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４．議題 

【１】開 会 

 （１）本日の主旨や議事の進め方説明・構成員自己紹介等 

【２】道路交通分科会 

 （２）平成 27 年度「創造宣言」及び「工程表」関連施策について 

   平成 27 年度 科学技術重要施策アクションプラン特定状況について 

 （３）交通データ利活用戦略の進め方について 

【３】道路交通分科会・SIP 自動走行システム推進委員会 合同会議 

   ～SIP 自動走行システムの開発推進に係る議論～ 

 （４）SIP 自動走行システム研究開発計画について 

 （５）推進委員会及び WG の検討状況について 

 （６）研究テーマの推進状況について 

 （７）システム実用化 WG の検討状況について 

 （８）次世代都市交通 WG の検討状況について 

  ①交通弱者・歩行支援システム TF の進め方 

  ②ART の企画案 

  ③2020 年東京オリパラ東京大会に向けた科学技術イノベーションの取組みに関する TF 

   について 

 （９）国際連携 WG の検討状況について 

  ①世界の自動運転の動き 

  ②国際連携活動の進め方 

  ③ITS 世界会議デトロイト結果 

  ④国内開催の国際会議の企画案 

  ⑤SIP 統一スローガン 

 ～両会議体構成員での意見交換～ 

 （10）安全運転支援・自動走行システム推進に向けた課題について 

 （11）今後のスケジュールと進め方について 

【４】閉 会 

５．配付資料 

資料１ 平成 27 年度「創造宣言」及び「工程表」関連施策及び SIP 関連施策【非公開資料】 

資料２ 平成 27 年度 科学技術重要施策アクションプラン対象施策の特定について（抜粋） 

資料３ 交通データ利活用戦略に向けた今後の方向について（案） 

資料４ ＳＩＰ自動走行システム研究開発計画（抜粋） 

資料５－１ 自動走行システム推進委員会構成員名簿 

資料５－２ システム実用化ＷＧ構成員名簿 

資料５－３ 次世代都市交通ＷＧ構成員名簿（案） 

資料５－４ 国際連携ＷＧ構成員名簿 

資料６ ＳＩＰ自動走行システム進捗状況まとめ【非公開資料】 

資料７－１ 地図情報の高度化技術の開発について【非公開資料】 

資料７－２ ドライバーと自動走行システムの役割とインターフェースに関する研究開発 

【非公開資料】 

資料７－３マルチ GNSS 環境における動的位置精度の検証【非公開資料】 

資料７－４事故低減効果推定シミュレーションシステムの開発【非公開資料】 
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資料７－５その他の研究開発項目【非公開資料】 

資料８－１交通弱者をしっかり捉え、自立のサポートを【非公開資料】 

資料８－２移動手段と交通弱者の対象範囲の関係図（案）【非公開資料】 

資料８－３タスクフォースの当面の進め方（案）【非公開資料】 

資料８－４開発スケジュール（案）【非公開資料】 

資料８－５交通弱者の対応について（案）【非公開資料】 

資料８－６ART の企画について【非公開資料】 

資料８－７2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた取組体制 

資料９－１－①欧米の自動運転関連研究開発 

資料９－１－②（参考）自動運転 レベル分け案 

資料９－２国際連携活動の進め方について 

資料９－３ＩＴＳ世界会議の模様について 

資料９－４国際会議の準備状況について 

資料９－５ＳＩＰ自動走行システム・スローガンについて【非公開資料】 

資料１０安全運転支援・自動走行システム推進に向けた課題について 

資料１１今後の進め方について（案） 

（参考資料１）道路交通分科会・SIP 自動走行システム合同会議について 

（参考資料２）平成 27 年度「創造宣言」及び「工程表」関連施策登録票【非公開資料】 

（参考資料３）平成 27 年度科学技術重要施策アクションプランの進め方について（案） 

（参考資料４）第６回道路交通分科会 議事要旨 

（参考資料５）自動走行システム推進委員会（第４回）議事要旨案 

 

６．議事要旨 

 道路交通分科会議事については本議事要旨においては割愛する。 

 

 １．SIP 自動走行システム研究開発計画・構成員について 

 資料４について PD から、資料５、資料６について事務局より説明があり、以下の議論があっ

た。 

 あるべき道路、あるべき管制等、地域交通マネジメントについてしっかりとした定義を。

→自動運転技術により安全を高めることの効果は、社会・住民・地域等多様な効果が期

待できると思う。交通死亡事故のみにフォーカスをせず、各個人の生活に直結する内容

を含め検討を。 

→ご指摘の通りと思う。以後の議題で触れる内容もあるため、その方向に沿っているか

判断いただけると思う。 

 

2. システム実用化 WG の検討状況について 

3．次世代都市交通 WG の検討状況について 

4. 国際連携 WG の検討状況について 

5. 安全運転支援・自動走行システム推進に向けた課題について 

 資料１０に基づき説明があり、以下の議論があった。 

 国際競争力強化については、自動車メーカだけではなく、相手国を囲い込むことも重要

で国際協力をいかに有効に使っていくかという観点も含め戦略が必要 
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→デファクトスタンダードをとるには政府の交渉力が必要になっているのも実態。戦略

的に進めるためにも、自動車業界全体を含めて総合的な体制で臨む必要がある。日本で

実施するためには、自動車メーカのヒエラルキーにとらわれず、系列のサプライヤーが

研究開発を進めていけることを前提にする必要がある。 

→ＩＴＳ世界会議においてＧＭ、Ｆｏｒｄが、自分たちは車だけを作るのではなく、イ

ンテグレータとして取り組んでいく必要がある旨の発言もあった。そのような意識替え

が必要と思う 

→海外勢と戦うためには協調していくところが重要になってくると考えている。競争環

境を整えるところに日本としてしっかりとした発言力を持っていくことが重要。ＳＩＰ

の活動を基盤に海外と協調できるところで発言力を持ち、戦う関係をつくっていくこと

が大事 

→国際標準化については、各機関で進めている内容を協調して進めていく必要がある。 

→国際連携をはじめ多くの会議が産官学連携の上で進めている。全体として俯瞰できる

ものを見える化した上でＳＩＰ並びに関係の方々と推進していく。 

 市場では高機能カーナビの売れ行きが減少傾向にある。ドライバーはカーナビではなく、

スマートフォンなど代替手段で実施する動きもある。これら状況を踏まえ検討を進めて

いただきたい。 

  

 

以上 


