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４．議題
1) 事務局連絡
(1) システム実用化施策 進捗状況報告
(2) ホームページの公開及び今後の進め方
(3) 今後のスケジュール(案)について
(4) 構成員一覧(更新)
2) 2nd SIP-adus Workshop 開催報告(速報版)
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(1) サイエンスアゴラ「自動走行技術が創る未来社会」紹介 (11/15(日)開催)
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６．議事要旨
1) 事務局連絡
(1) システム実用化施策 進捗状況報告
 資料 31-1-1 に基づき、各省庁施策の進捗状況について、事務局より報告があった。
(2) ホームページの公開及び今後の進め方
 資料 31-1-2 に基づき、ホームページの公開状況について、事務局より報告があった。
(3) 今後のスケジュール(案)について
 資料 31-1-3-1 から 31-1-3-4 に基づき、今後の活動のスケジュールについて事務局より報告が
行われた。
 今後の活動について、説明が行われ、質疑応答が行われた。
(4) ＨＭＩタスクフォースの設置及びメンバついて



資料 31-1-5 に基づき、ＨＭＩタスクフォースについて事務局より報告があった。

2) 2nd SIP-adus Workshop 開催報告
 資料31-2に基づき、先週開催されたワークショップの開催速報として、報告が行われ、引き
続き議論が行われた。
3) H27 年度施策進捗報告
(1) 警 1：信号情報の活用による運転支援の高度化
 警察庁施策の概要説明があり、引き続き資料31-3-1に基づき、報告があり、引き続き議論が
行われた。
(2) 警 3：電波を利用した安全運転支援システム(DSSS)の高度化
 資料31-3-2に基づき、報告があり、引き続き議論が行われた。
(3) 経６③：信号情報等のリアルタイム活用技術等の開発及び実証
 経６③の経産省施策の概要説明が行われ、資料31-3-3に基づき、報告があり、議論が行われ
た。
(4) 内２②：交通事故死者低減効果見積もり解析手法に係る調査
 事務局より内２②の内閣府施策の概要説明が行われ、資料31-3-4に基づき、報告があり、引
き続き議論が行われた。
(5) 総１(国交省)：10/21 報告時の追加説明
 資料31-3-5に基づき、報告があり、議論が行われた。
4) その他
(1) サイエンスアゴラ 2015 「自動走行技術が創る未来社会」
 資料 31-4-1 に基づき、事務局から紹介があった。
(2) ドイツ政府による自動運転戦略
 資料31-4-2-1、31-4-2-2に基づき、ドイツ政府の自動運転戦略についての情報提供が行われ
た。
(3) 今後の受託者説明について
 本日の発表者のプレゼンを受けて、次回以降の対応について要請があった。
７.その他
 次回は 11 月 25 日(水)に開催の予定。
以上

