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４．議題
1) 事務局報告
(1) 各施策の進捗状況
(2) 構成員一覧（最新版）
2) 共通議題
(1) 今後の推進委員会の公開開催等について
来年度研究開発計画(施策)検討の進め方について
(2) ホームページの公開及び今後の進め方について (事務局)
(3) SIP 実証実験用 歩行者関連システム(案)
(システム実用化・次世代都市交通)
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3) 各 WG 進捗・成果
(1) システム実用化 WG
① HMI TF 設置提案
② 受託者報告：総 1④⑤⑥ (国交省)(受託 3 団体)
③ 受託者報告：経６②④ (受託１団体)
(2) 次世代都市交通 WG
① BRT 事業について
② 受託者報告：内１④⑤⑥ (受託 3 団体)
③ パーソナルナビ機能の確認内容について
(3) 国際連携 WG
① 国際連携活動窓口について
② SIP‑adus Workshop 開催速報
③ サイエンスアゴラ 2015「自動走行技術が創る未来社会」
4) その他
(1) 【情報共有】東京モーターショーSMC シンポジウムへの登壇紹介
(2) 【情報共有】STS フォーラム(10/4）における安倍総理プレゼン紹介
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施策進捗管理表
名簿の更新について(推進委員会)
推進委員会の公開開催及び開催頻度変更について
推進委員会・WG・TF の実施スケジュール(案)
SIP 今後の進め方(案)
ホームページ制作状況について
SIP 実証実験用 歩行者関連システム(案)
各 WG の議論振り返り
HMI TF 設置提案
システム実用化 WG 活動報告(総 1④⑤⑥ (国交省施策説明))
システム実用化 WG 活動報告(総 1④⑤⑥ (受託者説明))
システム実用化 WG 活動報告(経６②)
システム実用化 WG 活動報告(経６④)
BRT 事業(事業者決定プレス・運行事業者審査結果)
次世代都市交通 WG 活動報告(内１④)
次世代都市交通 WG 活動報告(内１⑤)
次世代都市交通 WG 活動報告(内１⑥)
パーソナルナビ機能の確認内容
国際連携活動のテーマごとの窓口候補者の提案
SIP‑adus Workshop 開催報告(速報)
サイエンスアゴラ 2015 「自動走行技術が創る未来社会」
サイエンスアゴラ 2015 主催者選定「おすすめコース」
東京モーターショーSMC シンポジウムへの登壇紹介
STS フォーラム(10/4）における安倍総理プレゼン

【参考資料１】自動走行システム推進委員会（第 17 回）議事要旨
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【非公開資料】

５．議事要旨
1) 事務局連絡
(1) 各施策の進捗状況
Ø 資料 18‑1‑1 に基づき、担当省庁より進捗報告が行われた。
(2) 構成員一覧の更新
Ø 資料 18‑1‑2 について、事務局より説明があった。
2) 共通の課題
(1) 今後の推進委員会の公開開催等について
Ø 資料 18‑2‑1‑1 について、推進委員会の公開開催及び開催頻度変更について説明があった。
Ø

資料 18‑2‑1‑2、18‑2‑1‑3 について、今年度中の会議開催日程、来年度に向けた年度内活動計画
について説明があった。

(2) ホームページの公開及び今後の進め方について
Ø 資料 18‑2‑2 について、自動走行ホームページ立ち上げについて説明と議論があった。

(3) SIP 実証実験用 歩行者関連システム(案)
(システム実用化・次世代都市交通)
Ø 資料 18‑2‑3 について、歩行者関連の実証実験に関する概要の説明と議論があった。
3) 各 WG 進捗・成果
Ø 各 WG 主査より進捗について報告が行われた。
(1) システム実用化 WG
① HMI TF 設置提案
Ø 資料 18‑3‑1‑1 について、説明と議論があった。
② 受託者報告：総 1④⑤⑥ (国交省)(受託 3 団体)
Ø 資料 18‑3‑1‑2 について、説明と議論があった。
③ 受託者報告：経６②④ (受託１団体)
Ø 資料 18‑3‑1‑3 について、説明と議論があった。
(2) 次世代都市交通 WG
① BRT 事業について
Ø 資料 18‑3‑2‑1 について、説明があった。
② 受託者報告：内１④⑤⑥ (受託 3 団体)
Ø 資料 18‑3‑2‑2 について、説明と議論があった。
③ パーソナルナビ機能の確認内容について
Ø 資料 18‑3‑2‑3 について、説明と議論があった。
(3) 国際連携 WG
① 国際連携活動窓口について
Ø 資料 18‑3‑3‑1 について、説明があった。
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② SIP‑adus Workshop 開催速報
Ø 資料 18‑3‑3‑2 について、説明と議論があった。
²
③ サイエンスアゴラ 2015「自動走行技術が創る未来社会」
Ø 資料 18‑3‑3‑3 について、説明があった。
4) その他
(1) 【情報共有】東京モーターショーSMC シンポジウムへの登壇紹介
Ø 資料 18‑4‑1 について、説明があった。
(2) 【情報共有】STS フォーラム(10/4）における安倍総理プレゼン紹介
Ø 資料 18‑4‑2 について、説明があった。

６．その他
Ø 次回は 12/21(月) 15:00〜 ＠中央合同庁舎 8 号館 6 階 623 会議室にて開催を予定。
以上
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