自動走行システム推進委員会（第２１回） 議事録
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事務局

４． 議題
【推進委員会(公開)】
4) 事務局連絡
1/3

(代理：山口大助)

(1) 各施策の進捗状況報告
(2) 推進委員会・WG 構成員の変更について
5) 各 WG 進捗・成果
(1) システム実用化 WG
(2) 次世代都市交通 WG
(3) 国際連携 WG
6) 平成２８年度科学技術イノベーション総合戦略の検討について
【推進委員会(非公開)】
7) 大規模実証実験企画 TF 中間報告
(1) 大規模実証実験 TF、アンケート結果概要
(2) 実証実験の実施候補地(案)
(3) 実証実験スケジュール
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施策進捗管理表 (160301 版)
構成員名簿(推進委員会)
構成員名簿(システム実用化 WG)
構成員名簿(次世代都市交通 WG)
構成員名簿(国際連携 WG)
前回報告以降の WG 議論状況
システム実用化 WG カバーシート
【シ実 37-2-2】地図構造化 TF(定例報告)
【シ実 37-3-1】中間報告：地図情報の高度化
ダイナミックマップ概要
次世代都市交通 WG「WG 概要報告」 カバーシート
【次交 29-4-1】公共交通の乗降時間短縮に係る調査検討
国際連携 WG カバーシート
【国連 25-3】2016 年度 SIP-adus 国際連携活動計画 222
【シ実 38-3】総合戦略 2016 に新たに盛り込む視点（素案）ver2
【シ実 38-3-1】平成２８年度科学技術イノベーション総合戦略の検討について
【シ実 38-3-2】第 5 期基本計画「世界に先駆けた「超スマート社会」の実現
【シ実 38-3-3】第 5 期基本計画「持続可能な都市及び地域のための…の実現」
【シ実 38-3-4】「科学技術イノベーション総合戦略 2015」抜粋
160302_アンケート結果概要_修正
【非公開】
160302_大規模実証実験計画_修正
【非公開】
160302 場所別スケジュール_ver1(テストコース・テストベッド)
【非公開】
160302 場所別スケジュール_ver1(首都高・都市間高速)
【非公開】
160302 場所別スケジュール_ver1(一般道)
【非公開】
自動走行システム推進委員会(第 20 回)議事要旨(公開用)
自動走行システム推進委員会(第 20 回)議事要旨(非公開用)
SIP 自動走行会議予定(4 月～6 月) (案)
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【非公開】
【非公開】

６．議事要旨
【公開部】
4) 事務局連絡
(1) 各施策の進捗状況報告
 資料 21-4-1 に基づき、事務局より各施策の進捗状況について報告があった。
(2) 推進委員会・WG 構成員の変更について
 資料 21-4-2-1～4 に基づき、事務局より、構成員の変更について説明があった。
5) 各 WG 進捗・成果
(1) システム実用化 WG
 資料 21-5-1-1、資料 21-5-1-2、資料 21-5-1-3、資料 21-5-1-4 に基づき、説明と議論があった。
(2) 次世代都市交通 WG
 資料 21-5-2-1、資料 21-5-2-2 に基づき、説明と議論があった。
(3) 国際連携 WG
 資料 21-5-3-1、資料 21-5-3-2 に基づき、説明と議論があった。
6) 平成２８年度科学技術イノベーション総合戦略の検討について
 資料 21-6-1、資料 21-6-2、資料 21-6-3、資料 21-6-4、資料 21-6-5 に基づき、説明と議論があった。
【推進委員会(非公開)】
7) 大規模実証実験企画 TF 中間報告
(1) 大規模実証実験 TF、アンケート結果概要
 資料 21-7-1、資料 21-7-2 に基づき、説明と議論があった。
(2) 実証実験の実施候補地(案)
 資料 21-7-3-1、資料 21-7-3-2 に基づき、説明と議論があった。
(3) 実証実験スケジュール
 資料 21-7-3-3 に基づき、説明と議論があった。

７．その他
 次回(第 22 回)は 4/11(月) 10:00～12:00 ＠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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