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４．議題
１．総務省施策 総１「ICT を活用した次世代 ITS の確立」計画概要
（１）車車間通信・路車間通信技術の開発
（２）歩車間通信技術の開発
（３）インフラレーダーシステム技術の開発
２．内閣府施策 地図情報の高度化（情報のアッセンブリと構造化）調査 実施内容
３．経済産業省施策 地域交通 CO2 排出量の可視化 実施内容
４．国土交通省施策 実施内容
（１）総１ 「ITS を活用した次世代 ITS の確立」
（２）国２ 「安全性・信頼性の確保のための技術的アプローチに関する基本検討」
（３）国３ 安全性確保に必要な HMI の要件に係る検討

５．国際連携 WG
（１）第 2 回 SIP-adus Workshop 企画案
（２）TRB AVS 2015 について

お知らせとお願い

５．配付資料

資料 23-1-1

車車間通信・路車間通信技術の開発

資料 23-1-2

歩車間通信技術の開発

資料 23-1-3

歩車間通信技術の開発

概要

専用端末利用

直接通信

【非公開資料】
【非公開資料】

電動車椅子による生活道路での高精度歩車間検知システムの実現【非公開資料】
資料 23-1-4
資料 23-1-5

歩車間通信技術の開発
Web 技術を活用した情報収集・配信技術の開発

【非公開資料】

インフラレーダーシステム技術の開発

【非公開資料】

概要

資料 23-2-1 地図構造化 TF 議論内容

【非公開資料】

資料 23-2-2 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ構築に向けた試作・評価ならびに技術検討仕様（案）【非公開資料】
資料 23-3

地域交通 CO2 排出量の可視化 実施内容（案）

【非公開資料】

資料 23-4

国土交通省自動車局 施策概要説明

【非公開資料】

資料 23-5-1 第 2 回 SIP-adus Workshop 企画案 お知らせとお願い

【非公開資料】

資料 23-5-2 TRB AVS 2015 program

【非公開資料】

参考資料１

システム実用化ＷＧ（第２２回）議事要旨案

６．議事要旨
１. 総務省施策 総１「ICT を活用した次世代 ITS の確立」計画概要
 資料 23-1-1 に基づき、説明と議論があった。
 資料 23-1-2～４に基づき、説明と議論があった。
 資料 23-1-5 に基づき、説明と議論があった。
２. 内閣府施策 地図情報の高度化（情報のアッセンブリと構造化）調査
 資料 21-2-1、2 に基づき、説明と議論があった。
３. 経済産業省施策 地域交通 CO2 排出量の可視化
 資料 23-3 に基づき、説明と議論があった。

実施内容

実施内容

４. 国土交通省施策 実施内容
 資料 23-4 に基づき、説明と、議論があった。
５.国際連携 WG
 資料 23-5-1、2 に基づき、説明と議論があった。
６.その他
 次回は 6 月 24 日の予定。
以上

