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４．議題 

【公開部】 

４．１．事務局連絡  

・構成員名簿 

４．２．成果報告 

(１) ダイナミックマップについて 

・ダイナミックマップの概念・取り巻く状況 

・事業会社化報告 

(２) 沖縄でのバス自動運転実証実験 活動報告・O-ART検討会の発足 

(３) 社会の受容性に関する総合調査＜試乗会＞ 

(４) ヒューマンファクター研究開発成果発表シンポジウム 

【非公開部】 

４．３．平成29年度活動進捗報告 

(１) 平成29年度 施策一覧  

(２) 実証実験の全体位置付けイメージ  

(３) 大規模実証実験の進捗状況について 

(４) 沖縄でのバス自動運転実証実験（11月） 

(５) 道の駅実証・予算追加配分（案）、研究開発計画改訂（案） 

(６) SIP-adus WorkShop 2017 

(７) その他活動 

 

 

５．配布資料 

資料３０-１ SIP自動走行システム推進委員会構成員名簿 

資料３０-２-１-１ ダイナミックマップの概念/定義および SIP-adusにおける取り組みに関する報告 

資料３０-２-１-２ ダイナミックマップ基盤株式会社 今後事業の展開 

資料３０-２-２-１ 自動運転バス実証実験in石垣島 

資料３０-２-２-２ 沖縄次世代都市交通システム（Okinawa-ART） 

資料３０-２-３ 「社会の受容性に関する総合調査」試乗会報告 

資料３０-２-４ ヒューマンファクター研究開発成果発表シンポジウム 

資料３０-３-１ 平成29年度施策一覧 【非公開資料】 

資料３０-３-２ 実証実験の位置づけに関する報告 【非公開資料】 

資料３０-３-３-１ 大規模実証実験プレスリリース（案） 【非公開資料】 

資料３０-３-３-２ SIP-adus大規模実証実験の進捗状況 【非公開資料】 

資料３０-３-４ 沖縄でのバス自動運転実証実験について 【非公開資料】 

資料３０-３-５-１ 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実現に向けた遠隔運行技術に係る調査 【非公開資料】 

資料３０-３-５-２ 研究開発計画の変更について（案） 【非公開資料】 

資料３０-３-６ 2017年度国際連携活動計画 【非公開資料】 

資料３０-３-７ その他活動 【非公開資料】 

参考資料１ 自動走行システム推進委員会(第29回)議事録 (電子配布) 【非公開資料】 
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６．議事録 

【公開部】 

１）事務局連絡 

 資料３０－１に基づき、構成員交代の報告が行われた。 

 

２）成果報告 

(１) ダイナミックマップについて 

 資料３０－２－１－１に基づき、ダイナミックマップの概念、定義について、地図構造化ＴＦ

の検討結果が報告され、議論を行った。 

 また、資料３０－２―１－２に基づき、ダイナミックマップ基盤株式会社について、自動走行

システム向け高精度３次元地図データの提供に向けた事業会社化が行われたことが報告され、

議論を行った。 

(２) 沖縄でのバス自動運転実証実験 活動報告・O-ART検討会の発足 

 資料３０－２－２－１に基づき、石垣島で実施された自動運転バス実証実験の結果速報と、今

後の取組について報告され、議論を行った。 

 また、資料３０－２－２－２に基づき、内閣府沖縄総合事務局による沖縄次世代都市交通シス

テム（Okinawa-ART）検討会の紹介が行われ、議論を行った。 

(３) 社会の受容性に関する総合調査＜試乗会＞ 

 資料３０－２－３に基づき、ＪＡＲＩ城里テストセンターで実施された、「社会の受容性に関

する総合調査」試乗会についての報告が行われ、議論を行った。 

(４) ヒューマンファクター研究開発成果発表シンポジウム 

 資料３０－２－４に基づき、7/28に実施された「ヒューマンファクター研究開発 2016年度

成果発表シンポジウム」について報告が行われ、議論を行った。 

 

【非公開部】 

３）平成29年度活動進捗報告 

(１) 平成29年度 施策一覧 

 資料３０－３－１に基づき、ＳＩＰ自動走行システムの施策一覧について現状報告が行われた。 

(２) 実証実験の全体位置付けイメージ  

 資料３０－３－２に基づき、実証実験の位置づけに関するシステム実用化ＷＧの議論内容が紹

介され、議論を行った。 

(３) 大規模実証実験の進捗状況について 

 資料３０－３－３－１、資料３０－３－３－２に基づき、ＳＩＰ自動走行システム・大規模実

証実験の概要と進捗状況が紹介され、議論を行った。 

(４) 沖縄でのバス自動運転実証実験（１１月） 

 資料３０－３－４に基づき、１１月から実施予定の沖縄でのバス自動運転実証実験に関する概

要と進捗状況が紹介され、議論を行った。 

(５) 道の駅実証・予算追加配分（案）、研究開発計画改訂（案） 

 資料３０－３－５－１に基づき、国土交通省「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動

運転サービスの実現に向けた遠隔運行技術に係る調査」の状況報告が行われた。また、資料３

０－３－５－２に基づき、研究開発計画の変更について報告され、議論を行った。 
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(６) SIP-adus WorkShop 2017 

 資料３０－３－６に基づき、国際連携ＷＧにおける活動状況と、11/14から開催予定の

「SIP-adus Workshop 2017」の準備状況について報告され、議論を行った。 

(７) その他活動 

 資料３０－３－７に基づき、その他の活動として、SIPシンポジウム 2017、市民ダイアログ、

日独専門家会合についての予定が報告され、議論を行った。 

 

 

７．その他 

次回(第31回)は12/6(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 

 


