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24/February/2023, 2:30～6:00PM (JST)

【Opening remarks／開会挨拶】
Dr. Hide SAKAGUCHI (President, OPRI-SPF)
阪口 秀（笹川平和財団海洋政策研究所長）

【Introduction to the Forum／趣旨説明】
Dr. Tomonari AKAMATSU (Director, OPRI-SPF)
赤松 友成（笹川平和財団海洋政策研究所海洋政策研究部長）

【Keynote Speech／基調講演】
RADM Tsuguo AWAI (Japan Coast Guard/IALA Councilor for Japan)
粟井 次雄 (海上保安庁／国際航路標識協会理事)

【Session 1: Construction of Infrastructure/System／
セッション①（インフラ・システムの構築・整備）】

Mr. Lars MOLTSEN (Sternula)
Mr. Peter BERGLJUNG/ Mr. Magnus Nyberg (Saab)
Mr. Hans Christian HAUGLI (Space Norway)
Mr. Akira SHISA（志佐 陽）(IHI)
Mr. Takayoshi FUKUYO（福代 孝良）(ArkEdge Space)
Mr. Koichi NISHIMURA（西村 浩一）(TST)

【Session 2: Operation, Business Model and Training／
セッション②（実利用・ビジネス化促進・トレーニング）】

Ms. Jillian CARSON-JACKSON (JCJ Consulting)
Mr. Yoshihiro SANO（佐野 義浩）(MOL Techno-Trade)
Prof. Dr. Axel HAHN (German Aerospace Center)
Dr. Koichi YOSHIDA（吉田 公一）(OPRI-SPF)

【Closing remarks／総評】
Dr. Tomonari AKAMATSU (Director, OPRI-SPF)
赤松 友成（笹川平和財団海洋政策研究所海洋政策研究部長）
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RADM Tsuguo AWAI (Japan Coast Guard/ IALA Councilor for Japan)

Mr. Lars MOLTSEN (Sternula)
Mr. Lars Moltsen is a Danish tech entrepreneur and one of two
founders of Sternula. Mr. Moltsen holds a master’s degree in
Computer Science and Mathematics from Aalborg University. He
started his professional career as a software and algorithm
developer in 1996. Gradually, he changed focus to applications
within telecommunications and space. After a number of years at
Nokia, he started his first company in 2003, and Sternula is his
fourth and latest start-up. Over the years, Lars Moltsen has
contributed to a range of international R&D projects and published
more than 20 conference articles, journal papers, and patents.

粟井 次雄 (海上保安庁／国際航路標識協会理事)

てキャリアをスタートさせた。その後、徐々に通信・宇宙分野での応用に注力するようになり、ノキア社
で数年間勤務した後、2003年の最初の起業を経て、Sternulaが4つ目の企業となる。長年にわたり、さま

ざまな国際的研究開発プロジェクトに貢献しており、20以上の会議論文、雑誌記事、特許を発表している。

RADM AWAI started his professional career in 1984 after graduating
from the Coast Guard Academy and was given a first assignment on
board JCG cutter as a radio officer. Since then, he has engaged in
a variety of shore/sea services of the JCG across the country. He
has served the Maritime Safety Division of the International
Maritime Organization in London from 1989 to 1991 as a professional
officer in charge of GMDSS, SAR and STCW.
He retired from the Coast Guard in March 2022 and was re-assigned
to the present senior post responsible for maritime security and
international strategy, including Japan’s MDA policy making and
the maritime surveillance UAV program. He is also serving the JCG
maritime traffic safety services as the IALA Councilor for Japan.

海上保安大学校を卒業後、1984年に海上保安庁の巡視船に無線担当として配属される。その後、海上保安
庁の陸上・海上業務に従事し、現在に至る。1989年から1991年までロンドンの国際海事機関海上安全部に
勤務し、GMDSS、SAR、STCWを担当する専門官として活躍。2022年3月に海上保安庁を退職し、日本のMDA政
策立案や海上監視UAV計画など、海洋安全保障や国際戦略を担当する現職に着任した。また、海上保安庁
の海上交通安全業務に国際航路標識協会理事として従事している。

ラース・モルトセン（Sternula）
ラース・モルトセン氏はデンマークの技術系起業家で、Sternula社の2人の
創業者のうちの1人。オールボー大学にてコンピューターサイエンスと数学
の修士号を取得。1996年にソフトウェアとアルゴリズムの開発者とし



Mr. Peter BERGLJUNG (Saab)
Mr. Peter Bergljung has been working with AIS since 2000 and VDES
since 2012. Peter holds a Master of Science in Digital Control from
Linköping University in Sweden. Currently Peter have a position as
Strategy and Product Portfolio Director at Saab AB TransponderTech.
Peter is also the co-chairman of VDES Alliance. Peter’s expert
areas are radio communication, guidance and Control and inertial
navigation.

ペーター・ベルクユンク（Saab）
ペーター・ベルクユンク氏は、2000年からAISに、2012年からVDESに関わる
活動を行っている。スウェーデンのリンショーピン大学でデジタル制御に
関する理学修士号を取得。現在、Saab AB TransponderTechで戦略および製
品ポートフォリオ・ディレクターを務めるとともに、VDESアライアンスの
共同議長も務めている。専門分野：無線通信、誘導制御、慣性航法。

Mr. Magnus Nyberg (Saab)
Mr. Magnus Nyberg started his work with AIS in 1997 as systems
engineer/product manager and was actively part in the development
of the AIS standards and products, such as the Saab R3, R30, R4 and
R40. He left the AIS community in 2013 for development of products
using the RF spectrum for transfer power for telecom, automotive
and aviation applications. Magnus is since 2021 back at Saab and
the AIS community. Magnus has a background as hydrographic
surveying officer at Swedish Maritime Authorities, he also holds a
Master of Science in Industrial Electronics from Royal Institute of
Technology in Sweden. Currently Magnus have a position as Sales
Director at Saab AB, TransponderTech.

マグヌス・ニーバーグ（Saab）
マグヌス・ニーバーグ氏は1997年にシステムエンジニアおよびプロダクト
マネージャーとしてAISに入社し、AIS規格の策定のほか、Saab R3、R30、
R4、R40などの機器の開発に参画した。2013年にAISのコミュニティを離れ、
通信、自動車、航空アプリケーションの電力伝送にRFスペクトルを使用す
る製品の開発に従事した。2021年、SaabおよびAISコミュニティに復帰して
いる。スウェーデン海事局で水路測量官を務め、スウェーデン王立工科大
学で産業電子工学に関する理学修士号を取得。現在、 Saab AB
TransponderTechでセールスディレクターを務めている。



Mr. Hans Christian HAUGLI (Space Norway)
Mr. Haugli has more than 30 years experience in designing,
deploying and operating low data rate systems for the European
Space Agency, Inmarsat, Vistar Telecom and Space Norway. He led a
team at Inmarsat that developed the first Inmarsat-C prototype in
1985, this system became a low cost entry to GMDSS which still has
around 250,000 users. At Space Norway, he and his colleague dr.
Løge concluded that LEO VDE-SAT would be well suited for provision
of maritime digital services in the Arctic. Strong national support
led to the launch of NorSat-2 with a VDE-SAT payload in 2017. ESA
awarded Space Norway several VDE-SAT contracts and Haugli and Løge,
prepared system analysis, specifications and test reports for IALA,
ITU and the World Radio Conference which in 2019 allocated VHF
frequencies to the satellite component of VDES. The VDE-SAT ITU
standard 2092 was approved in 2022.

Mr. Akira SHISA (IHI)
Mr. Akira SHISA graduated from Tokyo University in March 1987(Naval
Architecture and Marine Engineering). In 1987, he entered in IHI
Corporation, Space Development Division and joined the design team
of the Japanese Experiment Module for the International Space
Station. In 2003, he entered in IHI Aerospace Inc and in charge of
propulsion systems for the Japanese transfer vehicle, satellites,
and stratospheric platforms (airships). Also assigned as manager of
GX launch vehicle, the first rocket led by a private company. In
2014, he returned to IHI Corporation. Also assigned as manager of
GX launch vehicle, the first rocket led by a private company. In
2014, he returned to IHI Corporation. He was assigned as General
Manager of Sales and Marketing Group and in charge of business
development of space utilization, such as Maritime Domain Awareness,

志佐 陽（IHI）
昭和62年、東京大学工学部船舶工学科を卒業し、石川島播磨重工業株式会社（現IHI）に入社。国際宇宙
ステーションの設計に参加する。平成15年、株式会社IHIアエロスペースへ出向し、宇宙ステーションへ
の輸送機「こうのとり」、衛星「いぶき」や、成層圏プラットフォーム（飛行船）の推進システムを担当。
また、民間初主導の新型ロケットとなるGXロケット開発の技術とりまとめを担当。平成26年、株式会社
IHIに復帰し、営業グループ部長を拝命。宇宙利用の事業開発などを担当し、AISデータ利用事業を開始。
平成30年、宇宙開発事業推進部事業企画グループ部長を拝命し、VDESや森林管理など宇宙を活用した社会
課題解決の事業化に取り組んでいる。衛星VDESコンソーシアム代表幹事。

ハンス・クリスティアン・ハグリ（Space Norway）
ハンス・クリスティアン・ハグリ氏は、欧州宇宙機関、インマルサット、ビスターテレコム、スペースノ
ルウェーにおいて、低データレートシステムの設計、実装、運用に関する30年以上の経験を有している。
インマルサットでは、1985年に最初のインマルサットCプロトタイプを開発するチームを率いた。このシ
ステムはGMDSSへの低コスト参入の端緒となり、現在でも約25万人のユーザーを抱えている。Space
Norwayでは、同僚のローゲ博士とともに、LEO VDE-SATが北極圏での海上デジタルサービスの提供に最適
との結論を踏まえ、政府の強力なサポートを受けて、2017年に大極域VDE-SATペイロードを搭載した
NorSat-2の打ち上げを実現させている。
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Space Situation Awareness. At that time, start AIS data business. In 2018, He was assigned as
General Manager of Business development Group and started the business development for solving
social issue using space such as VDES or Forest Management. Chair of Satellite VDES Consortium.



Mr. Takayoshi FUKUYO (ArkEdge Space)
Mr. Takayoshi Fukuyo is the CEO of ArkEdge Space Inc. He founded
Space Edge Lab (currently ArkEdge Space Inc.) in 2018 after his
career as an expert at the National Space Policy Secretariat, the
Cabinet Office and as a JICA expert. He was also an official at the
Ministry of Foreign Affairs and the Cabinet Office’s Space
Development Strategy Secretariat. He has experience in
international cooperation work in forest, marine and natural
resource management in South America and Africa. In the Cabinet
Office, he engaged in international cooperation concerning outer
space development and its use in South America, Asia, the Middle
East and Africa. Currently he is promoting the development and
commercialization of 6U size nano-satellite constellations for IoT
communications and earth observation. As for VDES satellites, he is
working to develop the basic infrastructure for future vessel
identification, safe navigation and maritime digital transformation
(DX) through the realization of early in-orbit demonstrations.

福代 孝良（アークエッジ・スペース）
アークエッジ・スペース代表取締役CEO。内閣府宇宙政策委員会専門委員。JICA専門家、外務省、内閣府
宇宙開発戦略事務局を経て、2018年に株式会社スペースエッジラボ創業（現:株式会社アークエッジ・ス
ペース）。南米、アフリカ地域の森林・海洋・自然資源管理の国際協力業務に実績。内閣府では、南米・
アジア・中東・アフリカと宇宙利用に関する国際協力業務に従事してきた。現在は、IoT通信や地球観測
に対応した６Uサイズの超小型衛星コンステレーションの開発、事業化を進めている。VDES衛星について
も、早期の軌道上実証の実現を通じて、今後の船舶識別、安全航行、海洋デジタル化に向けた基盤インフ
ラ整備に取り組む。

西村 浩一（東洋信号通信社）
1981年、東京商船大学商船学部航海学科卒業。大学卒業後、日本を代表する航海機器メーカーのひとつで
ある株式会社東京計器に入社。航海機器から、VTSシステムインテグレーションなど幅広い製品開発に携
わる。2018年、航行の安全を目的とした情報サービスを提供し、日本の主要港の港湾業務の効率化に大き
く貢献する株式会社TSTにCTOとして入社。IALAの活動にも参加しておりVTS委員会とENAV委員会のメンバ
ーである。また、VDES Allianceのボードメンバーでもある。

Mr. Koichi NISHIMURA (TST)
Mr. Koichi NISHIMURA graduated from Tokyo University of
Mercantile Marine in the faculty of navigation in 1981.
After graduating university, he joined TOKYO KEIKI INC.
which is one of the leading manufacturers of navigational
equipment in Japan. He involved in a wide range of product
developments not only navigational equipment but VTS
system integration. In 2018, he joined TST Corporation
which provides information services for the purpose of
safety of navigation and contributes a lot to the
efficiency of port operation in major ports in Japan. He
holds a CTO position in TST Corporation. He is active in
IALA on the VTS committee and the ENAV committee. Also, he
is a board member of the VDES Alliance.



Ms. Jillian CARSON-JACKSON (JCJ Consulting)
A transplanted Canadian, now living in Australia, Jillian has
almost four decades of experience in the maritime industry. She
has experience both afloat and ashore, she has management
experience in different government areas, including aids to
navigation (AtoN), Vessel Traffic Services (VTS), shore station
radio operations, regulation of maritime pilots, vessel tracking
and maritime technology related fields. She is passionate about
education and training, diversity, equity and inclusion, with a
focus on the maritime industry. Jillian continues to work on
matters related to the digitalisation of the maritime industry,
risk assessment and mitigation, and maritime education and training.
She is a Director of GlobalMET, an adjunct senior researcher with
the University of Tasmania (Australian Maritime College) and a
Board member of Captains without Borders. Jillian is the immediate

ジリアン・カーソン＝ジャクソン（JCJコンサルティング）
ジリアン・カーソン＝ジャクソンは海事産業において約40年の経験を有し、航路標識（AtoN）や船舶交通
サービス（VTS）、陸上無線操作、水先人の規制、船舶追跡、海事技術関連分野などに関する行政分野で
の多くの管理経験を有している。また、海事産業を中心に、教育・訓練、DEI（多様性、公平性、包括
性）に情熱を注いでおり、海事産業のデジタル化、リスク評価と軽減、海事教育・訓練に関連する事柄に
取り組み続けている。Global METのディレクターやタスマニア大学の非常勤上席研究員、Captains
without Bordersの評議員を務めるとともに、Nautical Institute (International)の前会長であり、NI
南オーストラリア支部の会員として活躍している。彼女が有する経験や見識は高く評価されており、王立
航海協会と航海協会の両方からフェローシップを授与されている。長年にわたって、海事分野におけるデ
ジタル通信の普及に努めており、VDESもそのうちの１つである。

Mr. Yoshihiro SANO (MOL Techno-Trade)
After graduating from the Electronic Navigation Laboratory, Tokyo
University of Mercantile Marine, in 1988, Mr. Yoshihiro SANO joined
Toshiba Corporation. First, he started the career as a radar
engineer. Then, he was transferred to the sales division and was
mainly involved in the defense system for the Air Self-Defense
Force for about 20 years. After that, he worked in gallium nitride
semiconductor sales, building electricity, Building Energy
Management Systems, and Smart-City-related businesses. He then
joined MOL Techno-Trade in October 2019. He is mainly in charge of
navigational instruments maintenance, DX, data utilization, and
cyber security measures for commercial vessels.

佐野 義浩（商船三井テクノトレード）
1988年に東京商船大学航海学科電子航法研究室を卒業し、株式会社東芝にレーダーの技術者として入社。
その後、営業部門に異動し主に航空自衛隊の装備品に従事。窒化ガリウム半導体の営業、ビルの受変電設
備、BEMS、スマートシティ関連の事業に携わった後、輸入専門商社で1年半勤務した後、2019年10月に商
船三井テクノトレード株式会社に入社。航海計器の維持整備を主に、商船のDX、データ活用、サイバーセ
キュリティ対策にも取り組んでいる。

Past President of the Nautical Institute (International) and an active member of the NI South
East Australia branch. Jillian’s expertise in navigation, education, vessel tracking, and
maritime radio communication technology has been recognised by the award of Fellowships with
both the Royal Institute of Navigation and the Nautical Institute. For many years Jillian has
been promoting digital communications in maritime, including VDES.
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Prof. Dr. Axel HAHN (German Aerospace Center)

アクセル・ハーン（German Aerospace Center）
アクセル・ハーン教授は、2020年6月に設立され、2022年1月1日に発足したDLR Institute of Systems
Engineering for Future Mobilityの所長を務めている。このポストに就くまで、オルデンブルク大学の
「システム分析・最適化」グループ長などを務め、海上輸送システムに関する研究をコーディネートして
いた。また、オルデンブルクコンピュータ科学研究所（OFFIS）の理事を長年にわたって務めた。また、
Maritime Connectivity Platform Consortiumの創設メンバーであり、IALA（International Association
of Lighthouse Authorities）のData Exchange and Harmonizationワーキンググループの議長も務めてい
る。海上輸送システムのための信頼性が高く持続可能なITアーキテクチャの機能性と実用性を実証するた
めに必要な、効率的な方法やツールを新たに開発すること、そしてそれに関わる設計・シミュレーショ
ン・解析について、DLRでは主に取り組んでいる。さらに、ハーン教授と彼のチームは、次世代の輸送シ
ステム導入のための主要な課題として、信頼性の高いシステムの進化を研究開発している。

吉田 公一（笹川平和財団海洋政策研究所）
神戸大学および横浜国立大学の客員教授を務めるとともに、1980年代半ば
からIMOのGMDSS（Global Maritime Distress and Safety System）に取り
組んでいる。また、1980年代中頃からCOSPAS-SARSATの活動にも参加。IMO
の小委員会や専門家グループ、ISOやIECの小委員会や作業部会で議長を務
める。2015年よりOPRIにてVDESの開発に従事、2020年よりIALA E-NAV委員
会に参加。

Prof. Dr.-Ing. Axel Hahn is the director of the DLR Institute of
Systems Engineering for Future Mobility, which was founded in June
2020 and has been in existence since January 1, 2022. Until taking
up this post, he was, among other things, head of the "System
Analysis and Optimization" group at Carl von Ossietzky University
of Oldenburg, where he coordinated research into maritime
transport systems. In addition, Prof. Hahn served for many years
as a member of the board of the Oldenburg computer science
institute OFFIS. Prof. Hahn is a founding member of the Maritime
Connectivity Platform Consortium and chairs the Data Exchange and
Harmonization working group of IALA (International Association of
Lighthouse Authorities). His research activities at the DLR are
focusing on the design, simulation, and analysis as well as the
development of new, efficient systems engineering methods and
tools for proving functionality (verification) and practicality
(validation) of reliable and sustainable IT architectures for
maritime transportation systems. In addition, Prof. Hahn and his
team are researching and developing the evolution of trustworthy systems as the main
challenges for the introduction of future generations of transport systems.

Dr. Koichi YOSHIDA (OPRI-SPF)
Dr. Koichi Yoshida, visiting professor of Kobe University and
Yokohama national University, has been working on IMO GMDSS (Global
Maritime Distress and safety System) since middle of 1980s. He also
joined activities of COSPAS-SARSAT since middle of 1980s. He
chaired Sub-Committee and various working and expert groups of IMO,
and Sub-Committees and working groups of ISO and IEC. Since 2015,
he has been working for the development of VDES at OPRI, and since
2020 he has joined IALA E-NAV Committee.
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the Sasakawa Peace Foundation (OPRI-SPF)
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