
第第５５回回  日日本本ＩＩＴＴＳＳ推推進進フフォォーーララムム 
～～新新成成長長戦戦略略にに見見るる地地球球ににややささししいい次次世世代代交交通通シシスステテムム～～ 

2010 年 11 月 24 日（水）～25 日（木） 
会場 建築会館ホール（東京都港区芝５丁目２６番２０号） 

主催 特定非営利活動法人 ITS Japan 

後援 インターネットＩＴＳ協議会、（社）新交通管理システム協会、（社）電波産業会、 
（財）道路交通情報通信システムセンター、（財）道路新産業開発機構、 
（財）日本交通管理技術協会、（財）日本自動車研究所、（社）日本自動車工業会、 
（社）日本自動車部品工業会、（社）日本自動車連盟、（財）日本デジタル道路地図協会 

参加料 ITS Japan 会員：5,000 円 / 非会員：15,000 円 / 学生：1,000 円 / 交流会： 3,000 円 

参加申込み ITS Japan ホームページよりお申し込みください。http://www.its-jp.org/ 

 

 

 

 

 

 

全体スケジュール 午前 午後 

11 月 24 日（水） ITS 総合シンポジウム 

11 月 25 日（木） 総合シンポジウム 国際セッション 

1111 月月 2244 日日（（水水））  88：：4455  開開場場  

IITTSS 総総合合シシンンポポジジウウムム（（午午前前のの部部）） 

開会挨拶 

9：15～9：20 特定非営利活動法人 ITS Japan 会長 渡邉 浩之 

基調講演 「環境未来都市」実現に向けて 
9：20～10：20 東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 教授 宮田 秀明 

省庁・ITS Japan 講演 
 

10：20～10：45 講演 1 「新成長戦略と新たな情報通信技術戦略」 

   内閣官房副長官補付 内閣参事官 松永 明 

10：45～11：10 講演 2 「ITS 総合戦略 2015」 

   ITS Japan 常務理事 花井 利通 

11：10～11：15 休憩 
 

座談会 「新成長戦略と ITS」 
11：15～12：35 
 警察庁 長官官房参事官       加藤 晃久 
 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  越後 和徳 
 経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術室長 ITS 推進室長  辻本 圭助 
 国土交通省道路局 道路交通管理課 高度道路交通システム推進室長  大庭 孝之 
 国土交通省自動車交通局 総務課企画室長     村田 茂樹 
 進行：ITS Japan 専務理事       天野  肇 

12：35～13：30 昼食

本年で５回目となる日本ITS推進フォーラムは「新成長戦略に見る地球にやさしい次世代交通システム」をテーマ
に、環境に対応する都市・交通の取組事例を中心に講演を企画しました。政府からは新成長戦略についての説
明と各省庁の取り組みを座談会形式で、ITS Japan からも今後の取り組みを発信します。更に各都市で始まって
いるスマートシティ、新たな交通システムについての取り組みをご紹介致します。また今回は国際セッションを同
時に開催、釜山でのＩＴＳ世界会議報告会と欧米とアジアからのゲスト講演も企画しております。 

Fina Programl 



1111 月月 2244 日日（（水水））  

IITTSS 総総合合シシンンポポジジウウムム（（午午後後のの部部）） 

未来技術講演 
 

13：30～14：00 講演 1 「次世代自動車用二次電池の現状と将来」 

  (独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 
  スマートコミュニティ部蓄電技術開発室 室長 弓取 修二 

14：00～14：30 講演 2 「電気自動車のためのワイヤレス充電の現状と将来」 
     -走行中充電に向けて- 
  龍谷大学理工学部電子情報学科 教授 粟井 郁雄 

スマートシティ講演 
 
14：30～15：00 講演 1 「スマートグリッドからスマートコミュニティへ」 
  経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ･新ｴﾈﾙｷﾞｰ部 
  政策課 新産業・社会システム推進室 室長 飯田 健太 

15：00～15：15 休憩 
 

次世代エネルギー・社会システム実証地域の取り組み 
 

15：15～15：45 講演 2 「北九州スマートコミュニティ創造事業」 

  北九州市環境局環境モデル都市推進室 担当課長 柴田 泰平 

15：45～16：15 講演 3 「愛知県豊田市における『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 

  豊田市経営政策本部長 太田 稔彦 

16：15～16：20 休憩 
 

16：20～16：50 講演 4 「けいはんなエコシティ『次世代エネルギー・社会システム』実証プロジェクトの概要」 

  (財)関西文化学術研究都市推進機構 
  けいはんなエコシテイ・次世代エネルギ－・社会システム実証プロジェクト推進協議会 
  総括幹事（三菱重工業株式会社） 岡田 敏希 
 
16：50～17：20 講演 5 「低炭素型都市構造への転換を目指して」 
      -環境モデル都市・横浜の挑戦- 
  横浜市地球温暖化対策事業本部 担当部長 中島 徹也 

 



1111 月月 2255 日日（（木木））  88：：4455  開開場場  
IITTSS 総総合合シシンンポポジジウウムム 

次世代自動車による交通システム 
 
9：20～10：10 基調講演 「低炭素型の交通システムとエネルギーマネジメント」 
 (社)新エネルギー導入促進協議会代表理事 石谷 久 

10：10～10：35 講演 1 「次世代自動車用蓄電システムにおける電力利用の期待と課題」 
 （財）電力中央研究所・材料科学研究所 上席研究員 池谷 知彦 

10：35～11：00 講演 2 「新潟県における『EV・PHV タウン』取組みについて」 
     -トキを越え未来を拓くクルマです- 
 新潟県産業労働観光部産業振興課 
 新エネルギー資源開発室 政策企画員 神田 尚樹 

11：00～11：10 休憩 
 
11：10～11：35 講演 3 「長崎 EV＆ＩＴＳプロジェクト」 
    -離島型・地域型エネルギー・観光情報 地産地消モデルの構築を目指して- 
 長崎県産業労働部 政策監 鈴木 高宏 

11：35～12：00 講演 4 「電気自動車が拓く京都の未来」 
 京都府文化環境部環境政策課 課長 南 且好 

12：00～13：00 昼食 

国国際際セセッッシショョンン 
世界会議報告会 

13:00～15：10 
 ご挨拶 / ITS Japan 専務理事 天野 肇 
 1.釜山大会概要報告 / ITS Japan 国際委員会 委員長 尾崎 信之 
 2.ITS による環境貢献 （CO2 削減効果等） / （財）日本自動車研究所 米沢三津夫 
 3.交通マネージメント / （財）道路システム高度化推進機構 道下 昌彦 
 4.物流・都市 / ITS Japan 新交通物流特別委員会 畑瀬 勉 
休憩 
 5.協調システム動向と実証実験（FOT、通信技術の動向を含む） / ITS Japan 立松 淳司 
 6.道路交通情報に関する最新動向 / 日本電気（株） 前川 誠 
 7.デモ・ショーケース・展示 / ITS Japan 八木 浩一 
 8.関連会議 / ITS Japan 常務理事 赤塚 英彦 
 9.閣僚級ラウンドテーブル / 国土交通省道路局 道路交通管理課 高度道路交通システム推進室長 大庭 孝之 
 Q＆A / 閉会挨拶 / ITS Japan 常務理事 赤塚 英彦 
 
15：10～15：25 休憩 
 

海外ゲスト講演 

15:25～17：25 
 講演： 
  Sheryl J. Wilkerson  President, Willow, LLC, USA(ITS-America) 
  Vincent Blervaque  Director, Development and Deployment, ERTICO 
  王笑京   交通部公路科学研究院 総工程師(ITS China) 
  張学孔   国立台湾大学土木研究所 教授(ITS Taiwan) 
 モデレータ： 
  天野 肇   ITS Japan 専務理事 
 

閉会挨拶 

17：25～17：35 ITS Japan 副会長 坂内 正夫 
 

交流会 

17：45～19：15 



 

〔質疑応答について〕 

● ITS 総合シンポジウムに関する質問は当日配布するアンケート用紙、または質問シートにご記入 

いただき、後日回答とさせていただきます。 

● 海外ゲスト講演に関する質問がある方は、当日配布する質問シートにご記入いただき、25 日昼食 

休憩時に回収箱にお入れください。モデレータが海外ゲスト講演者に質問させていただきます。 

（時間の都合により全ての質問にはお答え出来かねる場合がございますのでご了承ください。） 

●  

■所在地 

 〒１０８－８４１４ 

 東京都港区芝５丁目２６番２０号 

 ＴＥＬ ０３－３４５６－２０５１ 

 ＦＡＸ ０３－３４５６－２０５８ 

 

■交通 

 JR 田町駅，都営地下鉄三田駅 

（浅草線・三田線）徒歩３分 

 

会会場場ののごご案案内内 

■ITS Japan ホームページよりお申込み下さい。 

http://www.its-jp.org/ のイベント情報の第５回日本 ITS 推進フォーラム 

おお申申込込みみ  

■特定非営利活動法人 ITS Japan 

  総務グループ 広報・イベント/サービス 

  〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8 日本女子会館ビル 3 階 

  TEL: 03-5777-1012 FAX：03-3434-1755 

 

おお問問合合せせ  


