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４．議題
1) 事務局連絡
(１) システム実用化 WG 対象施策 進捗状況報告
(２) 平成２８年度科学技術イノベーション総合戦略の検討について
2) 共通の課題
(１) HMI タスクフォース報告
(2) 地図構造化タスクフォース報告
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3) 平成 27 年度施策進捗報告 【中間報告】
(1) 内１① 地図情報の高度化(情報のアッセンブリと構造化)
(2) 警１ 信号情報の活用による運転支援の高度化
(3) 警３ 電波を活用した安全運転支援システム(DSSS)の高度化
4) その他
５．配付資料
資料３７‑１‑１
資料３７‑１‑２
資料３７‑１‑２‑１
資料３７‑１‑２‑２
資料３７‑１‑２‑３
資料３７‑２‑１‑１
資料３７‑２‑１‑２
資料３７‑２‑１‑３
資料３７‑２‑２
資料３７‑３‑１
資料３７‑３‑２
資料３７‑３‑３
参考資料１
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【非公開資料】
第 5 期基本計画 第３章 持続可能な都市及び〜社会基盤の実現 【非公開資料】
①SIP 自動走行システム HMI TF 進捗報告
【非公開資料】
②自動運転 HF 課題マップ
【非公開資料】
③2016‑01‑21 HMI Ver1
【非公開資料】
地図構造化タスクフォース報告資料【別冊】
【非公開資料】
内１①「地図情報の高度化(情報のｱｯｾﾝﾌﾞﾘと構造化)」中間報告 【非公開資料】
警１「信号情報の活用による運転支援の高度化」中間報告
【非公開資料】
警３「電波を活用した安全運転ｼｽﾃﾑ(DSSS)の高度化」中間報告 【非公開資料】
システム実用化ＷＧ（第３６回）議事要旨

６．議事要旨
1) 事務局連絡
(1) システム実用化 WG 対象施策 進捗状況報告
Ø 資料 37-1-1 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) 平成２８年度科学技術イノベーション総合戦略の検討について
Ø 資料 37-1-2 に基づき、科学技術イノベーション総合戦略への対応について、事務局より報告があっ
た。
2) 共通の課題
(1) HMI タスクフォース報告
Ø 資料 37-2-1-1〜37-2-1-3 に基づき、HMI タスクフォースの進捗状況について、報告と議論があった。
(2) 地図構造化タスクフォース報告
Ø 資料 37-2-2 に基づき、地図構造化タスクフォースの活動報告について、説明と議論があった。

3) H27 年度施策進捗報告
(1) 内１① 地図情報の高度化(情報のアッセンブリと構造化)
Ø 資料 37-3-1 に基づき、説明と議論があった。
(2) 警１ 信号情報の活用による運転支援の高度化
Ø 資料 37-3-2 に基づき、信号情報の活用による運転支援の高度化に向けた調査研究について、説明
と議論があった。
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(3) 警３ 電波を活用した安全運転支援システム(DSSS)の高度化
Ø 資料 37-3-3 に基づき、電波を活用した安全運転支援システム(DSSS)の高度化に向けた調査研究
について、説明と議論があった。
７.その他
Ø 次回は 2016 年 2 月 24 日(水) 10:00〜12:00 ＠8 号館 6F 623 会議室にて開催の予定。
以上
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