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４．議題 

【公開部】 

・事務局連絡 

【SIP 第1 期・第2 期】平成30 年度 施策一覧 

・大規模実証実験の進捗報告 

ダイナミックマップ 

歩行者事故低減 

・国際連携活動の進捗報告 

SIP-adus WorkShop 2018 開催報告・今後の国際連携活動の検討経過 

ＷＰ１検討状況 

・成果発表会（仮称）計画（案） 

  

【非公開部】 

・【SIP 第2 期】2019 年度研究開発計画検討状況 

 SIP 第2 期 新体制構築（案） 

研究開発計画策定方針（案） 

① 全体取組方針（案） 

② 主要な取組（2018 年度取組状況・2019 年度計画（案）） 

③ 関係府省庁要望（案） 

議論 

・【SIP 第1 期・第2 期共通】年度末評価WG に向けて 

・【SIP 第1 期・第2 期共通】事故対応基本方針改訂（案） 

 

５．配布資料 

資料37-1 【SIP 第1 期・第2 期】平成30 年度 施策一覧  

資料37-2-1-1 大規模実証験／ダイナミックマップ平成30 年度活動成果概要の報告  

資料37-2-1-2 大規模実証験／歩行者事故低減平成30 年度活動成果報告  

資料37-2-2-1 SIP-adus WorkShop 2018 開催報告・今後の国際連携活動の検討経過  

資料37-2-2-2 ＷＰ１検討状況  

資料37-2-2-3 成果発表会（仮称）計画（案）  

資料37-3-1 SIP 第2 期 新体制構築（案）     【非公開資料】 

資料37-3-2-1 2019 年度 予算策定の考え方     【非公開資料】 

資料37-3-2-2-1 東京臨海部実証実験計画（案）     【非公開資料】 

資料37-3-2-2-2 地方部における自動運転実証実験計画    【非公開資料】 

資料37-3-2-2-3 仮想空間での自動運転評価環境整備手法   【非公開資料】 

資料37-3-2-3-1 （内閣府）来年度要望（案）     【非公開資料】 

資料37-3-2-3-2 （警察庁）来年度要望（案）     【非公開資料】 

資料37-3-2-3-3 （総務省）来年度要望（案）     【非公開資料】 

資料37-3-2-3-4 （経済産業省）来年度要望（案）     【非公開資料】 

資料37-4 今後のスケジュール（案）     【非公開資料】 

資料37-5 事故対応基本方針改訂（案）     【非公開資料】 

参考資料１ SIP 推進委員会(第36 回)議事録 (電子配布)   【非公開資料】 

参考資料２ SIP 自動走行システム・自動運転 2019 年度会議予定  【非公開資料】 
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６．議事概要 
【公開部】 

（１）事務局連絡：【SIP第1期・第2期】平成30年度 施策について 

Ø 資料37-1に基づき、事務局から施策の一覧につき報告が行われた。 

（２）大規模実証実験の進捗報告 

ダイナミックマップ 

Ø 資料37-2-1-1に基づき、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアムの津田様より報告がなされ

た。 

歩行者事故低減 

Ø 資料37-2-1-2に基づき、日本工営の渡部様から３０年度の実証実験をメインに報告がなされ、位置情

報の精度やタイムラグといった点につき、議論がなされた。 

（３）国際連携活動の進捗報告 

SIP-adus WorkShop 2018開催報告・今後の国際連携活動の検討経過 

Ø 資料37-2-2-1に基づき、国際連携ワーキング主査の天野様より報告がなされ、国際連携で取り上げる

研究課題につき議論がなされた。 

ＷＰ１検討状況 

Ø 資料37-2-2-2に基づき、警察庁の堀内様からWP1で採択された文書につき報告がなされ、今後の動

向について議論がなされた。 

（４）成果発表会（仮称）計画（案） 

Ø 資料37-2-2-3に基づき、NEDOから報告が行われ、発表会における訴求対象や、国際連携、実証実

験への参加促進等につき、議論がなされた。 

 

【非公開部】 

（５）【SIP第2期】2019年度研究開発計画検討状況 

SIP第2期 新体制構築（案） 

Ø 資料37-3-1に基づき、PDから報告がなされ、各WG・TFにおける実施内容につき議論がなされた。 

研究開発計画策定方針（案） 

① 全体取組方針（案） 

Ø 資料37-3-2-1に基づき、PDより2019年度予算策定の考え方の報告がなされた。 

② 主要な取組（2018年度取組状況・2019年度計画（案）） 

Ø 資料37-3-2-2-1～3に基づき、東京臨海部実証実験及び地方部における自動運転実証実験、仮想

空間での自動運転評価環境整備手法につき、取り組みの実施状況と計画が報告された。 

③ 関係府省庁要望（案） 

Ø 資料37-3-2-3-1～4に基づき、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省より、2019年度予算に対する

要望が報告された。 

議論 

Ø 上記①～③に関して、2019年度も含む今後の進め方について議論がなされた。 

（６）【SIP第1期・第2期共通】年度末評価WGに向けて 

Ø 資料37-4に基づき、事務局から評価WGに向けての日程が説明された。 

（７）【SIP第1期・第2期共通】事故対応基本方針改訂（案） 

Ø 資料37-5に基づき、内閣府から報告がなされ、軽微な事故対応などについて議論がなされた。 
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7．その他 

次回(第５回)は、2019/2/1(金) 10:00～11:30 ＠中央合同庁舎4号館 11階 特別第１会議室にて開催を予定。 


