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４．議題
４．１．事務局連絡 （公開）
(１) 構成員名簿
(２) 平成29年度 施策一覧
４．２．大規模実証実験計画 （公開）
大規模実証実験の実施計画及び進捗状況
・概要及び公募・参加者募集状況
・重要5課題＋国際協調 実施計画
４．３．国際連携・標準化活動 （公開）
国際連携活動計画
４．４．地方展開・産学官連携活動 （公開）
(１) 沖縄でのバス自動運転実証実験 活動報告・計画
(２) 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 活動計画
４．５．成果報告 （公開）
歩行者端末試作機デモ・動画等
４．６．情報共有 （公開）
(１) JARIテストコース
(２) 官民ITS構想ロードマップ2017
４．７．平成２９年度活動計画 （非公開）
(１) 「ダイナミックマップの多用途利用に向けた公共測量成果による整備手法の実証」活動計画
(２) 「ダイナミックマップのサービスプラットフォームの調査検討」活動計画
(３)「自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた社会・産業面の分析に関する調査」活動計画
４．８．情報共有 （非公開）
試乗会等

５．配布資料
資料２９-１-１
資料２９-１-２
資料２９-２
資料２９-３
資料２９-４-１

平成 29 年度 SIP 自動走行システム推進委員会構成員名簿
平成 29 年度 施策一覧
SIP-adus 大規模実証実験の進捗状況
平成 29 年度 国際連携活動計画
沖縄での実証実験に係る内閣府報道発表資料
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資料２９-４-２
資料２９-５
資料２９-６-１
資料２９-６-２-１
資料２９-６-２-２
資料２９-７-１
資料２９-７-２
資料２９-７-３
資料２９-８
参考資料１
参考資料２
参考資料３
参考資料４

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス
総１課題② 歩車間通信技術の開発 2016 年度成果のご紹介
Jtown 自動運転評価拠点
官民 ITS 構想・ロードマップ 2017＜概要＞
官民 ITS 構想・ロードマップ 2017＜経緯とポイント＞
「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟの多用途利用に向けた公共測量成果による整備手法の実証」活動計画

「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟのｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの調査検討」活動計画
「自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた社会・産業面の分析に関する調査」活動計画

試乗会・体験会イベント
自動走行システム推進委員会(第 28 回)議事録 (電子配布)
平成 29 年度 SIP 自動走行システム研究開発計画
官民 ITS 構想・ロードマップ 2017＜本文＞
5/26GB 報告プレゼン資料

【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】

【非公開資料】

６．議事録
【公開部】
１）事務局連絡
 資料２９－１－１、資料２９－１－２に基づき、構成員名簿と施策一覧の報告が行われた。
２）大規模実証実験計画
 資料２９－２に基づき、実験の概要及び公募・参加者募集状況、重要５課題＋国際協調につい
ての実施計画について、報告と議論を行った。
３）国際連携・標準化活動
 資料２９－３に基づき、平成 29 年度の国際連携活動計画についての報告と議論を行った。
４）地方展開・産学官連携活動
(１) 沖縄でのバス自動運転実証実験 活動報告・計画
 資料２９－４－１に基づき、平成 28 年度「沖縄県離島でのバス自動運転実証実験」に関する
報告と、平成 29 年度の活動計画についての報告が行われ、議論を行った。
(２) 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 活動計画
 資料２９－４－２に基づき、平成 29 年度「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運
転サービス」の活動計画に関する報告が行われ、議論を行った。
５）成果報告
 資料２９－５に基づき、平成 28 年度「総１課題② 歩車間通信技術の開発」に関する成果報
告が行われ、議論を行った。
６）情報共有
(１) JARIテストコース
 資料２９－６－１に基づき、ＪＡＲＩ「Ｊｔｏｗｎ自動運転評価拠点」に関する紹介が行われ、
議論を行った。
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(２) 官民ITS構想ロードマップ2017
 資料２９－６－２－１、資料２９－６－２－２に基づき、内閣官房ＩＴ総合戦略室策定の「官
民 ITS 構想・ロードマップ 2017」に関する紹介が行われ、議論を行った。
【非公開部】
７）平成２９年度活動計画 （非公開）
(１) 「ダイナミックマップの多用途利用に向けた公共測量成果による整備手法の実証」活動計画
 資料２９－７－１に基づき、「ダイナミックマップの多用途利用に向けた公共測量成果による
整備手法の実証」の活動計画について、報告と議論を行った。
(２) 「ダイナミックマップのサービスプラットフォームの調査検討」活動計画
 資料２９－７－２に基づき、「ダイナミックマップのサービスプラットフォームの調査検討」
の活動計画について、報告と議論を行った。
(３)「自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた社会・産業面の分析に関する調査」活動計画
 資料２９－７－３に基づき、「自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた社会・産業面
の分析に関する調査」の活動計画について、報告と議論を行った。
８）情報共有 （非公開）
 資料２９－８に基づき、本年度予定される試乗会・体験会等の紹介が行われ、議論を行った。

７．その他
次回(第 30 回)は 9/6(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
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