第２回 日本ＩＴＳ推進フォーラム
特定非営利活動法人 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ
～ つながる 安心 ひろがる 仲間 未来を つくる ITS ～

主催

第1部 ＩＴＳ総合シンポジウム
日時： ２００７年１１月８日（木） ９：４０～１７：００
２００７年１１月９日（金） ９：４５～１１：５０
会場： 経団連ホール（大手町経団連会館１４Ｆ）
後援： 警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省
インターネットＩＴＳ協議会、自動車基準認証国際化研究センター
（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
国は２０１２年までに交通事故死者数を５，０００人以下にし、運輸部門のＣＯ２排出量を１１百万ｔ削減しようとし
ています。これら安全・環境に関する数値目標を達成させるためには、ＩＴＳの活用が必須でありますが、国がど
のような政策を定め、具体的に何をしようとしているのか・・・・一方、これらの目標値達成のためには、広く国民
にＩＴＳを用いたサービスの有効性、必要性、社会への貢献度を理解していただくことが必須であり、ＩＴＳサービ
スの普及促進活動がますます重要となってきます。

第２部 第１４回ＩＴＳ世界会議北京２００７報告会
日時：
場所：
共催：
後援：

２００７年１１月９日（金） １３：００～１７：２０
経団連ホール（大手町経団連会館１４Ｆ）
（財）道路新産業開発機構、（社）建設コンサルタンツ協会
（社）新交通管理システム協会、（社）電波産業会
（財）日本自動車研究所、 （財）道路交通情報通信システムセンター

ＩＴＳ Ｊａｐａｎは毎年、世界会議報告会を企画、主催していますが、本年は昨年と同様に世界会議報告会や
聴講レポートを作成している関連団体と連携し、従来に増して内容の充実を図ります。

東京モーターショー シンポジウム2007

第３部 美しい日本、ドライブ旅行、楽しく・賢く・快適に
日時： ２００７年1１月１０日（土） １４：００～１６：１０
場所： 【東京モーターショー会場】 幕張メッセ 国際会議場２Ｆ 国際会議室
日本人の感性は日本の風土による四季折々のきめ細かな自然との共生が生んだものと言われています。
前半は自然と共に生き、人と人との触れ合いを大事にする観点から、日本らしさ、日本のよさをディスカッシ
ョンします。後半では特に四季折々の変化に富んだ美しい日本のドライブ旅行に焦点を合わせ、さまざまな
角度から楽しいドライブ旅行について座談会を行います。

全体スケジュール

午前

午後

１１月 ８日（木）

経団連ホール

第１部

第１部

１１月 ９日（金）

経団連ホール

第１部

第２部

１１月１０日（土）

幕張メッセ

第３部

交流会

第1部 ＩＴＳ総合シンポジウム

経団連ホール

開会挨拶

９：４０～ ９：４５

豊田章一郎 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ会長
基調講演
Scott Belcher
Ａｒｎｏｌｄ ｖａｎ Ｚｙｌ

９：４５～１０：１５
ＩＴＳ Ａｍｅｒｉｃａ President and CEO
ＥＲＴＩＣＯ CEO

特別講演 「ITＳに関わる政府の取り組みについて」

１０：１５～１１：４５

高橋文昭 内閣官房ＩＴ担当室内閣参事官
橋本 晃
森

警察庁長官官房参事官

孝 総務省総合通信基盤局 電波部 新世代移動通信システム推進室長

橋本道雄 経済産業省製造産業局 自動車課 ＩＴＳ推進室長
塚田幸広 国土交通省道路局 道路交通管理課 ＩＴＳ推進室長
後藤浩平 国土交通省自動車交通局 総務課企画室長

交通安全セッション
【講演】 「交通事故はなぜおきるのか」
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１３：００～１４：００

伊東 昇 首都高速道路株式会社 保全・安全部交通安全対策グループ 統括マネージャー

月

「首都高速道路における交通事故対策」
南部繁樹 株式会社 トラフィックプラス 代表取締役

８

「一般道での事故の科学的分析と防止策効果評価について」
荒井紀博 財団法人 日本自動車研究所 安全研究部事故分析グループ 主席研究員

日
(木)

「ドライブレコーダを利用したニアミスデータの収集と分析」
【パネルディスカッション】 「現場からの声も反映した事故防止策」

１４：００～１５：１５

コーディネータ：
赤羽弘和 千葉工業大学 教授
パネリスト：
伊東 昇 首都高速道路株式会社 保全・安全部交通安全対策グループ 統括マネージャー
南部繁樹 株式会社 トラフィックプラス 代表取締役
荒井紀博 財団法人 日本自動車研究所 安全研究部事故分析グループ 主席研究員
両角岳彦 モータージャーナリスト
緑川雅志 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ常務理事

未来技術セッション

１５：３０～１７：００

「ロボット技術と未来の車」
古田貴之 千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長
「アンビエント情報社会構想 動きはじめたITの新マクロトレンド」
嶋田惠一 （株）日立総合計画研究所主任研究員
「人体通信技術」
髙橋応明 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター准教授

交流会（有料 ￥３，０００／名）

１７：２０～１９：００

会場： パールルーム （経団連会館１０Ｆ）
セッション終了後、経団連会館内で、ＩＴＳ関係者、登壇者、一般の方々を交えた交流会を
実施いたします。

環境セッション （第１部ＩＴＳ総合シンポジウム）

経団連ホール
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【基調講演】 「運輸分野のＣＯ２削減目標達成を目指して」

月

【講演】

９
日
(金)

９：４５～１０：３０

森川高行 名古屋大学大学院環境学研究科 交通・都市国際センター 教授
「ＣＯ２削減施策とその効果」

１０：３０～１１：５０

川邉俊一 警察庁交通局交通規制課 交通管制技術室長
「交通管制の高度化によるＣＯ２削減効果について」
森川博邦 国土交通省道路局 道路交通管理課 課長補佐
「ＩＴＳによるＣＯ２削減効果について」
根塚俊彦 富山ライトレール株式会社 代表取締役社長
「富山市のコンパクトなまちづくりとLRTの導入 富山港線路面電車化事業の概要」
高橋 洋 鎌倉市役所 都市整備部 次長
「鎌倉地域における地区交通計画への取組み パーク＆ライドの実用展開と効果」

第２部 第１４回 ＩＴＳ世界会議北京２００７ 報告会

経団連ホール
１３：００～１５：０５

天野 肇 ITS Japan 国際委員会 委員長 「総合報告」
尾崎信之 ITS Japan 国際委員会 副委員長 「中国の取り組み」

11
月
９
日
(金)

花房一夫 ITS Japan 国際グループ 担当部長 「日中ITSデモ」
江藤和昭 （社）建設コンサルタンツ協会 ＩＴＳ専門委員会 委員長「実配備とITS評価・ビジネスモデル」
沢田秀司 （財）道路交通情報通信システムセンター 企画事業部 課長 「交通情報動向」
立松淳司 ITS Japan 企画グループ 部長 「自動車安全動向（３極比較）」
南方寿夫 （社）新交通管理システム協会 安全運転支援システム分科会 「交通施策と交差点安全」
１５：２０～１７：２０
中村和正 （社）電波産業会 研究開発本部 移動通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任研究員 「車両通信（安全）動向」
山内照夫 技術研究組合 走行支援道路システム開発機構 交流促進部 部長 「路車協調システム動向」
関
馨 （財）日本自動車研究所 ＩＴＳｾﾝﾀｰ標準化ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 「車車間協調システム動向」
西部陽右 （財）道路新産業開発機構 ＩＴＳ統括研究部 調査役 「道路交通管理に関する話題」
瀬川倉三 （財）道路システム高度化推進機構 企画調査部 調査役兼企画課長
久保周夫 ITS Japan 国際グループ 部長 「北京からニューヨークへ」

「道路課金について」

第１部 ～ 第２部 全体総括

１７：２０～１７：３０

坂内正夫 国立情報学研究所 所長

第３部 美しい日本、ドライブ旅行、楽しく・賢く・快適に

幕張メッセ

司会：木場弘子 キャスター、千葉大学教育学部特命教授、元ＴＢＳアナウンサー

11
月
10

【座談会：その１】 「美しい日本再発見」

１４：００～１５：００

榎木孝明 俳優 「旅先での心温まる触れ合い」
永島敏行 俳優 「稲作りを通して地域の人々との輪・和作り」
須藤英一 フリーカメラマン 「走って楽しい、見て楽しい道～日本百名道～」
【座談会：その２】 「知って得するドライブ旅行」

日
(土)

小山泰一 中日本高速道路（株）担当部長
両角岳彦
榎木孝明
永島敏行
須藤英一

モータージャーナリスト
俳優
俳優
フリーカメラマン

１５：１０～１６：１０
「ＥＴＣ使って得する、こんな利用術」

「情報が車を変える、エコを変える」

受講料・交流会費

（消費税込み）

・第１部、第２部：無料 事前登録をお願い致します（先着500名様）
・第３部：無料 （但し、入場にはモーターショーの入場券が必要です。事前登録（先着５００名様）
した場合、モーターショーの入場券を送付します。）

・ 交流会費：￥３，０００／名

受講申し込み方法
下記ＵＲＬよりお申し込みください

http://www.its-jp.org
*各セッションのタイトル、登壇者、内容などは都合により予告なく変更になる場合があります。
最新情報はホームページにてご確認ください。

お申し込みの締め切り（事前登録の期限）
第１部、第２部の事前登録及び交流会の申し込み期限：２００７年１１月６日（火）
第３部の事前登録の申し込み期限：２００７年１１月２日（金）

会場アクセス
◆経団連会館

千代田区大手町１－９－４

０３（５２０４）１５００

Ｃ２
Ｃ１ ＫＤＤＩ
讀賣新聞
経団連会館

首都高速 環状線

東西線大 手町

丸の内
センタービル

神田橋

千代田線大手町
Ｃ３

大手町ビル

丸の内線東京

半蔵門線 大手町

都営三田線大手町

ＪＡビル Ａ１
鎌倉橋

丸の内線大手町
Ａ２

Ｂ３

(丸の内側）

ＮＴＴ
大手町ビル

ＪＲ東京駅
至神田

◆幕張メッセ

千葉市美浜区中瀬2－1 （ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」下車）

東京モーターショー２００７ 公式サイトをご参照ください。
http://www.tokyo-motorshow.com/

お問い合わせ先
特定非営利活動法人 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ

０３（５７７７）１０１１
総務グループ 向井・内田

soumu@its-jp.org
Ｖｅｒ．０２２

