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４．議題 

４．１．事務局報告 

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) 国土交通省自動車局施策 受託時報告 

 ・概要説明 

 ・総1国②「歩車間通信の要求条件に関する調査」 

 ・総1国③「車車間通信を利用した安全運転支援システムの実用化に関する調査」 

(２) 経済産業省施策 中間報告 

 ・経6⑧「地域交通CO2 排出量の可視化」 

４．３．地図構造化TFからの情報共有 

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 

 ・ギャップ分析結果 

 ・集中討議の実施 

 ・国際標準化（進捗報告） 

４．４．平成29年度 研究開発計画について 

平成29年度 研究開発計画策定の考え方について 

４．５．情報共有 

(１) SIP-adus Workshopの開催概要報告 

(２) 日独科学技術協力 

 

 

５．配布資料 

資料５５-１ H28年度施策一覧 【非公開資料】 

資料５５-２-１-１ 平成28年度ＳＩＰ施策概要説明 【非公開資料】 

資料５５-２-１-２ 平成28年度実施内容（案） 【非公開資料】 

資料５５-２-２ 地域交通ＣＯ２排出量可視化技術の開発及び実証中間報告 【非公開資料】 

資料５５-３-１ (地図TF資料28-4-1再掲)海外との連携方策について 【非公開資料】 

資料５５-３-２ (地図TF資料28-4-2再掲) 

 表現地物の観点によるSIP仕様とOpen Lane Modelの差異の比較結果 【非公開資料】 

資料５５-４ 平成２９年度の研究開発計画策定に向けた考え方 【非公開資料】 

資料５５-５-１ (国際WG資料34-3-4再掲) SIP-adus2016セッションサマリー 【非公開資料】 

資料５５-５-１-１ (国際WG資料34-3-4-1再掲) Dynamic Map 【非公開資料】 

資料５５-５-１-２ (国際WG資料34-3-4-2再掲) Connected Vehicle 【非公開資料】 

資料５５-５-１-３ (国際WG資料34-3-4-3再掲) Human Factors 【非公開資料】 

資料５５-５-１-４ (国際WG資料34-3-4-4再掲) Security 【非公開資料】 

資料５５-５-１-５ (国際WG資料34-3-4-5再掲) Impact Assessment 【非公開資料】 

資料５５-５-１-６ (国際WG資料34-3-4-6再掲) Next Generation Transport 【非公開資料】 

資料５５-５-２ 日独科学技術協力(外務省HP) 【非公開資料】 

参考資料１ システム実用化ＷＧ（第５４回）議事録案 (電子配布) 【非公開資料】 
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６．議題 

 

４．１．事務局報告 

システム実用化WG対象施策 進捗状況報告 

Ø  資料５５-１に基づき、事務局より説明があった。 

 

４．２．施策状況報告 

(１) 国土交通省自動車局施策 受託時報告 

 ・概要説明 

 ・総1国②「歩車間通信の要求条件に関する調査」 

 ・総1国③「車車間通信を利用した安全運転支援システムの実用化に関する調査」 

Ø  資料５５-２-１-１、２-１-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 

(２) 経済産業省施策 中間報告 

 ・経6⑧「地域交通CO2 排出量の可視化」 

Ø  資料５５-２-２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 

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 

 ・ギャップ分析結果 

 ・集中討議の実施 

 ・国際標準化（進捗報告） 

Ø  資料５５-３-１、３-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 

４．４．平成29年度 研究開発計画について 

平成29年度 研究開発計画策定の考え方について 

Ø  資料５５-４に基づき、説明と議論があった。 

 

４．５．情報共有 

(１) SIP-adus Workshopの開催概要報告 

Ø  資料５５-５-１～５-１-６に基づき、説明と議論があった。 

 

(２) 日独科学技術協力 

Ø  資料５５-５-２に基づき、説明と議論があった。 

 

 


