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資料１－２ 



（１）ITS 無線システム作業班 構成員（案） 

 

（敬称略：主任以外は五十音順） 

氏 名 現 職 

【主任】唐沢 好男 電気通信大学 電気通信学部電子工学科 教授 

芦屋 秀幸 国土交通省 道路局 道路交通管理課 ITS 推進室 課長補佐 

伊丹 誠 東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科 教授 

岩井 誠人 同志社大学 工学部電子工学科 准教授 

大崎 公士 日本放送協会 技術局計画部 副部長 

大橋 教生 ソフトバンクモバイル（株） 電波制度部 担当部長 

小竹 信幸 (財)テレコムエンジニアリングセンター 技術部 主任技師 

小山 敏 (株)日立製作所 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部公共・社会ｼｽﾃﾑ本部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ITS 担当部長

柿原 正樹 (社)日本自動車工業会 ITS 技術部会 委員 

木津 雅文 トヨタ自動車(株) IT・ITS 企画部 技術室長 

里村 昌史 
(株)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 

渋谷 秀悦 警察庁交通局 交通企画課 課長補佐 

鈴木 延昌 国土交通省 自動車交通局 技術安全部 技術企画課 先進技術推進官 

鈴木 能成 ＫＤＤＩ(株) 技術渉外室電波部企画・制度グループ 担当部長 

瀬川 倉三 (社)電波産業会 研究開発本部 ITS グループ 担当部長 

高井 章 日本無線（株） 通信機器事業本部 通信機器技術部ＩＴＳｸﾞﾙｰﾌ ﾟ参事 

高田 仁 (社) 日本民間放送連盟 企画部 主管 

土居 義晴 
三洋電機（株） 研究開発本部 デジタル技術研究所  

ワイヤレスコミュニケーション研究部 担当部長 

浜口 雅春 
沖電気工業(株) 社会システム事業本部  

交通・防災システム事業部 無線技術研究開発部 部長 

原田 博司 (独)情報通信研究機構 新世代ﾜｲﾔﾚｽ研究ｾﾝﾀｰﾕﾋﾞｷﾀｽﾓﾊﾞｲﾙｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

藤本 浩 日産自動車（株）電子技術開発本部 IT&ITS 開発部 ITS 先行・製品開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

古川 憲志 (株)NTT ドコモ 電波部 電波企画担当部長 

堀松 哲夫 ITS 情報通信ｼｽﾃﾑ推進会議 運転支援通信ｼｽﾃﾑ専門委員会 委員長 

松ヶ谷 和沖 （株）デンソー 研究開発 3 部 部長 

村田 英一 京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システム専攻 准教授 

諸橋 知雄 イー・モバイル（株） 次世代ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ企画室長 

山尾 泰 電気通信大学 先端ﾜｲﾔﾚｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 教授 

山下 毅 経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐 

山田 雅也 住友電気工業（株）情報通信研究所 ICT 応用研究部交通ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

山本 武志 日本電気（株） 制御ｼｽﾃﾑ事業部 第四ｼｽﾃﾑ部 エキスパート 

山本 雅史 マツダ（株） 技術研究所 主幹研究員 

山本 喜寛 （社）電子情報技術産業協会 CE 運営委員会 委員長 

  



（２）79GHz 帯高分解能レーダー作業班 構成員（案） 

 

（敬称略：主任以外は五十音順） 

氏 名 現 職 

【主任】門脇 直人 (独)情報通信研究機構 新世代ワイヤレス研究センター所長 

青木 豊 (株)デンソー システム開発部 グループリーダ 

青木 芳雄 
住友電気工業(株) ネットワーク営業本部  

光・エレクトロニクス営業部 主席 

太田 貴志 欧州ビジネス協会／日本自動車輸入組合 

笠谷 昌史 ボッシュ(株) テクニカルセンター 先端技術開発部 ゼネラル・マネージャー

柿原 正樹 (社)日本自動車工業会 ITS 技術部会 委員 

木田 弘幸 
日本無線(株) 研究開発本部 研究所 ネットワークグループ  

担当部長 

黒田 浩司 
日立オートモーティブシステムズ(株) 

オートモーティブシステム開発研究所 IAS 本部 主任技師 

近藤 博司 EHF コンサルティング 

近藤 俊幸 (社)アマチュア無線連盟 技術研究所 所長 

新行内 誠仁 
(株)本田技術研究所 四輪 R&D センター 第 8 技術開発室  

主任研究員 

瀬川 倉三 (社)電波産業会 研究開発本部 ITS グループ 担当部長 

関 哲生 富士通(株) ITS 本部 センサープロジェクト プロジェクト課長 

高田 潤一 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授 

髙野 秀路 国立天文台野辺山宇宙観測所 総合研究大学院大学 助教 

中川 永伸 (財)テレコムエンジニアリングセンター 技術部 担当部長 

松岡 克治 
三菱電機(株) 自動車機器開発センター 開発第一部  

第 1 グループ グループマネージャ 

溝口 和貴 
日産自動車(株) 電子技術開発本部 IT&ITS 開発部  

ITS 先行・製品開発グループ 主担 

南 義明 トヨタ自動車(株) 第 2 電子開発部 第 2 電子先行開発室 主任 

若林 良昌 日本電気(株) 知的資産Ｒ＆Ｄ企画本部 エキスパート 

 

  



（３）80GHz 帯高速無線伝送システム作業班 構成員（案） 

 

（敬称略：主任以外は五十音順） 

氏 名 現 職 

【主任】門脇 直人 （独）情報通信研究機構 新世代ワイヤレス研究センター長 

阿部 聡 
富士通ワイヤレスシステムズ（株） 

プロダクト開発センター無線システム部 プロジェクト部長 

五十嵐 喜良 （社）電波産業会 研究開発本部 開発センター長 

岩永 満宏 （株）満宏 代表取締役社長 

大石 雅寿 自然科学研究機構 国立天文台天文データセンター 准教授 

岡田 一泰 
日本電信電話（株） 未来ねっと研究所 ワイヤレスシステムイノベーション研

究部 研究部長 

加藤 数衞 （株）日立国際電気 通信事業部 主管技師長 

杉之下 文康 日本放送協会 放送技術研究所 放送ネットワーク研究部 主任研究員 

谷口 徹 日本無線（株） 研究開発本部 研究所 担当部長 

中川 永伸 （財）テレコムエンジニアリングセンター 技術部 担当部長 

宮坂 公雄 ＫＤＤＩ（株） 技術渉外本部 電波部 課長 

柳内 洋一 日本電気（株） 消防・防災ソリューション事業部 シニアエキスパート 

矢吹 博幸 
パナソニック（株） 通信コアデバイス開発センター 

要素開発グループ グループマネージャー 

 

  



（４）920MHz 帯電子タグシステム等検討作業班 構成員（案） 

 

（敬称略：主任以外は五十音順） 

氏 名 現 職 

【主任】門脇 直人 （独）情報通信研究機構  新世代ワイヤレス研究センター長 

井上 保彦 
日本電信電話（株）未来ねっと研究所 ワイヤレスシステムイノベーション研

究部 電波システム技術研究グループ 主任研究員 

大井  伸二 凸版印刷（株）製造・技術・研究本部 RFID 事業推進プロジェクト  部長 

小田 成司 ＫＤＤＩ（株）技術渉外本部 電波部 企画・制度グループ 課長補佐 

川田 拓也 東京ガス（株）商品開発部 IT 新サービスグループ 主幹 

佐々木 邦夫 パナソニック（株）渉外本部 渉外グループ 顧問 

田中 伸一 ソフトバンクモバイル（株） 電波制度部 担当部長 

中川 永伸 （財）テレコムエンジニアリングセンター 技術部 担当部長 

中畑  寛 （社）日本自動認識システム協会 研究開発センター 主任研究員 

中村 厚生 大日本印刷（株） ＣＢＳ事業部  技術開発本部技術開発部ＩＣタグ開発課 エキスパート

仁井 克己 東京電力（株） 電子通信部 通信企画グループマネージャー 

西本 修一 （財）移動無線センター 技師長 

二宮 照尚 （株）富士通研究所 ネットワークシステム研究所 主任研究員 

広池  彰 （社）電波産業会 研究開発本部 移動通信グループ 部長 

福永  茂 
沖電気工業（株） 研究開発センタ  ネットワークシステムラボラトリ  

ラボラトリマネージャ 

松香  光信 Zigbee SIG Japan 委員 ／ NEC エンジニアリング株式会社 

御手洗 正夫 三井物産（株） 物流機能推進部 LIT 室 室長 

三次  仁 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 ／ Auto-ID ラボ・ジャパン 副所長 

山崎 高日子 
三菱電機（株） 通信システム事業本部 通信システムエンジニアリングセンタ

ー 技術担当部長 

 

  



（５）小電力システム作業班 構成員（案） 

 

（敬称略：主任以外は五十音順） 

氏 名 現 職 

【主任】若尾 正義 （社）電波産業会 専務理事 

姉歯 章 双葉電子工業(株) 無線機器グループ 技術第二ユニット ユニットリーダー 

池田 光 （社）電波産業会 規格会議 小電力無線局作業班 主任 

加藤 数衞 （株）日立国際電気 通信事業部 主管技師長 

近藤 俊幸 （社）日本アマチュア無線連盟 技術研究所 所長 

佐伯 隆 
パナソニック電工(株) 情報機器事業本部 情報機器 R&D センター 無線技術

研究室 室長 

櫻井 稔 アイコム（株） ソリューション事業部 参事 

鈴木 正則 日本無線（株） 通信機器技術部長 

曽根高 則義 日本電気（株） キャリアネットワーク企画本部 グループマネージャー 

高木 光太郎 ソニー（株） システム技術研究所 通信研究部 統括部長 

田中 茂 （社）全国陸上無線協会 事業部 担当部長 

中川 永伸 （財）テレコムエンジニアリングセンター 技術部 担当部長 

中村 宏之 
日本電信電話（株）アクセスサ－ビスシステム研究所 ワイヤレスアクセスプ

ロジェクト 主幹研究員 

原田 博司 
（独）情報通信研究機構 新世代ワイヤレス研究センター ユビキタスモバイ

ルグループ グループリーダー 

矢澤 重彦 
富士通（株） ネットワークサービス事業本部 プロダクト企画事業部 オフ

ィスネットワーク企画部 シニアスタッフ 

 

 


