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モバイル・ベンチャー・メッセの基調講演
で「21世紀のコンピュータ・ネットワーク
社会」を語る東京大学教授の坂村健氏

先端技術情報の発信
ますます盛ん
目白押しのイベント開催
ＹＲＰで開催するシンポジウム等のイベン
トが急増している。特に、本年の２月から３

ト「第３回最先端情報通信フェア」。続けて

月にかけては、ワークショップや学会が目白

５日と６日には現在関心の高いミリ波通信に

押しに開催されて、ＹＲＰはＩＴ先端技術情

関する国際シンポジウム「TSMMW2001」の開

報発信のメッカとなった感がある。

催、７日〜９日には「電子情報通信学会移動

２月2
0日にＹＲＰで行なわれたワークショッ

通信ワークショップ」。22日と 23日には日経

プ ｢The 2nd International Workshop on

BP社と YRP研究開発協議会及びＹＲＰ推進協

Broadband Radio Access IP‑based Net

会が共催した「モバイル・ベンチャーメッセ

works｣では、欧州共同体（EU）の共同研究

2001」と息つく間も無いほどにイベントが続

プロジェクト BRAIN(Broadband Radio Ac

きＹＲＰから最先端の技術情報が発信された。

cess IP‑based Network)が、次世代 IP

ＹＲＰから世界に向けて発信されるこれら

ベースの広帯域無線アクセスネットワークの

の情報は、情報技術研究を刺激して研究を促

研究成果を発表した。

進させると同時に、ＹＲＰの国際的知名度も

続いて、３月１日〜８日にはアジア・太平
洋諸国の技術者をＹＲＰに招いて実施された、
ミリ波国際シンポジウム「TSMMW２００１」
展示会とポスターセッションの様子

平行して３日と４日にはＹＲＰ恒例のイベン

APT研修（４面に関連記事）があり、それと

ますます高めて行くことであろう。

携帯電話発達の歴史を講
議する電気通信大学中嶋
教授

『APT研修』
3月 1日〜 8日開催

『第３回最先端の
情報通信フェア 2001』
3月 3日〜 4日開催

レセプション風景

横須賀市役所を表敬訪問

フェアでは通信関連企業がブースを出展して企業説明を行なった

『TSMMW2001』
ミリ波国際シンポジウム

ミリ波に関する最先端の技術・
製品の展示会が併催で行な
われた

3月 5日〜 6日開催

盛り上がりを見せた
ポスターセッション
風景

慶応義塾大学
中川教授の基調講演

ポスターを前にして
熱のこもる意見交換
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『モバイル・
ベンチャー・メッセ 2001』
3月 22日〜 23日開催

「実践！モバイル・
コマース」と題され
て討論されたパネル
ディスカッション

受付風景

「E‑Buisiness、日本企業の新たな戦略とは」の権威者によるパネルディスカッション」

外国からも多数講演者が来日した）
写真は米国の AnderaHamilton氏）

先端技術の結晶ともいうべ
きロボットとワイヤレス技
術を融合させた「AIBO進
化論」の話も登場して注目
を浴びた。
講演したA
I
B
Oのお父さん？、
ソニーＥＲカンパニー・プ
レジデント 天貝佐登史
氏

ＮＴＴドコモの大星会長、松下通信工業倉本専務など 14
名の著名人による講演が行なわれた

本年２月から３月にかけてＹＲＰで開催されたイベント一覧
開催日

２月 2
2日

イベント名と内容

「B
R
A
I
Nワークショップ」
欧州共同体の研究プロジェクトがモバイル I
Pネットワークの研究成果を発表

３月１日
〜８日

「A
P
T研修」

３月３日
〜４日

「第３回最先端の情報通信フェア２００１」

３月５日
〜６日

「T
S
M
M
W２００１」

３月７日
〜９日

「電子情報通信学会移動通信ワークショップ」

３月 2
2日
〜2
3日

「モバイル・ベンチャー・メッセ ２００１」

ＹＲＰ研究開発協議会が委託を受けて実施したアジア太平洋諸国の技術者研修
著名人による情報通信に関する講演と通信関連企業 1
7社のプレゼンテーション

ミリ波通信に関する最新の研究成果が発表された国際シンポジウム。また、
併催でミリ波に関連した最新機器・デバイス等の展示会が 2
0社参加して開催

主

催

参加人員

BRAINプロジェクト
協賛ＹＲＰ研究開発協議会

1
8
4名

ＡＰＴ（委託を受けてＹＲＰ研究
開発協議会が実施を担当）

14ヶ 国の
14名の研修生

ＹＲＰ研究開発協議会とキャリア
デザインセンター（CDC）の共催

2600名の入場

総務省通信総合研究所と
ＹＲＰ研究開発協議会の共催

７ヶ国
250名

電子情報通信学会

4
0
0名

ＹＲＰ研究開発協議会及び
ＹＲＰ推進協会と日経ＢＰ社の
共催

2
8
0
0名

スペクトル拡散（ＳＳＴ）
、アンテナ・伝播（Ａ・Ｐ）
、無線通信システム（ＲＣ
Ｓ）
、マイクロ波（ＭＷ）の４研究部会合同で最新の研究成果 6
5件を発表。

ポスト・パソコン時代を創出する「モバイル」をテーマに、有識者の講演とパ
ネルディスカッション、ＩＴ関連企業・ベンチャー企業・ベンチャーキャピタ
ルのプレゼンテーション

3

アジア・太平洋諸国の人材育成に一役
APT研修を YRPで実施
アジア・太平洋の諸国が、ＩＴ

ment of Next Generation

がもたらす多大な利益を等しく共

Mobile Telecommunications

有する豊かな共存の実現に向けて

in Yokosuka Research Par

活動する国際機関「アジア・太平

k」 と題された研修には、別表に

洋電気通信共同体（APT＝ Asia‑

示す、14ヶ国から 14名の技術者

Pacific Telecommunity）」は、

や研究者が参加した。講師はＹＲ

加盟各国のＩＴ技術の発展を支え

Ｐ企画グループの主査である横浜

る人材育成のプログラムを毎年実

国大河野教授やその他の YRPに関

施しているが、本年の研修は APT

連 す る 研 究 者 が 務 め て 、IMT‑

より委託を受けてＹＲＰ研究開発

2000,MMAC,Mobile IP, ITS

協議会が３月１日〜８日の間ＹＲ

などの先端技術の講義と実習が６

Ｐで実施した。

日間に渡り、午前 10時から午後

挨拶する羽鳥会長

本年の「 Training Course
on Planning and Manage

５時まで連続するハードなスケ
ジュールで行なわれた。
期間中の土曜と日曜には、横須

講議する諸先生

賀市国際交流課の協力で鎌倉への
最先端の研究について説明を受ける

小観光旅行や横須賀市の一般家庭
を訪ねるホームビジットも行なわ

横浜国大
河野教授

れて、研修生は途中の息抜きとし
て日本の古都の情緒と家庭の味を
楽しんだ。
研修会は大きな成果を収めて無
事に終了して、各国の研修生は口々
に感謝の意を述べて帰国した。

電気通信大学 中嶋教授

今回の企画に携わった総務省総

東北大 安達教授

合通信基盤局国際部国際協力課木
本徹企画官、講師として参加した
電気通信大学中嶋信生教授、研修
生として参加した中華人民共和国
の南京郵電大学 Haiyang FU 教授
の３氏に依頼して感想文を寄稿し

研究所訪問(
T
A
OI
T
S
横須賀リサーチセンター)
熱心に聞き入る研修生

■研修に参加した各国の研修生
氏

名

国

籍

現

職

Mr.P.M PRADHAN

ブータン王国

ブータンテレコム開発局

Prof.Haiyang FU

中華人民共和国

南京郵電大学通信エンジニアリング部門部門長・教授

Mr.Anthony EKKA

インド

インド電話公社

課長

Mr.Donny NASUTION

インドネシア

郵電総局計画局

計画担当官

開発促進を目的に、31ヶ国の加盟国

Ms.Farzanch NAZEM

イラン

郵電電信電話省電気通信総局無線局免許担当専門官

と準加盟国４地域に 87社の民間企業

Mr.Vongdeuane THAMMAVONG

ラオス

通信 /運輸 /郵政 /建設省 郵便・電気通信部門課長補佐

が加わり組織された国際団体

Mr.Zahari Bin ISMAIL

マレーシア

通信・マルチメディア委員会周波数技術部調査監視官

Mr.Tsogterel GONCHIGDORJ

モンゴル

モンゴル通信会社 R
&
T
V
N部門

Mr.U Myo Tun

ミャンマー

ミャンマー郵電公社アヤワディ支局

Mr.Amrit Prasad SHRESTHA

ネパール

ネパール電気通信公社

Mr.Dimitry VILLAMU

ニウエ

テレコムニウエ

Ms.Luxmi DE LEON

フィリピン

運輸通信省通信プロジェクト上級通信開発担当官

APT＝ Asia‑Pacific Telecommunity
はアジア・太平洋地域の電気通信の
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局長

上級エンジニア
支局長補佐

新サービス部門マネージャー

交換部門

上級技術担当官

Mr.Twosaporn GETU‑ADISORN

タイ

郵電総局

Mr.Hung Van NGUYEN

ベトナム

電気通信総局第２地域郵便電気通信部

周波数管理局長
マネージャー

テーマは歴史でしたが、今後

の人であったと反省させられま

アジア太平洋地域に
おけるＩＴの普及に
向けて
今回の企画を推進された
総務省木本徹企画官
本年３月１日から３月８日まで

信技術等のＩＴがもたらす恩恵を

信技術研修」が成功裏に終了され

等しく享受するためには、その導

ましたことをお慶び申しあげます。

入を円滑に行い得る人材の育成が
急務となっています。

大きな恩恵を与え得るものと期待

昨年1
1月に東京で開催された「Ａ

されていることは申すまでもあり

ＰＴアジア太平洋情報社会サミッ

ませんが、特に、我が国では移動

ト」にて採択された「東京宣言」

体通信の利用が世界の最先端を進

においても、域内のデジタルディ

んでいます。

バイドの解消に向けたＩＴ分野の

入者数は、本年２月末時点で 6500

についてわが国がどのような研
究開発を行っているかという話

のかという非常に専門的な質問

を最後に少しつけ加えました。

大きな期待が寄せられています。

実施した「ＡＰＴ次世代移動体通

万を突破し、日常生活に不可欠な

Haiyang FU教授から CDMAと既
存のアナログ方式は共存できる

貰える難しさを実感しました。

しかし、域内の各国が、移動体通

我が国における移動体通信の加

の動向も話したかったので、 Ｉ
ＭＴ−２０００ と第４世代方式

もあり、参加者全てに満足して

の日程でＹＲＰ研究開発協議会が

ＩＴが、我々の経済社会に対し

した。逆に、「中華人民共和国の
南京郵電大学通信部門の部門長

人材育成が重要であるとの認識が
示されております。
こうした状況のもと、移動体通

Interesting APT
Training Course
in YRP
研修生として参加した
中華人民共和国南京郵電大学の
Hai
yangFU教授
I am very happy and lucky to

Apart from these impressing

have the opportunity to take part

lectures, we visited several key

in the APT training course, Plan

telecommunication laboratories

ning and Management of Next

in Japan, which had made us

Generation Mobile Telecommu

acquire some knowledge about

ものとして急速に普及が進んでお

信を取り巻く環境及び東京宣言を

り、本年５月には第３世代携帯電

受けた人材育成の場として、今回、

話（ＩＭＴ−２０００）のサービ

域内各国からの研修生の方々に、

ス開始が予定されております。

我が国の最先端の移動通信技術を

一方、アジア太平洋地域において

体験・習得する機会を提供できま

ty in the field of information and

also actively assisted in facilitat

も、移動体通信は、より便利な、

したことは、今後の域内における

communications

ing APT Training course.

より質の高い通信サービスへの需

ＩＴの普及促進に大きく寄与する

(ICT), it is my hope that I can

YRP is an excellent model of

要の高まりに応え得るものとして

ものと確信しております。

enhance my views on the 3rd

the research and development

and 4th generation mobile tele

organization.

communication technologies

searches and international ex

講義を終えて
『携帯電話発展の歴史と発展を可能に
した主要技術』の講義を担当された
電気通信大学 中嶋信夫教授

nication hosted by YRP R&D

the equipments of the 3rd gener

Committee.

ation mobile communication sys

As a teacher

worked with a Chinese universi
technology

tem. These famous laboratories

Many key re

and services to introduce what I

changes have been conducted

have learned to my colleagues

here, and I strongly believe YRP

and students in China. YRP has

will make a great contribution to

made great efforts to make this

ICT in the world.

course valuable and interesting

Finally, I would also like to ap

to the participants come from 14

preciate Yokosuka city for ar

APT member countries. The 3rd

ranging programs of sightseeing

generation mobile communica

and home visit on weekend.

次に、技術面の話に移り、ど

tion system will be in service in

Thanks to the hospitality of the

セルラーの歴史についてお話を

ういった技術が今迄の発展を支

APT member countries in the

volunteer citizens, all of the par

しました。始めは世界の中で第

え、携帯システムの小形・経済

一連の講義の最初に当たるので、

１世代、第２世代と携帯電話が

化を実現してきたのか、主要技

どのように進化してきたのか、

術について説明しました。中で

また日米欧の開発競争はどうであっ

も世代を追って進化したアクセ

たかについて紹介し、更にわが

ス方式、即ち FDMA、TDMA、CDMA

near future, and the preparation

ticipants enjoyed the activities

for its basic principle and system

and were very delighted to have

or network management will be

chance to know the living of the

vital in each country. Now the

people in Japan.

training course has been finish
ed, the well-prepared textbook,

Once again, I would like to ex
press my sincere thanks and

国で携帯電話が急激に発展した

を若干詳しく説明しましたが、

the excellent lectures and the

best wishes to all people in

経緯（民営化、競争原理の導入、

TDMAとは何ですかという質問に

hard working attitude of the lec

volved in this training course in

端末の売り切り、超小形携帯の

合い、改めて参加者が無線が専

turers have given me a deep im

YRP for their hard work and kind

出現、i‑mode）を説明しました。

門外の人を含めいろいろな立場

pression.

attitude to the participants.

APT研修
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ＹＲＰ共同研究の成果が標準規格に採用
60GHz帯ミリ波映像多重伝送システム
ＹＲＰでは研究開発協議会の会

ミリ波映像多重伝送は、大気中

員企業が参加するいくつかの共同

の減衰が大きい 60GHzの特性や広

研究グループがあるが、本年 3月

帯域の伝送に適した特性をうまく

に第１段階の研究を終了したミリ

利用し、一般の家庭内で地上波、B
S
、

波映像多重伝送共同研究グループ

C
Sさらには C
A
T
V等のテレビ放送波

（主査 小川博世 博士 ,ＣＲＬと８

を多重化して、天井反射、壁越し

社の企業が参加）の成果が、平成

等を利用して家庭の各部屋に無線

1
2年1
2月1
4日に電波産業会（A
R
I
B

伝送するもので、パーソナル化し

）の標準規格に採用された（ARIB

つつある家庭のＡＶエンターティ

STD‑T69
「特定小電力無線局ミリ波

メント機器の受信信号用配線が不

画像伝送用無線設備」
）
。

要になり、これまでの固定的な使

この研究は、総務大臣の諮問機

試作された送信機と受信機

い方から開放してよりパーソナル

関「電気通信技術審議会（会長西

な新しい楽しみ方の出現を可能に

沢潤一氏）」が平成 12年２月 28日

する。なお、主要なテレビ放送だ

に答申した「6
0
G
H
z帯の周波数電波

けでも多重化には約 1.7GHzの帯域

を使用する無線設備の技術的条件」

幅を必要とするが、ミリ波自己ヘ

の実現を期待できるシステムに関

テロダイン技術の提案により、技

するものである。

術的な見通しが得られている。

■共同研究に参加した研究機関と企業
一般の住宅に模して建てられ、

総務省通信総合研究所、 ＮＴＴアドバンステクノロジ、 沖電気工業、
三洋電機、 キャノン、 シャープ、 日本無線、 日立国際電気、
富士通カンタムデバイス

ミリ波多重伝送の実験に使用された実験棟

YRPベンチャー棟（仮称）入居募集始まる

とで、YRPの研究・開発の幅が広
がり一段と活性の度合いを増す

本年７月の入居開始を目指し
て建設が進められているＹＲＰ

と共益費月額 1,104円（

された。

が必要となるが、一定の条件を

ベンチャー棟についての詳細な

ベンチャー棟（仮称）の賃貸条

発表された月額の賃料は、ブー

満たした上で、横須賀リサーチパー

問合せは、横須賀リサーチパー

件等が決まり入居の募集が始まっ

スで仕切られた１階の 50,000円

ク推進協会の事業計画審査で認

ク推進協会及び京浜急行電鉄㈱

た。３月 22日と 23日に開催され

（共益費込１ブースの賃料）と部

められた入居者は優遇賃料の適

企画開発部 YRP事業推進課で受

用が受けられる。その場合月額

け付ける。

たＹＲＰ恒例のイベント「モバ

6

F
単価）

ことを望みたい。

ベンチャー支援策の詳細が発表

屋面積が最大 450 F
か ら最小 18

イル・ベンチャー・メッセ」の

F
(約 )に分かれる２階〜４階の

コラボレーションフォーラムで

3
8室は 4
,
3
0
0円 ( 単
F価 )である。

賃貸料や入居者に提供が予定さ

また、２階〜４階には賃料の他

れるサービスの数々とＹＲＰの

に敷金（月額賃貸料の６ヶ月）

の賃料は 3,449円（

F
当 り）に

割り引かれる。
独創力に富み活力溢れるベン
チャーが新たに YRPに加わるこ

Tel 0468-40-4100
Fax 0468-40-4101
E-Mail:venture@fa2.so-net.ne.jp

TAOの委託研究が終了

ＧＩＳ高度化検討協議会設立
ＹＲＰ１番館に近く開設され

図や空間の電子化された情報と

る「横須賀ＧＩＳ支援センター」

自然・社会・経済などの属性デー

チームが通信・放送機構（ＴＡ

ループウェアの開発に置かれた。

(下部に関連記事)に関連して「横

タ−を重ねて、運輸面での車の

Ｏ）が公募した平成1
2年度の「地

研究の成果として、介護サービ

須賀市ＧＩＳ高度化検討協議会」

走行管理や災害時の救援活動、

域提案型研究開発」に応募して

スの介護人が、訪問先からモバ

が設立された。

観光案内など、自治体や民間が

採択され、研究費の支給を受け

イル環境で医師やセンターのケ

協議会の会長には東京工業大
学の大山教授が就任し、メンバー

ＹＲＰで組織された共同研究

祉分野の統合的なモバイル・グ

利用する幅広い利用技術の開発

て進めていた研究「介護福祉分

アマネージャー等の専門家と動

と普及が見込まれている。

野に置ける高速モバイルマルチ

画像やデーター通信で同時に最

はＧＩＳに関連する企業 26社と

産学官の有識者で組織された

オブザーバーとして総務省、通

協議会では、誰にでも分かり易

信・放送機構 (ＴＡＯ )
、横須賀

い新しいＧＩＳの利用技術の研

この研究を行ったのは、⑭神

市が参加している。

究開発を目的に、
「自治体アプリ

戸製鋼電子技術研究所の楢崎博

メディア通信技術」の共同研究

大４箇所を結んでの会議や、セ

が終了した。

ンターからの介護人への指示連
絡、訪問先から介護の作業日報
をセンターへ伝送して記帳する、

ＧＩＳ (Geographic Infor

ケーション技術」
「物流ＧＩＳ技

司博士を代表研究者とする研究

などのマルチメディア通信シス

mation System)は政府も「国

術」
「ネットワーク型高精度位置

コンソーシアムで、メンバーの

テムが完成して、実証実験も横

土空間データ−の基盤整備及び

測位技術」「共通基盤設備技術」

共同研究者には、東京工業大学

須賀市の福祉行政機関の協力で

ＧＩＳの普及促進に関する長期

の４つの作業部会に分かれて、

大山永昭教授、⑭ＮＴＴドコモ

実際に介護医療の現場で行なわ

計画」を立案して普及の促進に

支援センターの研究施設を使用

新美英樹、横須賀市北健康福祉

れてその有用性が確認された。

力を注いでいるＩＴ技術で、地

して研究開発を進める。

センター泉谷洋子の各氏が参加

は研究報告書を纏め中であるが、

した。
研 究 の 目 的 は 、 高 速 LANや

YRP５番館の建設
ＹＲＰの新しい研究棟「ＹＲ
Ｐ５番館（仮称）
」の建設が進ん

周辺に分散している研究・開発
要員 1200名を終結して大規模な

20,316 F
の 規模を有する５番

開発部隊を編成して次世代携帯

館は、京浜急行電鉄が施主とな

電話開発の一層の効率化を図る。

り建設しているＲ＆Ｄオフイス

富士通の新Ｒ＆Ｄセンター開

ビルで、１年後の 2002年３月に

設は、ドコモ、松下通信工業に

竣工の予定となっている

続く３番目のＹＲＰ大規模Ｒ＆

１棟を丸ごと賃借して入居する。

近くＴＡＯの主催により研究発

IMT−２０００を想定した高速

表会が行なわれてその成果が公

モバイル通信を中心に、介護福

表される予定である。

富士通は、同社川崎工場とその

でいる。10階建、延べ床面積

５番館には富士通株式会社が

現在、研究コンソーシアムで

Ｄセンターとなる。

横須賀 GI
S支援センター稼動開始
ＹＲＰに新しい共同利用型の
研究開発施設が開設される。通
信・放送機構（ＴＡＯ）は本年

で大きな役割を果たす事が期待
される技術である。
ＹＲＰに新設された研究設備

の当初から１番館の４階に「横

では、大容量の地図や画像デー

須賀ＧＩＳ支援センター」を開

タの高速伝送や蓄積 /検索技術、

設する準備を進めていたが、こ

ネットワーク型高精度測位設備

のたび整備が終了して４月中の

と連動した様々なアプリケーショ

オープンが予定されている。
ＧＩＳ (Geographic Infor

ンなどの幅広いＧＩＳの研究開
発が行える。同様の施設はＹＲ

mation Systems)は電子地図情

Ｐの他に宇治市と那覇市にも開

報に住民台帳や地籍の情報など

設されて全国で３箇所のセンター

と移動体の高精度位置測位情報

が同時にオープンの予定。

（ＤＧＰＳ）を付加して通信で利

施設は、平成 1
3年度〜 1
6年度

用する IT技術のことで、物流、

まで４年間ＴＡＯが運営し、民

環境保全、救急医療、福祉、観

間企業・大学・自治体などの団

光、等々、社会経済活動や地方

体及び個人のＧＩＳの研究者に

自治体の行政などに広範な分野

開放される。

問合せ先：通信・放送機構

研究推進部研究推進課 (Tel.03‑3769‑6853)
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E
VE
NT案内
ＹＲＰ「ＧＩＳセミナー」開催

「WPMC'
01」プログラムの発表

ＹＲＰ研究開発協議会は、５月 25日にＧＩＳに関するセミナーを

ＹＲＰの国際学会「WPMC
（Wireless Personal Multimedia Com

開催する。ＧＩＳ (Geographic Information Systems)は近年著しい

munications）」は本年９月に第４回シンポジウム「WPMC'０１」が

技術革新がありこれからの社会経済の発展に大きな役割を果たすも

デンマークのオルボー市で開催されるが、このほどそのプログラム

のとして期待が高い。

の概容が現地の組織委員会より発表された。

セミナーでは次のプログラム案に示すように、ＧＩＳの先端的研
究の事例が発表される予定である。

発表によると、優秀論文の表彰や「ワイヤレス IP」のスペシャル
セッションなど多彩な内容が盛り込まれている。発表を原文のまま
次に掲載する。

日 時：平成 1
3年 5月 2
5日（金）P
M
1
：3
0〜 5
：3
0

FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON
WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

場 所：横須賀市光の丘 3
‑
4 ＹＲＰ１番館
【プログラム案】

September 9-12, 2001
Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg, Denmark

基 調 公 演 「地理情報システム (ＧＩＳ )の利用と研究開発」

Award Papers:

講師／東京大学空間情報科学研究センター

Six papers will be selected for the "Best Paper Award" among the contributed
papers.
There will also be "Best Student Paper Award"

教授 柴崎 亮平
研究事例１ 「ネットワーク型高精度測位技術を活用した物流ＧＩＳ」
講師／日立造船情報システム⑭・⑭セイノー情報サービス
・三菱電気⑭・⑭デンソーのうち１名 (折衝中）
研究事例２ 「総務省 ３次元ＧＩＳの研究開発（デモンストレーション）
」
講師／総務省情報通信政策局宇宙通信調査室 (折衝中）

Wireless Personal Communications:
An International Journal
Twenty papers including Award Papers will be selected for publication in a spe
cial issue. "Latest Trend in Wireless Communications".

Special Sessions:
Special Sessions on "Hot Topics" will be organized. Especially, there will be
special session on "Wireless IP".

Panel Sessions ／ Workshops ／ Tutorials :
Interested persons are invited to submit proposals for panel sessions ／ work
shops ／ tutorials to the Symposium Secretariat, latest by April 30, 2001.

研究事例３ 「ＧＩＳの行政活用と研究開発支援」
講師／横須賀市企画部情報政策課

Social Events:

課長 廣川 聡美

Sunday Sept. 9, 2001 : Welcome reception 18.00-20.00 hrs
Monday Sept. 10, 2001 : Mayor's reception 18.30-21.00 hrs
Tuesday Sept 11, 2001 : Award Banquet 18.30-23.00 hrs

産学官交流シンポジウムの開催

Special social program will be arranged for the spouses.

Her Royal Highness Princess Alexandra is the Patroness of
WPMC'01 and will open the WPMC'01 on Sept.10, 2001

「第３回 YRP移動体通信産学官交流シンポジウム２００１」のプログ
ラム概要が定まり近く PreliminaryProgramが発表される予定である。
本年の開催は７月 17日 (火 )〜 18日 (水 )に予定され、例年と同じ

ふれあいマーケットの開催

く平成 13年度情報通信月間参加行事として行なわれる (現在申込み
中 )。

ＹＲＰ恒例のフリーマーケットが４月 2
8日の土曜日に開催される（雨

産学官の交流促進により情報の共有化を進展させ、引いては提携や

天は中止）
。ＹＲＰセンター広場とその周辺には例年と同様にフリーマー

研究成果の実用化に繋げるなど、企業と大学の研究活動を活性化する

ケットの店が並ぶ予定であるが、昨年は出店申込みが予定スペースの５

狙いを持つこのＹＲＰのシンポジウムはユニークな内容で最近注目さ

倍も殺到して熾烈な競争に勝ち残った超優良店 (
？ )ばかりがずらりと並

れつつある。

ぶ賑わいぶりであった。

今年は新しい試みとして特別セッション「研究室紹介」の予定があ

その他にも三浦半島特産の農・水産

り、大学におけるＴＬＯの活動や大学から企業に移転可能な知的財産

物の特別価格販売など盛りたくさん

などの紹介も行なわれる。また、産学官それぞれを代表するパネリス

の催しが準備される。ＹＲＰの研究者

トが意見交換するパネルディスカッションもありバラエティに富むプ

の方々も休日の１日を仕事を離れて

ログラムが用意される予定。

ＹＲＰで過ごして、地域住民とのふれ

(詳細は http://www.yrp.co.jp/event/aigへ )

あいを楽しまれては如何でしょうか
昨年のフリーマーケット風景

【編集・発行】

横須賀リサーチパーク推進協会
〒239‑0847 横須賀市光の丘５

TEL：046
8‑40‑4100 FAX：0468‑40‑4101

横須賀リサーチパーク研究開発協議会
〒239‑0847 横須賀市光の丘３ー４

TEL：046
8‑47‑5008 FAX：0468‑47‑5010

(
株)横須賀テレコムリサーチパーク
〒239‑0847 横須賀市光の丘３ー４
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TEL：046
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