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４．議題
１．事務局報告
(１) システム実用化 WG 対象施策 進捗状況報告
２．平成 28 年度施策内容【施策紹介】
(１) 経６⑪「自動走行ｼｽﾃﾑの実現に向けた衛星測位情報活用に係る調査」
３．地図構造化ＴＦからの報告
(１) 今年度施策の公募内容と現在進捗
(２) 総１受託者との検討状況報告
(３) 国際標準化における審議依頼
① ＰＷＩ提案までのステップや検討中のワークショップの概要
② 審議依頼内容
４．大規模実証実験の検討状況紹介
(１) 議論内容と今後の進め方
５．SIP 自動走行システム周辺動向報告（事務局）
(１) 全体スケジュールの更新
(２) 期中追加配分の状況
① 研究開発課題全体マップ
② 期中追加配分施策（案）
I） ダイナミックマップに係るアーキテクチャ及び共通プラットフォームに関する調査研究
II） 自動走行システムの普及展開に向けた社会的・産業的分析に関する調査研究
(３) その他
① 科学技術イノベーション総合戦略 2016 関係の動向
② ＰＤ連携会議の状況
③ ＡＩ３センターとの連携
６．その他・情報共有
(１) ＡＶＳ

２０１６会議報告（速報）

５．配付資料
資料４８-１
H28 年度施策一覧 (160727 現在)
【非公開資料】
資料４８-２
自動走行ｼｽﾃﾑの実現に向けた衛星測位情報活用に係る調査
【非公開資料】
資料４８-３-１
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ構築に向けた試作・評価に係る調査検討仕様
【非公開資料】
資料４８-３-２
総①「車車間通信路車間通信技術の開発」受託者との検討状況 【非公開資料】
資料４８-３-２ (参考資料)自動走行ｼｽﾃﾑに必要な車車間通信・路車間通信技術開発
【非公開資料】
資料４８-３-３-１
データモデルの標準化へ向けた TC204 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催（案）
【非公開資料】
資料４８-３-３-２
地図構造化 TF から審議依頼
【非公開資料】
資料４８-４-１
SIP 自動走行システム 大規模実証実験 TF での議論要旨
【非公開資料】
資料４８-４-２
⼤規模実証実験計画（案）
【非公開資料】
資料４８-４-３
⼤規模実証実験・各テーマ概要
【非公開資料】
資料４８-５-１
2016 年度スケジュール（案）（7 月～12 月抜粋）
【非公開資料】
資料４８-５-２-１
自動運転_研究開発課題全体マップ
【非公開資料】
資料４８-５-２-２-１ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟに係るｱｰｷﾃｸﾁｬ及び共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに関する調査研究 【非公開資料】
資料４８-５-２-２-２ 自動走行普及展開に向けた社会的産業的分析に関する調査研究 【非公開資料】
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資料４８-５-３-１-１ 戦略協議会等の体制
資料４８-５-３-１-２ 「Society 5.0」の実現を支えるプラットフォーム
資料４８-５-３-１-３ システム基盤技術検討会 状況報告
資料４８-５-３-１-４ 重きを置くべき施策の特定について
資料４８-５-３-２
ＰＤ連携会議（自動走行）
資料４８-５-３-３
人工知能技術戦略会議（自動走行）
資料４８-６-１
ＡＶＳ２０１６参加報告
資料４８-６-２
ＡＶＳ２０１６速報版

【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】
【非公開資料】

参考資料１

【非公開資料】

システム実用化ＷＧ（第４７回）議事録案 (電子配布)
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１．事務局報告
（１） システム実用化 WG 対象施策 進捗状況報告
 資料４８-１に基づき、事務局より説明があった。
２．平成 28 年度施策内容【施策紹介】
（２） 経６⑪「自動走行ｼｽﾃﾑの実現に向けた衛星測位情報活用に係る調査」
 資料４８-２に基づき、説明と議論があった。
３．地図構造化ＴＦからの報告
（１）今年度施策の公募内容と現在進捗


資料４８-３-１に基づき、説明と議論があった。

（２） 総１受託者との検討状況報告


資料４８-３-２、参考資料に基づき、説明と議論があった。

（３）国際標準化における審議依頼
① ＰＷＩ提案までのステップや検討中のワークショップの概要
② 審議依頼内容


資料４８-３-３-１、４８-３-３-２に基づき、説明と議論があった。

４．大規模実証実験の検討状況紹介
（１) 議論内容と今後の進め方


資料４８-４-１、４８-４-２、４８-４-３に基づき、説明と議論があった。

５．SIP 自動走行システム周辺動向報告（事務局）
（１） 全体スケジュールの更新


４８-５-１に基づき、説明と議論があった。

（２） 期中追加配分の状況
① 研究開発課題全体マップ


４８-５-１に基づき、説明と議論があった。



４８-５-２-１に基づき、説明と議論があった。

②期中追加配分施策（案）
I） ダイナミックマップに係るアーキテクチャ及び共通プラットフォームに関する調査研究
II）自動走行システムの普及展開に向けた社会的・産業的分析に関する調査研究


資料４８-５-２-２-１、資料４８-５-２-２-２に基づき、説明と議論があった。

（３） その他
①科学技術イノベーション総合戦略 2016 関係の動向


資料４８-５-３-１-１、４８-５-３-１-２、４８-５-３-１-３、４８-５-３-１-４に基づ
き、説明と議論があった。
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②ＰＤ連携会議の状況


資料４８-５-３-２に基づき、説明があった。

③ＡＩ３センターとの連携


資料４８-５-３-３に基づき、説明があった。

６．その他・情報共有
(１) ＡＶＳ


２０１６会議報告（速報）
資料４８-６-１、４８-６-２に基づき、説明があった。

７．その他
 次回(第４９回)は８/２４(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
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