
自動走行システム・システム実用化ＷＧ（第４９回）議事録 

 

１．日 時 平成２８年 ８月２４日（水）１０：００～１２：００ 
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 久保田 秀暢 国土交通省 自動車局 技術政策課 国際業務室 室長 （代理：山口大助） 

       栗原 潔 文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付専門官 
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 川本 雅之 筑波大学 教授 
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４．議題 

４．１．事務局報告  

(１) システム実用化WG対象施策 進捗状況報告 

４．２．施策状況報告 

 (１) 内１①施策「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ構築に向けた試作・評価」受託者説明 

  ・提案資料説明 

  ・地図構造化TFでの主な議論内容 

４．３．地図構造化ＴＦからの情報共有（国際標準化） 

(１) 経６⑩「ダイナミックマップの国際標準化と海外動向等調査」検討状況報告 

1) 海外動向調査方針の検討状況中間報告 

2) オークランドセミナー準備状況について 

3) 標準化に関わる団体（たたき台） 

４．４．情報共有 

(１) 文部科学省によるＡＩに係る研究の取り組み 

(２) ＳＩＰの評価の視点について 

 

 

５.配布資料 

資料４９-１ H28 年度施策一覧 (160824 現在) 【非公開資料】 

資料４９-２-１ 地図構造化ＴＦにおける議論要旨 【非公開資料】 

資料４９-２-２ 「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ構築に向けた試作・評価」受託者説明資料 【非公開資料】 

資料４９-３-１ 今後の欧米との協調戦略について 【非公開資料】 

資料４９-３-２ TC204 オークランドセミナー開催に向けた準備状況 【非公開資料】 

資料４９-３-３ 標準化に関わる団体 【非公開資料】 

資料４９-４-１-１ 平成 29 年度「重きを置くべき施策」 個別施策記入様式 【非公開資料】 

資料４９-４-１-２ 第１回評価検討会 【非公開資料】 

資料４９-４-１-３ 第２回評価検討会 【非公開資料】 

資料４９-４-１-４ AIP の再評価結果 【非公開資料】 

資料４９-４-２ ＳＩＰの評価の視点について 【非公開資料】 

 

参考資料１ システム実用化ＷＧ（第４８回）議事録案 (電子配布) 【非公開資料】 
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６.議事録 

 

４．１．事務局報告  

(１) システム実用化WG対象施策 進捗状況報告 

Ø 資料４９-１に基づき、事務局より説明があった。 

 

４．２．施策状況報告 

 (１) 内１①施策「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ構築に向けた試作・評価」受託者説明 

  ・提案資料説明 

  ・地図構造化TFでの主な議論内容 

Ø 資料４９-２-１、４９-２-２に基づき、説明と議論があった。 

 

４．３．地図構造化ＴＦからの情報共有（国際標準化） 

(１) 経６⑩「ダイナミックマップの国際標準化と海外動向等調査」検討状況報告 

1) 海外動向調査方針の検討状況中間報告 

2) オークランドセミナー準備状況について 

3) 標準化に関わる団体（たたき台） 

Ø  資料４９-３-１、４９-３-２、４９-３-３に基づき、説明と議論があった。 

 

 

４．４．情報共有 

(１) 文部科学省によるＡＩに係る研究の取り組み 

Ø 資料４９-４-１-１、４９-４-１-２、４９-４-１-３、４９-４-１-４に基づき、説明と議論があ

った。 

 

(２) ＳＩＰの評価の視点について 

Ø 資料４９-４-２に基づき、説明があった。 

 

 

７．その他  

Ø 次回(第５０回)は９/１４(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 


