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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) 中間報告 

 ・内１⑨「自動走行システムの実現に向けたＨＭＩ等のヒューマンファクタに関する調査」 

４．３．自動運転レベルについて 

(１) 自動運転レベルの見直し 

４．４．地図構造化TFからの活動報告 

(１) 平成28年度の計測場所について 

(２) 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 

・TC204総会（オークランド） 

・OADFとの会合及び第5回OADF会議（北京） 

・ダイナミックマップ関連データのアーキテクチャ図（概要版） 

・成果物としての発信資料一覧 

４．５．国際連携WGからの情報共有 

(１) ITS世界会議2016メルボルン参加報告 

(２) 市民ダイアログのコンテンツ 

４．６．情報共有・その他  

(１) 自動運転に係る国際基準の動向 

(２) 来年度施策・予算策定の進め方／考え方 

 

 

５．配布資料 

資料５２-１  H28年度施策一覧 【非公開資料】  

資料５２-２ ＨＭＩ等のヒューマンファクタに関する調査検討 第2回報告 【非公開資料】 

資料５２-３-１ 自動運転レベル定義の見直し提案 【非公開資料】 

資料５２-３-２ SAE改定概要 【非公開資料】 

資料５２-４-１ 平成28年度の計測場所について 【非公開資料】 

資料５２-４-２-１ 海外との連携方策について 【非公開資料】 

資料５２-４-２-２ Dynamic Map Development in SIP-adus 【非公開資料】 

資料５２-４-２-３ Standardization of Dynamic Map for Automated Driving Systems 【非公開資料】 

資料５２-４-２-４ アーキテクチャ（詳細版） 【非公開資料】 

資料５２-４-２-５ アーキテクチャ（簡略版） 【非公開資料】 

資料５２-４-２-６ 地図関連資料一覧 【非公開資料】 

資料５２-５-１ ITS世界会議2016メルボルン参加報告 【非公開資料】 

資料５２-５-２ 市民ダイアログのコンテンツ 【非公開資料】 

資料５２-６-１ 自動運転に係る国際基準の動向 【非公開資料】 

資料５２-６-２ 平成29年度所要予算の取りまとめに向けた今後の検討について 【非公開資料】 

 

参考資料１  システム実用化ＷＧ（第５１回）議事録案 (電子配布) 【非公開資料】 

参考資料２  SIP-adus Workshopの取り組みについて 【非公開資料】 

参考資料３  メディア懇談会・市民ダイアログ運営マニュアル 【非公開資料】 

 

 



- 2 - 

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５２-１に基づき、事務局より説明があった。 

 

４．２．施策状況報告 

(１) 中間報告 

 ・内１⑨「自動走行システムの実現に向けたＨＭＩ等のヒューマンファクタに関する調査」 

Ø  資料５２-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 

 

４．３．自動運転レベルについて 

(１) 自動運転レベルの見直し 

Ø  資料５２-３-１、３-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 

４．４．地図構造化TFからの活動報告 

(１) 平成28年度の計測場所について 

Ø  資料５２-４-１に基づき、説明と議論があった。 

 

(２) 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 

・TC204総会（オークランド） 

・OADFとの会合及び第5回OADF会議（北京） 

・ダイナミックマップ関連データのアーキテクチャ図（概要版） 

・成果物としての発信資料一覧 

Ø  資料５２-４-２-１～４-２-６に基づき、説明と議論があった。 

 

 

 

４．５．国際連携WGからの情報共有 

(１) ITS世界会議2016メルボルン参加報告 

(２) 市民ダイアログのコンテンツ 

Ø  資料５２-５-１、５-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 

４．６．情報共有・その他  

(１) 自動運転に係る国際基準の動向 

(２) 来年度施策・予算策定の進め方／考え方 

Ø  資料５２-６-１、６-２に基づき、説明と議論があった。 

 


