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４．議題 

【公開部】 

４．１．構成員の交代について 

４．２．事務局報告 

(１) 各施策の進捗状況報告 

(２) 平成28年度 研究開発計画 改訂稿 報告 

４．３．各WG進捗報告 

(１) システム実用化ＷＧ概要報告 

① 内１⑨「ＨＭＩに係るヒューマンファクタの調査」概要報告 

② 車車・路車・歩車間通信技術に関する施策について 

・受託時説明「総１①②③」での主な議論 

・総１受託者との検討状況報告 

(２) 国際連携ＷＧ概要報告 

① ＡＶＳ ２０１６会議報告（速報） 

② 国際会議の開催概要 

 

【非公開部】 

４．４．各WG・TF進捗報告 

(１) 国際連携ＷＧ状況報告 

① 国際連携テーマに関する議論報告 

・各国際連携テーマ別の対応方針／AVS2016議論内容 

② SIP-adus Workshopの実施計画 

(２) 次世代都市交通ＷＧ概要報告 

① ＡＲＴ社会実装へ向けた取り組み 

・正着制御誘導線検討状況について 

(３) 大規模実証実験企画ＴＦ検討状況報告 

４．５．平成28年度活動について 

(１) 平成28年度追加配分施策について 

① 研究開発課題全体マップ 

② 期中追加配分施策（案） 

(２) ＡＩ３センターとの連携 

４．６．その他・情報共有 

(１) ＳＩＰの評価の視点について 

 

５．配布資料 

資料２４-１ 構成員名簿 

資料２４-２-１ H28年度施策一覧(160803版) 

資料２４-３ 前回報告以降のWG議論状況 

資料２４-３-１-１ 「ＨＭＩに係るヒューマンファクタの調査」概要報告 

資料２４-３-１-２ 車車・路車・歩車間通信技術に関する施策についての議論要旨 

資料２４-３-１-３ 総①「車車間通信路車間通信技術の開発」受託者との検討状況 

資料２４-３-２-１ 国際連携WGカバーシート 

資料２４-３-２-２ AVS2016 概要報告（速報）  
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資料２４-４-１-１-１ 国際連携テーマ_対応方針 【非公開資料】 

資料２４-４-１-１-２ 国際連携テーマ_AVS2016議論報告 【非公開資料】 

資料２４-４-１-２-１ 3rd SIP-adus Workshop 成果発信 【非公開資料】 

資料２４-４-１-２-２ 3rd SIP-adus Workshop 成果発信(展示セッションについて) 【非公開資料】 

資料２４-４-２-１ 次世代都市交通WG カバーシート 【非公開資料】 

資料２４-４-２-２ ＡＲＴ向け技術の検討状況 【非公開資料】 

資料２４-４-３-１ SIP自動走行システム 大規模実証実験TFでの議論要旨 【非公開資料】 

資料２４-４-３-２ 大規模実証実験計画（案） 【非公開資料】 

資料２４-４-３-３ 大規模実証実験・各テーマ概要 【非公開資料】 

資料２４-５-１-１ 自動運転_研究開発課題全体マップ 【非公開資料】 

資料２４-５-１-２-１ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟに係るｱｰｷﾃｸﾁｬ及び共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに関する調査研究 【非公開資料】 

資料２４-５-１-２-２ 自動走行普及展開に向けた社会的産業的分析に関する調査研究 【非公開資料】 

資料２４-５-２ 人工知能技術戦略会議（自動走行） 【非公開資料】 

資料２４-６ ＳＩＰの評価の視点について 【非公開資料】 

 

参考資料１ 自動走行システム推進委員会(第23回)議事録 (電子配布) 【非公開資料】 

参考資料２ 研究開発計画 
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６．議事録 

【公開部】 

１）構成員の交代について 

 資料２４－１に基づき、推進委員会構成員の交代について報告され、承認された。 

 

２）事務局報告 

(１) 各施策の進捗状況報告 

 資料２４－２－１に基づき、平成２８年度の各施策の進捗状況が報告された。 

(２) 平成28年度 研究開発計画 改訂稿 報告 

 参考資料２に基づき、平成２８年度研究開発計画の改定について報告された。 

 

３）各WG進捗報告 

 資料２４－３に基づき、前回推進委員会からの各ＷＧ実施状況が報告された。 

(１) システム実用化ＷＧ概要報告 

 資料２４－３－１－１に基づき、システム実⽤化WGにおける「HMIに係るヒューマンファクタ

の調査」施策についての議論要旨が報告され、議論を行った。 

 また、資料２４－３－１－２、資料２４－３－１－３に基づき、同ＷＧにおける車車・路車・

歩車間通信技術に関する施策についての検討状況が報告され、議論を行った。 

(２) 国際連携ＷＧ概要報告 

 資料２４－３－２－１に基づき、国際連携ＷＧの活動概要と今後の活動予定が報告された。 

 また、資料２４－３－２－２に基づき、米国サンフランシスコで開催されたAutomated 

Vehicles Symposium 2016についての概要報告が行われ、議論を行った。 

 

【非公開部】 

４）各WG・TF進捗報告 

(１) 国際連携ＷＧ状況報告 

 資料２４－４－１－１－１に基づき、国際連携ＷＧの各領域別の活動方針が報告され、議論を

行った。 

 資料２４－４－１－１－２に基づき、AVS2016の各領域別の参加報告が行われ、議論を行った。 

 資料２４－４－１－２－１に基づき、本年度開催予定のSIP-adus Workshop 2016に関する実

施方針が報告され、議論を行った。 

また、資料２４－４－１－２－２に基づき、Workshopの各テーマ毎セッションの予定内容が示

され、議論を行った。 

(２) 次世代都市交通ＷＧ概要報告 

 資料２４－４－２－１に基づき、次世代都市交通ＷＧの議論要旨が報告され、議論を行った。 

 資料２４－４－２－２に基づき、ＡＲＴ社会実装へ向けた、技術検討状況が報告され、議論を

行った。 

(３) 大規模実証実験企画ＴＦ概要報告 

 資料２４－４－３－１に基づき、大規模実証実験企画ＴＦの議論要旨が報告され、議論を行った。 

 資料２４－４－３－２に基づき、2017年度開始予定の大規模実証実験に関する計画案が報告さ

れ、議論を行った。 

 資料２４－４－３－３に基づき、大規模実証実験に関するテーマ毎の実験概要が報告され、議論

を行った。 
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５）平成28年度活動について 

(１) 平成28年度追加配分施策について 

 資料２４－５－１－１に基づき、研究開発課題の全体マップが示された。また、資料２４－５

－１－２－１、資料２４－５－１－２－２に基づき、期中追加配分施策案が示され、議論を行

った。 

(２) ＡＩ３センターとの連携 

 資料２４－５－２に基づき、ＳＩＰ自動走行システムに関するＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴの

活用、出口戦略が示され、議論を行った。 

 

６）その他・情報共有 

 資料２４－６に基づき、ＳＩＰの成果評価についての方針が示され、議論を行った。 

 

 

７．その他 

次回(第25回)は10/5(水) 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 

 


