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(2) ＨＭＩタスクフォース構成員の追加について 
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(3) 2017年度大規模実証実験企画タスクフォースの新設について 

9) 平成 28年度 研究開発計画（施策の方向性等）について

(1) 平成 28年度 研究開発計画策定の考え方 
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(3) 次世代都市交通 WG（第 27回・12/9）における議論 
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11) その他

(1) 2015年世界無線通信会議 (WRC-15)結果報告 
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５．議事要旨 

1) 事務局報告等

(1) 各施策の進捗状況 

 資料 8-1に基づき、事務局より進捗報告が行われた。

(2) HMI-TF構成員の追加について 

 資料 8-2に基づき、事務局より構成員追加について報告が行われた。

(3) 2017年度大規模実証実験企画タスクフォースの新設について 

 資料8-3に基づき、事務局より、2017年度大規模実証実験企画タスクフォース(以下TF)の新設に

ついて説明が行われ、続いて質疑が行われた。

2) 平成 28年度 研究開発計画（施策の方向性等）について

(1) 平成 28年度 研究開発計画策定の考え方 

 資料9-1に基づき、2016年度研究開発計画策定の考え方について説明があった。

(2) システム実用化 WG（第 33回・12/9）における議論 

 資料9-1の考えに基づきシステム実用化WG内での審議結果について、資料9-2を用いて説明が

あった。

(3) 次世代都市交通 WG（第 27回・12/9）における議論 

 同様に次世代都市交通WG内での審議結果について、資料9-3を用いて説明があ った。

(4) 2017年度大規模実証実験における重要 5課題への各実証テーマリーダー（民間）提案 

 大規模実証実験に向けて重要5課題のリーダから頂いた提案内容について説明が行われた。

[1] ダイナミックマップ … リーダより説明が行われた。

[2] ＨＭＩ … リーダより説明が行われた。

[3] セキュリティ … リーダより説明が行われた。

[4] 歩行者事故低減 … リーダより説明が行われた。

[5] 次世代都市交通 … リーダより説明が行われた。

 (5) 平成 28年度施策 関係府省要望説明 

 平成28年度に向けて関係府省の施策提案内容について説明が行われた。

[1] 警察庁 … 資料9-5-1に基づき、説明が行われた。

[2] 総務省 … 資料9-5-2に基づき、説明が行われた。

[3] 経済産業省 … 資料9-5-3に基づき、説明が行われた。

[4] 国土交通省 自動車局 … 資料9-5-4に基づき、説明が行われた。

[5] 内閣府 … 資料9-5-5に基づき、説明が行われた。

(6) 平成 28年度施策一覧 調整（案）について 

 資料9-6に基づき、来年度施策の一覧表について説明が行われた。

(7) 今後の検討スケジュールについて 

 資料9-7に基づき、来年度施策の確定に向けたスケジュールについて事務局より説明が行われた。

3) PD自己点検票について【報告】



 資料10に基づき、PDによる自己点検について事務局より説明が行われた。

4) その他

(1) 2015年世界無線通信会議 (WRC-15)結果報告 

 資料11-1に基づき、世界無線通信会議結果報告について説明が行われた。

(2) 米国 Transportation Research Board(TRB)年次総会への参加について 

 資料11-2に基づき、TRB年次総会への対応について国際連携WG副主査より説明が行われた。

5) 久間議員コメント

 会議の締めとして久間議員よりコメントがあった。

６．その他 

 次回は１/21(月)に開催を予定。

以上 




