
車内におけるモバイルオフィスの高度化に関する調査検討 

II 開催経緯 

1 第 1回調査検討会 

平成 21年 6月 29日 13:15 ～ (東海総合通信局 )

議事 1 モバイルオフィスに係る現状調査について


議事 2 プレゼンテーション


・「モバイルオフィスと ITS」 

ITSアライアンス株式会社代表取締役社長 若山裕一

・「モバイルオフィスを取り巻く環境」

ビーム計画設計株式会社統括課長 福森重純

・「KATCH の紹介と WiMAXへの取組みについて」

株式会社キャッチネットワーク代表取締役社長 川瀬隆介

議事 3  WG主査について

検討会状況

【森川座長挨拶】 【東海総合通信局長挨拶】

【若山氏】 【福森氏】 【川瀬氏】
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Ⅱ 開催経緯 

2 第 2回調査検討会  
平成 21年 10月 27日 13:30 ～ (東海総合通信局 )

議事 1 モバイルオフィスに係る現状調査結果について

議事 2 プレゼンテーション

・「企業におけるモバイルオフィスとその効果」

株式会社パソナテック部長 粟生万琴

議事 3 具体的利活用モデルの検討について

議事 4  ITSワールド 2009における一般ニーズ調査について

検討会状況

 【東海総合通信局長挨拶】     【粟生氏】 

3  第 3回調査検討会   
平成 22年 2月 1日  15:30 ～  (東海総合通信局 ) 

 議事 1  WG 検討結果報告  

 議事 2 報告書のとりまとめについて   

4  第 4回調査検討会 
平成 22年 3月 24日  16:00 ～  (東海総合通信局 ) 

 議事  報告書のとりまとめについて 
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5 ＷＧ

（1） 公的分野におけるモバイルオフィスＷＧ

 内容  開催日時  開催場所

 豊田市打ち合わせ 平成 21年 12月  10日  豊田市役所

 安城市打ち合わせ 平成 21年 12月  22日  安城市役所

 豊田市打ち合わせ 平成 22年 3月 1  0日  豊田市役所

 安城市打ち合わせ 平成 22年 3月 1  0日  安城市役所

（2） 集客地におけるモバイルオフィスＷＧ

 内容  開催日時  開催場所

 道の駅打ち合わせ 平成 21年 12月  5日  道の駅  土岐美濃焼街道

 システム検討 平成 21年 12月  8日  東海総合通信局

 道の駅打ち合わせ 平成 21年 12月  26日  道の駅加子母  ゆうらく館

 システム検討 平成 22年 2月  8日  東海総合通信局

 道の駅打ち合わせ 平成 22年 2月 2  7日  道の駅土岐美濃焼街道

（3） 野外イベントにおけるモバイルオフィスＷＧ
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  内容  開催日時  開催場所

 デモシステム検討 平成 21年 9月 2  4日  株式会社パソナ会議室

 マラソン大会デモ打ち合わせ 平成 21年 9月 2  9日  株式会社パソナ会議室

 マラソン大会デモ打ち合わせ 平成 21年 10月  6日  東海総合通信局

 マラソン大会デモリハーサル 平成 21年 10月  31日  庄内緑地公園

 デモ・アンケート打ち合わせ 平成 21年 11月  10日  株式会社パソナ会議室



Ⅱ	 開催経緯 

6 モバイルオフィスの利活用に関するセミナー 
愛知県 ITS推進協議会「第 50回会員セミナー」との共催で、「モバイルオフィス

の利活用による「道の駅」の活性化」をテーマとし、モバイルオフィスの利活用につ

いて広く理解を深めていただくことを目的としたセミナーを開催、本調査検討会の調査

検討成果の一部を紹介した。

日 時 平成 21年 11月 6日(金)  13:00～16:00


場 所 ホテル名古屋ガーデンパレス 3階 葵の間


参加者 67名


・	 講演Ⅰ「モバイルオフィスを取り巻く現状について」


ビーム計画設計株式会社統括課長 福森重純


・	 講演Ⅱ「ICTによる「道の駅」の活性化について」


伊藤忠商事株式会社未知倶楽部室長 賦勺尚樹


・	 パネルディスカッション「道の駅におけるモバイルオフィス」

 【講演 Ⅰ 福森氏】	 【講演Ⅱ賦勺氏】

【パネルディスカッション状況】 

詳細は、「公開討論の内容概要」（ 68ページ）のとおり
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7 モバイルオフィスの活用法についてのデモンストレーション 
平成 21年 11月 14日 (庄内緑地公園「 pink＋greenマラソン大会」 ) 

詳細は、「デモシステムによる検証」 （108ページ）のとおり 

8 モバイルオフィスについての一般ニーズ調査 
平成 21年 11月 20日～23日 (ポートメッセなごや「あいち ITSワールド 2009」) 

詳細は、「関係者向け公開とアンケート調査」（11 2ページ）のとおり 

調査結果は、「モバイルオフィスに関する意識調査」（40 ページ） 

「道の駅利用者に対するニーズ調査」（70 ページ）他  参照 
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