自動走行システム推進委員会（第２２回） 議事録
１．日 時 平成２８年 ４月 １１日（水） １０：００〜１２：００
２．場 所 中央合同庁舎 ８号館 ６階 ６２３会議室
３．出席者：（敬称略）
（議長） 葛巻 清吾

プログラムディレクター

（SPD） 福島 正夫

日産自動車株式会社 環境・安全技術渉外部 技術顧問

（SPD） 杉本 洋一

株式会社本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター 上席研究員

天野

肇

ＩＴＳ Ｊａｐａｎ専務理事

岩貞 るみこ

自動車ジャーナリスト

大口 敬

東京大学 生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授

片原 尚俊

電子情報技術産業協会 (富士通(株) Mobility IoT 事業本部ｴｷｽﾊﾟｰﾄ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

加藤

産業技術総合研究所知能システム研究部門研究グループ長

晋

川本 雅之

筑波大学 教授

教野 秀樹

日本自動車部品工業会 （住友電気工業(株) 主幹）

熊谷 義彦

スズキ株式会社 四輪技術本部 四輪安全･情報設計部 部長

清水 和夫

自動車ジャーナリスト

田中 健一

電子情報技術産業協会 (三菱電機(株)開発本部 役員技監)

永井 正夫

日本自動車研究所 代表理事・研究所長

横山 利夫

株式会社本田技術研究所 四輪 R&D センター 上席研究員

市川

内閣官房 情報通信技術総合戦略室参事官

類

(代理：林愛子)

加藤 伸宏

警察庁 長官官房参事官

中村 裕治

総務省総合通信基盤局 新世代移動通信システム推進室室長

吉田 健一郎

経済産業省製造産業局 電池・次世代技術ＩＴＳ推進室室長

河南 正幸

国土交通省道路局 道路交通管理課ＩＴＳ推進室室長

久保田 秀暢

国土交通省自動車局 技術政策課 国際業務室室長

(代理：谷口正信)

東京都 青少年・治安対策本部 治安対策担当部長

(代理：松屋温美)

オブザーバー
村山 隆
藤巻 篤史

日本自動車工業会 技術統括部 調査役

総合科学技術・イノベーション会議
久間 和生
総合科学技術イノベーション会議 常勤議員
システム実用化 WG
(副主査) 鵜浦 清純

株式会社本田技術研究所 四輪 R&D センター 主任研究員

事務局
松本 英三

内閣府 大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当)

岩松 潤

内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付 参事官

森下

内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付 企画官

信

吉川 元淳

内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付 上席政策調査員

1/5

４． 議題
【推進委員会(公開)】
１) 葛巻 PD 挨拶
２) 事務局連絡
(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
３) 各 WG 進捗・成果
(1) システム実用化 WG
①WG 活動概要報告 (施策期末報告・HMI-TF 報告)
②ダイナミックマップ成果報告
(2) 次世代都市交通 WG
①WG 活動概要報告 (施策期末報告)
(3) 国際連携 WG
①WG 活動概要報告 (SIP-adus Workshop 企画他)
４) 自動走行関連情報
(1) 科学技術イノベーション総合戦略 2016 の検討について
(2) 第 10 次交通安全基本計画について
(3) 自動走行ビジネス検討会
(4) 自動走行の制度的課題等に関する調査検討委員会
【推進委員会(非公開)】
５) H28 年度施策について
(1) H28 年度 科学技術イノベーション創造推進費
(2) H28 年度 スケジュール(案)
(3) H28 年度 委託契約の進め方(案)
(4) H28 年度 施策一覧(案)
５．配布資料
資料２２‑２‑１
資料２２‑２‑２‑１
資料２２‑２‑２‑２
資料２２‑２‑２‑３
資料２２‑２‑２‑４
資料２２‑２‑２‑５
資料２２‑２‑２‑６
資料２２‑３
資料２２‑３‑１
資料２２‑３‑１‑１
資料２２‑３‑１‑２
資料２２‑３‑２
資料２２‑３‑３
資料２２‑３‑３‑１
資料２２‑３‑３‑２
資料２２‑４‑１
資料２２‑４‑２
資料２２‑４‑３
資料２２‑４‑４
資料２２‑５‑１

施策進捗管理表 (160411 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)
構成員名簿(地図構造化 TF)
構成員名簿(大規模実証実験企画 TF)
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
HMI‑TF 概要報告
ダイナミックマップ成果報告
次世代都市交通 WG カバーシート
国際連携 WG カバーシート
2016 年度 SIP‑adus Workshop 企画案
SIP‑adus Workshop leaflets 案
新産業戦略協議会報告(案)
第 10 次交通安全基本計画
自動走行ビジネス検討会 今後の作業
自動走行の制度的課題等に関する調査検討委員会 概要
H28 年度 科学技術イノベーション創造推進費
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資料２２‑５‑２
資料２２‑５‑３
資料２２‑５‑４
資料２２‑５‑５

H28 年度
H28 年度
H28 年度
H28 年度

スケジュール（案）
委託契約の進め方（案）
施策一覧(案)
施策概要一覧(案)

参考資料１
参考資料２
参考資料３

自動走行システム推進委員会(第 21 回)議事録 (電子配布)
SIP 自動走行会議予定(H28 年度年間予定)(案)
自動走行システムを開発するにあたって(渡邉ＰＤ) (別冊)
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【非公開】
【非公開】
【非公開】
【非公開】
【非公開】
【非公開】

６．議事要旨
【推進委員会(公開)】
１) 葛巻 PD 挨拶
Ø PD より挨拶があった。
２) 事務局連絡
(1) 各施策の進捗状況報告
Ø 資料２２−２−１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
Ø 資料２２−２−２−１〜２−６に基づき、事務局より構成員の変更について報告があった。
３) 各 WG 進捗・成果
(1) システム実用化 WG
①WG 活動概要報告 (施策期末報告・HMI-TF 報告)
Ø 資料２２−２−３、資料２２‑３‑１‑１〜１−２に基づき、説明と議論があった。
②ダイナミックマップ成果報告
Ø 資料２２−３−１−２に基づき、説明と議論があった。
(2) 次世代都市交通 WG
①WG 活動概要報告 (施策期末報告)
Ø 資料２２−３−２に基づき、説明と議論があった。
(3) 国際連携 WG
①WG 活動概要報告 (SIP-adus Workshop 企画他)
Ø 資料２２−３−３、２２−３−３−１〜３−２に基づき、説明と議論があった。

４) 自動走行関連情報
(1) 科学技術イノベーション総合戦略 2016 の検討について
Ø 資料２２−４−３、資料２２‑３‑１‑１〜１−２に基づき、説明と議論があった。
(2) 第 10 次交通安全基本計画について
Ø 資料２２−４−２に基づき、説明と議論があった。
(3) 自動走行ビジネス検討会
Ø 資料２２−４−３に基づき、説明と議論があった。
(4) 自動走行の制度的課題等に関する調査検討委員会
Ø 資料２２−４−４に基づき、説明と議論があった。
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５) H28 年度施策について
(1) H28 年度 科学技術イノベーション創造推進費
Ø 資料２２−５−１に基づき、説明と議論があった。
(2) H28 年度 スケジュール(案)
Ø 資料２２−５−２に基づき、説明と議論があった。
(3) H28 年度 委託契約の進め方(案)
Ø 資料２２−５−３に基づき、説明と議論があった。
(4) H28 年度 施策一覧(案)
Ø 資料２２−５−４．５−５に基づき、説明と議論があった。

７．その他
Ø 次回(第 23 回)は 6/7(火) 13:00〜15:00 ＠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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