
J07プロジェクト：　メンバ一覧

Ｊ０７プロジェクトの委員会構成とメンバ一覧

（１）　Ｊ０７プロジェクト連絡委員会
　氏　名 所　属

委員長 筧　  捷彦 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
理事 富田 悦次 電気通信大学　電気通信学部情報通信工学科　（現：電気通信大学　中央大学研究開発機構）
理事 岡本 栄司 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　リスク工学専攻
理事 福田 晃 九州大学　大学院システム情報科学研究院　情報工学部門

ＣＳ委員会 疋田 輝雄 明治大学　理工学部情報科学科
ＣＳ委員会 石畑 清 明治大学　理工学部情報科学科
ＩＳ委員会 神沼 靖子 情報処理学会フェロー
ＩＳ委員会 宮川 裕之 文教大学　情報学部情報システム学科　（現：青山学院大学　社会情報学部）
ＳＥ委員会 阿草 清滋 名古屋大学　情報科学研究科
ＳＥ委員会 西　  康晴 電気通信大学　電気通信学部システム工学科
ＳＥ委員会 沢田 篤史 南山大学　数理情報学部　情報通信学科
ＳＥ委員会 鷲崎 弘宜 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
ＣＥ委員会 大原 茂之 東海大学　大学院組込み技術研究科
ＣＥ委員会 山浦 恒央 東海大学　大学院組込み技術研究科
ＩＴ委員会 駒谷 昇一 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　コンピュータサイエンス専攻
ＩＴ委員会 上野 新滋 富士通（株）　ＦＵＪＩＴＳＵユニバーシティ　ソリューションカレッジ
ＩＴ委員会 福嶋 義弘 ＮＥＣソフト（株）　ＩＴトレーニングセンター
ＧＥ委員会 河村 一樹 東京国際大学　商学部　情報システム学科
ＧＥ委員会 立田 ルミ 獨協大学　経済学部経営学科
ＧＥ委員会 大即 洋子 清和大学　法学部法律学科
委員長補佐 西村 高志

経済産業省 中村 大紀 経済産業省　商務情報政策局　情報政策ユニット　情報処理振興課
経済産業省 永見 祐一 経済産業省　商務情報政策局　情報政策ユニット　情報処理振興課
経済産業省 磯貝 智也 経済産業省　商務情報政策局　情報政策ユニット　情報処理振興課

オブザーバー
電子情報通信学会情報・システムソサエティ（ISS）

畑岡 信夫 東北工業大学、　ISS会長
大淵 康成 （株）日立製作所中央研究所、　ISS庶務幹事

独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ）
小沢 理康 ＩＴ人材育成本部　ＩＴ人材育成企画部　事業グループ
金子 浩一 ＩＴ人材育成本部　ＩＴ人材育成企画部　事業グループ

みずほ情報総研（株）
河野 浩二 情報・コミュニケーション部　知識戦略ソリューション室
桂本 真由 情報・コミュニケーション部　知識戦略ソリューション室

学会事務局 萩原 恵子 （社）情報処理学会　研究部門

（２）　コンピュータ科学（ＣＳ）教育委員会
　氏　名 所　属

委員長 疋田 輝雄 明治大学　理工学部情報科学科
幹事 石畑 清 明治大学　理工学部情報科学科
委員 （五十音順）

板野 肯三 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　コンピュータサイエンス専攻
大岩 元 慶応義塾大学　環境情報学部
角田 博保 電気通信大学　電気通信学部情報工学科
清水 謙多郎 東京大学　大学院農学生命科学研究科　応用生命工学専攻
玉井 哲雄 東京大学　大学院総合文化研究科　広域科学専攻
長崎 等 共栄大学　国際経営学部国際経営学科
中里 秀則 早稲田大学　国際情報通信研究センター
中谷 多哉子 筑波大学　大学院ビジネス科学研究科　経営システム科学専攻
野中 誠 東洋大学　経営学部経営学科
三浦 孝夫 法政大学　工学部情報電気電子工学科
箕原 辰夫 千葉商科大学　政策情報学部
和田 耕一 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　コンピュータサイエンス専攻
渡辺 治 東京工業大学　大学院情報理工学研究科　数理・計算科学専攻
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（３）　情報システム（ＩＳ）教育委員会
　氏　名 所　属

委員長 神沼 靖子 情報処理学会フェロー
幹事 宮川 裕之 文教大学 情報学部情報システム学科 （現：青山学院大学 社会情報学部）
委員 （五十音順）

市川 照久 静岡大学 情報学部情報社会学科
児玉 公信 （株）エクサ　第三事業部
繁野 高仁 （株）情報システム総研
竹並 輝之 新潟国際情報大学　情報システム学科
田名部 元成 横浜国立大学　経営学部経営システム科学科
都倉 信樹 鳥取環境大学　環境情報学部情報システム学科 （現：大阪電気通信大学学長）
福村 好美 長岡技術科学大学　ｅラーニング研究実践センター
松澤 芳昭 慶応義塾大学　政策・メディア研究科 （現：静岡大学 情報学部）
松永 賢次 専修大学 ネットワーク情報学部
吉永 努 電気通信大学　大学院情報システム学研究科
渡邊 慶和 岩手県立大学　ソフトウェア情報学部

（４）　ソフトウェアエンジニアリング（ＳＥ）教育委員会
　氏　名 所　属

委員長 阿草 清滋 名古屋大学　情報科学研究科
幹事 西　  康晴 電気通信大学　電気通信学部システム工学科
幹事 玉井 哲雄 東京大学　大学院総合文化研究科　広域科学専攻
幹事 羽生田 栄一 （株）豆蔵
幹事 榊原 彰 日本ＩＢＭ（株）
幹事 沢田 篤史 南山大学　数理情報学部　情報通信学科
幹事 鷲崎 弘宜 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
幹事 佐伯 元司 東京工業大学　大学院情報理工学研究科
幹事 深澤 良彰 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
委員 （五十音順）

青木 利晃 北陸先端科学技術大学院大学　情報科学研究科　安心電子社会研究センター
飯田 元 奈良先端科学技術大学院大学　情報科学研究科
石川 冬樹 国立情報学研究所
位野木 万理 東芝ソリューション（株）
大西 淳 立命館大学　理工学部情報学科
大森 久美子 （株）ＮＴＴデータ
片山 徹郎 宮崎大学　工学部情報システム工学科
小林 隆志 名古屋大学　大学院情報科学研究科
田口 研治 国立情報学研究所
野中 誠 東洋大学　経営学部経営学科
藤井 拓 （株）オージス総研
松下 誠 大阪大学　大学院基礎工学研究科
山本 里枝子 （株）富士通研究所

（５）　コンピュータエンジニアリング（ＣＥ）教育委員会
　氏　名 所　属

委員長 大原 茂之 東海大学　大学院組込み技術研究科
幹事 山浦 恒央 東海大学　大学院組込み技術研究科
委員 （五十音順）

天野 英晴 慶應義塾大学　理工学部情報工学科
阪田 史郎 千葉大学　工学部情報画像工学科
佐藤 和夫 ＩＰＡ　ソフトウェアエンジニアリングセンター
富山 薫順 東海大学　大学院組込み技術研究科
中島 達夫 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
並木 淳治 東海大学　大学院組込み技術研究科
西村 克信 東海大学　大学院組込み技術研究科
二上 貴夫 （株）東陽テクニカ
村越 英樹 産業技術大学院大学　産業技術研究科　情報アーキテクチャ専攻
山田 圀裕 東海大学　大学院組込み技術研究科
渡辺 のぼる ＩＰＡ　ソフトウェアエンジニアリングセンター

　　ＣＥカリキュラム調査ＷＧ　（活動期間：　2008年3月～2008年6月）
主査 平山 雅之 （株）東芝 ／ ＩＰＡ　ソフトウェアエンジニアリングセンター
委員

沢田 篤史 南山大学　数理情報学部　情報通信学科
青木 利晃 北陸先端科学技術大学院大学　情報科学研究科　安心電子社会研究センター
戸川 望 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
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（６）　インフォメーションテクノロジ（ＩＴ）教育委員会

　氏　名 所　属
委員長 駒谷 昇一 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　コンピュータサイエンス専攻
幹事 福嶋 義弘 NECソフト（株）　ITトレーニングセンター
幹事 上野 新滋 富士通（株）　FUJITSUユニバーシティ　ソリューションカレッジ
委員 （五十音順）

兼宗 進 一橋大学　総合情報処理センター
佐渡 一広 群馬大学　社会情報学部
高須 泰治 三菱スペース・ソフトウェア（株）　技術推進部　能力開発グループ
武重 勉

鳥居 俊一 （株）日立製作所 総合教育センタ　技術研修所
南部 実朗 TIS（株）　人事部 能力開発グループ
西川 忠行 富士通（株）　FUJITSUユニバーシティ　ソリューションカレッジ
西田 知博 大阪学院大学　情報学部

（７）　一般情報処理（ＧＥ）教育委員会
　氏　名 所　属

委員長 河村 一樹 東京国際大学　商学部　情報システム学科
幹事 駒谷 昇一 筑波大学　大学院システム情報工学研究科　コンピュータサイエンス専攻
幹事 立田 ルミ 獨協大学　経済学部経営学科
幹事 大即 洋子 清和大学　法学部法律学科
委員 （五十音順）

綾　皓二郎 石巻専修大学　理工学部
岡田 正 津山工業高等専門学校
岡部 成玄 北海道大学情報基盤センター
加藤 直樹 東京学芸大学
川合 慧 放送大学
北上 始 広島市立大学　大学院情報科学研究科
楠元 範明 早稲田大学　教育・総合科学学術院
辰己 丈夫 東京農工大学　総合情報メディアセンター
富樫 敦 宮城大学　事業構想学部
中西 通雄 大阪工業大学　情報科学部
坂東 宏和 桜美林大学
藤井 康雄 中部大学　工学部情報教室
松浦 敏雄 大阪市立大学　大学院創造都市研究科
水島 賢太郎 神戸女子短期大学
山川 修 福井県立大学
山口 和紀 東京大学　大学院総合文化研究科
山下 和之 山梨大学　教育人間科学部
和田 勉 長野大学　企業情報学部

（８）　WG-副専攻としての知識体系とコアを定める委員会
　氏　名 所　属

委員長 玉井 哲雄 東京大学　大学院総合文化研究科　広域科学専攻
顧問 筧　  捷彦 早稲田大学　基幹理工学部情報理工学科
委員 （五十音順）

相田 仁 東京大学　大学院工学系研究科
河内谷 幸子 法政大学　経営学部経営学科
佐渡 一広 群馬大学　社会情報学部
高橋 真吾 早稲田大学　創造理工学部
苗村 健 東京大学　大学院工学系研究科
西村 和夫 駒沢大学　経営学部
森　 武俊 東京大学　大学院情報理工学系研究科
矢向 高弘 慶應義塾大学　理工学部
山本 喜一 慶應義塾大学　理工学部

（株）日立インフォメーションアカデミー　システムソリューション研修部
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