
 

 
                                                                 

                                                平 成 30 年 11 月 14 日          
航 空 局 安 全 企 画 課 

 

第３回「空の移動革命に向けた官民協議会」を開催します 

～“空飛ぶクルマ”の実現に向け、官民共同でロードマップを作成～ 

都市の渋滞を避けた通勤、通学や通園、離島や山間部での新しい移動手段、災害時の救急搬送や迅速な

物資輸送などの構想を描いて、様々な分野の関係者が、“空飛ぶクルマ”の研究開発を始めています。 

こうした構想を具体化し、日本における新しいサービスとして発展させていくためには、「民」の将来構想や

技術開発の見通しをベースに、「官」が、民間の取組みを適時適切に支援し、社会に受容されるルール作りな

どを整合的に進めていくことが重要です。こうした取組みをロードマップに反映し、官民の歩調をそろえつつ、

空飛ぶクルマの実現を促進していきます。第３回においては、事務局よりロードマップの素案を提示し、官民

で意見交換を行う予定です。 

 

１．第３回協議会の開催 

・日  時：平成 30 年 11 月 16 日（金）15:00～17:00 

・場  所：虎ノ門ヒルズ 4 階 ホール B 

・メンバー：別紙 1 のとおり 

・議  題：ロードマップの素案について 

 

２．取材等 

・会合は報道機関に限り、取材（傍聴・カメラ撮り）

が可能です。希望される方は、あらかじめ氏名、

連絡先を電話もしくはＦＡＸにてご登録をお願いし

ます。 （１１月１５日（木）１２：００まで。別紙２参照）   

・会議資料につきましては経済産業省のウェブサイトに、会議当日の１４:００までに掲載します。 

URL： http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/index.html 

・議事概要は、後日、国土交通省ウェブサイトにて公開します。 

URL： http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000007.html 

 

国土交通省は、経済産業省と合同で、日本における“空飛ぶクルマ”の実現に向けて、官民の

関係者が一堂に会する「空の移動革命に向けた官民協議会」の第 3 回会合を平成 30 年 11 月

16 日に開催し、ロードマップの素案について官民で意見交換を行います。 

【問い合わせ先】  

（全般）   航空局安全部安全企画課 徳永（内線 48-187） 
西森（内線 48-130） 

（取材登録）航空局安全部安全企画課 手島（内線 48-684） 
TEL 直通 03-5253-8696 代表 03-5253-8111  
FAX 03-3580-5233 

 
経済産業省 同時発表 

我が国において構想・研究開発が進められている“空飛ぶクル
マ”の一例 

 



（別紙１） 

空の移動革命に向けた官民協議会 構成員名簿 

 

氏名 役職 

民間  

鈴木 真二 東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

一般財団法人総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム 代

表 

中野 冠 慶応義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 

御法川 学 法政大学 理工学部 機械工学科 教授 

佐野 久 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理事 航空技術部門長 

尾暮 敏範 一般社団法人全日本航空事業連合会 副会長 ヘリコプター部会長 

今清水 浩介 一般社団法人日本航空宇宙工業会 専務理事 

手塚 究 株式会社 AirX 代表取締役 

松岡 祐広 エアバス・ジャパン株式会社 ストラテジー＆マーケティング バイスプ

レジデント 

長峯 豊之 ANA ホールディングス株式会社 代表取締役 副社長執行役員 

遠山 雅夫 Uber Japan 株式会社 執行役員 政府渉外担当 

中村 翼 CARTIVATOR 共同代表 

永山 慶一 川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー 理事 ヘリコプタ

プロジェクト 本部長 

太田 裕朗 株式会社自律制御システム研究所 代表取締役社長 

福澤 知浩 株式会社 SkyDrive 代表取締役 

戸塚 正一郎 株式会社 SUBARU 常務執行役員 航空宇宙カンパニー プレジデント 

中井 佑 テトラ・アビエーション株式会社 CEO 

福井 宏治 株式会社 Temma 代表取締役社長 

千葉 功太郎 Drone Fund 創業者 代表パートナー 

西畑 智博 日本航空株式会社 執行役員 イノベーション推進本部長 

石黒 憲彦 日本電気株式会社 取締役執行役員副社長 

河野 雅一 株式会社プロドローン 代表取締役社長 

正村 卓也 ベルヘリコプター株式会社 営業部長 

小林 美和 Boeing Japan 株式会社 政府関係・渉外担当ディレクター 

牧浦 真司 ヤマトホールディングス株式会社 常務執行役員 

安藤 公二 楽天株式会社 常務執行役員 

  



 

政府  

井上 宏司 経済産業省 製造産業局長 

蝦名 邦晴 国土交通省 航空局長 

（オブザーバ）  

豊嶋 基暢 総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課長 

井本 登已彦 消防庁 広域応援室 航空専門官 

守谷 謙一 消防庁 救急企画室 理事官 

山田 輝希 国土交通省 総合政策局 物流政策課長 

丹羽 克彦 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課長 

倉野 泰行 国土交通省 都市局 都市政策課長 

笠井 雅広 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川保全企画室長 

水野 宏治 国土交通省 道路局 企画課 評価室長 

 



 

 

 

第３回 空の移動革命に向けた官民協議会 

プレス登録用ＦＡＸ用紙 
 

 

送信日： 

送信枚数：１ 枚 

 

送付先：  差出人： 

航空局安全部安全企画課   

  企画第三係   行    

TEL： 03-5253-8696  ＴＥＬ： 

FAX： 03-3580-5233   

 

  

第３回 空の移動革命に向けた官民協議会について下記の者を登録願います。 

 

登録者１ 

所属名            氏名             連絡先電話番号 

 

 

 

登録者２ 

所属名            氏名             連絡先電話番号 

 

 

 

登録者３ 

所属名            氏名             連絡先電話番号 

 

 

 

別紙２ 

 


