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（参考１） 

ITS Japan 次世代デジタル道路情報委員会 

－委員名簿（五十音順）－ 
委員長 ： 浜田 隆彦 株式会社デンソー ITS開発部  

技術企画室 技術戦略 主任部員 

幹事委員： 
 

青木 嗣夫 
 

パイオニア株式会社 カー市販事業部  
事業戦略部   渉外担当部長  

幹事委員： 飯塚 比呂志 インクリメント P株式会社 取締役 
      兼 コンテンツ事業本部 本部長 

幹事委員： 飯塚 新真 株式会社昭文社 DCB本部デジタルコンテンツ営業部 担当部長 

幹事委員： 大崎 新太郎 株式会社トヨタマップマスター 開発部  
技術開発室 グループ長 

幹事委員： 大塚 順 

 
クラリオン株式会社 ソフトウェア開発本部 

第二ナビソフト開発部 地図ＤＢグループ 課長 

幹事委員： 加藤 学 株式会社ナビタイムジャパン 開発本部サービス企画統括部       

データ開発部 リーダー 

幹事委員： 川崎 健一 パイオニア株式会社 技術生産センター  
技術部  新規事業開発部 企画課 副参事 

幹事委員： 菊池 啓介 株式会社ナビタイムジャパン 開発本部サービス企画統括部       

データ開発部 

幹事委員： 菊池 新 株式会社ナビタイムジャパン 取締役副社長 最高技術責任者 

幹事委員： 公手 洋介 朝日航洋株式会社 地図・コンサルタント事業部  
計測・コンサルタント部  部長 

幹事委員： 小見川  清 パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
国内市販ビジネスユニット 商品設計グループ  
第７設計チーム 主任技師 

幹事委員： 柴田 明人 パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
国内市販ビジネスユニット 商品設計グループ 
第 6設計チーム チームリーダー 

幹事委員： 妹尾 裕章 クラリオン株式会社 ソフトウェア開発本部 

 第二ナビソフト開発部  探索・誘導・テレマグループ 

幹事委員： 津野 浩一 国際航業株式会社フェロー 海外事業部 技術担当部長 
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幹事委員： 角田 政一 株式会社日立製作所 オートモーティブグループ 
CIS事業部システムソリューション本部 システム部 
チーフプロジェクトリーダ 

幹事委員： 中尾 剛章 パナソニック システムネットワークス株式会社 
ITS事業推進センター 担当課長 

幹事委員： 中村 之信 株式会社本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター  
第 8技術開発室 第 1ブロック 主任研究員 

幹事委員： 野村 高司 日産自動車株式会社 技術開発本部 IT&ITS開発部 
 IT/テレマティクス開発グループ 主担 

幹事委員： 樋川 祐一 インクリメント P株式会社 コンテンツ事業本部  
企画部 部長 

幹事委員： 古野 豊起 株式会社ゼンリン ITS 事業本部 担当部長 

幹事委員： 松田 自弘 住友電気工業株式会社 システム事業部 
プロジェクト推進部 主幹 

幹事委員： 丸谷 敦子 
 

トヨタ自動車株式会社 IT・ITS企画部 
調査渉外室 渉外Ｇ 主任 

幹事委員： 三森 照夫 株式会社昭文社  

空間情報システム本部 地理空間情報部  

幹事委員： 山岬 健一 日本電気株式会社 放送・制御事業本部 
ITS事業推進センター 主任 

幹事委員： 圦本 昌之 株式会社トヨタマップマスター 開発部 部長 

   

一般委員 井上 英文 ボッシュ株式会社 テクニカルセンター 
先端技術開発部 セクションマネージャー 

一般委員 熊澤 正博 Trinity Consultant 代表 

一般委員 小林 哲哉 株式会社ベリサーブ システム検証第一事業部 
ITS検証サービス部 部長 

一般委員 佐藤 英夫 株式会社野村総合研究所 LPB推進室 主席コンサルタント 

一般委員 高石 幸一 富士通株式会社 ITS本部 
官民合同推進グループ プロジェクト部長 
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一般委員 原  智亨 フォルクスワーゲンジャパン株式会社 
東京技術代表部 プロジェクトマネージャー 

一般委員 山崎 太郎 株式会社ベリサーブ システム検証第一事業部 
ITS検証サービス部 

   

オブザーバー：  奥原 寿隆 岐阜県 総合企画部 情報企画課 情報基盤対策監 

オブザーバー： 鈴木 正司 岐阜県 総合企画部 次長（情報化推進担当） 

オブザーバー： 和田 敏 岐阜県 総合企画部 
情報企画課 技術主査（地域情報化担当） 

オブザーバー： 山口 成大 三重県 政策部 電子業務推進室 システム運用グループ 
（GIS担当） 主査 

オブザーバー： 鳥羽 正樹 首都高速道路株式会社 保全・交通部  
交通安全対策グループ 課長代理 

オブザーバー： 黒田  孝志  阪神高速道路株式会社 
保全交通部 保全企画課 課長代理 

オブザーバー： 兒玉 崇 阪神高速道路株式会社 保全交通部 保全企画課 

オブザーバー： 桑原 敏行 財団法人日本デジタル道路地図協会 上席調査役 

オブザーバー： 村上 真幸 国土交通省国土地理院 地理空間情報部 部長 

オブザーバー： 遠藤 和重 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 室長 

オブザーバー： 布施 孝志 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
情報基盤研究室 研究官 

オブザーバー： 落合 修 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 交流研究員 

オブザーバー： 柴崎 亮介 東京大学 空間情報科学研究センター センター長 

オブザーバー： 関本 義秀 東京大学 空間情報科学研究センター 特任准教授 

   

事務局： 小菅 文夫 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 常務理事 

事務局： 大月 誠 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 常務理事 

事務局： 小林 文夫 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 部長 

事務局： 東條 吉博 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 部長 

事務局： 田代 清彦 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 担当部長 
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事務局： 池田 朋広 株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS研究グループ 主席研究員 

事務局： 中條 覚 株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS研究グループ 主任研究員 

事務局： 高橋 香織 株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS研究グループ 研究員 

計 55者 


