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平成 24 年度自動車アセスメント評価検討会 委員名簿  

（敬称略・五十音順） 

〇印は座長を示す。 

                      

 

委員 
 

安藤 憲一  独立行政法人 交通安全環境研究所 自動車安全研究領域長 

〇宇治橋 貞幸 日本文理大学 特任教授 

桜井 実  財団法人 日本自動車研究所 安全研究部 部長 

佐藤 泉  一般社団法人 日本自動車工業会安全対策部会 副部会長 

澤田 東一  芝浦工業大学工学部 機械工学第二学科 教授 

高橋 信彦  一般社団法人 日本自動車工業会安全対策部会 部会長 

鳥塚 俊洋  株式会社ＪＡＦ ＭＡＴＥ社 編集部 編集長 

益子 邦洋  日本医科大学 千葉北総病院救急救命センター長                 

水野 幸治  名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

森崎 一彦     財団法人 交通事故総合分析センター 常務理事 

森山 みずほ モータージャーナリスト 

山﨑 孝章     独立行政法人 自動車事故対策機構 企画部 部長 

吉川 暢宏  東京大学 生産技術研究所 教授 

和田 政信  日本自動車輸入組合 常務理事 
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平成 24 年度自動車アセスメント各ワーキング委員名簿 

 

１．自動車アセスメント衝突安全技術検討ワーキンググループ 

 粟野 正浩 （社）日本自動車工業会 保護装置分科会 分科会長 

 市川 秀明 （社）日本自動車工業会 衝撃吸収分科会 分科会長 

 〇宇治橋 貞幸 日本文理大学 特任教授 

 加藤 久明 （社）日本自動車工業会 衝撃吸収分科会 主査 

 酒井 昭人 （社）日本自動車工業会 衝撃吸収分科会 主査 

 細川 成之 （独）交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 主席研究員 

 水野 幸治 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

  

２．自動車アセスメント歩行者保護技術検討ワーキンググループ 

奥山 浩之 （社）日本自動車工業会 歩行者保護分科会 委員 

鴻巣 敦宏 （財）日本自動車研究所 安全研究部衝突安全グループ 研究員 

高橋 裕公 （社）日本自動車工業会 歩行者保護分科会 分科会長 

細川 成之 （独）交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 主席研究員 

 〇水野 幸治 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

 

３．自動車アセスメント後突安全ワーキンググループ 

〇宇治橋 貞幸 日本文理大学 特任教授 

小野 古志郎 （財）日本自動車研究所 プロジェクト開発室 技監研究主幹 

角谷 圭治 （社）日本自動車工業会 衝撃吸収分科会 委員 
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澤田 正英 （社）日本自動車工業会 衝撃吸収分科会 主査 

田辺 仁一 （社）日本自動車部品工業会 シート部会クッション性分科会 委員 

中野 伸行 （社）日本自動車部品工業会 シート部会クッション性分科会 分科会長 

松井 靖浩 （独）交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 主席研究員 

水野 幸治 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

 

４．自動車アセスメント予防安全技術検討ワーキンググループ 

石原 雅史 （社）日本自動車工業会 ブレーキ分科会 分科会長 

加村 孝信 （社）日本自動車工業会 操縦安全性分科会 分科会長 

児島 亨  （独）交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 主席研究員 

 〇澤田 東一 芝浦工業大学工学部 機械機能工学科 教授 

藤田 浩一 （社）日本自動車工業会 安全部会 委員 

若杉 貴志 （財）日本自動車研究所 安全研究部 主任研究員 

 

５．ＣＲＳ技術検討ワーキンググループ 

有井 裕輔 （社）日本自動車部品工業会 レストレイント部会 委員 

粟野 正浩 （社）日本自動車工業会 保護装置分科会 分科会長 

 〇宇治橋 貞幸 日本文理大学 特任教授 

田中 良知 （独）交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 主席研究員 

鳥塚 俊洋  （株）ＪＡＦ ＭＡＴＥ社 編集部 編集長 

水野 幸治 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

柳生 芳弘 （社）日本自動車部品工業会 レストレイント部会 委員 

横橋 松人 （社）日本自動車部品工業会 レストレイント部会 委員 

吉田 傑  （社）日本自動車工業会 交通事故分析分科会 分科部長 

 



4 
 

 

６．自動車アセスメントメディアワーキンググループ 

小林 英世 （株） 交文社 代表取締役社長 

棚橋 方明 （社）日本自動車工業会 安全部会 副部会長 

 〇鳥塚 俊洋  （株）ＪＡＦ ＭＡＴＥ社 編集部 編集長 

森山 みずほ モータージャーナリスト 

 

７. 新安全性能総合評価検討ワーキンググループ 

上地 幸一 （社）日本自動車工業会 安全部会 委員 

 〇宇治橋 貞幸 日本文理大学 特任教授 

河合 洋    （社）日本自動車工業会 安全・環境技術委員会 委員 

小林 英世 （株）交文社 代表取締役社長 

佐藤 泉  （社）日本自動車工業会 安全部会 副部会長 

鳥塚 俊洋  （株）ＪＡＦ ＭＡＴＥ社 編集部 編集長 

水野 幸治 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 




