新たな成長期に
果敢に挑戦
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I T サイエンスパークの
街の完成を目指して
世界規模で生じている情報通信技

会では初動期３ヵ年研究活動推進、

術（ＩＴ）による社会構造の変革（Ｉ

ＹＲＰ推進協会は企業誘致・生活イ

Ｔ革命）は産業、経済、文化等様々

ンフラ整備、( 株 ) 横須賀テレコムリ

な側面において大きなインパクトを

サーチパークは進出研究機関に対す

持ち、かつての産業革命に匹敵する

るサポートを行ってきました。会員

歴史的な大転換を社会にもたらそう

並びに関係機関各位のご理解とご協

としています。

力により、きわめて活発な活動が行

ＩＴ国家戦略として世界最先端の

われ、ＹＲＰは国際的な移動体通信

ＩＴ国家を目指す「e ‑ J a p a n 戦略」

の研究開発拠点として、国内外に広

が決定されました。この中で、超高

く認知されるようになってきたとこ

速ネットワークインフラ整備に関し

ろであります。

て具体的目標が示され、2005 年まで

2002 年度からは新たな３年間を「成

に少なくとも 3000 万世帯に高速イン

長期」ととらえ、活動目標を設定す

ターネットアクセス網に、1000 万世

るため、関係各位のご意見・ご要望

帯に超高速インターネットアクセス

を頂き、「成長期の戦略」を本年３月

網に常時接続が可能な環境整備により、

に策定する予定です。策定にあたっ

電子商取引、電子政府、医療福祉等、

てのキーワードとしては、「ＩＴサイ

国民生活に密着した分野のＩＴ化が

エンスパークとしての街の完成」
、
「研

促進されることが大いに期待されます。

究機関の進出メリット追求」を目指し、

横須賀リサーチパーク（ＹＲＰ）
は 1997 年 10 月のオープンから４年
になりますが、ＹＲＰ研究開発協議

協会・協議会の組織統合による最適
な推進体制整備を行い、更なるＹＲ
Ｐの発展を推進してまいります。引
き続き絶大なるご支援とご協力をお
願いいたします。

Photo/ 神奈川新聞社提供
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新年のご挨拶

総 務 省
大臣官房技術総括審議官

石 原

秀 昭

平成 14 年の新しい年を迎え、謹んで新春のご挨

ムレスな通信サービスを可能にする第４世代移動通

拶を申し上げます。皆様方には日頃より情報通信

信システムの実現を目指して、欧米やアジア諸国と

行政に多大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼

の連携とりながら国際標準化を進め、世界をリード

を申し上げます。

する研究開発として推進してまいります。

現在、世界規模で展開されている情報通信技術

横須賀リサーチパークは、産学官の密接な連携の

(ＩＴ)の飛躍的な発展は社会構造に大きな変革を

下、最先端の次世代移動通信技術の研究開発を推進

もたらしているのは皆様ご承知のとおりです。

し、世界をリードする研究開発の拠点として、ます

こうした変革の中で、我が国では、世界最先端

ます活況を呈しておりますが、これもひとえに関係

のＩＴ国家となることを目標に掲げた「e‑Japan

者の皆様方のご尽力のたまものと、深く敬意を表す

戦略」及び具体的な行動計画を定めた「e‑Japan

る次第です。今後も、産学官の連携、国際共同研究、

重点計画」等に基づき、重点的かつ戦略的にＩＴ

研究交流等の活動において、先導的な役割を担い、

施策を推進しております。

優れた研究成果を創出されますことを期待致してお

総務省では、世界最先端のＩＴ国家実現にむけて、

ります。

新たな社会基盤となる超高速ネットワークインフ

最後に、総務省として、高度情報通信ネットワー

ラの整備とその利用の促進、競争的資金の積極的

ク社会の実現に向けてさらなる情報通信行政の推進

な活用や産学官連携による研究開発の推進を図る

に努めてまいりますので、皆様方の一層のご理解と

など戦略的な研究開発を推進しております。その

ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年の挨拶

中でも最先端の高速無線インターネット環境やシー

とさせていただきます。

京浜急行電鉄株式会社
取締役社長

横須賀市長

沢 田
皆様、新年あけましておめで
とうございます。

つ都市のみが評価されます。
「差異化戦略」に基づき、独

皆様には、お元気で新しい年

創的で質の高い施策を生み出し

を迎えられましたことと心から

ていくよう努力したいと思いま

お喜び申し上げます。

す。

本年は、本市におきましては、

情報通信技術の世界的な研究

小 谷

昌

新年明けましておめでとうご

５番館（富士通ＹＲＰ研究開発

ざいます。謹んで新春のお慶び

センター）が相次いでオープン

を申し上げます。

し、また、秋にはＮＥＣ ＹＲ

明るい期待とともに21世紀が

Ｐ技術センター（仮称）もオー

スタートし、はや１年が経ちま

プンし、さらに多くの研究者を

したが現在の国内外の諸情勢は、

ＹＲＰに迎えることとなります。

大変厳しい状況にあります。

当社は、それに合わせ新たにレ

さまざまな変革が求められる年

開発の拠点であるＹＲＰは、国

となります。「行政」を「管理」

際的にも高い評価を得ており、

から「経営」へと転換し、経営

最近では、国外の有力なサイエ

年を迎えるＹＲＰにおいては、

ますが、今後とも、研究者の皆

的発想に立って行財政体質の変

ンスパークといくつもの提携が

移動通信技術の国際的な研究拠

様がより快適な環境のもと研究

革を成しとげながら、意欲的に

進められておりますが、ＹＲＰ

点として国内外から高い評価を

開発が行われるよう、生活支援

取り組んでいきたいと考えてい

の発展は、電子自治体として、

受け、その活動はますます活発

施設・交通アクセスの充実を図

ます。

さまざまな先駆的な実践を展開

化しております。昨年、ＹＲＰ

り、21 世紀の研究開発拠点とし

このような中でも、本年５周

ストランとホテルを開業いたし

そのためには、横須賀らしい

している本市の、一層のＩＴ化

で開発された第３世代移動通信

てふさわしい街づくりを進めて

個性的な都市づくりをすること

の推進に重要な役割を果たして

システムのＷ−ＣＤＭＡ方式が

まいります。

であります。

いると実感しております。

世界に先駆けサービスを開始す

本年が皆様にとりましてより

個性とは、「自分らしさ」と

今年は「うま年」です。「天

るなど、その成果を確実に重ね

良い年となることを祈念すると

か「よそにないもの」をいいま

馬空を行く」という言葉のよう

つつあり、これもひとえに、皆

ともにＹＲＰの益々の発展を願

す。今日の都市間競争の中では、

に、自由、大胆かつ柔軟に行動

様方の研究活動に対する熱意の

い、新年の挨拶とさせていただ

していきたいと存じます。

表れと深く敬意を表する次第で

きます。

「よそ並み」という意味での「シ
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秀 男

あります。

ビルミニマム」ではなく、「こ

本年が皆様にとり輝かしい年

れだけはよそに負けない」とい

となりますようにご活躍をお祈

今春、ＹＲＰには、ＮＴＴド

う、「シビルマキシマム」を持

り申し上げて新年のあいさつと

コモＲ＆Ｄオフィス棟、ＹＲＰ

新年のご挨拶
新しい年の初めにあたりご挨拶申し上げます。
新世紀の幕開けの昨年は激動の一年であり
ましたが、世界規模で生じている情報通信技

ＷＰＭＣ（Wireless Personal Multime‑
dia

Communications）は第４回をデンマー

ク国において盛大に行われました。産学官交

術（ＩＴ）の進展は産業・経済・文化のあら

流シンポジウムを始め、産と学の交流ツール

ゆる面に大きく影響を及ぼしております。ボー

としてアカデミア交流ネットワーク事業もキッ

ダレス化、グローバル化がＩＴ技術の進展に

クオフするなど活発な活動を展開しました。「研

更に拍車をかけ、今後のブロードバンド通信

究開発」においてもＹＲＰで開発されたＩＭＴ‑

インフラが広く普及することで、産業構造変

2000 は世界に先駆け商用化され、次世代の研

革や社会経済発展の新たな原動力となってい

究開発も推進され常に世界をリードする研究

るように見られます。

開発拠点として活動しております。

ＹＲＰにおける昨年を振り返ってみますと「国

ＹＲＰの活動は産学官連携・研究交流促進

際交流」として、デンマークのＮＯＶＩに始

により、電波・情報通信技術の研究開発を推

まり、フランス、フィンランドのサイエンスパー

進するものであり、国際的な連携が益々重要

クとの業務提携や、中国北京郵電大学、タイ

になってきていると思います。

国科学技術庁との連携推進の覚書を締結し活
発な活動を行ったことは特筆すべきです。また、
「産学官交流」ではＹＲＰで誕生した国際学会

年の 12 月に設立し、本年１月末には訪問団を

世界的に厳しい市況に陥り厳しい年となりま
しかしながら、ＹＲＰにおける活動はます
ます活性化し、横須賀リサーチパーク推進協

光 俊

よろしくお願いを申し上げる次第であります。

した「日 ･ 中移動体通信技術フォーラム」を昨

した。

羽 鳥

ＩＴ革命の新たな課題に皆様とともに挑戦し、

新年明けましておめでとうございます。2002
昨年は、ＩＴバブルの崩壊や、ハイテク関

国立情報学研究所教授

ＹＲＰ発展に尽くすつもりです。

年の年頭にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
連の製造業を中心とした景気の衰退が始まり

横須賀リサーチパーク
研究開発協議会会長

派遣するなど日・中間交流を積極的に行って
おります。
今春、ＹＲＰにおいてはＮＴＴドコモＹＲ
Ｐオフィス棟・ＹＲＰ５番館（富士通）のオー
プン、また、秋にはＮＥＣ ＹＲＰ技術センター
のオープンと研究施設も充実してまいります。

会に於いては、昨年、ノヴィ・サイエンスパー

推進協会は研究開発協議会と３月に統合し相

ク（デンマーク）をはじめ５ヶ国、６団体と

互の利点を生かしＹＲＰの推進に取組んでま

連携推進に関する覚書（ＭＯＵ）の調印を行

いります。

い世界諸国との国際交流を深めております。

最後に、ＹＲＰのますますの発展を願うと

また、日中間で相互の組織・人的交流の促進、

ともに、ＹＲＰ関係者の皆様にとって実りの

共同研究・電波情報通信技術に関するセミナー・

ある年であることを祈念し、年頭の挨拶とさ

情報交換等を民間ベースで行うことを目的と

せていただきます。

横須賀リサーチパーク
推進協会会長

甕

昭 男

New Year's Greetings
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海外との連携を推進

ＹＲＰのＭＯＵ締結
及び本年度中に締結予定の
サイエンスパーク
（平成13年12月末現在）

横須賀市の姉妹都市であるフランス・ブレスト市の
「テクノポール・ブレスト・イロワーゼ」
とＭＯＵ締結
平成13年11月５日、ＹＲＰは、 ロワーゼの交流もこの友好関係
フランス・ブレスト市に所在す
るサイエンスパーク「テクノポ

を端緒として始まった。

デンマーク
◆ノヴィ・サイエンスパーク
フランス◆テクノポール・ブレスト・
イロワーゼ

テクノポール・ブレスト・イ

−ル・ブレスト・イロワーゼ」 ロワーゼに集積する企業・研究
のラベイ会長を日本に迎え、Ｍ

機関は欧州における通信システ

ＯＵに調印した。ブレスト市は

ム技術の標準化に多大に寄与し

フランス海軍の拠点・港湾産業

ており、これらの研究機関との

都市であることから、似たよう

連携を強めていくのはＹＲＰにとっ

な環境を持つ横須賀市と既に姉

て有意義であり、今回のＭＯＵ

妹都市を提携しており、ＹＲＰ

調印に至ったもの。

フランス◆ソフィアアンティポリス
サイエンスパーク

とテクノポール・ブレスト・イ

ノヴィ・サイエンスパークにつづき
新たにフィンランド・オウル市の「テクノポリス」とＭＯＵ締結
平成13年12月18日、デンマー

ボー大学プラサド教授、フィン

推進協会の甕昭男会長、( 株 ) 横

ク（ノヴィ・サイエンスパーク）
､

ランドからテクノポリス(株)ネ

須賀テレコムリサーチパークの

フィンランド（テクノポリス）、 ノネン会長、同

フースコネン

沢田秀男社長（横須賀市市長）が、

日本(ＹＲＰ)をＴＶ会議にて結

最高経営責任者、同

ラウノネ

それぞれＹＲＰの推進機関の代

び、３者間連携推進に関する覚

ン地域専門家センター局長、オ

表として署名を行い、連携協力

書の調印（ＭＯＵ）を行った。 ウル大学ラユネン学長らが出席。 について３者意欲を述べ、調印
調印式には、デンマークからノヴィ

ＹＲＰからはＹＲＰ研究開発

(株)イェスパーセン理事、オル

協議会の羽鳥光俊会長、ＹＲＰ

式を終了した。
今後は、それぞれのサイエン
スパークとの情報交換や研究交
流を図り共同研究などを進め、
電波・情報通信技術の研究促進
に寄与する。

テレビ会議を使って行われた調印式
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ETSI本部のあるサイエンスパーク
「ソフィアアンティポリスサイエンスパーク」
とのＭＯＵ締結
フィンランド
◆テクノポリス

平成13年11月29日、ＹＲＰは、
フランスのニース市に所在する
中国◆北京郵電大学

フランス
◆ウェスタン・フランス・ワ
イヤレス（MEITO・ウェス
トアトランティック）

◆岐阜ソフトピアジャパン

◆京都リサーチパーク

会でも会員企業に学生の受入れ
を照会するなど、既に協力体制

サイエンスパーク「ソフィアア

はある。ＹＲＰにとってソフィ

ンティポリスサイエンスパーク」

アアンティポリスサイエンスパー

とＭＯＵを締結した。同サイエ

クは、海外 4 箇所目のＭＯＵ調

ンスパークは、欧州の標準化活

印先となり今後、情報交換・研

動の中心機関、ＥＴＳＩ（欧州

究交流等を必要に応じて相互協

電気通信標準化機構）本部の誘

力していく考えである。

致にも成功している。また後継
エンジニアの育成のため、世界

タイ
◆タイランド・サイエンスパーク
／NSTDA（タイ科学技術庁）

各地のＩＴ関連企業でのインター
ンシップを実施しており、高等
ＭＯＵ締結済み
今後締結予定

教育機関では5000 名近い学生が
企業ニーズに合わせた教育を受
けている。ＹＲＰ研究開発協議

「アジア太平洋地域との連携強化」実現に向け
タイ国家科学技術庁(NSTDA)とＭＯＵ締結
ＹＲＰが、重要課題としてい

社長らが、ＹＲＰ推進機関の代

る「アジア太平洋との連携強化」

表として署名を行った。今回Ｍ

を実現するにあたっての大きな

ＯＵ締結先のＮＳＴＤＡは、タ

第一歩となるタイ国家科学庁（Ｎ

イの科学技術環境省の傘下にあ

ＳＴＤＡ）とのＭＯＵを締結を

る機関で、国際競争力強化、先

平成13年11月12日行った。

端的な科学技術の研究開発、更

調印式にはタイ国家科学技術

にその成果の民間への技術移転

庁 ( ＮＳＴＤＡ ) からパイラー

を主な任務としている。その他

ト長官が出席され、ＮＳＴＤＡ

にも産学官連携ハイテク基地構

を代表としてＭＯＵに署名をさ

想に基づいたタイランド・サイ

れました。またＹＲＰからは、

エンスパーク（ＴＳＰ）の運営

横須賀リサーチパーク研究開発

も手がけており、国内外の民間

協議会 羽鳥光俊会長、横須賀

企業のＲ＆Ｄ部門を誘致したタ

リサーチパーク推進協会 甕昭

イの代表的なハイテク基地を育

男会長、㈱横須賀テレコムリサー

て上げようとしている。

チパーク 澤田秀男代表取締役
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研究開発推進

ＹＲＰが新たにユビキタスネットワークの
壮大な研究開発に乗り出した
日本におけるモバイルの通信技術開発のメッ
カとなっているＹＲＰの中核となって共同
研究事業を支援してきた㈱横須賀テレコム
リサーチパークは、初めて自社での研究開
発事業を立ち上げた。トロン開発で有名な
東大の坂村健教授を中心として、ＮＴＴデー

《ユビキタスネットワーク社会の概念》

時間や場所の制約を超えて
情報を活用できる社会の実現
──さまざまな場所に埋め込まれたコンピュータを、
あらゆる人があまり意識しないで利用する──

タ，ＫＤＤＩ及び東芝、日立、三菱、富士通、
日電というモバイルに実績のあるエレクト

情報家電

ロニクスメーカーの結集を得て、新たに「ユ
ビキタスネットワーク研究所」を設け、通信・
放送機構からの研究受託により平成 14 年 1
月より5ヵ年の計画。

ゲーム機

ＩＴＳ
モバイル機器

デジタルテレビ

これまで各方面でユビキタス環境のネッ
トワーキングの研究がなされてきたが、こ

キオスク端末
緊急通報

れまで以上にセキュアーでエフォートレス
な環境を作り出す事を目指すことが大いに

カーナビ

期待されている。

ベンチャー棟 ｢横須賀市産学官交流センター｣ 内に

「慶應義塾大学理工学部・
次世代移動体通信研究プロジェクト」がオープン
平成13年10月29日ＹＲＰベンチャー棟内
に慶應義塾大学理工学部とＮＴＴドコモと
の共同研究分室として開所式を行い、本年
度より本格的に始動が開始されている。
開所式では、慶應大学、中川正雄教授よ
りプロジェクト概要の紹介が行われ、研究
プロジェクトの位置付けを2010年サービス
開始予定とされている「第４世代移動体通
信システムの実現に向けた研究」とし、
10Mbps〜100Mbpsという光ファイバー並みの
高速・大容量通信や、高速移動時における
高品質通信の実現を目指すもの。
尚、｢横須賀市産学官交流センター｣ は、
市が推進する ｢大学院大学構想｣ の一環とし
て位置付け、産学官交流の場として活用を
進める。

YRPベンチャー棟
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「ＥＭＣ講演会」開催される
平成１３年１２月２１日、ＹＲＰ１番館・
ＹＲＰホールにて、横須賀リサーチパー

ワイヤレス研究所無線回路研究室長

野

島俊雄氏「移動体のＥＭＣと電波産業界

ク研究開発協議会と独立行政法人通信総

等における取り組みについて」、独立行政

合研究所が主催し、「移動体通信に関する

法人通信総合研究所

ＥＭＣの動向」をテーマとし４人の講師

発センター電磁環境グループリーダー

横須賀無線研究開

を迎え講演を行い、移動体通信関連企業

山中幸男氏「ＣＲＬにおけるＥＭＣ環境

から多くの参加者を集めた。

における概要」をテーマにそれぞれ発表

講演講師には、東北大学電気通信研究

が行われた。講演後、熱心な質疑応答が

所教授 杉浦行氏 「ＥＭＣに関する最近

なされＥＭＣに対する関心の高さが伺わ

の話題と研究動向」、総務省総合通信基盤

れた。今後も定期的に同講演会を開催予

局電波部電波環境課長補佐 矢島潔氏 「Ｅ

定である。

ＭＣに関する総務省の取り組み」、株式会
社ＮＴＴドコモ電波環境特別研究室長兼

（講演内容等を知りたい方は事務局まで
お問い合わせください。
）

研究活動を終えて
株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所
専務取締役 石川 嘉彦

弊社は第4世代陸上移動通信

合わせて200 件近い特許を出願

当日は大学の先生方（15 名）

システム（2010 年頃の実用化

し、既に100件以上が登録になっ

を含めて100 名以上の参加者が

を想定）に関する基盤技術の

ている。出資会社（18 社）に

あり、数多くの質問を頂いた。

研究開発を1995年から行い（本

対しては研究成果報告会を行っ

また、昼休みと午後の休憩時

ニュース第 7 号参照）、昨年末

てきたが（２回／年）、昨秋は

間に4つの研究に関するパネル

で研究活動を終えた。第一研

出資会社以外にも案内状を発

展示及びデモ公開を行った。

究室（11 名）では無線伝送技

送して研究発表会を開催した（11

弊社は、ＹＲＰ構想の一つ

術に関する研究を、第二研究

月15日；ＹＲＰホール）。午前

である「産学官の連携による

室（12 名）ではネットワーク

は招待講演「新世代ワイヤレ

共同研究の実施」を具体化す

構成技術及び電波伝搬特性に

スの課題と方向性」（中嶋信生

る役割を担って設立された。

関する研究を進め、国内学会

教授）、研究所全体及び研究室

弊社の研究成果が大学や出資

並びに国際会議で約500件の成

単位の研究概要> を、午後は

会社に今後承継され、第４世

果発表を行った（論文発表を

５つの研究グループから7つの

代システムの実現に役立つこ

含む）。また、国内及び海外を

研究テーマを選んで発表した。

とを願っている。

株式会社ＹＲＰ高機能移動体通信研究所
専務取締役 山本

稔

当社は、平成 10 年１月、業

必要があります。

い発表であったと好評でした。

務用移動体通信システムの高

これらの課題を克服するた

目覚しい発展を続けるＹＲ

効率伝送及び機能の高度化・

めに12人の研究者が、一丸となっ

Ｐで各種の講演会や交流会等

多様化技術に関する研究開発

て研究を進め、次世代業務用

で刺激を受けながら最高の環

を目的に設立されました。業

移動体通信の基盤技術を確立

境で研究を進めることができ

務用移動体通信には、その性

することができました。昨年

ました。当社の研究成果が実

格から経済性、高い信頼性、

12 月７日に、成果報告会を開

用化という形で社会へ還元さ

が求められます。さらに、業

催し、12月末に研究を終了しま

れる日が来ることを念じて、

務の IT 化により、画像やデー

した。報告会は、講演と成果

お世話になった皆様に感謝の

タ通信が可能な高度な機能が

の展示 ･ デモンストレーション

意を表します。

必要になり、これらを限られ

を並行して行い、参列者から、

た周波数帯域の中で実現する

優れた成果であり、分かり易
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NTT DoCoMo R&Dオフィス棟
開所予定：２００２年 春（予定）
延床面積：地上７階、地下１階、駐車場、延べ床面積約54,000

F

今回のオフィス棟建設により、ＹＲＰが目指す「産・官・学」一体
となった研究開発拠点として、移動体通信の基盤研究、第三世代移
動体通信システム「ＩＭＴ−２０
００」方式の研究及び第４世代以
降の移動体通信システムに向けた
新技術の開発を行い、研究開発体
制を強化。従業員約800名程度（オー
プン時、既存棟との合計人数）

今春より
３つの新研究開発棟が竣工予定。
ホテル・レストランも
オープンに向け建設順調
昨年より建設が進められていた、３つの研究開発棟が
３月より次々と竣工する。
またそれに伴うＹＲＰ域内の
レストラン・コンビニエンスストア・サポートセンターが
近々にオープン予定である。

レストラン

YRP5番館 富士通株式会社 YRP研究開発センター

YRP第2ローズテリア（仮称）

開所予定：２００２年 ４月
延床面積：地上10階、延べ床面積約20,300

開業予定 ２００２年 ３月開業予定
延床面積 地上１階、延べ床面積約13,500

F

富士通は従来YRPで推進してきた「IMT‑
2000」「第４世代移動通信システム
／端末」の研究開発を高度化、スピー
ド化をするために1000名以上の研究、
技術者を５番館に集結。

ＹＲＰ第２ローズテリア(仮
称 ) ではカフェレストラン
の他、コンビニエンススト
ア、サポートセンターを備
えている。

NEC YRP 技術センター（仮称）

ホ テ ル

開所予定 ２００２年 １０月（予定）
延床面積 地上６階、延べ床面積約6,870

YRP宿泊施設

F

開業予定 ２００２年 ９月開業予定
延床面積 地上６階、延べ床面積約17,500

開設後の集約人数は、約330人を予
定しており移動体通信分野の研究
開発拠点とし、第四世代以降をも
視野に入れた先端ソフトの研究開
発の一層の効率化を目指す。

F

ホテルには３タイプの客室(シングル・
ル・ダブル・福祉タイプ)の計67室
を完備。

ＹＲＰ
イベント
報告

ＹＲＰクリスマス会2001

2001年12月14日（金）にＹＲＰセンター１号館にて、
「ＹＲＰクリスマス会」が開催され、昨年に引き続き 600 人
を超える参加者が、普段とは違う雰囲気の館内で一足早く
クリスマスムードを楽しみました。

ＹＲＰ「駅伝大会2001」結果報告

2001 年 11 月 17 日（土）、ＹＲＰ秋の恒例行事となる「Ｙ
ＲＰ駅伝大会２００１」が開催。１チーム４名で襷をつな
ぎ争われ、松下通信工業のジョグザウルスＡＡＡチームが
優勝という結果になりました。

ライブ演奏やフラダンス
が会場を盛り上げました。

【編集・発行】

F

中継地点の一コマ

横須賀リサーチパーク推進協会
〒239‑0847 横須賀市光の丘８ー３

TEL：0468‑40‑4100 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：0468‑47‑5008 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：0468‑47‑5000 FAX：0468‑47‑5010

http://www.yrp.co.jp

