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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 27 年度施策進捗報告 【期末報告】
・ 内閣府：施策概要紹介
(１) 内１①：ダイナミックマップ構築に向けた試作・評価に係る調査検討
(２) 内２②：交通事故死者低減効果 見積り解析手法に係る調査検討
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・ 警察庁：施策概要紹介
(３) 警６：国際的に開かれた研究開発環境整備
(４) 警２：交通規制情報の活用による運転支援の高度化
(５) 警１：信号情報の活用による運転支援の高度化
(６) 警３：電波を活用した安全運転支援ｼｽﾃﾑ(DSSS)の高度化
・ 経済産業省：施策概要紹介
(７) 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
3) その他
(１） HMI タスクフォース報告
(２） H28 年度施策について
① H28 年度 科学技術イノベーション創造推進費
② H28 年度 スケジュール(案)
③ H28 年度 委託契約の進め方(案)
④ H28 年度 施策一覧(案)

５．配付資料
資料４１‑１
資料４１‑２‑１
資料４１‑２‑２
資料４１‑２‑３
資料４１‑２‑４
資料４１‑２‑５
資料４１‑２‑６
資料４１‑２‑７
資料４１‑３‑１‑１
資料４１‑３‑１‑２
資料４１‑３‑１‑３
資料４１‑３‑２‑１
資料４１‑３‑２‑２
資料４１‑３‑２‑３
資料４１‑３‑２‑４
資料４１‑３‑２‑５
参考資料１
参考資料２
参考資料３
抜粋資料(再掲)

施策一覧 (160413 現在)
【非公開資料】
内１①：ダイナミックマップ試作評価 調査検討 期末報告
【非公開資料】
内２②：交通事故死者低減効果 見積り解析手法 期末報告
【非公開資料】
警６：国際的に開かれた研究開発環境整備 期末報告
【非公開資料】
警２：交通規制情報の活用による運転支援の高度化 期末報告 【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 期末報告
【非公開資料】
警３：電波を活用した安全運転支援(DSSS)の高度化 期末報告 【非公開資料】
経６③：信号情報等のﾘｱﾙﾀｲﾑ活用技術等の開発と実証 期末報告 【非公開資料】
推進委員会第 22 回資料：システム実用化 WG 報告(HMI‑TF)
【非公開資料】
HMI‑TF 概要報告・WG 指摘事項に対する対応表
【非公開資料】
HMI‑TF 概要報告
【非公開資料】
H28 年度 科学技術イノベーション創造推進費
【非公開資料】
H28 年度 スケジュール（案）
【非公開資料】
H28 年度 委託契約の進め方（案）
【非公開資料】
H28 年度 施策一覧(案)
【非公開資料】
H28 年度 施策概要一覧(案)
【非公開資料】
システム実用化ＷＧ（第４０回）議事録案 (電子配布)
SIP 自動走行会議予定(H28 年度年間予定)(案)
自動走行システムを開発するにあたって(渡邉ＰＤ) (別冊)
第２２回推進委員会配布 構成員名簿
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【非公開資料】
【非公開資料】

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４１‑１に基づき、事務局より説明があった。
2) 平成 27 年度施策進捗報告 【期末報告】
・内閣府：施策概要紹介
(１) 内１①：ダイナミックマップ構築に向けた試作・評価に係る調査検討
Ø

資料４１‑２‑１に基づき、説明と議論があった。

(２) 内２②：交通事故死者低減効果 見積り解析手法に係る調査検討
Ø

資料４１‑２‑２に基づき、説明と議論があった。

・警察庁：施策概要紹介
(３) 警６：国際的に開かれた研究開発環境整備
Ø

資料４１‑２‑３に基づき、説明と議論があった。

(４) 警２：交通規制情報の活用による運転支援の高度化 期末報告
Ø 資料４１‑２‑４に基づき、説明と議論があった。
(５) 警１：信号情報の活用による運転支援の高度化 期末報告
Ø 資料４１‑２‑５に基づき、説明と議論があった。
(６) 警３：電波を活用した安全運転支援(DSSS)の高度化 期末報告
Ø

資料４１‑２‑６に基づき、説明と議論があった。

・ 経済産業省：施策概要紹介
(７) 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
Ø

資料４１‑２‑７に基づき、説明と議論があった。

3) その他
(１) HMI タスクフォース報告
Ø

資料４１‑３‑１‑１、４１‑３‑１‑２、４１‑３‑１‑３に基づき、説明と議論があった。

(２） H28 年度施策について
Ø

資料４１‑３‑２‑１、４１‑３‑２‑２、４１‑３‑２‑３、４１‑３‑２‑４、４１‑３‑２‑４、４
１‑３‑２‑５に基づき、説明と議論があった。
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７．その他
Ø 次回(第４１回)は４/１３(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

4

