
委員区分 氏名 勤務先名 部課名 役職名
委員長 桑原 雅夫 東京大学 国際産学共同研究センター  教授
委員 赤羽 弘和 千葉工業大学 工学部　土木工学科 教授
委員 内田 敬 大阪市立大学 大学院 工学研究科 土木計画学分野 助教授
委員 岡 素彦 警察庁 交通局 交通規制課 課長補
委員 尾崎 晴男 東洋大学 工学部　環境建設学科 助教授
委員 久保田 尚 埼玉大学 工学部　建設工学科 助教授
委員 多田 智 国土交通省  道路局 企画課　道路経済調査室 課長補
委員 横山 克人 国土交通省　都市・地域整備局 都市交通調査室 課長補
委員 吉崎 昭彦 警察庁  交通局 交通企画課 課長補

委員区分 氏名 勤務先名 部課名 役職名
WG長 吉井 稔雄 高知工科大学 工学部  社会システム工学科 助教授

委員 熊谷 香太郎 （株）熊谷組
土木本部  社会システム部 交通シス
テムグループ

委員 佐藤 賢 （株）三菱総合研究所 社会システム研究本部 交通システ 研究員
委員 佐藤 慶臣 (株)社会システム研究所  
委員 Majid SARVI (株)社会システム研究所  
委員 小谷 益男 （株）千代田コンサルタント 交通環境部  交通技術課 課長
委員 古川 誠 (株）長大 ITS事業部
委員 井上 健士 （株）日立製作所 日立研究所 Ｓ２部  ＩＴＳ２ 研究員
委員 永井 徹 （株）日立製作所　日立研究所 情報制御第二研究部 ＴＳユニット
委員 上野 隆一 （株）福山コンサルタント 東日本事業 都市設計部
委員 北岡 広宣 （株）豊田中央研究所 システム２部  ＩＴＳ技術企画Ｇ

委員 馬渕 透 オムロン（株）
PITS統轄事業部  商品開発センタ
第一開発部  開発一課

委員 小原 誠 パシフィックコンサルタンツ（株）
総合計画本部  ＩＴＳ技術部兼 交通
計画部  交通企画グループ

委員 菊池 輝 京都大学  大学院
工学研究科  土木システム工学専攻
北村研究室

委員 倉内 文孝 京都大学　大学院 工学研究科　土木工学専攻 助手
委員 藤井 聡 京都大学　大学院 工学研究科　土木システム工学専攻 助教授

委員 宮田 晋 警視庁  交通部 交通管制課
信号機
運用係

委員 酒勾 智彦 鹿島建設（株）
土木設計本部　設計技術部 交通イ
ンフラGr

委員 岩岡 浩一郎 松下通信工業(株） ｼｽﾃﾑｿﾙｰｼｮﾝｶﾝ 社会システム事業部 技術１グルー
委員 白水 靖郎 中央復建コンサルタンツ（株） 東京本 計画環境室 課長補
委員 中村 俊一郎 日本工業大学 電気電子工学科 教授

委員 中辻 隆 北海道大学　大学院
工学研究科 都市環境工学専攻・交
通システム 助教授

委員 森津 秀夫 流通科学大学 情報学部  経営情報学科 教授

委員区分 氏名 勤務先名 部課名 役職名
WG長 宇野 伸宏 京都大学　大学院 工学研究科　土木工学専攻 助教授

委員 堀口 良太 （株）アイ・トランスポート・ラボ  
代表取
締役

委員 江藤 和昭
（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京
事業本部 交通運輸部 ＩＴＳ室長

委員 花房 比佐友 （株）熊谷組
土木本部  社会システム部 交通シス
テムグループ

委員 安藤 悟 （株）千代田コンサルタント 総合計画部 社会システム課 課長

委員 橋本州平 （株）地域・交通計画研究所
交通計
画担当

委員 赤田 浩志 (株)都市交通計画研究所  
委員 田名部 淳 (株)都市交通計画研究所  

委員 李 竜煥 (株)都市交通計画研究所  
主任研
究員

委員 片山 恭紀 （株）日立情報制御システム 制御システム本部 副技師
委員 福島 賢一 (株)福山コンサルタント 東日本事業部 都市設計部
委員 趙 勝川 （財）計量計画研究所 交通研究室
委員 上泉 俊雄 パシフィックコンサルタンツ(株) 交通技術本部道路部

委員 馬場園 克也 ユーデック(株)  
取締役
社長

委員 小川 圭一 岐阜大学 工学部　土木工学科 講師
委員 中川 大 京都大学  大学院 工学研究科  土木システム工学専攻 助教授
委員 加藤 優子 警視庁  交通部 交通管制課  信号機設計係 主事

委員 藤波 明平 交通情報サービス(株)  
常務取
締役

委員 大窪 剛文 阪神高速道路公団 業務部  交通管制課 課長
委員 竹内 久治 三菱重工業（株） 神戸造船所 ITS部ITS設計課
委員 原 隆広 首都高速道路公団 計画部  調査課 班長
委員 松本 洋一 首都高速道路公団 交通管制部  管制技術課 主査
委員 森内 正寿 首都高速道路公団 計画部  調査課
委員 織田 利彦 松下通信工業（株） 社会システム事業部 技術１グルー 課長
委員 飯田 祐三 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株） 計画環境本部
委員 野寺 寿雄 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株） 計画環境本部 交通施設計画室
委員 小根山 裕之 東京大学  生産技術研究所 第5部 桑原研究室 助手
委員 藤田 和宏 八千代エンジニヤリング（株） 大阪支 技術第二部 設計課

委員区分 氏名 勤務先名 部課名 役職名
WG長 大口 敬 東京都立大学　大学院 工学研究科　土木工学専攻 助教授

交通ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ委員会運営幹事会名簿

交通ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ委員会第一部会名簿

交通ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ委員会第二部会名簿
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委員 辻 光弘
（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京
事業本部 交通運輸部  交通技術室 室長

委員 江守 昌弘 （株）建設技術研究所 東京支社 道路・交通部
委員 山下欣也 （株）地域・交通計画研究所 交通計画班 班長
委員 勝呂 純一 (株）長大 ITS事業部
委員 須田 茂登弘 （株）道路計画 システム開発部 部長
委員 深井 靖史 （株）福山コンサルタント 東日本事業 都市設計部  道路交通担当 係長

委員 西宮 良一 （財）運輸政策研究機構 運輸政策研究所
主任研
究員

委員 高橋 勝美 （財）計量計画研究所 交通系 交通政策研究室 室長補

委員 毛利 雄一 （財）計量計画研究所 研究部
社会ｼｽ
ﾃﾑ系 次

委員 鈴木 宏典 (財)日本自動車研究所
安全・情報研究部 ITS・情報制御グ
ループ

副研究
員

委員 門司 隆明
パシフィックコンサルタンツ（株） 北関
東支社 交通技術本部道路部

委員 児玉 和彦 警視庁  交通部 交通執行課  技術管理係 副主査
委員 浅野 基樹 独立行政法人 北海道開発土木研究 道路部  交通研究所
委員 吾田 洋一 独立行政法人 北海道開発土木研究 道路部  交通研究室 研究員
委員 奥嶋 政嗣 日本総合研究所（株） サイエンス事業本部
委員 菅原 宏明 八千代エンジニヤリング（株） 関東事 道路・交通部  技術第一課 主幹
委員 桶屋 眞士 飛島建設（株） 技術研究所 環境計画室 主任

委員区分 氏名 勤務先名 部課名 役職名
WG長 中野 敦 (財）計量計画研究所 交通系交通政策研究室 研究員

委員 泉 典宏
（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京
事業本部 交通運輸部 技師

委員 滝澤 昇 （株）システム２１  専務
委員 澤 充隆 （株）ドーコン 交通計画部
委員 山本 郁淳 （株）ドーコン 交通計画部 技師
委員 松橋 良和 (株）ドーコン 東京支店 技術部 次長

委員 永田 尚人 (株)熊谷組
土木本部社会システム部 交通シス
テムグループ

委員 大藤 武彦 （株）交通システム研究所  
代表取
締役

委員 坂本 清明 (株)社会システム研究所  

委員 和久井 博 （株）社会システム研究所  
代表取
締役

委員 戸松 稔 （株）地域・交通計画研究所  
代表取
締役

委員 笹沼 慶与 (株）長大 ITS事業部
委員 児島 正之 （株）千代田コンサルタント 交通環境部 交通技術課 主任

委員 川合 智之 （株）ベクトル総研  
代表取
締役

委員 末松 孝司 （株）東急総合研究所 シミュレーション開発チーム
主任研
究員

委員 鈴木 紀一 （財）計量計画研究所 交通系
委員 佐藤 光 パシフィックコンサルタンツ（株） 総合計画本部 ＩＴＳ技術部兼交通計
委員 羽藤 英二 愛媛大学 工学部　環境建設工学科 助手
委員 臼井 陽介 警視庁  交通部 交通管制課  信号機設計係 主任
委員 竹内 秀城 警視庁  交通部 都市交通対策課 交通調査第一係 主任
委員 坂本 邦宏 埼玉大学 工学部　建設工学科 助手

委員 吉田 正 鹿島建設（株）
土木設計本部  設計技術部 交通イ
ンフラＧｒ

次長兼
グルー

委員 末田 俊久 八千代エンジニヤリング(株） 情報セン 
委員 上林 直人 富士通エフ・アイ・ピー(株） 科学技術システム部
委員 宇陀 正志 富士通エフ・アイ・ピー(株） 科学技術システム部

委員 山岸 国夫 富士通エフ・アイ・ピー(株） 科学技術システム部
プロジェ
クト課長

交通ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ委員会第四部会名簿


