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＜参考＞

大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 構成員

座 長 桜井 俊 総合通信基盤局長

座長代理 原口 亮介 総合通信基盤局電気通信事業部長

鈴木 茂樹 総合通信基盤局電波部長

有識者構成員 相田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授

服部 武 上智大学理工学部情報理工学科教授

事業者等構成員 有田 雅紀 ＵＱコミュニケーションズ株式会社 執行役員副社長技術部門長

有馬 誠 グーグル株式会社 代表取締役

飯塚 久夫 ＮＥＣビッグローブ株式会社 顧問

加藤 薫 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 取締役常務執行役員 経営企画部長

喜多埜 裕明 ヤフー株式会社 取締役最高執行責任者常務執行役員 R&D統括本部長

嶋谷 吉治 ＫＤＤＩ株式会社 取締役執行役員専務 技術統括本部長

杉山 博史 財団法人移動無線センター 事業本部長

資宗 克行 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 専務理事

田口 和博 株式会社ジュピターテレコム 上席執行役員 技術部門長 兼 技術本部長

立石 聡明 社団法人日本インターネットプロバイダー協会 副会長

徳永 順二

富永 昌彦

ソフトバンクモバイル株式会社 常務執行役員 渉外本部 本部長 （第５回から）

独立行政法人情報通信研究機構 理事

永井 裕 スカパーＪＳＡＴ株式会社 取締役 執行役員副社長 技術運用本部長

平澤 弘樹 株式会社ウィルコム 執行役員 技術本部長

本郷 公敏 イー・アクセス株式会社 専務執行役員 技術本部長

牧野 益巳 日本マイクロソフト株式会社 社長室長 業務執行役員

山村 雅之 東日本電信電話株式会社 常務取締役ネットワーク事業推進本部長設備部長兼務

弓削 哲也 ソフトバンクモバイル株式会社 顧問 （第４回まで）

吉崎 敏文 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 クラウド＆スマーター・シティー事業担当

（敬称略、五十音順）



主 査 服部 武 上智大学 理工学部情報理工学科 教授

主査代理 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

事業者等構成員 石井 博之 ＵＱコミュニケーションズ株式会社 設備運用部長

板垣 昭 財団法人移動無線センター 総務企画部長

入江 恵 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 執行役員 ネットワーク部長

岩崎 誠 ソフトバンクモバイル株式会社 プラットフォーム運用本部 本部長

大内 良久 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部技術企画本部 モバイル技術企画部 担当部長（第６回から）

岡田 利幸 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部運用本部 運用品質管理部長（第５回まで）

垣内 芳文 スカパーＪＳＡＴ株式会社 技術運用本部 統括部 部長代行

佐田 昌博 株式会社ウィルコム 技術本部 技術企画部長

菅波 一成 イー・アクセス株式会社 技術本部技術企画部 担当部長

平 和昌 独立行政法人情報通信研究機構 社会還元促進部門 部門長

武市 博明 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 常務理事

星野 理彰 東日本電信電話株式会社 ネットワーク事業推進本部設備部 部門長

吉田 光男 株式会社ジュピターテレコム 技術本部副本部長 兼 ネットワーク技術部長
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ネットワークインフラＷＧ 構成員
（敬称略、五十音順）



＜参考＞
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

インターネット利用ＷＧ 構成員

主 査 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

主査代理 服部 武 上智大学 理工学部情報理工学科 教授

事業者等構成員 赤木 篤志 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 技術企画本部 副本部長（第７回まで）

大平 弘 東日本電信電話株式会社 経営企画部 営業企画部門長 （第４回まで）

岸川 徳幸 ＮＥＣビッグローブ株式会社 基盤システム本部 本部長代理

古閑 由佳 ヤフー株式会社 法務本部 法務部長 兼 政策企画室マネジャー

斎藤 重成 ＫＤＤＩ株式会社 技術企画本部 ネットワーク技術企画部長（第８回から）

平和昌 独立行政法人 情報通信研究機構 社会還元促進部門 部門長

立石 聡明 社団法人日本インターネットプロバイダー協会 副会長

冨沢 高明 日本マイクロソフト株式会社 法務・政策企画本部 技術政策部長

中澤 崇 ソフトバンクＢＢ株式会社 ネットワーク本部技術企画部 部長

藤井 宏一郎 グーグル株式会社 公共政策部 部長

山下 克司 日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバルテクノロジーサービス技術理事

山下 聡 東日本電信電話株式会社 経営企画部 事業戦略ＰＴ長 （第５回から）

オブザーバ 今井 建彦 仙台市 総務企画局 情報政策部 参事 兼 情報政策課長（第７回から）

佐々木 和延 岩手県 政策地域部 副部長 兼 地域振興室長（第７回から）

平沼 真一 財団法人 地方自治情報センター 自治体セキュリティ支援室長（第７回から）

（敬称略、五十音順）



＜参考＞
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 開催状況

大規模災害等緊急事態における通信
確保の在り方に関する検討会

ネットワークインフラＷＧ インターネット利用ＷＧ

第１回（４月８日）※
第２回（４月２２日）※
第３回（５月１１日）

第１回（６月１日）
第１回（６月３日）

第２回（６月９日）
第２回（６月１０日）

第３回（６月１５日）
第３回（６月２２日）

第４回（６月３０日）
第４回（７月１４日）

第４回（７月１５日）
第５回（７月２２日）

第５回（７月２５日）
第５回（７月２９日）

第６回（８月２９日）
第６回（９月１日）

第７回（９月２２日）
第７回（９月３０日）

第６回（１０月１３日）
第８回（１０月２８日）

第８回（１１月７日）
第９回（１１月２１日） 第９回（１１月２１日）

第７回（１１月２８日）
第８回（１２月２７日）
※ メーリングリストを活用して開催。


