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ワイヤレス・コミュニケーションズ
ウィーク  YRP 開催
Wireless Communications Week at YRP
3 月 28 日から 30 日の 3 日間、横須賀リサー

テムがどのように発展していくかの講演・展

チパーク（YRP）において、「ワイヤレス・コ

示が、わが国の移動通信システムの研究開発

ミュニケーションズ ウィーク at YRP」が開

拠点である YRP において開催されたものです。
総務省主催の「第４世代移動通信システムワー

催されました。
携帯電話に代表される移動通信システムは、

古屋範子総務大臣政務官

クショップ」では、古屋範子総務大臣政務官、

わが国の社会基盤として我々の生活に定着す

独立行政法人情報通信研究機構

るとともに、わが国経済の牽引役も担ってい

長のご挨拶、総務省

ます。わが国では、世界的に見てもモバイル

講演のあと、古屋政務官は、長尾理事長のご

先進国であり、これまでも、研究開発、国際

案内で、「NICT 新世代移動通信の研究開発」

標準化、実用化・普及といった面で積極的に

の研究成果の展示・デモンストレーションを

先進的な移動通信システムを推進してきました。

熱心に視察されました。

欧州、中国、韓国、日本を代表される方々

長尾真理事

桜井俊電波部長の基調

３日間の内容は以下の通りです。

から、これからの携帯電話等の移動通信シス

３月 28 日

【講演と展示】

「ＮＩＣＴ新世代移動通信シンポジウム」

グローバルなシステムです。このワークショッ

主催：独立行政法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）
後援：総務省、ＹＲＰ研究開発推進協会

プは、IMT-Advanced の早期実現に資するため、

ＮＩＣＴは、平成１４年度から４年間、次世
代の移動通信システムの研究開発を行ってこ
られました。その研究成果を多くの方に知っ
独立行政法人情報通信研究機構 長尾真理事長

国内外の関係者が参加し、政策、国際標準化、
技術開発等について幅広く意見交換を行うこ
とを目的として開催されました。参加者数は
約３００名でした。

ていただくとともに、今後の研究開発に関し
て国内外の研究者の方々と情報交換の促進を
図ることを目的として「ＮＩＣＴ新世代移動
通信シンポジウム」を開催されました。研究
発表を行うと共に、研究成果の展示・デモン
ストレーションも行なわれ、参加者数は約２
６０名でした。
３月 29 日

３月 30 日

【講演】

「ＭＯＣＣＡ - ＷＷＩ移動通信システムワー
クショップ」
主催：ＭＯＣＣＡ
後援：ＮＩＣＴ、ＹＲＰ研究開発推進協会 他

ＭＯＣＣＡ（The Mobile Cooperation & Coordination Action）は、欧州委員会（EC）か

【講演と展示】

「第４世代移動通信システムワークショップ」
主催：総務省
共催 : ＮＩＣＴ、社団法人電波産業会（ＡＲＩＢ）、モバ
イルＩＴフォーラム（ｍＩＴＦ）
、ＹＲＰ研究開発
推進協会、日・中ＩＣＴ技術フォーラム
展示会場

とした標準化活動が積極的に進められている

ら出資を受けているコンソーシアムの１つで、
エリクソン、モトローラ、ノキア、ドコモ欧
州研究所等９社で構成され、第４世代モバイ
ルに関する仕様検討、ワークショップ開催等
を実施しています。

このワークショップは

高速移動中でも高画質の動画鑑賞等が気軽に

WWI（Wireless World Initiative）と共同でそ

できる第４世代移動通信システム（IMT-Ad-

れらの研究成果を世界に発信する活動の一環

vanced）は２０１０年頃の実用化に向けて、

として、今回日本での開催となりました。

研究開発や国際電気通信連合（ITU）を中心

ＹＲＰユビキタス通信テストベッド
活用実験・研究フォーラム第 3 回運営
委員会の開催
「次世代に向けたテストベッド整備方針を検討ā
11 月 10 日、霞ヶ関の東海大学

現−ＹＲＰテストネットフォーラ

センティブが機能しない分野への

校友会館にて、第 3 回目となるＹ

ムの再構築−で、整備方針、組織

官民一体の後押しにより先導的国

ＲＰユビキタス通信テストベッド

のあり方等について議論されました。

際提案や標準化活動の土壌醸成

活用実験・研究フォーラムの運営

・第 4 世代移動通信システムや次世

・災害、医療、教育など、１民間で

委員会が開催されました。羽鳥光

代移動通信システム等の新たなワ

の投資が困難な公共的アプリケー

俊運営委員長、甕昭男副運営委員

イヤレスブロードバンドの研究開

ションに関する実証実験の支援

長を始め運営委員の方々が参加され、

発等の支援

・陸上無線から航空・海上までを包

テストベッドの方向性について熱

・アジア地域をはじめとする諸外国

含する通信の発展に資する研究用

心に討議が行われました。

研究機関等との連携の強化、国際

テストサイトの構築

標準化支援推進

を今後のテストベッドの整備方針

・萌芽的研究開発分野など研究イン

とすることとしました。

議論の中心は、ユビキタス社会
に向けた新たなテストベッドの実

YRP 四国情報通信セミナーの開催と
国内事例調査
１２月１日～２日にＹＲＰ研究

参加いたしました。セミナーでは、

開発推進協会は、愛媛県松山市に

四国総合通信局久保田誠之局長に

おいて国内事例調査会を実施しま

よるウェルカムアドレス、ＹＲＰ

した。今回の国内事例調査は、四

研究開発推進協会羽鳥光俊名誉会

国総合通信局の協力を得て、ＳＫ

長による挨拶の後、ＹＲＰ研究開

Ｙ（ソフトピアジャパン、京都リ

発推進協会甕昭男会長による基調

サーチパーク、横須賀リサーチパー

講演、独立行政法人情報通信研究

ク）の連携で実施し、松山市内の

機構大森慎吾理事、株式会社ＮＴ

愛媛大学のメディアセンター等を

Ｔドコモ岩崎文男執行役、株式会

見学しました。また、四国総合通

社ＫＤＤＩ研究所平田康夫会長に

信局、四国情報通信懇談会、ＹＲ

よる講演、パネルディスカッショ

Ｐ研究開発推進協会の主催による、

ン「ユビキタスネット社会がもた

「ＹＲＰ四国情報通信セミナー」に

らす地域活性化」が行われました。
四国総合通信局長 久保田誠之様によるご挨拶

IWUWBT ２００５の開催
YRP 研究開発推進協会、独立行
政法人情報通信研究機構及び横浜
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パークにおいて開催されました。
13 カ国から 200 名の参加者があり、

ネルディスカッション等が行われ、
活発な意見交換が行われました。

国立大学 21 世紀 COE プログラム

ITU（国際電気通信連合）で UWB

また、17 ブースの最新の研究開

が主催する UWB（ウルトラワイド

に関する標準化作業を行っている

発成果の展示、デモも併せて行われ、

バンド）技術に関する国際ワーク

ITU-R Task Group １ /8 議長の

実用化を間近にひかえ、日米欧で

ショップ I W U W B T 2 0 0 5 （Int-

Hanna 氏の講演を始め、国内外の

精力的に行われている研究開発の

ernational Workshop on UWB

専門家よる各種講演、「アジアにお

最先端動向を把握する機会となり

Technologies 2005）が、12 月８

ける研究開発と規制」及び「ITU-

ました。

日～１０日まで、横須賀リサーチ

R 勧告のインパクト」と題するパ

YRP
講演会

２月１０日、ＹＲＰホールにおいて、
「研究開発」
と「ワイヤレスブロードバンド」の視点で総務
省の最新の政策を講演いただきました。当日は
約１００名の参加者があり、講演後も多数の方々
と意見交換が行われました。概要は以下の通り
です。

（１）

電波開放戦略とワイヤレスブロードバンド
推進に向けた総務省の取組み
総務省総合通信基盤局電波政策課 周波数調整官 小泉純子氏

「ワイヤレスブロードバンド推進研究会」の報告内容を中心に
ワイヤレスブロードバンドの現況、利用実態、将来の利用シー
ンの類型化等を示すとともに、とりまとめられた新システムと
主な候補周波数帯、既存システムの周波数再編の必要性、周波
数の有効利用方策の具体例、今後のワイヤレスブロードバンド
環境実現に向けた取り組み等を講演されました。

（２）
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 周波数調整官 小泉純子様

総務省の研究開発への取組み
総務省情報通信政策局技術政策課 課長補佐 塩崎充博氏
ユビキタスネットワーク社会の構築には有線・無線ネットワー
クのシームレスな融合が不可欠であり、u-Japan 政策等の ICT
研究開発のポイントとなっています。
具体的には UNS 戦略プログラムで示された重点３分野、総
合科学技術会議の４分野、IT 戦略本部の IT 新改革戦略等の説
明の後、本年度の情報通信関係の予算案に言及されました。

総務省情報通信政策局技術政策課 課長補佐 塩崎充博様

横須賀市企業立地説明会
10 月 11 日、横須賀市は神奈川

社ＮＴＴドコモ前会長の大

県と共催で、企業立地説明会を東

星公二様より、それぞれの

京・丸の内ビルディングで開催し

視点からビジネス戦略的な

ました｡

講演がありました。

横須賀市ではこれまでもＹＲＰ

蒲谷亮一横須賀市長と松

を中心としたビジネス環境をＰＲ

沢成文神奈川県知事は、そ

するとともに､ 企業立地奨励金の

れぞれ横須賀、神奈川のビ

制定や税軽減など企業誘致策を実

ジネス環境や生活環境を紹

施してきましたが、改めて横須賀

介し、積極投資を促しまし

市のビジネス環境をさらに多くの

た。

方々にご理解いただくため、説明
会を都内で開催しました。

ご説明をされている横須賀市長 蒲谷亮一様

なお、横須賀市では、企
業立地に関する情報を迅速且つ幅

ホームページでは横須賀が持つ

広く提供するため、専用のホーム

Business Energy ( ビジネスパワー）

方が参加され、慶應義塾大学環境

ページ（URL

と Best Environment（最適な環境）

情報学部の國領二郎教授と株式会

ka.be）を開設しています。この

当日は、約 40 社 60 名の企業の

http：//yokosu-

の両面を紹介しています。
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菅義偉総務副大臣（中央）と長尾真理事長（左）

■菅総務副大臣ＹＲＰご訪問
12 月 16 日、菅義偉総務副

だけで一台の無線機で携帯電話、

大臣が YRP を訪問されました。

デジタル TV 等好みの無線機

YRP 研究開発推進協会

に変身することができる未来

甕昭

説明を受けられる古屋範子総務大臣政務官

■古屋総務大臣政務官ＹＲＰご訪問
11 月 25 日、古屋範子総務

横須賀市の概要説明のあと、

男会長による YRP の概要説明

型無線機（ソフトウェア無線）

大臣政務官が YRP を訪問され

独立行政法人情報通信研究機

後、独立行政法人情報通信研

等の研究開発をご覧になりま

ました。独立行政法人情報通

構において、研究状況等を見

究機構にて、長尾真理事長の

した。その後、パナソニック

信研究機構、株式会社横須賀

学されました。

ご案内で、移動体間で多段中

モバイルコミュニケーション

テレコムリサーチパーク及び

継して、災害地の状況を動画

株式会社では、所内施設及び

像にて伝達する防災用高度無

開発機器等を見学されました。

線中継システム、ソフトウェ

■ＪＩＣＡ研修生ＹＲＰご訪問

ア（プログラム）を変更する

■中国科学院ＲＦＩＤ調査団ご一行様
ＹＲＰご訪問

おり、見学はその一環として
行われたものです。研修生は

の IT 政策と最新通信技術研修」

いずれもフィリピンの通信主

に参加したフィリピンからの

管庁から派遣されており、訪

研修生が、１０月１７日に

問先の研究機関において、第

10 月 7 日、中国科学院自

学を目的として来日し、YRP

YRP を訪問されました。この

4 世代携帯、IPv6 などの研究

動化研究所潭副処長様を団長

では、YRP 概要の説明を受け

研修は、日本の ICT 関連の研

開発の動向、研究開発体制に

とする中国科学院 RFID 調査

たあと、独立行政法人情報通

究開発動向と関連知識を深め

ついて見学されました。

団ご一行様が YRP を訪問さ

信研究機構見学、日本電信電

ることを目的として行われて

れました。

話株式会社サイバーコミュニ

中国科学院 R F I D 調査団は、
RFID を中心とした技術の見

ケーション総合研究所見学を
行い、活発な意見交換が行な
われました。
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独立行政法人国際協力機構
団 (JICA) が実施する「日本

■大垣商工会議所ご一行様ＹＲＰご訪問
11 月 15 日に大垣商工会議

ＲＰ情報通信セキュリティ人

所情報委員会ご一行様（田口

材育成センター」を中心に見

義隆委員長様はじめ２２名様）

学されました。また、人材育

が YRP を訪問されました。

成事業やリサーチパーク運営

株式会社横須賀テレコムリサー

等について意見交換が行われ

チパークが開設している「Ｙ

ました。

■ロシア連邦経済発展貿易省
グレフ大臣ご一行様ＹＲＰご訪問
11 月 18 日、ロシア連邦経

クとしての YRP の役割等と独

済発展貿易省グレフ大臣が

立行政法人情報通信研究機構

YRP を訪問されました。ご一

の概要について説明を受け、

行様はロシア連邦のプーチン

意見交換を行うとともに、情

大統領の来日にタイミングを

報通信研究機構の研究状況を

合わせて来訪されたもので、

見学されました。

グレフ大臣は、リサーチパー

■トルコ電気通信庁代表団
ＹＲＰご訪問
１２月２７日、トルコ電気

Ｘなどの各分野についての意

通信庁のエディス電気通信委

見交換を行う目的で来日され、

員を団長とする、トルコ電気

日本国内の通信事業者、研究

通信庁代表団ご一行様 6 名が

機関等の研究開発状況を見学

ＹＲＰを訪問されました。ご

する一環として、YRP を見学

一行様は、総務省との間で、

されました。

３Ｇ・ブロードバンド・無線
ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）、ＷｉＭＡ

■インド通信・ＩＴ省
レンタラ・チャンドラシェーカー
IT 局長ＹＲＰご訪問
グレフ大臣（左から 4 人目）を囲んで

■ロシア情報技術・通信省連邦
通信局長官 ＹＲＰご訪問

2005 年 1 月にマラン通信・

シェーカー局長の講演会が開

IT 大臣とともに来日されたイ

催されました。YRP が推進す

ンド通信・IT 省 IT 局のレンタ

る日・印ＩＣＴ技術フォーラ

ラ・チャンドラシェーカー局

ムは、総務省が推進する日印

長が、1 月 16 日に再び来日さ

ＩＣＴフォーラムと密接に連

れ、YRP を見学されました。

携して、インドとの民間交流

17 日には、日印 ICT フォーラ

及び連携のための活動を推進

ムの主催によりチャンドラ

しております。

11 月 17 日、ロシア連邦の

分野のレベルは高く、ソ連時

プーチン大統領の来日のタイ

代に蓄積された軍事、宇宙開

ミングに合わせ、ロシア東欧

発等の分野での技術を背景に、

貿易会が招聘した情報技術・

独創性の高い多くの優秀な専

通信省ベスコロヴァイヌィ連

門家を擁して欧米企業と数多

邦通信局長官を団長とする 21

くの共同プロジェクトが推進

名のロシア ICT 専門家代表団

されています。我が国におい

4 月 7 日、リサ・エロ総務

目的として来日され、この機

が YRP を訪問されました。ご

ても、ロシアの情報 ･ 通信技

局長をはじめとするフィンラ

会に日本国内の主な通信関連

一行様は社団法人ロシア東欧

術に対する関心が高まる中、

ンド運輸通信省のご一行様が

事業者を見学されたいとのご

貿易会が都内で開催した日ロ

ご一行様は YRP の各研究機関

YRP を訪問されました。ご一

希望があり、YRP を来訪され

ICT ビジネス・セミナーに出

を見学するとともに、研究者

行様は総務省との政策対話を

ました。

席するために来日されたもの

との活発な意見交換を行いま

です。ロシアの情報通信技術

した。

■フィンランド運輸通信省代表団
ＹＲＰご訪問

ベスコロヴァイヌィ長官（前列右から 5 人目）を囲んで
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国際移動通信シンポジウム
（WPMC ’
05）
開催
9 月 18 日～ 22 日、YRP 研究

Wireless Summit '05（IWS '05）

会挨拶、オールボー市

開発推進協会と独立行政法人情

の一環として行われ、同時に、

長 Henning G.Jensen

報通信研究機構の共催により

将来の無線情報マルチメディア

氏による歓迎の挨拶に

1998 年以降毎年開催されてい

通信に関する戦略を議論する

続き、日本からは独立

る無線通信と移動通信に関する

Strategic Workshop '05 と、

行政法人情報通信研究

国際研究集会、WPMC（国際移

欧州・アジア各国のサイエンス

機構

動通信シンポジウム＝ I n t e r-

パークが一堂に会してサイエン

YRP 研究開発推進協

national

Symposium

長尾真理事長、

WPMC'05 で主催者挨拶をされる YRP 研究開発推進協会
羽鳥光俊名誉会長

on

スパーク間の連携について議論

会 羽鳥光俊名誉会長等がそれ

(MOU) を調印しているデンマー

Wireless Personal Multime-

する Wireless Science Parks

ぞれ WPMC 主催者代表として

クのノビ・サイエンスパーク、

dia

Communications）が、

'05（WSP '05）が開催されま

挨拶を行ないました。IWS '05

フィンランドのテクノポリス、

デンマーク・オールボー大学の

した。IWS '05 のオープニング

には、世界各国から約 650 名近

タイ・サイエンスパーク、マレー

協力により、デンマーク・オー

セレモニーはオールボー市議会

い参加者が集まり、投稿論文数

シアのマルチメディア開発公社

ルボー市にて開催されました。

文化センターにて行われ、IWS

は 488 件、採択論文数は 399 件

に加えて香港サイエンスパーク

８回目の開催となった今回の

の実行委員長オールボー大学

を数えました。また、WSP '05

が参加し、今後の連携方策につ

WPMC は、I n t e r n a t i o n a l

Ramjee Prasad 教授による開

には YRP と研究交流覚書

いて意見交換を行いました。

ミリ波シンポジウム
2 月 15 日～ 16 日の２日間、

YRP の紹介を含めて挨拶を行

アジア太平洋ワイヤレス・ブロードバンド・
フォーラム '05（AP-WBF '05）開催

フィンランド ･ エスポー市の国

いました。同会議は、ミリ波

YRP 研究開発推進協会及び株

GeMo と同様、将来の実用化に向

立技術開発センター（VTT）で、

帯の電波を使用した通信 ･ レー

式会社横須賀テレコムリサーチパー

けた情報通信システムにかかわ

３会議合同の国際会議− ESA

ダ ･ デバイス技術等の最新の研

クは、独立行政法人情報通信研

る共同研究開発の推進、及び研

ワークショップ /TSMMW2006

究開発成果を発表する場であり、

究機構との共催により、タイ及

究成果の標準化を視野に入れて

/MINT-MIS2006 が開催されま

昨年度の韓国開催に引き続き、

びマレーシアにおいて、11 月 22

実施しています。今回は、WWAT、

した。３会議はそれぞれ Milli-

今回、Millilab のローカルアレ

～ 25 日の日程で『アジア太平洋

M2USIC 等の会議との同時開催と

lab（VTT 傘下のミリ波研究所）
、

ンジのもとフィンランドで開

ワイヤレス・ブロードバンド・

なり、全体を、Thailand-Japan

韓国東国大学 MINT、独立行政

催されました。参加者は約 140

フォーラム』を開催しました。

Broadband Congress 2005、

法人情報通信研究機構が共同

名、プレナリーセッション以

で主催するものであり、YRP

外の技術セッションは２パラ

シンガポール・ベトナムの各国

Congress 2005 と称して行われ

研究開発推進協会も主催等と

レルがあり、発表件数は招待

において、2000 年 1 月から年 1

ました。タイにおいては National

なっています。冒頭 YRP 研究

講演を含めて約 100 あり、活

度のペースで開催してきたアジ

Electronic and Computer Tech-

開発推進協会

発な議論が行われました。

ア太平洋移動体通信ワークショッ

nology Center (NECTEC)、マレー

プ（AP-NeGeMo) を、研究交流

シアにおいてはマルチメディア

のみならずビジネス面での交流

大学の協力を得て開催され、参

も含めた発展的なものとすべく

加者数はタイで約 210 名、マレー

名称を変更したもので、AP-Ne-

シアで約 290 名でした。

羽鳥光俊名誉

会長から、主催者を代表して

第3回 日・中ＩＣＴ技術フォーラム訪問団
第 3 回日・中 ICT 技術フォー

書 (MOU) 事業推進の一環、中

ラム訪問団は、中国 FuTURE

国 ITS 現状理解のため、中国

の B3G 実験場予定地の視察、

国家ＩＴＳ技術研究センター

YRP と杭州市との研究交流覚

視察を目的として、10 月 13 日

AP-WBF は、タイ、マレーシア、

Malaysia-Japan

Broadband

第２回 日・印ＩＣＴ技術フォーラム訪問団
第２回日・印ＩＣＴ技術

行政法人情報通信研究機構大

～ 17 日に実施しました。

フォーラム訪問団は、インド

森慎吾理事が務めました。参

また、杭州市で開催

ＩＣＴ研究機関を訪問するこ

加人数は８名で、ムンバイ、

された「杭州市 IT 産業

とを目的として、１２月１１

バンガロール、チェンナイの

合作論壇会」へも出席

日～１７日に派遣され、団長

ＩＣＴ研究機関を訪問し、意

し、日・中 ICT 技術

をフォーラム会長である独立

見交換を行いました。

フォーラムの甕昭男会
長から日本における UJapan 政策の取り組み、
YRP の活動を紹介しま
した。

第 3 回日・中 ICT 技術フォーラムで
YRP の活動を説明される甕昭男会長
第 2 回日・印 ICT 技術フォーラム
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第１回日印ＩＣＴフォーラム会合へＹＲＰ参加
2005 年 ICT 分野の日印関係

8 月 24 日、麻生総務大臣は、

体通信、電子政府、R&D、情

え、総務省及び日印 ICT フォー

においては、1 月には、ダヤニ

我が国の ICT 分野の主要な事業

報セキュリティ、ユビキタスネッ

ラムと密接に連携して、活動を

ディ・マラン ･ インド通信・IT

者、メーカ、研究機関等のトッ

トワークに関するワーキンググ

実施していく予定です。

大臣が来日され、麻生太郎総務

プを含む約 100 名の民間代表

ループを設置することを定めた

大臣との間で ICT 協力の推進に

とともに、インドを訪問し、日

共同声明に署

関する共同声明に署名、2005

印 ICT 大臣会合及び産学官の参

名し、両国の

年 3 月には、総務省とインド通

加する第 1 回日印 ICT フォーラ

企業・研究機

信・IT 省の間で第 1 回日印 ICT

ム会合が開催されました。日印

関が連携して、

政策対話をインドで開催、4 月

間の ICT ビジネス交流の促進や

共同で事業や

には、小泉純一郎総理大臣がイ

産官学の連携による取組の強化

研究を進める

ンドを訪問され、マンモハン・

等についての意見交換が行われ

ことになりま

シン・インド首相との間で日印

ました。YRP 研究開発推進協

した。

共同声明を発表されました。

会からは、甕昭男会長が参加し

その後、日本側では、2005
年 5 月に日印 ICT フォーラムが
設立されました。

ました。

日・印 ICT
技術フォーラ

日印 ICT 大臣会合で麻生総務

ムでは、これ

大臣は、ブロードバンド、移動

らの動きを捉

第 1 回日印 ICT フォーラムでご挨拶をされる麻生太郎総務大臣

日仏共同研究開発課題発掘セミナー開催
9 月 23 日、フランス・パリ

des Te' le' communications（GET）

には日仏の研究者約 30 名が集

発の具体化を図るため、各テー

市において、日仏共同研究開

と交流の MOU を調印したこと

まりました（日本からの参加

マの担当窓口を設置し、相互

発課題発掘セミナーが開催さ

を受けて、YRP との共催によ

者は 12 名）。セミナーでは、

情報交換を行っていくことが

れました。これは、独立行政

り行われたものです。セミナー

無線アドホックネットワーク、

合意されました。

法人情報通信研究機構が、フ

は、日仏間の共同研究、委託

新世代モバイル、ターボコード、

ランスの通信系国立高等教育

研究等、実質的で具体的な連

セキュリティー、ITS の各テー

機関 4 校で構成され、フラン

携課題を発掘することを目的

マについてのプレゼンテーショ

ス通商産業省が支援する行政

として行われ、会場となった

ンと、終日、熱心な意見交換

法人である Groupe des Ecoles

フランス・テレコムの会議室

が行われ、今後は共同研究開

台湾科学技術研究員及び台湾南部科學工業園
區管理局とＹＲＰとの覚書(MOU)締結

大連市情報産業局・大連ソフトウェアパーク
とＹＲＰとの覚書(MOU)締結について

１１月４日、ＹＲＰ研究開

じめ、台湾民間企業の日本市

2 月 24 日、YRP は大連市情

発推進協会及び株式会社 YRP

場参入支援や日本企業とのコ

報産業局・大連ソフトウェア

このことから、YRP では、株

事業開発研究所（以下 YRP）

ラボレーション推進など、よ

パークとの間で研究交流の

式会社ＹＲＰ事業開発研究所

と、台湾工業技術研究院（ITRI)

りビジネス色を強めた活動、

MOU を締結しました。大連で

をゲートウェイとして大連ソ

及び台湾南部科學工業園區管

すなわちビジネスセンターの

は、日本向けソフトウェアの

フトウェアパークとの連携を

理局（STSPA) は、通信技術

役割を高めた活動を推進して

開発が広く行われており、また、

図り、ＹＲＰ研究開発推進協

に関する研究開発分野において、

いくこととなります。

コンテンツ等の周辺ビジネス

会会員等に対してビジネス交

国際的な研究

も活発に行われています。また、

流の機会を提供していくこと

交流を推進す

２００６年３月には、独立行

としております。

る た め に 、

政法人国際協力

MOU を締結し

機構（ＪＩＣＡ）

ました。今回

の日中友好大連

の MOU を通

人材育成セン

じ、YRP と

ターもオープン

I T R I 及 び

し、ソフトウェ

STSPA は、開

ア開発教育とと

発技術の台湾

もに、日本語研

及び日本市場

修、日本企業の

への展開をは

MOU 締結式

カルチャー等の

教育が充実化されてきました。

MOU 締結式
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NICT
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情報通信研究機構の第２期中期計画と
新世代ワイヤレス研究センターの概要

独立行政法人情報通信研究機構（NICT：

まるでその場にいるように感じることのでき

めの要素技術の研究開発を実施します。研究

National Institute of Information and Commu-

る環境再現システムを確立します。また通信・

体制図に示すように、これまでの無線通信に

nications Technology）は、2006 年４月より

放送ネットワークなどを利用した環境の共有

加えて宇宙通信や生体内外の通信を含めたグロー

新しい５か年の第 2 期中期計画をスタートさ

を目指します。

バルなワイヤレスネットワーク構築のための

せました。これまで取り組んできた研究開発

安全・安心のための ICT 技術の研究開発を

研究開発を推進します。センターの研究組織

分野を、
「新世代ネットワーク技術」
、
「ユニバー

実施する第 3 研究部門は、安心して情報をや

はユビキタスモバイルグループ、医療支援

サルコミュニケーション技術」、「安心・安全

りとりし、災害や危険にしっかり備えたセキュ

ICT グループ、宇宙通信ネットワークグルー

のための情報通信技術」の３つの研究領域に

リティ＆セーフティを確立します。ICT を使

プの 3 研究グループで構成されています。所

集約させるとともに、組織についても図に示

う人と支える人との双方をサポートします。

在地が YRP ではない宇宙通信ネットワークグ

すように研究領域に合わせて大幅な見直しを

情報通信セキュリティ研究センターと電磁波

ループなども含めた大きな研究センターへと

行いました。

計測研究センターで構成されています。情報

発展しましたが、引き続き YRP に新世代ワイ

新世代ネットワーク技術の研究開発を実施

通信セキュリティ研究センターは、誰でもい

ヤレス研究センターの本部を置いて、YRP で

する第 1 研究部門は、いつでも、どこでも、

つでも安心・安全に情報をやりとりできる、

はユビキタスモバイルグループと医療支援

どのようにも情報をやりとりできるネットワー

総合的なコミュニケーション・セキュリティ

ICT グループを中心に研究開発を進めて参り

ク基盤を研究開発します。誰もが便利で快適

技術の確立、災害など非常時の通信を確保し、

ます。

なユニバーサルコミュニケーションのための

被害を最小限にする ICT の確立を目指します。

基盤をつくります。新世代ネットワーク研究

電磁波計測研究センターは、環境情報の取得

の中核となる研究グループの１つです。異な

センター、新世代ワイヤレス研究センター、

や災害・危険から身を守るＩＣＴ技術と高精

る方式の無線回線をまたいで、切れ目なく通

未来 ICT 研究センターの３つの研究センター

度の評価技術により信頼性の高い電磁環境を

信を行うシームレスネットワーク技術の研究

から構成される最大の研究部門です。新世代ネッ

構築します。

開発と国際標準化への寄与を目指します。第

ユビキタスモバイルグループは、センター

トワーク研究センターは、ネットワーク進化

新しい第 2 期中期計画の実施に伴い NICT

1 期の新世代モバイル研究開発プロジェクト

の最先端をリードし、社会の安心・安全を支

横須賀無線通信研究センターは、2006 年４月

で培った基盤技術である Media Independent

える、高い処理能力を持つネットワークシス

から NICT 新世代ワイヤレス研究センターへ

Handover (MIH) 技術を Carrier Independent

テムの構築技術と要素技術、そして時空・周

と発展いたしました。1998 年に YRP に設立

Handover (CIH) 技術へ進化させるとともに、

波数標準技術の研究開発を実施します。新世

された NICT 横須賀無線通信研究センターは、

端末のハードウェアを変更することなく様々

代ワイヤレス研究センターは、無線通信のシー

2005 年度までの第 1 期中期計画では、YRP で

な通信が可能な高信頼性可変無線通信技術の

ムレス化、ユビキタス化、ブロードバンド化

の中核的役割を担うことや、国際標準になり

研究開発を行い、真のユビキタス・シームレ

を推進し、さまざまな状況で利用可能な高度

得るようなユーザ指向の戦略的研究開発を国

スネットワークの実現に寄与します。また新

な無線サービスを提供すると共に、安心して

際的な視点から行うこと、また欧米との競争・

しく発足した医療支援 ICT グループでは、生

使える各種無線通信技術の確立に取り組みます。

協調のため、アジア太平洋地域の研究開発拠点、

体内外通信方式などインプラント医療ワイヤ

未来 ICT 研究センターは、光・量子・ナノ・

人材育成拠点を目指し、特にアジア諸国との

レスネットの構築と国際標準化への寄与を目

バイオなどの新領域を複合し、極限技術を取

連携を進めることを理念として無線通信の研

標とします。第 1 期の UWB 結集型特別プロジェ

り入れながらコミュニケーションの新たな領

究開発を進めて参りました。第 1 期中期計画

クトで培った広帯域・小電力無線通信基盤技

域を開き、学際的な ICT の研究開発を推進し

では、ソフトウェア無線基盤技術とメディア・

術を先進的アプリケーションである生体内外

ます。

ハンドオーバー技術の開発、UWB 無線基盤技

通信等へと展開します。さらに宇宙通信ネッ

ユニバーサルコミュニケーション技術の研

術の開発と IEEE802.15.4a などの国際標準化

トワークグループでは、携帯端末による移動

究開発を実施する第 2 研究部門は、もっとや

への寄与、ミリ波無線 PAN や基幹系 / 加入者

体衛星通信技術の構築などを目標としています。

さしく、もっとリアルに、そしてもっと自由に、

系アクセスシステムの開発と IEEE802.15.3c

最後に新世代ワイヤレス研究センターの基

真の意味でのユニバーサルな技術とともに、

など国際標準化への寄与、ITS ミリ波車々間

本理念を紹介致します。引き続き YRP をベー

新しいコミュニケーションと感動の世界を切

通信と VHF 帯防災用高度無線中継システムの

スとして、我が国の無線産業界における産学

り開きます。知識創成コミュニケーション研

開発と ITU-R (WP 8A) など国際標準化への寄

官連携の中核的役割を果たしながら研究開発

究センターとユニバーサルメディア研究センター

与、ソーラープレーンを用いた世界初の高度

や技術開発を実施致します。無線通信分野に

で構成されます。知識創成コミュニケーショ

20km からの成層圏無線中継実験などの成果

おける国際標準化への積極的な貢献をより一

ン研究センターは、個人の知的活動のサポー

を上げて来ました。

層行い、応用分野の創成にも貢献していく所

ト技術や人にやさしいロボットやセンサーの

第 2 期中期計画での新世代ワイヤレス研究

存です。YRP 研究開発推進協会の皆様におか

統合、多次元による超・臨場感環境の実現を

センターは、第 1 期の横須賀無線通信研究セ

れましては、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻

目指します。ユニバーサルメディア研究センター

ンターの成果を発展させて、さまざまな状況

を賜りますようお願い申し上げます。

は、リアルで自然な立体音響・映像などにより、

で利用可能な高度無線サービスを提供するた

独立行政法人情報通信研究機構
新世代ワイヤレス研究センター

理事長

新世代ワイヤレス研究センターは、国家戦略
を踏まえ、産学官連携の中核的役割を果たす
ために、４つの基本理念を掲げています。

総務部
財務部
総合企画部

新世代ネットワーク研究センター

第一研究部門

新世代ワイヤレス研究センター
未来 ICT 研究センター

第二研究部門

我が国の無線産業界における研究開発、
技術開発の中核的な役割を果たし、応
用分野の創成に貢献する。

知識創成コミュニケーション研究センター
ユニバーサルメディア研究センター

第三研究部門

情報通信セキュリティ研究センター
連携研究部門

戦略的に重要となる無線通信分野にお
ける国際標準化への積極的な貢献を行
う。

電磁波計測研究センター

研究推進部門
基盤技術研究促進部門

欧米諸国との競争と協調やアジア太平
洋諸国との連携をさらに深め、無線通
信研究開発分野における世界の先導的
な役割を果たす。

情報通信振興部門

ユビキタスモバイルグループ

センター研究員のそれぞれが我が国の
みならず国際的にも顔の見える研究者
となることを目指す。

高信頼性可変無線通信技術 , シームレス
ネットワーク連携技術 , ミリ波応用 , ＩＴＳ等

宇宙通信ネットワーク
グループ

医療支援ＩＣＴグループ
ボディエリアネットワーク技術、
インプラントセンサーネットワーク技術、
ユビキタス医療ネットワーク技術、EMC 等

WINDS を用いた高速衛星通信技術、
ETS-V を用いた移動体衛星通信技術 等

セルラー

移動端末のハード
ウェアを変更する
ことなく様々な通
信が可能

無線 LAN

生体内外通信のための
電波伝搬特性

ＩＰネットワーク

高信頼性可変無線
通信技術
無線方式 A

生体内
相互通信

無線方式 B

小型衛星

宇宙基盤技術

異なる方式でシー
ムレスハンドオー
バ

シームレスネットワーク
連携技術

ＷＩＮＤＳ
ＥＴＳ−Ⅷ

生体内外
通信

高速衛星通信技術
移動体衛星通信技術

!!

異常発見

医療支援ICT
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YRP 情報通信セキュリティ人材育成センター
のご案内

株式会社横須賀テレコムリサー
チパークでは、総務省の情報通
信セキュリティ人材育成センター
開設支援事業による補助を受け、
ＹＲＰセンター１番館５階に「Ｙ
ＲＰ情報通信セキュリティ人材
育成センター」を開設しました。
2005 年３月より研修を開始し、
これまでに延約４００人の方に

YRP 情報通信セキュリティセンター・研修風景

セキュリティマネージメントの
実践対応能力の向上を図ります。

受講いただきました。

実際に受講された方からも「研

【今後の研修スケジュール】
管理レイヤコース，技術レイヤコース（２日間）
６月 5・6 日、19・20 日

修内容が実践的で充実している」
、
本センターの特徴はＩＲＲＲ

「今後の実務でも大いに役立つ」

Ｔ（アイトリプルアールティ：

といった高い評価をいただいて

Incident Response Rescue Re-

おります。今後も研修カリキュ

covery Training）を基本コン

ラムに最新のインシデントを取

セプトに、最先端の施設で、実

り入れる等、常に最先端のセキュ

践を中心とする集合研修を行な

リティ研修を目指してまいりま

う点です。これにより、実践的

す。多くの方の受講をお待ちし

保守運用スキルの習得及び情報

ております。

イントラ・エクストラネットコース（３日間）
6 月 7・8・9 日
Ｗｅｂビジネスサイトコース（３日間）
6 月 21・22・23 日
【お問い合わせ先】
ＹＲＰ情報通信セキュリティ人材育成センター
電話０４６−８４７−５１５０
http://www.yrp-security.jp

-ST 協議会 (最終) 総会
３月 22 日、「情報通信セキュ

研修カリキュラムへの新規セ

リティ人材育成センター促進協

キュリティ脅威事例や、個人情

議会」（e-ST 協議会）の最終総

報保護にかかるナレッジなどの

会が開催されました。

要素を追加することを骨子とす

当協議会は、民間企業・大学・
研究機関等の関係者が一体となっ

これに伴い、所期の目的を達

て、自由闊達な議論を展開し、

成した当協議会は、予定どおり

喫緊な課題とされる情報セキュ

2 年間の活動を終了する運びと

リティに関する人材育成に関し、

なりました。

政府への提言・提案を行なう事

YRP 情報通信セキュリティ人

を目的に、2004 年 12 月に設立

材育成センターでは、これら提

され、以後、企画部会、技術部

言も活かし、より一層充実した

会及び各部会に設置されたワー

実践的研修を提供して参ります

キング・グループにおいて、活

ので、是非ご利用下さい。

発な議論を展開してまいりました。
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る提言が行なわれました。

-ST 協議会会長安田浩様によるご挨拶

APT・YRP次世代移動体通信技術
研修の開催
YRP 研究開発推進協会は、

モンゴル、ネパール、パキス

発推進協会では、研修生に日

APT（アジア太平洋電気通信

タン、タイ、ベトナムの 11 の

本文化を身近に体験していた

共同体）からの委託を受け、

加盟国の通信主管庁、通信事

だきたいと考え、週末には横

わが国の APT 特別供出金によ

業者、大学関係者が 11 名、研

須賀国際交流協会の協力を得て、

り実施される技術研修を 2001

修生として来日し、YRP に関

一般ボランティア家庭を数時

年度から毎年実施しています。

係の深い大学教授や進出機関

間訪問するホームビジットプ

例年、この研修は APT 加盟各

関係者による次世代移動体通

ログラムをオプショナルにて

国の参加者に好評を博してい

信に関連の講義を受けました。

毎年実施しています。今年も

ることから、2005 年度は従来

期間中には、研修生による総

ほとんどの研修生がこのプロ

よりも 1 日長い日程で、10 月

務省や横須賀市への表敬訪問

グラムに参加し、好評を博し

17 日から 27 日の 11 日間にわ

のほか、カントリーレポート

ました。

たり実施されました。バング

発表会が行われ、研修生により、

ラデシュ、ブータン、中国、

自国の通信事業の現況が紹介

フィジー、インド、マレーシア、

されました。また YRP 研究開

ＹＲＰユビキタス・ネットワーキング研究所よりお知らせ〔第 7 回〕

ＹＲ P ユビキタス・ネット

いるＩＣタグを、

ワーキング研究所と青山商事

スーツの生産工場や、

株式会社は、実用化を前提と

物流センターなど、

して青山商事が取り扱うスー

異なる場面でも活用

ツを対象に、生産から店頭に

しています。ＩＣタ

至る過程において、ユビキタ

グに物流や商品管理

スＩＤセンターが標準化を推

などさまざまな情報

進しているユビキタスＩＤ技

をひも付けることで、

術を利用した流通管理を行う

一つのタグを中国の

実証実験を進めてきました。

生産工場、日本の物

この最終段階として 3 月９

青山商事の青山理社長（左）と，東京大学大学院の坂村健教授（右）

流会社、青山商事の

日～１５日の期間、「洋服の青

店舗といった形で、

山」池袋総本店において、スー

複数の組織が時と場

ツの一品一品に取り付けた

合に応じて流用でき

u c o d e タグと店舗内に設置

るようにしました。

するキオスク端末及びユビキ

最初にＩＣタグが

袖の拡大部と IC タグ

タスコミュニケータと呼ばれ

付けられるのは、青山商事が

ＩＣタグは中国の生産工場に

る携帯端末を利用して、スー

スーツの生産を委託している

戻し、再利用します。

ツの素材・縫製方法などのこ

中国の工場。出荷時、スーツ

なおこれに先立ち、9 日に

だわり情報や、スーツに合う

に付けられます。スーツは船

は青山理氏（青山商事株式会

ワイシャツやネクタイなどの

便で日本に運び込まれ、大阪

社代表取締役社長兼執行役員

お奨め情報を消費者に提供す

の物流センターとトラックで

社長）、坂村健所長臨席のもと

る店舗実験を行ないました。

の輸送を経て池袋の店舗に入

オープニングが開催されました。

今回の実験におけるＩＣタ

荷されます。店舗でスーツを

グ活用の場は、店舗だけにと

顧客に引き渡す際には、ＩＣ

どまりません。店舗で使って

タグをはずします。はずした
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■ イベント報告 ■

■今後の予定■
第６回 ITS 情報通信国際
ワークショップ（ITST2006）
6 月 21 日〜 23 日
中国・成都において開催。
このワークショップは、YRP 研究開発
推進協会、独立行政法人情報通信研究機
構が主催するものです。
詳しくは http://www.itst2006.uestc.
edu.cn/conference/presentation.htm
をご覧ください。
駅伝大会スタートの様子

YRP 駅伝大会開催

第７回 YRP 次世代移動体通信
技術研修
7 月 18 日〜 28 日
日本国のアジア・太平洋電気通信共同体
（ＡＰＴ）への特別拠出金を基に、同機
関加盟国の通信主管庁等への勤務者を対
象として、7 月 18 日から 28 日の 11 日
間の日程で次世代移動体通信に関する技
術研修を実施予定。

YRP クリスマス会開催

国際移動通信シンポジウム
（WPMC’06）
9 月 17 日〜 20 日
米国・サンティエゴにおいて開催。
WPMC は、1998 年以降毎年開催されて
いる無線と移動通信に関する国際研究集
会で、YRP 研究開発推進協会、独立行
政法人情報通信研究機構が主催するもの
です。
詳しくは http://www.wpmc2006.org/
をご覧ください。

マジックショーの様子

第８回YRPソフトボール大会 開催のご案内

ラ・ルーブルYRP新装オープンのご案内

新装オーブンのラ・ルーブル
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ＹＲＰ研究開発推進協会
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