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ecotran からのお知らせ 

---------------------------------------------------------- 

☆「鉄道と船舶における燃料電池の利用に関する国際セミナー」が開催されます 

---------------------------------------------------------- 

（一財）運輸総合研究所主催の「鉄道と船舶における燃料電池の利用に関する国際セ

ミナー」が開催されます。 

開催日時：2018 年 2 月 21 日（水）14:00～18:10 

会   場：六本木アカデミーヒルズ タワーホール(49 階) 東京都港区六本木 6-10-1 

定    員：300 名 

参 加 費：無料 ＊日本語・英語 同時通訳あり 

 

プログラム 

 

14：00～14:05 開会挨拶  鷲頭 誠                     

               一般財団法人運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所所長 

14：05～14:35 基調講演 「鉄道と船舶における燃料電池の利用に関する調査研究」

報告 

               河村 篤男氏   横浜国立大学 大学院工学研究院知的構造の創生部

門 教授 

14:35～15:20  講演 1「Maritime Fuel Cell Applications」（仮題） 

               Dr.Lars Langfeldt            

               DNV GL - Maritime, Senior Project Engineer Safety & Systems 

Engineering 

15:20～15:35  コーヒーブレイク 

15:35～16:00  講演 2「鉄道総研における燃料電池鉄道車両の取組みについて」 

               柏木 隆行氏 公益財団法人鉄道総合技術研究所車両制御技術研究部 

               水素・エネルギー研究室室長 

16:00～16:45  講演 3「Utilization on Fuel Cells for Train - Coradia iLint -」 

               Dr.Andreas Frixen ALSTOM Transport S.A.,  

1 / 4



16:45～17:10  講演 4「東京海洋大学における燃料電池船舶の研究開発について」 

               大出 剛氏  東京海洋大学 海洋工学系 特任教授 

17:10～15:55  講演 5「Fuel Cells and Hydrogen in Europe -Policy and Project 

in EU-」（仮題） 

               Ms.Mirela Atanasiu FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT 

UNDERTAKING,(FCH-JU)  

               Head of Unit Operations and Communications 

15:55～18:10  質疑応答 

 

※本セミナーご案内詳細は 

 http://www.bees-inter.co.jp/s180221/seminar.pdf 

参加申込は、http://www.bees-inter.co.jp/s180221/  

 

--------------------------------------------------------- 

☆ITPU セミナー『ネットワークのリ・デザインで新たな日本を創造する』が開催され

ます。 

---------------------------------------------------------- 

東京大学公共政策大学院主催の ITPU セミナー『ネットワークのリ・デザインで新た

な日本を創造する』が開催されます。 

日   時： 2017 年 3月 1 日（木）13:00-16:15   

会   場：  東京大学本郷キャンパス 福武ラーニングシアター 

             (情報学環 福武ホール地下 2階）  

参 加 費：  無料（事前登録制） 

参加登録： 下記の URL より行ってください。  

https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=420  

        *当日は、受付完了メールを印刷したものを、受付にご提出ください。 

 

【プログラム】 

13:00 - 開会挨拶： 

 大橋 弘 （東京大学大学院経済学研究科教授 同公共政策大学院国際交通政策研

究ユニット長） 

13:05-14:30 講演 1 

『ヤマトグループが進めるイノベーション ～物流による新たな価値の創造～』 

  木川 眞 （ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役会長） 

質疑応答  

 モデレーター：宿利正史 （東京大学公共政策大学院 客員教授） 
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14:30-14:50 休憩 

14:50-16:15 講演 2 

『デザインは公共のために』 

 水戸岡 鋭治 （株式会社ドーンデザイン研究所代表取締役/デザイナー） 

質疑応答 

 モデレーター：宿利正史 （客員教授） 

16:15 閉会 

詳しくは、http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/events/2018-02-05-12761/ 

 

---------------------------------------------------------- 

☆「これからのモビリティ社会の実現に向けた国際セミナー～生活者の快適な移動の

実現を目指して～」が開催されます 

---------------------------------------------------------- 

（一財）運輸総合研究所主催の「これからのモビリティ社会の実現に向けた国際セミ

ナー～生活者の快適な移動の実現を目指して～」が開催されます。 

日時  ：平成 30年 3月 13 日（火） 

            １４：００～１８：００ 

場所  ：六本木アカデミーヒルズ タワーホール 

参加費 ：無料（事前登録が必要です） 

言語  ：日英同時通訳 

講演内容： 

開 会  鷲頭 誠 一般財団法人運輸総合研究所 

             ワシントン国際問題研究所所長  

 

講演１ 「クルマ非所有に向けた欧州の MaaS 革命 

～MaaS のコンセプトと最新の欧州事例～」 

    Mr. John Simlett  Global Advisory Leader  

         Future of Mobility, Ernst &Young  

講演２ 「地域課題解決に向けたモビリティサービスの 

           姿について」 

    塩月 八重三 パナソニック株式会社オート 

                     モーティブ開発本部副本部長  

講演３ 「米国のモビリティビジネス最新動向と産官学 

           連携の状況～デトロイトでのオープンイノベー 

           ションを通じて～」 

    Mr. Trevor Pawl  
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         Group Vice President, Planet M Pure Michigan  

         Business Connect and International Trade  

講演４ 「新しいモビリティとまちづくり」 

    末光 弘和 株式会社 SUEP 代表取締役・建築家  

講演５ 「IoT サービスの未来と Connected Cars の課題」 

    徳田 英幸 情報通信研究機構理事長・ 

                          慶応義塾大学客員教授  

参加申込みは、http://www.jterc.or.jp/topics/H29_topics.html 

 

-------------------------------------------------------------------- 

☆鉄道関係等諸情報をお送りします 

--------------------------------------------------------------------- 

島原鉄道へ財政支援継続、長崎県と沿線４市の連絡協 1 

鉄道通じ 郷土愛育む…ＪＲ東高崎支社 1 

大阪地下鉄社長に河井氏…パナソニック元専務 2 

筑波鉄道振り返る 開業 100 年企画展 桜川 3 

都市部と郡部で偏り大きく 鉄道乗車人数から見る千葉県の姿【地理再発見】 3 

両備・岡電「赤字バス 4割廃止」届け出の真意 4 

タクシー不足の地点、ＡＩが割り出す １５日から実施へ 7 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」

閣議決定 8 

5 年で乗降者数が伸びた首都圏鉄道ランキング 20 今後伸びる駅は？ 9 

＜北海道新幹線・奥津軽いまべつ駅＞二次交通バス利用不振 津軽観光の拠点になれ

ず 11 

シカと電車の事故を防げ！ 「シカ踏切」を知っていますか？ 12 

＜上野動物園＞モノレール開通６０年 ６０００万人の夢乗せ 13 

電車やバス不便？エコ通勤進まず 京都・舞鶴 14 

鉄道ファンの相鉄の駅長「我々は鉄道マニアの代表です！」 14 

ローカル私鉄めぐる恐ろしい指摘 脱線事故で運輸安全委が「異例見解」 16 
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