
第３１回 SIP自動走行システム推進委員会 議事要旨 
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４．議題 

【すべて非公開部】 

４．１．事務局連絡 

(１) 構成員交代について 

(２) 平成29年度 施策一覧 

４．２．自動走行システムの将来像（案）の提言 

自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた社会面・産業面の分析に関する調査 

４．３．平成30年度研究開発計画（施策の方向性等） 

(１)  平成30年度 研究開発計画（予算）策定スケジュール 

(２)  ＰＤ自己点検報告書 

(３)  平成30年度施策 関係府省庁要望（案）説明 

① 内閣府／NEDO（平成29年度進捗含む） 

② 警察庁 

③ 総務省 

④ 経済産業省 

⑤ 国土交通省道路局 

(４)  平成30年度 研究開発計画策定の考え方について 

(５)  議論 

４．４．平成29年度活動状況報告 

(１) SIP-adus WorkShop 2017開催報告 

(２) 沖縄でのバス自動運転実証実験 

 

 

５．配布資料 

資料３１-１-１ SIP自動走行システム推進委員会構成員名簿 

資料３１-１-２ 平成29年度施策一覧 【非公開資料】 

資料３１-２-１ 自動走行システムの将来像（案） 【非公開資料】 

資料３１-２-２ 自動走行システムの将来像（案）メモ 【非公開資料】 

資料３１-２-３ 将来像イメージ図（案） 【非公開資料】 

資料３１-３-１ SIP-GB-年度末評価 概要 【非公開資料】 

資料３１-３-２-１ PDによる自己点検報告書 【非公開資料】 

資料３１-３-２-２ 管理法人による自己点検報告書 【非公開資料】 

資料３１-３-３-１-１ SIP-adus大規模実証実験の進捗状況及び平成30年度施策 NEDO要望説明 【非公開資料】 

資料３１-３-３-１-２ 平成30年度施策検討 【非公開資料】 

資料３１-３-３-２ 平成30年度に実施するSIP（自動走行システム）施策(警察庁) 【非公開資料】 

資料３１-３-３-３ 平成30年度SIP研究開発計画(総務省) 【非公開資料】 

資料３１-３-３-４ 平成30SIP施策（概要）(経産省) 【非公開資料】 

資料３１-３-３-５ 平成３０年度 ＳＩＰ施策検討 （国土交通省道路局） 【非公開資料】 

資料３１-３-４ 平成３０年度の研究開発計画策定に向けた考え方（案） 【非公開資料】 

資料３１-４-１ SIP_adus WorkShop 2017 実施報告 【非公開資料】 

資料３１-４-２ 【プレスリリース】沖縄実証実験報道発表・報道状況 【非公開資料】 

参考資料１ 自動走行システム推進委員会(第30回)議事録 (電子配布) 【非公開資料】 
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６．議事録 

【すべて非公開部】 

１）事務局連絡 

(１) 構成員交代について 

 資料３１－１－１に基づき、構成員交代の報告が行われた。 

(２) 平成29年度 施策一覧 

 資料３１－１－２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）自動走行システムの将来像（案）の提言 

 資料３１－２－１、資料３１－２－２、資料３１－２－３に基づき、施策「自動走行システム

の実現に向けた諸課題とその解決の方向性に関する調査・検討における自動走行システムの高

度化及び普及展開に向けた社会面・産業面の分析に関する調査」における検討結果として、自

動走行システムの将来像検討に関して報告され、議論を行った。 

 

３）平成30年度研究開発計画（施策の方向性等） 

(１)  平成30年度 研究開発計画（予算）策定スケジュール 

 資料３１－３－１に基づき、平成30年度ＳＩＰ自動走行システムの予算策定スケジュールに

ついて報告され、議論が行われた。 

(２)  ＰＤ自己点検報告書 

 資料３１－３－２－１に基づき、平成29年度ＰＤ自己点検報告書の案が報告された。また、

資料３１－３－２－２に基づき、管理法人自己点検報告書の案が報告された。 

(３)  平成30年度施策 関係府省庁要望（案）説明 

① 内閣府／NEDO（平成29年度進捗含む） 

 資料３１－３－３－１－１に基づき、平成30年度の大規模実証実験施策案が示され、議論を

行った。 

 資料３１－３－３－１－２に基づき、平成30年度の内閣府施策案が示され、議論を行った。 

② 警察庁 

 資料３１－３－３－２に基づき、平成30年度の警察庁施策案が示され、議論を行った。 

③ 総務省 

 資料３１－３－３－３に基づき、平成30年度の総務省施策案が示され、議論を行った。 

④ 経済産業省 

 資料３１－３－３－４に基づき、平成30年度の経済産業省施策案が示され、議論を行った。 

⑤ 国土交通省道路局 

 資料３１－３－３－５に基づき、平成30年度の国土交通省道路局施策案が示され、議論を行

った。 

(４)  平成30年度 研究開発計画策定の考え方について 

 資料３１－３－４に基づき、平成30年度の研究開発計画策定に向けたＰＤの方針が示され、

議論を行った。 

 

４）平成29年度活動状況報告 

(１) SIP-adus WorkShop 2017開催報告 

 資料３１－４－１に基づき、国際連携ＷＧより、SIP-adus Workshop 2017の実施報告が行われ、

議論を行った。 
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(２) 沖縄でのバス自動運転実証実験 

 資料３１－４－２に基づき、沖縄におけるバス自動運転実証実験の実施報告が行われ、議論を

行った。 

 

 

７．その他 

次回(第32回)は12/27(水) 9:15～10:15 ＠中央合同庁舎8号館8階特別中会議室にて開催を予定。 

 

以上 

 


