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ＹＲＰ研究開発推進協会

第２回産学官連携
推進会議にて
総務大臣賞を受賞
2003 年６月７日及び８日両日、

横須賀テレコムリサーチパーク、京

国立京都国際会館において、内閣府、

浜急行電鉄 ( 株 ) のご協賛をいただ

総務省、文部科学省、経済産業省、

き総務大臣賞受賞記念パーティーを

日本経済団体連合会及び日本学術会

開催いたしました。当日は会員及び

議主催による「第２回産学官連携推

ＹＲＰ研究開発推進協会の活動に多

進会議」が開催され、ＹＲＰ研究開

大のご尽力をいただいている方々が

発推進協会は「ＹＲＰにおける移動

出席されました。当日、ご多用中に

通信技術の研究開発と産学官連携の

もかかわらずご出席いただいた方々

推進」が評価され、総務大臣賞を受

に重ねて厚くお礼申し上げます。

賞いたしました。羽鳥光俊名誉会長
が表彰状を受けるとともに、甕昭男
会長がＹＲＰの活動状況をプレゼン
テーションされました。これはひと
えに会員及び関係の方々のご協力、
ご支援の賜物であり、厚くお礼申し
上げます。
また、2003年７月22日には、(株)

■第２回産学官連携推進会議の趣旨
◆産学官連携サミット、地域産学官連携サミット及び第１回産学官連携推進会議の成果を踏まえ、産学官連携の推進を担
う第一線のリーダや実務経験者等を対象に、具体的な課題について、研究協議、情報交換、対話・交流、展示等の機
会を設けることにより、産学連携の実質かつ着実な進展を図り、もって科学技術創造立国の実現に資するもの。
◆会議参加者：４０００名以上

加藤紀文総務副大臣より表彰状を授与される羽鳥光俊名誉会長

■ＹＲＰ研究開発推進協会受賞理由
◆産学官及び地方自治体が連携して、情報通信技術を核とする産学官研究開発拠点を整備。ＹＲＰ研究開発推進協会は、
進出機関間の研究交流促進のための取組みを継続的に実施。
◆国内外のリサーチパークとの連携、ワークショップの開催、ベンチャー支援など、ＹＲＰ研究開発推進協会が中心にな
り産学官連携を実施することで、様々な成果を挙げている。
◆企業研究者の再教育、産学官連携の推進のため、大学研究室の誘致を進めているほか、大学院大学構想も推進中。
◆こうした産学官研究開発環境の整備等の結果、海外メーカを含む産学官の研究者が交流しながら、第３世代携帯電話等
の開発に取組み、世界標準や多数の特許を獲得。第３世代携帯電話における、世界最先端の商用サービス実現に多大
な寄与。
ＹＲＰの活動を説明する甕昭男会長

平成 15 年度情報通信月間参加行事

第5回 産学官交流シンポジウム2003の開催

来賓のご挨拶をされる総務省大臣官房技術総括審議官石原秀昭様

来賓のご挨拶をされる横須賀市副市長森田常夫様

特別講演をされる ( 株 )NTT ドコモ相談役大星公二様

第 5 回目の YRP 移動体通信産学官交流シ

数多くの研究成果や研究状況を発表いただく

ンポジウムが 7 月 9 日〜 10 日、ＹＲＰセン

とともに、特別セッションとして「世界の移

ター１番館とＮＴＴドコモ プレゼンテーショ

動通信の動向」
、
「欧米中国の３Ｇモバイル市

ンホールにて開催されました。シンポジウム

場の政策上の課題と展望の国際比較」
、
「西フ

は、羽鳥光俊ＹＲＰ研究開発推進協会名誉会

ランスにおける研究開発と産学官連携」、Ｓ

長の主催者挨拶の後、ご来賓挨拶を総務省大

ＫＹリサーチパーク連携イベント「モバイル・

臣官房技術総括審議官石原秀昭様、横須賀市

ベンチャー・アクティビティ パネルディスカッ

副市長森田常夫様から頂戴しました。( 株 )

ション」、更に英国南東イングランド開発セ

ＮＴＴドコモ相談役大星公ニ様から「モバイ

ミナー「インターネット上のセキュリティー、

ル・ブロードバンド・ユビキタスＮＷと社会

英国におけるアプローチ」についても下表の

変革」と題した特別講演を賜りスタートしま

とおり講演等が行われました。
なお、7 月 11 日に計画していた特別セッ

した。
本年のシンポジウムでは、テクニカルセッ

ション「中国移動体通信講演会」が、残念な

ション 28 件、アカデミア交流セッション（大

がら講師の方々が来日不能になり開催中止と

学研究室紹介）には 13 大学 18 研究室から

なりました。

特別セッション
世界の移動通信の動向

西フランスにおける
研究開発と産学官連携

日本の移動通信の動向について

総務省総合通信基盤局電波部長 鬼頭達男 様

Mobile Communications Trends in Europe

Prof. Ulf Korner, LUND University ( スエーデン )

The Future of Telecommunications in the
Developing World

Mr. Stuart Gannes, Stanford University ( 米国 )

Universities environment and an example of
industrial partnership

Mr. Jean Marie Floc'h, IETR-INSA of Rennes
( フランス )

IT & Telecom clusters and its supporting systems

Mr. Gerard Baubau, MEITO ( フランス )

欧米中国の３Ｇモバイル市場の政策上の課題と展望の国際比較
モバイル・ベンチャー・
アクティビティ
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早稲田大学教授 小尾敏夫 様

パネルディスカッション
コーディネータ：北海道ベンチャーキャピタル ( 株 ) 社長 松田一敬 様
パネラー
：高千穂大学助教授 鹿住倫世 様、( 株 ) ライトボックス取締役 須田英三郎 様、
( 株 ) ヴァーチャル・エヌ CEO 西野嘉之 様、( 株 ) 島津ビジネスシステムズ社長 槌田義之 様、
シーズラボ取締役 土肥浩靖 様

第２回ＹＲＰアワード表彰式
ＹＲＰでは昨年、オープン５周年を機に、表
彰制度としてＹＲＰアワードを創設しました。
今回対象となる平成１４年度中にＹＲＰが主
催するＷＰＭＣ、シンポジウム、セミナー等で
発表された論文に対し、16 件の推薦がありま
した。ＹＲＰアワード委員会で審査の結果、４
件の表彰論文が決まり、産学官交流シンポジウ
ム開催期間中の７月 10 日の表彰式では、ＹＲ
Ｐアワード委員会の安田靖彦会長（早稲田大学
教授）の講評に引続き、ＹＲＰ研究開発推進協
会の羽鳥光俊名誉会長より賞状並びに副賞が授
与されました。
受賞者は別表の通りです。

ＹＲＰアワード委員会での審査結果を説明する安田靖彦会長

第２回 ＹＲＰアワード受賞者
■ＹＲＰ賞
『Experiment of Telecom/Broadcasting Mission Using a High-Altitude
Solar-Powered Aerial Vehicle Pathfinder-Plus』（WPMC2002）
三浦
龍 様（独立行政法人通信総合研究所）
辻
宏 之 様（独立行政法人通信総合研究所）
大 堂 雅 之 様（独立行政法人通信総合研究所）
丸 山 正 晃 様（通信・放送機構）
鈴 木 幹 雄 様（通信・放送機構）
西 祐一郎 様（日本成層圏通信 ( 株 )）

受賞者に賞状・副賞を授与する羽鳥光俊名誉会長

『Blind Synchronization with Enhanced Sum-Product Algorithm
for Low-Density Parity-Check Codes』（WPMC2002）
松本
渉 様（三菱電機 ( 株 )）

■ＹＲＰ奨励賞
『Mobile Node Extension Employing Buffering Function
to Improve Handoff Performance』（WPMC2002）
大 前 浩 司 様（( 株 ) ＮＴＴドコモ）
『Effect of Limited Number of Retransmissions of RCPT Hybrid
ARQ for DS-CDMA Mobile Radio』（WPMC2002）
ディープシカ ガーグ 様（東北大学大学院工学研究科）
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来賓ご挨拶をされる総務省関東総合通信局長竹田義行様

ユビキタ

また、総務省関東総合通信局

ス通信テストベッド活用実験・研

７月１日、｢ＹＲＰ

主催 ｢地域における広帯域移動体

究フォーラム｣ の設立イベントと

通信に関する調査研究会｣ の報告

して、｢ＹＲＰ

ユビキタス通信

がワーキンググループ主査、独立

テストベッドシンポジウム｣ を開

行政法人通信総合研究所の原田博

催し、160 名の方が参加されま

司様から行われ、デモンストレー

した。

ションの様子もビデオで紹介され

羽鳥光俊名誉会長の挨拶に続き、
総務省関東総合通信局長の竹田義

基調講演をされる野村総合研究所理事長村上輝康様

ました。
更に甕昭男会長より「YRP ユ

行様より来賓のご挨拶を頂き、基

ビキタス通信テストベッド活用実

調講演としては、( 株 ) 野村総合

験・研究フォーラム」の設立主旨

研究所理事長の村上輝康様より「ユ

及び活動の内容が詳しく説明され、

ビキタスネットワークと新 IT 基

フォーラムへの参加の呼びかけが

本戦略」と題して、新 IT 基本戦

行われ、各方面から参加希望の声

略を立案された観点から「ユーザー

が寄せられています。

の視点に立った実証実験の場が必
要」と強調されました。

■主

催：YRP 研究開発推進協会
YRP ユビキタス通信テストベッド活用実験・研究フォーラム
独立行政法人通信総合研究所
（株）横須賀テレコムリサーチパーク

■後

援：総務省関東総合通信局

■プログラム：・開会の挨拶
・来賓のご挨拶

ＹＲＰ研究開発推進協会
総務省関東総合通信局

・基調講演「ユビキタスネットワークと新ＩＴ基本戦略」
( 株 ) 野村総合研究所

名誉会長 羽鳥 光俊
局長 竹田 義行 様
理事長 村上 輝康 様

・
「地域における広帯域移動体通信に関する調査研究会」報告
独立行政法人通信総合研究所
グループリーダ 原田 博司 様
−休憩− ｢調査研究会デモンストレーションビデオ放映｣
・
「YRP ユビキタス通信テストベッド活用実験・研究フォーラム」
ＹＲＰ研究開発推進協会
・閉会の挨拶

ＹＲＰ研究開発推進協会

会長 甕

昭男

代表幹事 若菜 弘充

地上デジタル放送技術セミナー
6 月 25 日、ＹＲＰは移動体通

地上デジタル放送の技術の方式に

信技術に携わっている技術者の方々

ついてＮＨＫ放送技術研究所（デ

に、地上デジタル放送の現状を紹

ジタルネットワーク）部長の佐々

総務省情報通信政策局放送技術課長久保田誠之様のご講演

の技術のサービスについてＮＨＫ
放送技術研究所（マルチメディア
サービス）部長の下田 茂様から、
地上デジタルテレビ放送開始に向
けての準備状況について（株）フ

を開催しました。
「放送と移動通信、インターネッ

ジテレビジョン 役員待遇技師長

トの競争と協調」と題してＹＲＰ

の関 祥行様からそれぞれ講演が

研究開発推進協会の羽鳥光俊名誉

行われました。当日は、150 名

会長から、地上デジタル放送と放

の参加者があり、地上デジタル放

送技術政策について総務省情報通

送技術への関心が高く熱心に聴講

信政策局放送技術課長の久保田

されていました。

誠之様から、地上デジタル放送の
技術の総論についてＮＨＫ放送技

術研究所次長の久保田 啓一様から、

ＮＨＫ放送技術研究所次長久保田啓一様のご講演

・・・・・・・
・
・
・
・・・・
・・
・
・・・
・・
・・
・・

京都大学長尾総長講演会
5 月 15 日、京都大学総長の長尾 真様がＹＲＰを来訪され、
「京都大学の研究組織と産学協力」と題して、「２１世紀社
会の課題を研究する新しい研究教育組織」、「桂キャンパス
で新しい研究を展開する工学研究科・情報学研究科」、「産
学協力を積極的に推進する国際イノベーション機構」、「２
１世紀 COE で国際的研究拠点を形成」などについて講演さ
れました。当日は 120 名の聴講者があり、好評でした。

木 誠様から、地上デジタル放送

・・・・・
・
・
・
・
・
・・

・・・・・・・・・・・・・
・
・
・・
・・
・
・・
・
・
・・

「通信技術と放送技術の融合」
・ 介し、
・
・
に関連する研究開発に役立ていた
・
・
・
・
だくために移動体通信技術者のた
・
・
めの「地上デジタル放送技術セミ
・
ナー」と題するＹＲＰ技術セミナー
・・

世界最先端の無線ブロードバンド
環境の構築に向けての講演会
７月 11 日、総務省総合通信基盤局 電波政策課 企画官
炭田寛祈様による電波政策改革プランについての講演「世
界最先端の無線ブロードバンド環境の構築に向けて」が開
催されました。「電波再配分のための給付金制度」「無線局
免許に代わる登録制度の導入」等について講演が行われ、
７０名の方が聴講しました。
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加藤紀文総務副大臣の
ＹＲＰご来訪

早稲田大学がＩＴＵ活動を支援
ＹＲＰに研究センターを開設

早稲田大学は、国連の専門機関で情報通信分野の国際ルール
を決める国際電気通信連合（ＩＴＵ、本部・ジュネーブ）の研
究拠点「早稲田大学国連ＩＴＵ研究センター」の事務所をＹＲ
Ｐベンチャー棟に開設、９月より２番館に研究センターをスター
６月 25 日、加藤紀文総務副大臣がＹＲＰを来訪され、ＹＲＰ

トさせる予定です。ＩＴＵは情報通信分野で必要不可欠な通信

の進出企業、 研究機関をご視察されました。ＹＲＰの概要の説

方式の標準化などを手掛けており、189ヶ国が加盟しています。

明は甕昭男ＹＲＰ研究開発推進協会会長が対応いたしました。

研究センターは出先事務所を除き、ＩＴＵとしてアジアではじ
めての拠点となります。

内閣府総合科学技術会議
議員のＹＲＰご来訪

ＮＨＫ首都圏ネットワーク・
神奈川スペシャル

７月 10 日、内閣府総合科学技術会議議員の大山昌伸様及び薬
師寺泰蔵様ご一行がＹＲＰを来訪され、ＹＲＰの進出企業、研
究機関をご視察され、意見交換をされました。

Triangular Cooperation
Workshop 開催
６月 23 日〜 27 日の５日間にわたり 16 時５分より 18 時ま
で合計約９時間、ＹＲＰ１番館エントランスホールより生放送
が行われました。
この神奈川スペシャルは横須賀開国 150 年にちなんだ開国祭
の話題など横須賀に縁のある人達が出演しました。24 日はＹＲ
Ｐ特集として「横須賀最先端技術」と題し、パンチ佐藤様のリポー
トをまじえ、ＮＴＴドコモＲ＆Ｄセンタの杉本様・真鍋様・福
本様の案内による未来の携帯電話と題して展示ルーム・研究室
デンマーク NOVI サイエンスパーク、フィンランド TECHNO-

の探訪が行われるとともに、
「通信総合研究所・ユビキタスって

POLIS、日本ＹＲＰとの 3 カ国間ＭＯＵに基づいたトライアンギュ

なに？」と題して通信総合研究所横須賀無線通信研究センター

ラーコーポレーションワークショップ（Triangular

Cooper-

長の若菜様の説明と若手研究員香山様のＩＣＷ「インテリジェ

ation Workshop）が、6 月 10 日〜 13 日の 3 日間、YRP にお

ント・シティー・ウォーカー」の障害物回避デモンストレーショ

いて開催されました。各国の大学教授・企業研究者・サイエン

ンが行われました。

スパーク関係者が各機関の最新動向についてのプレゼンテーショ
ンを行い、相互交流を行いました。参加者から好評でした。
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ＹＲＰの皆様のご協力により無事５日間の放送が行われ、横
須賀リサーチパークの名前が広められました。

国内事例調査会

ワイヤレスジャパンに出展

７月３日〜４日にＹＲＰ研究開発推進協会は、札幌市内を中
心に国内事例調査会を実施しました。今回の国内事例調査会は、
総務省北海道総合通信局、北海道ベンチャーキャピタル(株)、(財)
さっぽろ産業振興財団等の協力を得て、ＳＫＹ（ソフトピアジャ
パン、京都リサーチパーク、横須賀リサーチパーク）の連携事
業として実施し、現在札幌市内にあるインキュベーション施設
３箇所を始め、北海道大学、ベンチャー企業２社を訪問しました。
今後、ＳＫＹでは札幌地区の
キーパーソン等と人的及び情
報の交流により、連携事業を
拡大するとともに、更に全国
視野でアクティビティの高い
地域との交流を進めて行く予

ＹＲＰ研究開発推進協会では、７月 16 日〜 18 日に東京ビッ

定です。

クサイトで開催された「ワイヤレスジャパン」に、主催者であ
るリックテレコム ( 株 ) から出展の依頼があり、通信総合研究所
と合同で初めて出展しました。当協会は「ＹＲＰユビキタス通
信テストベッド構想」を、通信総合研究所は「モバイルネットワー
クグループの研究内容」を中心に展示を行い、各スタッフが来
場者に対する説明を行いました。当ブースへの来場者は３日間
で延べ約 1200 人以上となり、展示内容について多くの企業、
団体から関心が寄せられました。

日中技術戦略研究所発足
( 株 ) 横須賀テレコムリサーチパークは国際部を新設し、
その中に日中技術戦略研究所を発足しました。
日中技術戦略研究所は、ＩＣＴ分野における日中間の政府
系機関の交流や企業ビジネスサポート、最新技術や戦略動向
等に関する調査、研究等を受託し、そのソリューションを提
供します。

YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所よりお知らせ〔第２回〕

「トレーサビリティの実証実験を開始」
当研究所の坂村所長が代表を務めるユビキ

たこれらを用いてＹＲＰ・よこすか葉山農協・

タス ID センターは 6 月 23 日、日立製作所

京急ストア・東京大学と共同で、生鮮食料

のミューチップ、凸版印刷の T-Junction、

品を用いた「食品トレーサビリティの実証

ルネサステクノロジの eTRON16-AE45X の

実験」も開始され、将来の実用化を目指し

三つを標準 IC タグとして認定しました。ま

て研究が進んでおります。
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WPMC'03
開催予告及び参加者募集
■ 開 催 日：2003年10月19日(日)〜22日(水)
■ 開催場所：横須賀市
本年の第 6 回国際移動通信シンポジウム (WPMC'03) は、発祥の地で
ある横須賀市にて開催されます。詳細については WEB を参照。

WPMC'03 Website : http://ilcc.com/WPMC/

第４回日中移動体通信技術
フォーラム訪問団（

（

日中移動体通信技術フォーラム
会員のみ参加可能

期日：2003年９月14日(日)〜21日(日)
訪問先：中国 北京、杭州、南京
内 容：・訪問団は情報通信関連大学・機関を訪問し、講演、交流会
を実施。
・「第１回日中移動通信ユビキタスサミットフォーラム」を
９月１６日北京で開催。

海外事例調査会

（ＹＲＰ研究開発推進協会会員のみ参加可能）

期日：2003年10月６日(月)〜13日(月)
訪問先：アメリカ カリフォルニア州
内

容：シリコンバレー等の情報通信関連大学・
機関、ベンチャー企業等を訪問。

第5回YRPソフトボール大会
YRP夏祭り2003

YR
イベンP
報告!ト

アライアンス・フォーラムへの参加。

第５回ＹＲＰソフトボール大会が開
催されました。参加チーム２３での戦
いとなりました。見事優勝を勝ち取っ
たチームは、とらすたーず５（ＮＴＴ
プラットフォーム研究所）、準優勝はＣ
企画部（ＮＴＴサイバーコミュニケーショ
ン総合研究所）という結果です。
また、８月１日には、ＹＲＰ夏祭り
が行なわれました。ＹＲＰ就業者によ
るバンド演奏・フラメンコ・縁日等賑
やかな一夜でありました。

【編集・発行】

ＹＲＰ研究開発推進協会
(株)横須賀テレコムリサーチパーク

〒239-0847 横須賀市光の丘３-４ TEL：046-847-5008 FAX：046-847-5010
〒239-0847 横須賀市光の丘３-４ TEL：046-847-5000 FAX：046-847-5010

http://www.yrp.co.jp

