓ 北斗システムの耐妨害・セキュリティ不
正防止の防御体制の確立

✓ スマートカー・ネットワーク・セキュリ
ティ情勢感知プラットフォームの構築

データセキュリティ監督管理の強化

✓ スマートカー・データライフサイクルを網羅した
セキュリティ管理体制の確立、関連主体のデータ
安全保護責任と具体的な要求の明確化

✓ 重要データ分類等級別管理の実施、ユーザ情報、
車両情報、地理測量情報等のデータ・セキュリ
ティ可制御性の確保

✓ データセキュリティ制度の整備、監督管理・検査
の強化、データリスク、データ越境移転の安全性
評価の強化
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2. 5つの保障体系

組織的実施の強化

✓ 統一的な協力の強化、スマートカーのイノベーション成長に
係る重大政策、重大任務、重大工程の実施推進

✓ スマートカー・イノベーション成長プラットフォーム等の新
興市場主体の育成、戦略的に確定した各任務の推進と具体化

支援政策の強化

✓ 関連管理標準と規則の制定、道路交通自動運転の発展を
促進する政策の公布

✓ 複数の資金チャネルを活用し、スマートカー基礎共通基
盤コア技術のR&Dと事業化、スマート交通及びスマート
都市インフラの重要工程建設等の支援

✓ 条件に合致する企業に対して現行の租税政策規定に照ら
して企業所得税の追加控除の優遇、中小企業及びスター
トアップ企業の財務税制優遇政策を具体化

国際的提携の強化

✓ 国内外企業の産業提携の推奨、基礎研究、R&Dと市場化の合
同展開

✓ 国内企業の国際市場展開の支援、海外R&D能力の増強

✓ 外資企業のスマートカー産業の発展に対する積極的参与を推
奨

✓ 国際標準、域内標準の制定と協調への参与深化、認証認可結
果の国際相互承認と信用採用の強化

人材保障の強化

✓ 重大プロジェクトと人材誘致の連動体制の確立、世界的牽引
人材や中核人材の誘致度合いを強化

✓ 自動車や情報通信、インターネット等の分野の人材交流の推
進、複合型専門家とテクノロジー・リーダーの急速な育成

✓ 企業と高等教育機関提携による関連専攻の設置推奨、イノ
ベーション型中年・青年テクノロジー人材、エンジニアリン
グ人材、高級エンジニアや管理人材の共同育成

発展環境の強化

✓ 産業投資の誘導強化、スマートカーコア技術R&D等の分
野への社会資本の重点投入を推奨

✓ 品質、安全、環境保護、反不正競争等の監督管理におけ
る法執行の程度強化、スマートカー市場秩序の規範化

✓ 知的財産権保護、技術イノベーション特許の保護と標準
化相互支柱制度の健全化
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関係する法律法規の課題
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3.1 関係する法律法規

出所：全国汽车标准会技术委员会/中国汽车技术研究中心/汽车标准化研究所 共編
《智能网联汽车法律法规适用性分析》より整理

スマートカーに関係する現行の法律法規（抜粋）

情報

✓ ネットワークセキュリティ法

通信
✓ 電信条例
✓ 無線電管理条例
✓ 無線電管理規定など

運輸

✓ 公共道路安全保護条例
✓ 道路運輸条例
✓ 公共道路管理条例など

測量・製図

✓ 測量・製図法
✓ 基礎測量・製図条例
✓ 外国の組織又は個人による訪中測

量・製図管理暫定試行弁法など

品質検査/標準化

✓ 製品品質法
✓ 標準化法

✓ 欠陥自動車製品リコール管理条例など

交通
✓ 道路交通安全法

✓ 公共道路法
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3.2 現行法律法規の簡易分析例（標準化）

出所：全国汽车标准会技术委员会/中国汽车技术研究中心/汽车标准化研究所 共編
《智能网联汽车法律法规适用性分析》より整理

• 現行の「標準化法」の標準（第25条）を満た
さないスマートカーは、生産、販売、輸入が
不可

• スマートカーの生産、販売、輸入活動は現行
の標準化法により、刑事責任を追及される可
能性あり（第34条）

• 強制標準である現行のGB-17675-1999では、
スマートカーの構造・技術を間接的に制限す
るだけでなく（3.1）、自動運転機能を実質的
に制限（3.6）

中華人民共和国標準化法（2017年改正）（主席令第78号 ）
第2条

国家標準は強制標準、推奨標準に分かれ、業界標準、地方標準は推奨標準である。強
制標準は執行しなければならない。国は推奨標準の採用を奨励する。

第25条

強制標準に適合しない製品、サービスは、生産、販売、輸入又は提供してはならない。

自動車ステアリング・システム基本要求（GB-17675-1999）

2.2 ステアリング制御機関

直接運転者が操作し、自動車の運転方向を制御するために用いる機関

2.6 人力方向転換

運転者の体力のみにより動力を提供する方向転換

2.7 助力方向転換

運転者の体力と専用機関の両者が動力を提供する方向転換

2.8 全動力方向転換

専用機関のみが動力を提供する方向転換

3.1 ハンドルは左に据え付けなければならない。

3.6 全動力方向転換機関の据付･使用をしてはならない。

スマートカーの構造・技術を制約する条項や要求
の改正が今後求められる

中華人民共和国標準化法実施条例（国務院令第53号 ）
第34条

強制標準に適合しない製品を生産、販売、輸入し、重大な結果をもたらし、犯罪
を構成する場合、司法機関が法により直接責任者の刑事責任を追及する。
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• 自動車は国家標準（強制標準と推奨標準）の
要求適業以外に、業界標準の要求への適合が
必要であり、これらに適合しない場合、欠陥
が存在とみなされてリコールが必要となる可
能性あり

• 自動車は製品の特徴から「人体の健康及び人身、
財産の安全に危害を及ぼす可能性のある工業製
品」（製品品質法第13条）に該当すると推定

• 自動車欠陥製品リコール管理条例から、自動車
は「普遍的に存在する人身、財産の安全に係る
国家標準、業界標準に適合しない事由」（第3
条）に該当する場合、欠陥が存在とみなされる

中華人民共和国製品品質法（2018年改正）（主席令第22号）

第13条

人体の健康及び人身、財産の安全に危害を及ぼす可能性のある工業製品は、人体の健
康を保障し、人身、財産の安全に係る国家標準、業界標準に適合しなければならない。
国家標準、業界標準が制定されていない場合、人体の健康を保障し、人身、財産の安
全に係る要求に適合しなければならない。

第49条

人体の健康を保障し、人身、財産の安全に係る国家標準、業界標準に適合しない製品
を生産、販売した場合、生産、販売停止を命じ、違法生産、販売した製品を没収し、
かつ、違法生産、販売製品（販売済及び未販売製品を含む）の製品価値金額以上3倍
以下の罰金を科す。違法所得がある場合、違法所得の没収を併科する。情状が重大な
場合、営業許可証を取り消す。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

自動車欠陥製品リコール管理条例（国務院令第626号）
第3条

本条例における「欠陥」とは、設計、製造、ラベル等の原因によりもたらされる同
一ロット、型番又は類ベルの自動車製品において普遍的に存在する人身、財産の安
全に係る国家標準、業界標準に適合しない事由又はその他人身、財産の安全に危害
を及ぼす危険をいう。

第12条

生産者は、自動車製品に欠陥が存在する可能性を知り得る場合、調査分析を直ちに
組織し、かつ、国務院製品品質監督部門に調査分析結果を報告しなければならない。

生産者は自動車製品に欠陥が存在することを確認した場合、欠陥自動車製品の生
産、販売、輸入を直ちに停止し、かつ、リコールを実施しなければならない。

出所：全国汽车标准会技术委员会/中国汽车技术研究中心/汽车标准化研究所 共編
《智能网联汽车法律法规适用性分析》より整理

スマートカーは、強制標準、推奨国家標準、業界
標準の要求適合の観点から、リコール適用の回避
に努める必要あり

3.3 現行法律法規の簡易分析例（品質検査）
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• 「車両運転者、歩行者、乗用車及び道路活動
に関係する単位及び個人」は、道路交通法と
実施条例の遵守が必須（道路交通法第2条、実
施条例第2条）

• 自動車の運転は自動車運転免許証の取得を前
提（同法第19条）とし、公安部門の規定する
許可条件の合致が必要（同条例第19条）

• 高速道路では自動車の試運転が不可（同条例
第82条）

中華人民共和国道路交通安全法（2011年改正）

第2条

中華人民共和国境界内における車両運転者、歩行者、乗車客及び道路交通活動に
関係する単位及び個人は、いずれも本法を遵守しなければならない。

第19条

自動車の運転は、法により自動車運転免許証を取得しなければならない。

中華人民共和国道路交通安全法実施条例（2017年改正）

第2条

中華人民共和国境界内における車両運転者、歩行者、乗車客及び道路交
通活動に関係する単位及び個人は、道路交通安全法及び本条例を遵守し
なければならない。

第19条

国務院公安部門が規定する運転許可条件に適合する人は、公安機関交通
管理部門に自動車運転免許証を申請することができる。

第82条

自動車が高速道路を走行する際に、下記に掲げる行為があってはならな
い。

・・（略）

（五）試運転又は自動車の運転学習

出所：全国汽车标准会技术委员会/中国汽车技术研究中心/汽车标准化研究所 共編
《智能网联汽车法律法规适用性分析》より整理

現行法律法規は車両運転の対象者を人間としてい
るため、スマートカーにおける人間以外のマシン
による運転やシステムによる自動運転が実質的に
認められない

3.4 現行法律法規の簡易分析例（交通）

スマートカーのテストや検証を目的とした高速道
路での走行が認められておらず、路上実地テスト
の発展を間接的に阻害



2626

中華人民共和国測量・製図法（2017年改正）（主席令第67号）
第2条

本法において「測量・製図」とは、自然地理要素又は地表の人工施設の形状、大
小、空間位置及びその属性等について測定、採取、表現の実施、並びに取得した
データ、情報、成果物について処理及び提供する活動をいう。

第8条

外国の組織又は個人は、中華人共和国の領域において測量・製図活動に従事する
場合、中華人民共和国の関係部門又は単位と合作を行い、・・（略）

第27条

国は、測量・製図活動に従事する単位に対し測量・地図資格管理制度を実行する。

外国の組織又は個人による訪中測量・製図管理暫定施行弁法（2019年改正）

出所：全国汽车标准会技术委员会/中国汽车技术研究中心/汽车标准化研究所 共編
《智能网联汽车法律法规适用性分析》より整理

• 測量・製図活動は、「空間位置及びその属性
等について測定、採取、表現の実施、並びに
取得したデータ、情報、成果物について処理
及び提供」と規定（測量・製図法 第2条）

• 外資企業は、測量・製図活動の単独従事が不
可（同法第8条、左記弁法第6条）であり、地
表移動による測量が禁止（ネガティブリスト
十、30）

3.5 現行法律法規の簡易分析例（測量・製図）

外資企業は、測量・製図活動が実質不可となるた
め、電子ナビゲーション地図の作成を目的とした
関連データの採取活動は、必要に応じて資格を有
する内資系事業者との提携が前提

第6条

外国の組織又は個人は、中華人共和国の領域において測量・製図活動に従事する
場合、中華人民共和国の関係部門又は単位と合弁、合作の形式を採用しなければ
ならない。

第7条

合弁、合作による測量・製図は下記に掲げる活動に従事してはならない。

・・（略）（六）ナビゲーション電子地図編成・・（略）

外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2019年版）

十、科学研究及び技術サービス業

30 大地測量・製図、・・（略） ・・、地表移動測量・製図、 ・・（略） ・・、
ナビゲーション電子地図の編成、 ・・（略）を禁止する 。

スマート化による情報採取（スマート化走行実現
のため、カメラ等の情報採取装置を活用し、車両
周辺環境情報を採取）やネットワーク接続化によ
る車両位置情報、経路計画は、測量・製図分野に
触れる可能性あり
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スマートカー・イノベーション
成長戦略の意義と企業の対応



2828

4.1 スマートカー・イノベーション成長戦略の意義

スマートカー強国建設の鍵となる6つの方向性を具体的に明示

✓ 「技術イノベーション」、「産業エコシステム」、「インフラ」、「法規基準」、
「製品監督」、「ネットワークセキュリティ」という6つ具体的な成長の方向性を
提示。

✓ 具体的には、技術イノベーション面にてスマートカー産業を支える基礎先行技術の
開発と交差共通基盤技術の重点突破が宣言され、産業エコシステム面では「車載高
精度センサー」など具体的な製品のR&Dと事業化を産業核心競争能力として位置
付け、既存の完成車メーカ、自動車部品サプライヤー、AI、インターネット関連企
業、情報通信企業、交通インフラ関連企業のスマートカー関連産業における成長・
事業転換の推奨について言及。インフラ面では5G商業回線の配備や自動車用無線
通信ネットワークの整備を進め、併せて、法規基準では、スマートカーに関係する
現行法律法規の改正や整備のほか、スマートカーに関わる技術標準の整備や認可認
証の構築について説明。製品監督面では、車両製品と車両使用それぞれの側面から
管理体系の整備について言及され、ネットワークセキュリティ面では、セキュリ
ティ防御や関連法規の整備、データセキュリティ監督面の目標が列挙。
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4.2 企業に望まれる対応

法律法規の動向について継続的に注視

「道路交通安全法」の改正・整備
の必要性が明文化されるなど、政
府関係部門による法律法規の公布
や動向について継続的な情報収集
の実施

技術標準や認証制定への積極的な関与 同業・異業種間の積極的な事業連携

車載高精度センサー、車用規格チッ
プ等の製品ス研究や事業化はスマー
トカー産業の成長に不可欠、自社事
業や製品の特性を生かし、同業・異
業種区間の積極的な事業連携により、
事業基盤を拡大

政策や外部環境に応じて機動的に対応

ネガティブリスト（2019年版）の
発布など、外資企業の参入を制限
する分野は大幅に減少、将来の政
策や外部環境などに応じて機動的
な事業展開が肝要

スマートカーをめぐる関連技術標
準や関連製品の認証制定に積極的
に参与し、業界における発言権を
先行確保


