
 

 

CEATEC JAPAN 2013  

電子情報通信学会 特別シンポジウム 

IEICE Special Symposium 
 

“未来を切り拓くスマートモビリティを実現する技術と将来ビジョン” 

Future vision and technology to realize  

the smart mobility to open up the future 

 

 

 

 
日 時：2013 年 10 月 3 日（木）14：00～17：30 

会 場：幕張メッセ国際会議場 2 階 コンベンションホール A 
 

 

  

近年、屋内外を問わないブロードバンド通信やスマートフォンの普及により、高度

な通信サービスの移動性＝モビリティが格段に向上しました。一方、モビリティ最

大の媒体である車も、ハイブリッド化や EV 化による環境性能、ICT を活用した安

全性能や快適性能の向上で目覚ましい変革を遂げています。効率的で安全・快適な

スマートモビリティの実現を目指して、これからの社会・産業の高度化にふさわし

い ICT と車のあり方の将来展望を中心に、産官学それぞれの立場から ICT と車の

方向性について思いを語って頂きます。  

一般社団法人 電子情報通信学会 



プログラム 
（敬称略）    

14:00～14:05 開会挨拶 

一般社団法人 電子情報通信学会 会長 井上 友二 

14:05～14:35 基調講演 1 

「情報通信第 3 のパラダイムと ITS」 

独立行政法人 情報通信研究機構 理事長 坂内 正夫 

14:35～15:05 基調講演 2 

「スマートモビリティ社会とつながるクルマの未来」 

トヨタ自動車株式会社 常務役員 友山 茂樹 

15:05～15:10 休 憩  

15:10～16:30 パネリストによる講演 

1.「スマートモビリティを支える ITS 技術の発展」 

住友電気工業株式会社 常務取締役 矢野 厚 

2.「スマートモビリティを実現するパワーエレクトロニクス」 

三菱電機株式会社 常務執行役 堤 和彦 

3.「モバイル通信連携によるスマートモビリティ」 

株式会社 NTT ドコモ 執行役員 栄藤 稔 

4.「Twitterとスマートモビリティの融合」 

Twitter Japan 株式会社 パートナーシップディレクター 牧野 友衛 

16:30～17:25 パネル討論 

モデレータ：井上 友二 

パネリスト：坂内 正夫、友山 茂樹、矢野 厚、堤 和彦、 

栄藤 稔、牧野 友衛 

17:25～17:30 閉会挨拶 

一般社団法人 電子情報通信学会 次期会長 酒井 善則 

講演者のプロフィール 

Ⅰ．基調講演 

◆坂内 正夫（さかうち まさお） 独立行政法人 情報通信研究機構 理事長 

 

1975年 3月 
 

東京大学大学院工学系研究科電子工学専門課程 

博士課程修了 

1975年 3月 工学博士(東京大学) 

1975年 4月 東京大学工学部電気工学科講師 

1987年 3月 米国カリフォルニア大学文部省在外研究員 

1988年 7月 東京大学生産技術研究所教授 

1992年 4月 東京大学総長補佐(1995 年まで) 

1998年 4月 
 

東京大学生産技術研究所長、東京大学評議員 

(2002 年 3 月まで) 

2005年 4月 
 

情報・システム研究機構理事、国立情報学研究所長 

(2013 年 3 月まで) 

2007年 6月 東京大学名誉教授 

2013年 4月 独立行政法人情報通信研究機構理事長(～現在) 



◆友山 茂樹（ともやま しげき） トヨタ自動車株式会社 常務役員 

 

 
 

 

Ⅱ．パネル討論（パネリスト） 

◆矢野 厚（やの あつし） 住友電気工業株式会社 常務取締役  

              インフォコミュニケーション・社会システム研究開発センター長 

 

 

◆堤 和彦（つつみ かずひこ） 三菱電機株式会社 常務執行役 開発本部長 

 
 
 

 

1981年 3月 群馬大学機械工学科卒業 

1981年 4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 

1982年 7月 トヨタ自動車株式会社に社名変更 

2003年 4月 

 

トヨタモーターアジアパシフィック株式会社(シンガポー
ル)出向 

2004年 4月 トヨタ自動車株式会社 e-TOYOTA 部部長 

2008年 1月 広汽トヨタ自動車有限会社出向 

2010年 6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任(現在に至る) 

2011年 4月 同社 事業開発本部本部長(現在に至る) 

2011年 4月 同社 情報事業本部本部長 

2011年 4月 同社 情報システム本部本部長 

2011年 6月 同社 IT 本部本部長 

2012年 4月 同社 IT・ITS 本部本部長(現在に至る) 

1975年 3月 京都大学修士(電気工学)修了 

1975年 4月 日本電信電話公社(現 NTT)入社 

2005年 6月 
 

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 

2006年 6月 住友電気工業株式会社 常務取締役 就任 

現在 
 

住友電気工業株式会社 常務取締役 インフォコミュニケー
ション･社会システム研究開発センター長 

ブロードバンド、光、IP ネットワークの R&D からビジネスに渡る幅広
いキャリアを生かして、モビリティ・エネルギー・コミュニケーション
の融合領域に取り組む。2008 年より、ITS-Japan の常任理事。現在、ITS
世界会議 理事会 議長として、10 月 14 日から開催の、第 20 回 ITS 世界
会議 東京 2013 の準備を進めている。 

1976 年 3 月 大阪大学工学部 卒業 

1978 年 3 月 大阪大学大学院 工学研究科 修士課程修了 

1982 年 4 月 三菱電機(株)材料研究所入社 

2003 年 4 月 同社 姫路製作所 センサー製造部部長 

2006年 10月 同社 先端技術総合研究所 副所長  

2008 年 4 月 同社 役員理事 先端技術総合研究所 所長 

2010 年 4 月 同社 常務執行役 開発本部長 

2013年 10月 現在に至る 

開発本部長(ＣＴＯ)として三菱電機グループの研究開発、国際標準化活動 

を統括。また、ＩＴ担当役員としてＩＴ分野での新事業創出を推進。 

デバイス、パワーエレクトロニクス、ＩＣＴ関連の省庁・業界等委員会 

の要職に就く。工学博士 



◆栄藤 稔（えとう みのる） 株式会社 NTT ドコモ 執行役員、研究開発推進部長 

 
 
 
 
 

 

◆牧野 友衛（まきの ともえ） Twitter Japan 株式会社 パートナーシップディレクター 

 
 
 
 
 

 

パネル討論（モデレータ） 

◆井上 友二（いのうえ ゆうじ） 一般社団法人 電子情報通信学会 会長 

                 株式会社トヨタ IT 開発センター 代表取締役会長 

 
 

マルチメディアおよびモバイル通信分野において 25 年の研究開発経験。 

松下電器(現パナソニック)中央研究所にて動画像符号化、ATR ではパタ

ーン認識の研究に従事。2000 年 NTT ドコモ入社。米国勤務を経て現職。

電子情報通信学会フェロー。IEEE、情報処理学会、マーケティングサイ

エンス学会の会員。統計処理、パターン認識、技術経営に興味を持つ。 

'83 広島大卒、'85 広島大博士前期修了。工学博士(阪大'93) 

2011 年入社。Twitter の日本におけるユーザー拡大を目的とした事業開

発、パートナーシップを担当。Twitter 入社以前は 2010 年に(株)ByFlow 

を設立、ソーシャルサービス「byflow」 の提供を行い、2011 年に事業

売却。2003 年から 2010 年までグーグル(株)にてビジネス開発担当とし

て Google や YouTube の新規プロダクトの開発、提供などに携わる。

AOL ジャパン(株)ではサービス開発およびビジネス開発業務を担当。 

1973 年 3 月 九州大学大学院工学研究科修士課程電子工学専攻修了 

1986 年 1 月 工学博士(九州大学) 

1973 年 4 月 日本電信電話公社(現 NTT)入社 

1997 年 3 月 NTT 国際本部 担当部長 

1998 年 7 月 NTT マルチメディアネットワーク研究所長 

1999 年 7 月 (株)NTT データ技術開発本部副本部長 

2000 年 6 月 同社取締役 開発本部副本部長 

2002 年 4 月 同社取締役 研究開発本部長 

2002 年 6 月 NTT 取締役 第三部門長(研究部門統括) 

2006 年 1 月 
  

ITU-T 局長選挙に出馬。1、2 ラウンドはトップを確保する
も 3 ラウンド目で英国候補に敗れる(87 対 91、2 カ国差) 

2007 年 6 月 情報通信技術委員会 理事長 

2010年 10月 (株)トヨタ IT 開発センター 代表取締役会長(現職) 


