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自律的移動支援プロジェクト推進委員会（第２回） 
出席者リスト 

（敬称略） 
 
＜自律的移動支援プロジェクト推進委員会委員等＞ 
委員長 坂村 健 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授 

   

委 員 川嶋 弘尚 慶應義塾大学理工学部管理工学科教授 

委 員 後藤 省二 三鷹市市民部調整担当部長 

委 員 竹中 ナミ 社会福祉法人プロップ・ステーション理事長 

委 員 長谷川 貞夫 日本点字図書館評議員 

委 員 長谷川 洋 筑波技術短期大学電子情報学科助教授 

   

委 員 井戸 敏三 兵庫県知事 （代理：望月 達也  兵庫県 理事） 

委 員 矢田 立郎 神戸市長 （代理：梶本 日出夫  神戸市 助役） 

委 員 金井 照久 国土交通省政策統括官 

委 員 浜口 達男 国土交通省国土技術政策総合研究所長 

委 員 渡邊 茂樹 国土交通省国土地理院長 

委 員 谷口 博昭 国土交通省近畿地方整備局長（代理：足立 敏之 企画部長） 

委 員 梶原 景博 国土交通省近畿運輸局長（代理：飯嶋 康弘 交通環境部長） 

   

トータルコーディネーター 

 大石 久和 国土交通省技監 

   

オブザーバー 

 室城 信之 警察庁長官官房参事官 

 藤本 昌彦 
 

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 
新世代移動通信システム推進室長 

 （代理：翁長 久  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 
新世代移動通信システム推進室長補佐） 

 江波戸 一敏 
 

厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部 
企画課社会参加推進室長 

 藤本 康二 
 

経済産業省商務情報政策局サービス産業課 
医療・福祉機器産業室長 
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＜国土交通省＞ 
 藤本 貴也 国土交通省総合政策局技術調査官 

 松浦 壽彦 国土交通省政策統括官付政策調整官 

 深澤 淳志 国土交通省大臣官房技術調査課技術企画官 

 七條 牧生 国土交通省大臣官房技術調査課環境安全技術調整官 

 高橋 総一 国土交通省大臣官房公共事業調査室長 

 田中 淳 国土交通省総合政策局政策課政策企画官 

 
斧田 孝夫 
 

国土交通省自動車交通局総務課企画室 
自動車交通情報化推進企画官 

 佐原 光一 国土交通省港湾局環境・技術課長 

 
森  望 
 

国土交通省国土技術政策総合研究所 
道路研究部道路空間高度化研究室長 

 山本 剛 国土交通省近畿地方整備局企画部復興事業調整官 

 戸谷 有一 国土交通省政策統括官付政策調整官室政策企画官 
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＜推進委員会サポーター＞ 
ＤＤＩポケット（株） 平澤 弘樹 技術企画部長 

ＫＤＤＩ（株） 小野寺 正 代表取締役社長 

 （代理：村上 仁己  執行役員 技術開発本部長） 

（株）ＮＴＴデータ 菅原 昌平 技術開発本部 開発担当シニアスペシャリスト 

 
（代理：佐野 直人  公共システム事業本部 

公共営業推進部長） 

（株）インスパイア 成毛 眞 代表取締役社長 

 （代理：高槻 亮輔  産業政策部長） 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） 加瀬 一朗 取締役 研究開発部長 

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 三石 多門 取締役 ユビキタスビジネス部長 

 
（代理：佐藤 一夫  第一法人営業部 

ソリューション営業担当 担当部長） 

（株）エヌ･ティ･ティ ネオメイト 西村 憲一 代表取締役社長 

 
（代理：中川 守  ＩＴビジネス本部 

ソリューションビジネス部長） 

沖電気工業（株） 中ノ森 賢朗 
システムソリューションカンパニー 
交通システム本部長 

 （代理：新免 修  ＳＳＣ交通システム本部 担当部長） 

カシオ計算機（株） 高須 正 取締役 開発担当 

 （代理：渡辺 一嘉  開発センター第一開発部 室長） 

（社）関西経済連合会 小椋 茂樹 関西ＩＴＳ推進協議会事務局長 

京セラ（株） 井上 優 移動体通信機器統括事業部 マーケティング部 

 
（代理：上符 浩男  移動体通信機器統括事業部 

マーケティング部 事業企画部 副責任者） 

交通エコロジー・モビリティ財団 淡路 均 理事長 

 （代理：森谷 健二  理事） 

（社）交通バリアフリー協議会 利光 国高 常務理事兼事務局長 

神戸商工会議所 御崎 信明 中小企業振興部 次長 

 （欠席） 

（株）神戸デジタル・ラボ 永吉 一郎 代表取締役 

 （欠席） 

（財）港湾空間高度化環境研究センター 田邊 俊郎 情報研究部長 

 （代理：蝦名 隆元  情報研究部 研究員） 

国際航業（株） 太田 守重 
技術センター 太田研究室（空間情報科学） 
室長（フェロー） 

（株）国際電気通信基礎技術研究所 阿部 真 企画部 担当部長 

 （欠席） 
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（株）昭文社 飯塚 新真 ＳｉＭＡＰシステム部長 

独立行政法人 情報通信研究機構 
けいはんな情報通信融合研究センター 

松島 裕一 情報通信部門長 

 
（代理：猪木 誠二  ユニバーサル端末グループ 

グループリーダー） 

住友電気工業（株） 鷲野 正嗣 システム事業部長 

 （代理：末吉 信夫  システム事業部 主幹） 

セコム（株） 前田 修司 常務取締役 

 （代理：松澤 荘八  開発センター アシスタントマネージャー） 

（株）ゼンリン 青柳 京一 営業本部 ＩＴビジネス部長 

大日本印刷（株） 野久保 秀紀 取締役 

（株）竹中工務店 宇治川 正人 技術ソリューション本部長 企画担当 

定期航空協会 坂尻 敏光 専務理事 

（財）鉄道総合技術研究所 田中 幹夫 輸送情報技術研究部長 

東京急行電鉄（株） 荻原 俊夫 鉄道事業本部 電気部 統括部長 

（株）東芝 藤井 尚 自動車システム事業統括部 渉外担当部長 

（株）ドーン 滝野 秀一 代表取締役社長 

 （欠席） 

凸版印刷（株） 西岡 貞一 ＩＣビジネス本部 ＩＣビジネス企画部長 

トヨタ自動車（株） 天野 肇 ＩＴ・ＩＴＳ企画部 担当部長 

 （代理：佐藤 則明  IT・ITS 企画部 調査渉外室 担当課長） 

西日本電信電話（株） 山田 隆持 常務取締役 ソリューション営業本部長 

 （代理：大石 康弘  兵庫支店 副支店長） 

西日本旅客鉄道（株） 中村 仁 執行役員 東京本部 副本部長 

 （代理：伊田 淳朗  東京本部 企画課長） 

日本オラクル（株） 林   徹 
アドバンストソリューション本部 
ディレクター 

日本信号（株） 降旗 洋平 
執行役員 ＡＦＣ事業部長兼 
ビジョナリービジネスセンター長 

 （代理：大賀 仁史  ＡＦＣ営業部長） 

（財）日本地図センター 野々村 邦夫 理事長 

 （代理：永井 信夫  理事） 

日本電気（株） 雨宮 秀樹 
市場開発推進本部 
ＩＴＳ事業推進センター シニアマネージャー 

（財）日本デジタル道路地図協会 浅井 新一郎 理事長 

 （代理：安居 邦夫  企画調査部長） 

日本郵船（株） 
（株）ＭＴＩ 

田中 康夫 取締役ＣＴＯ 
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（代理：石澤 直孝  技術戦略グループ 

プロジェクトマネージャー） 

（社）日本旅客船協会 吉田 良治 業務部長 

（株）パスコ 笹川 正 ＧＩＳ総合研究所長 

阪急電鉄（株） 原田 兼治 常務取締役 

 （欠席） 

阪神電気鉄道（株） 脇 保仁 鉄道事業本部 運輸部 課長 

 （欠席） 

東日本旅客鉄道（株） 大場 喜幸 
総合企画本部 経営管理部 
ＩＴビジネス推進プロジェクト次長 

（株）日立製作所 庄山 悦彦 代表執行役 執行役社長 

 
（代理：堀江 武  トータルソリューション事業部 

公共・社会システム本部 ＩＴＳ推進センター長） 

富士通（株） 高橋 利紀 常務理事 施策推進本部長 

 （代理：百枝 薫  政策推進本部 政策企画部 統括部長） 

（有）ブライト・シティ・ジャパン 伊勢田 良一 代表取締役 

ボーダフォン（株） 宇田川 雄司 常務業務執行役員 技術本部 開発統括部長 

 （欠席） 

マイクロソフト（株） 古川 亨 バイスプレジデント兼執行役最高技術責任者 

 （代理：半田 晴彦  技術企画室 主席研究員） 

松下電器産業（株） 秋山 正樹 
パナソニックシステムソリューションズ社 
社長 

 （代理：柳沼 裕忠  事業戦略推進室 グループマネージャー） 

三菱電機（株） 古和 義治 ＩＴＳ推進本部 ＩＴＳ技術部長 

（株）ムーブ 市成 修 代表取締役社長 

 （欠席） 

（株）鷹山 高取 直 代表取締役社長 

 （代理：古谷 守男  通信事業本部 開発グループ長） 

 


