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片山総務大臣が
ＹＲＰをご視察
片山総務大臣が、平成 13 年９月 28 日 ( 金 ) に、ＹＲＰをご視察された。
横須賀市

沢田市長、通信総合研究所

飯田理事長、ＹＲＰ推進協会

甕

会長等からＹＲＰ及び通信総合研究所の概要説明が行われた後、ＹＲＰ１
番館の通信総合研究所における研究状況、電波暗室、ＹＲＰホール、ＹＲ
Ｐ地区内の各研究施設、ＮＴＴドコモＲ＆Ｄセンター、ＮＴＴ横須賀研究
開発センターをご視察された。
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第４回国際移動通信シンポジウム

ＷＰＭＣ'01
デンマーク国・オールボー市で
開催される

景山総務大臣政務官のスピーチ

第４回国際移動通信シンポジウム（Ｗ

本における将来の移動通信システム｣

ＰＭＣ '01）が、去る９月９日から

の演題で、新世代モバイルシステム

12 日まで、デンマーク国オールボー

実現へ向けた我国の取組み状況を講

市において約 30 か国から 400 名を越

演されたことに対し参加者は強い関

す多数の参加を得て成功裏に実施さ

心を示した。

れた。我国からは、研究者や技術者

今回のＷＰＭＣ '01 開催に当たっ

に加えて、ＹＲＰ推進協会及びＹＲ

ては、総務省、デンマーク大使館を

Ｐ研究開発協議会による訪問団が派

始め開催地のオールボー大学（ＷＰ

遣されるなど、総勢で 100 名規模の

ＭＣ'01 組織委員長 プラサド教授、

参加になった。

同論文委員長

ＷＰＭＣ会議は、国際的な産学官

国
際
交
流

と 2001 年１月に研究交流覚書締結）、

ク研究開発協議会と独立行政法人通

オールボー市などから多大のご尽力

信総合研究所（ＣＲＬ）が共催で毎

をいただいた。

年実施している催しである。今回は、

次回ＷＰＭＣ '02 は、2002 年 10 月

1998 年のＹＲＰ、1999 年のオランダ

27-30 日の間、米国ホノルル市で、

国アムステルダム市、2000 年のタイ

2003 年には横須賀市で開催の予定に

国バンコク市での開催に続き、第４

なっている。

回目であった。
９月 10 日の開会式は、デンマーク
国アレクサンドラ王女ご臨席の下、
ＹＲＰ研究開発協議会の羽鳥会長及
びＣＲＬの飯田理事長より主催者挨
拶のあと、景山総務大臣政務官、デ
ンマーク国情報技術研究省の Wang 部
長よりご来賓の挨拶をいただき盛大
会議では、基調講演６件、技術発
表 177 件、ポスター発表 92 件、パネ
ル６セッション、チュートリアル 10
セッションが行われ、無線通信に関
する最新の技術成果の交流が活発に
行われた。総務省 鬼頭電波部長が ｢日
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ＮＯＶＩサイエンスパーク（ＹＲＰ

連携促進のため、横須賀リサーチパー

に行われた。

ＹＲＰブース

アンダーセン教授）、

国
際
交
流

アレクサンドラ王女

オープンセレモニー

プラサド教授

羽鳥会長

飯田理事長

鬼頭電波部長

優秀論文の表彰

ビジネス交流事業
ＷＰＭＣ '01 の開催に合わせ、ＩＴ
分野におけるデンマークと日本企業の
ビジネスマッチングを行った。ＮＯＶ

ＮＯＶＩサイエンスパーク訪問

ＩサイエンスパークとＹＲＰとの研究
交流覚書の事業として、またＪＥＴＲ
Ｏ横浜の事業として横須賀・ＹＲＰと
北ユントラント県・ＮＯＶＩとの L ocal

to

L o c al 事業として行ったも

のである。本年６月に東京とＹＲＰに
おいて開催したプレイベントとの組み
合わせにより、日本及びデンマーク企
業のビジネス交流に寄与した。
ビジネス交流セミナー
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国
際
交
流

欧州サイエンスパーク訪問と
今後のＭＯＵ展開
ＮＯＶＩ

サイエンスパークとの連携活動
ＷＰＭＣ '01 の開催に併せて、羽
ＮＯＶＩ

が連携するサイエンスパーク
名 称

特

徴

ブレスト
サイエンス 約
パーク
120社
（フランス）

約15のサイエンスパーク
が集積するウエストアト
ランティックサイエンスパー
クの１つ。無線・ＩＴＳな
どの開発拠点

ソフィアアン
ティポリス 1000
（フランス） 社超

フランス・テレコムなどが
進出。医療・バイオ・情報通
信などの開発拠点

オウルサイエ
約
ンスパーク
100社
（フィンランド）

電子工学・バイオ・情報通
信の開発拠点。ノキアの研
究所がある

タイサイエ
ンスパーク
（タイ）

タイの国家科学技術開発
庁が移転。国内外の民間企
業のＲ＆Ｄを誘致し、2002
年開設予定

ＮＯＶＩ
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進出
企業数

アンティポリス、ウェストアトラン

鳥会長、甕会長を中心としたデレケー

ティック、ブレストサイエンスパーク、

ションがフィンランド・オウルサイ

レンヌサイエンスパークとはＭＯＵ

エンスパーク、フランス・ソフィア

の締結について打ち合せを行った。

アンティポリス及びウェストアトラ

その結果、今後の予定は別表（次ペー

ンティック、並びにイギリス・アダ

ジ「ＭＯＵ締結関連ＶＩＰ来訪予定表」

ストラルパークを訪問し、相互のア

参照）の通りとなった。

クティビティに関する相互理解を深
めた。また、推進協会メンバーを中

ブレストテクノポール（フランス）にて
ブレスト市長（写真中央）

心に構成したデレゲーションがＩＴ
Ｕ本部も訪問し、国際的な通信の枠
組等に関する理解も深めた。
ＮＯＶＩ、ＯｕｌｕとはＷＰＭＣ開
催時にＹＲＰとのトライアングルＭ
ＯＵ（研究交流連携覚書）の締結に
ついて打ち合せを行った。ソフィア

ブレストテクノポール訪問（フランス）

●訪問したサイエンスパーク

国
際
交
流

1.オウル
・フィンランド有数のＩＴ・バイオ・製薬等の研究開発拠点の世界的成功例
として認知されている。
・ノキアの大きな研究所がアクティビティを高めることに貢献している。

2.アダストラルパーク

オウル

・ＢＴの巨大な研究所を中心として、その研究成果を核にアクティビティを
高めており、アダストラルパークとしてのステータスにプライドを持って
いる。「我々は、４つ星のサイエンスパークと連携する。」というコメン
トが非常に印象的であった。

3.ソフィアアンティポリス
・面積がＹＲＰの18倍に及んでおり、産学が活発に連携している。また、Ｅ
ＴＳＩ本部の誘致にも成功しており、それによりサイエンスパークとして
のアクティビティも更に向上している。

アダストラルパーク

4.ウエストアトランテック
・ブレスト、レンヌ、リニオンなどＩＴを中心テーマとする15程度のサイエ
ンスパークが連携しており、いずれもスケールが大きく活動が活発である。
ウエストアトランティック

5.ＥＴＳＩ訪問
総務省関東総合通信局において、開催中のワイヤレステストベッド調査の
一環として、ＥＴＳＩに対してインターワーキングの取組み状況に関する
調査を行った。調査申し入れは、デンマーク大使館とＭＯＵ締結予定のコー
トダジュール経済開発局からも要請していただき、有意義なヒアリングを
行えた。また今後の追加調査等のコンタクトパーソンを得た。改めて研究
交流としての草の根活動の意義を感じた。

フィンランド

◆オウルサイエンスパーク

デンマーク

◆ノビサイエンスパーク

中国

◆北京郵電大学

■ＹＲＰのＭＯＵ締結 及び
締結予定サイエンスパーク

タイ

◆ＮＳＴＤＡ
(タイ科学技術庁）

ＭＯＵ締結済みサイエンスパーク

フランス

◆京都リサーチパーク

◆ウェストアトランティック
◆ソフィアアンティポリス

ＭＯＵ締結予定のサイエンスパーク

■平成13年度 MOU締結関連VIP来訪予定表
日

程

国

名

団

体

名

来

訪

者

来訪目的

デンマーク
フィンランド

ノビサイエンスパーク
オウルサイエンスパーク

オルボー大学／アンダーセン教授・プラサド教授
オウル大学／レッパネン教授・ラトバアホ教授
オウルテクノポリス／ラウノネン局長

10月31日

フランス

ウェストアトランティック

ウェストアトランティック／ドロウィン会長（経団連副会長兼務）

11月５日

フランス

ブレストサイエンスパーク

テクノポールブレスト・イロワーゼ／ラベイ会長（ブレスト市助役）

MOU調印

タイ

タイサイエンスパーク

タイ科学技術庁／パイラート長官

MOU調印

フランス

ソフィアアンティポリス

コートダジュール経済開発局／マスカレリ理事長

MOU調印

フィンランド
デンマーク

オウルサイエンスパーク
ノビサイエンスパーク

来訪者未定（テレビ会議で対応）

MOU調印

フランス

西フランスワイヤレスアソシエーション、
来訪者未定
ウェストアトランティック、MEITO

平成13年
10月11〜12日

11月11〜15日
11月29日
12月
平成14年1月

MOU調印
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YRPでITS、ミリ波のワークショップ
第2回 ITS情報通信国際ワーク
ショップ (ITST2001) の開催
第２回ＩＴＳ 情報通信国際ワー

超え盛況であった。

クショップ (ＩＴＳＴ2001) は、

また、ＩＴＳ情報通信に関する

通信総合研究所（ＣＲＬ）
、通信・

各種デモンストレーションがＣ

放送機構（ＴＡＯ）
、横須賀リサー

ＲＬならびにＴＡＯ施設で催され、

チパーク（ＹＲＰ）研究開発協

質・量とも拡充され好評を博した。

議会の主催と、電子情報通信学

発表論文の中では、日本、韓

会高度交通システム研究会、情

国にてすでにそれぞれ運用の骨

報処理学会、I E E E

COMSOC

挨拶される羽鳥会長

子が固められている ＤＳＲＣ (狭

J a pa n C h ap t er の協賛により、

域通信) システムに関して、現

10 月 25 日、26 日の両日ＹＲＰで

実的な運用環境を仮定した諸検

開催された。

討の報告や、アプリケーション

東京大学今井教授、ＹＲＰ研

の考察等の論文が以上の両国か

究開発協議会羽鳥会長、ＣＲＬ

ら複数寄せられた。また、ＩＴ

飯田理事長、ＴＡＯ松浦理事のオー

Ｓ情報通信技術とＩＰ制御技術

プン講演の後、
「高度道路交通シ

の融合に関する多数の論文があり、

ステム (ＩＴＳ) における情報

専用のセッションが設けられ注

通信技術」をテーマに11のセッショ

目された。

ンに分かれ、招待講演３件、口

なお、来年のＩＴＳ情報通信国

頭発表とポスター発表が合わせ

際ワークショップ（ＩＴＳＴ2002）

て 53 件あり、参加者数 150 名を

は韓国において開催予定である。

挨拶される飯田理事長

講演の様子

ポスターセッション

第２回ミリ波ワークショップが
開催される
第２回ミリ波ワークショップ
は 10 月 22 日（月）、ＹＲＰホー
ルで行われ、約150名が参加した。

締めくくりは総務省移動通信

米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）

課の山内課長補佐より「準ミリ

Ma rcu s 氏による「米

波移動アクセスの動向」と題し

国における周波数戦略及び割り

て、日本における準ミリ波を含

当て状況」と題するチュートリ

む移動・無線アクセスの動向に

アル講演（日本語）が行われる

ついて講演が行われた。

の Mik e

と共に、ミリ波に関する最新の
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技術が７件紹介され、熱心に活
発な議論が展開された。

本ミリ波ワークショップは、

が開催される

◆第 2回 ITS 情報通信国際ワークショップ (ITST2001)
◆ I T S 情報通信に関する一般公開デモンストレーション
◆第２回ミリ波ワークショップ

ITS 情報通信に関する一般公開
デモンストレーションの開催
10 月 24 日に、ＩＴＳ情報通

をソフトウェアで実現できる小

信に関する一般公開デモンスト

型車載端末の展示等が行われた。

レーションが通信総合研究所（Ｃ

デモンストレーションの公開

ＲＬ ) によって行われた。これ

時間は午後の３時間であったが、

はＣＲＬが、翌日より開催の

その間に 200 人近くの見学者が

ＩＴＳ情報通信国際ワークショッ

訪れ、スペースの限られた屋内

プ ( ＩＴＳＴ 2001) において

実験室では時として部屋に入れ

発表予定技術のデモンストレー

ない程盛況であった。また通信

ションを、本ワークショップに

分野の技術者のみならず、一般

先立ち、ワークショップ参加者

の方々の参加も見られたことが

及び一般の方々に対して公開す

印象的であり、ＩＴＳ情報通信

ることを目的として行ったもの

分野に対する幅広い層からの関

である。

心の強さが伺われた。

実験道路での研究説明

デモンストレーションの内容
は、路側のアンテナより映像等
の大容量データを自動車に対し
て短時間でダウンロードするサー
実験室内での研究説明

ビスの実演、前後に置かれた２
台の車々間で行われる画像伝送
の実演、複数の通信機器の機能

電気学会のミリ波技術とそのイ
ンテグレーションと展開調査専
門委員会と T o p i c a l

S y m p o-

sium

on

Waves

( T S M M W ） 委員会が主

Millimeter

催し、ＹＲＰ研究開発協議会が
協賛する。毎年 10 月にＹＲＰで
開催するミリ波技術全般に関す
るワークショップである。
来年の「第３回ミリ波ワーク
ショップ」は 2002 年の 10 月８日
（火）午後１時からＹＲＰにて開

第２回ミリ波ワークショップ プログラム
Mr. Mike Marcus (FCC)

【チュートリアル講演】
「米国における周波数戦略および割り当て状況」
栗林 暢彦 氏（シーメンス） 「欧州ACTSにおけるミリ波プロジェクトの動向」
佐々木金見 氏（日立国際電気）
「FWA システム」
加藤 明人 氏（通総研）
「ミリ波車車間システムと電波伝搬」
Prof. Tatsuo Itoh (UCLA) 「UCLAにおけるミリ波技術」
荘司 洋三 氏（通総研）
「ミリ波自己ヘテロダインシステムとその応用」
石田 修巳 氏（三菱電機） 「ミリ波デバイスとその応用」
高橋 和晃 氏（松下電器） 「マイクロマシニングおよびミリ波回路実装技術
とその応用」
山内 智生 氏（総務省）
「準ミリ波移動アクセスの動向」

催予定である。
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■企業・団体紹介

「YOROSHIKU-ONEGAI-SHIMASU。
」
──新しくＹＲＰに進出された企業・団体をシリーズで自己紹介していただきます。──

アジアンワン・コミュニケーションズ株式会社
YRPベンチャー棟 302／Tel.0468-39-5126・Fax.0468-39-5127
アジアワン・コミュニケーショ

ぐるしく進化するＩＴ技術の中

設など各企業の状況・ニーズに

ンズ株式会社がＹＲＰに産声を

でも通信技術は最も進化の速度

応じたやり方で実践し、ＩT市場

上げて、3ヶ月が経過しました。

が速く、莫大な資金が必要とさ

の発展に微力ながら貢献したい

中国でもこれら海外メーカーの

社名にアジア等と付いているので、

れている分野です。昨今、大き

と考えています。

生産技術を習得した国内メーカー

何やら怪しげな会社だと言われ

く変革しようとしている中国市

③ アプリケーション開発

が最近続々と誕生しています。

そうですが、れっきとした株式

場をターゲットとして、中国人

開発費用が年々上昇している

会社です。

技術者と日本企業の技術との融

日本市場。中国で開発した場合

日本のＩT市場とアジアＩＴ市

シンボルマーク

これらの中国製品を輸入し日本
市場に紹介します。
２００１年秋ＷＴＯに正式加盟、

合により共同研究を通して移動

の費用は日本の半分以下で済み

場の架け橋となり、横須賀リサー

体通信市場に積極的に参画します。

ます。この状況を利用して中国

２００８年オリンピックの開催

チパークを基点に通信技術を世

② I Ｔ技術者の日本語教育

で高品質かつ廉価な開発力をベー

と世界の表舞台に華々しく登場し、

日本国内で多くの外国人ＩＴ

スにした競争力のある提案を日

その実力を遺憾無く発揮しよう

この目標を実現するために、ア

技術者が働いています。弊社で

本企業に行い受託開発の受注を

としている中国の底力には計り

ジアワンコミュニケーションズ

も今後中国人技術者を中心に増

目指します。また、将来的には

知れないものを感じます。この

員する計画ですが、外国人技術

自社で通信分野に特化した独自

中国の持っている魅力をＩＴ分

者が日本語の環境の中で十二分

のアプリケーションの開発を目

野に絞り、日本企業との協業を

界に発信しようと考えています。

は以下の４つの事業を実践します。

① 移動体通信に関する研究開発

に能力を発揮できるよう外資系

指します。

通じて、アジアのＩＴ技術発信

中国のＩＴ分野に多くの卒業

企業を対象とした日常会話から

④ ＩＴ機器の輸入販売

に貢献しようと考えています。

生を排出している北京郵電大学

ＩＴ技術者向け日本語による商談・

最先端技術を駆使した中国製

生まれたばかりのベンチャー企

の全面支援を受け、優秀な大学

会議ので打合せまでの各レベル

のＩＴ機器を日本に輸入し販売

業ですが、大きな夢を持った会

院卒業生を採用して、日本企業

とニーズに応じた日本語教育カ

します。既に世界の多くのＩＴメー

社です。この夢を実現するため、

との移動体通信の研究開発を北

リキュラムを用意しています。

カーは生産拠点を中国に持ち、

皆様方のご指導ご鞭撻のほどよ

京とＹＲＰで実践します。目ま

教授方法は講師派遣、教室の開

製品を市場に投入しています。

ろしくお願いいたします。

(株)横須賀テレコムリサーチパークコーナー

ント
ベ
イ
内
案

ＹＲＰ『駅伝大会２００１』開催のお知らせ

来る１１月１７日（土）
、ＹＲＰ秋の行事として定着しつつ
ある『ＹＲＰ駅伝大会２００１』を開催します。年々参加チー
ムが増える本大会も今年で３回目。地域にお勤めの方はもち
ろん、近隣にお住まいの方も参加され、日頃鍛えた健脚を競
います。また、駅伝終了後、ローズテリアにて開かれる応援
の方も含めての完走パーティーは地域の交流の場としての一
役を担っています。
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昨年の大会の１コマ
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