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参考資料 1 
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４． 議題 

平成 27 年度の進め方について        

①研究開発計画（平成 27 年 5 月 21 日版） 

②各施策の進捗状況 

③推進委員会・WG 構成員名簿 

 

２． 各 WG 進捗・成果                     

① システム実用化 WG 

ⅰ）経済産業省施策         

 -走行映像データベースの構築技術の開発及び実証 実施計画報告 

ⅱ）総務省施策           

 -歩車間通信技術の開発 

ⅲ）新規施策        

 -内閣府施策 地図情報の高度化（情報のアッセンブリと構造化）調査 実施内容 

 -経済産業省施策 地域交通 CO2 排出量の可視化 実施内容 

 -国土交通省施策 安全性確保に必要な HMI の要件に係る検討 実施内容 

②次世代都市交通 WG 

ⅰ）内閣府 執行施策提案 

   -次世代都市交通システム要件の実現可能性に係る調査 

   -ITS インフラと連携した次世代都市交通システムの速達性・安全性に係る調査 

   -世界標準のアクセシビリティを目指す市民参加型の混雑・渋滞予測に係る調査 

③国際連携 WG  

ⅰ）国際会議企画案・試乗企画         

３．その他                     

  ①7 月～9 月の会議開催予定について 
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参考資料 1 自動走行システム推進委員会（第１２回）議事要旨案  



 

 

６．議事要旨 

  １．平成 27年度の進め方について 

 資料 13-1-1～6に基づき、説明があった。 

 

２． 各ＷＧ進捗・成果について 

 資料 13-2-1～５に基づき、説明と議論があった。 

 資料 13-3-1～3に基づき、説明と議論があった。 

 資料 13-4-1、2に基づき、説明と議論があった。 

 

４．その他 

 次回は 7/1 の予定。 

 

以上 


