(株)横 須 賀テレコムリサーチパーク
（(株)YRP）
は、総務省からユビキタス特
区事業「グローバル市場に対応できる移
動通信端末の開発支援プラットフォーム」
を受託し、第二世代から第三世代まで
世界各国の携帯電話市場に対応し得る
携帯電話の開発試験環境であるYRPIOTテストベッドの構築・整備を進めて
まいりました。本テストベッドは、国内
ICT分野の国際競争力強化を目的として
構築されたもので、これまで日本企業が
実施していた「GSM」
「W-CDMA」端末

テストベッドの概要説明

の開発評価試験が国内に居ながらにして
実施可能となります。そして、1月29日
に本テストベッドの運用開始を記念して、

その 後、(株)YRP 仲 川 史 彦 常 務 取
締役からテストベッドの概要の説明、同

「グローバル移動通信端末開発支援テス

社 太田現一郎 事業企画室次長からのテ

トベッド運用開始式」
を開催いたしまし

ストベッドに関する技術的な内容の説明

た。
当日は、(株)YRP 蒲谷亮一 代表取締

を行った後、実際に構築したテストベッ
ドが公開されました。また、あわせて、

役社長の挨拶に続き、来賓として、総務

テストベッドにおける試験のデモが行わ

省 戸塚誠 政策統括官（情報通信担当）、

れました。デモでは、海外で主流の携帯

神奈川県 松沢成文 知事（小林賢 商工

電話の方式であるGSM通信方式の環境

労働部長代読）
、㈶テレコムエンジニア

が構築され、欧州の大手の携帯電話コ

リングセンター 甕昭男 理事長（YRP研

アネットワーク・メーカー 2社の設備と

究開発推進協会会長）、(株)エヌ・ティ・

の接続試験や、海外ネットワークと の接

ティ・ドコモ 辻村清行 代表取締役副社

続実験が行われました。

長（YRP研究開発推進協会副会長）、(株)
トヨタIT開発センター 内海善雄 最高顧
問（前国際電気通信連合事務総局長）、
情報通信ネットワーク産業協会 資宗克
行 専務理事からご挨拶を賜りました。

電波暗室内での説明

ＹＲＰ−ＩＯＴテストベッドの特徴並びにご利用イメージのご紹介
YRP-IOTテストベッドは、平成21年1月29日の開所式以降、

■利用分野の一例 ＜通信モジュール＞

また、携帯電話機開発のみならず、通信モジュール、カーナビゲー

相当数の携帯関連等企業にご利用をいただき、順調に運営をし

ション開発等、利用分野の範囲も大きく広がる可能性をもったテ

ており、そして、テストベッドの有用性についても概ね高い評価

ストベッドです。

をいただいております。

日本国内の多くのICT関連分野の企業様に、本テストベッドを

本テストベッドは、平成22年度末までは「利用料が無料」で

ご利用いただき、グローバル市場への参入し、ますます発展して

あり、そして、国内で海外と同様の試験が出来ることから、
「開

いただく一助にしていただければと考えております。

発コストの削減」
「開発期間の短縮」など、様々な効果をもたらし、

【１】コスト面での比較
海外テストベッドの場合

項 目

NVIOT

交通費

航空運賃：
航空運賃：
国内交通費：数千円
数十万円+現地交通費（数千円） 数十万円+現地交通費（数千円） ※YRP拠点企業の場合、徒歩数分

宿泊費

海外ホテル代：十万円〜数十万円 海外ホテル代：十万円〜数十万円

TB利用料

100万円／日

携帯契約料：数万円
無料
パケット料金：10万円〜数100万円 （但し、平成22年度末まで）

生命保険

必要

必要

なし

通訳料

必要（の場合有）

必要（の場合有）

なし

その他

必要

必要

なし

認証

有

有

（パスポート取得・VISA取得）

YRPテストベッドの
特 徴

YRPテストベッドの場合

NOIOT

7千円／泊

（現時点）
なし

※ネットワークペンダ認証が必要な
場合は、別途費用発生

■利用分野の一例 ＜カーナビゲーション＞

利用分 野

海外テストベッド・YRPテストベッドいずれも

第二世代であるＧＳＭ携帯電話端末およびＧ

携帯電話端末等の開発支援を行なうことを主

ＳＭコアネットワークをプラットフォームとする

たる目的としておりますが、海外テストベッド

第三世代携帯端末である「W -ＣＤＭＡ」携帯

では、
「認証」を取得できる場合がありますが、

電話端末を始め、通信モジュール、カーナビ

YRPテストベッドにおいては、現時点では「認

ゲーションなど、GSMおよびW-CDMAをプ

証」は取得できないという相違点がございます。

ラットフォームとする分野の試験開発のために

しかしながら、YRPテストベッドは、渡航費、

ご利用いただけます。

人件費等コストの減額、エンジニアへの負担

②目的地を設定したカーナビ
から、接続している携帯電
話を介して、到着予想時刻
を指定した宛先にメールで
お知らせします。
●カーナビに組み込んだ通信
カード利用により

す。

【２】エンジニアへの負担／組織への負担の比較
海外テストベッドの場合

Bluetooth®
Cable

③

①②Voice/Packet/SM

組込型
通信カード

Car Navigation

Car Navigation

YRPテストベッドの場合

所属先とTBの
３日間
往復に係る時間

YRPに拠点がある場合：数分程度
YRＰ圏外に拠点がある場合：数時間程度

要 員

人数を制限する必要がある

・関係者が一堂に会して試験への対処が可能
・要員の交代が容易

体 力

深夜作業が発生した場合などは、若干
長期間のフライト・時差ぼけによる体力・
の体力負担はあるものの、通常作業であ
集中力の低下
れば、特段の負担はない。

業 務

・海外出張により、国内業務・他PJへの対
応が不可能
・国内業務・他の業務を並行して対応可能
・試験結果の国内との協議に大きな時差 ・時差なし
があり、双方の睡眠時間が減少

言 語

・英語対応することへのストレスがかかる
（場合がある）
・日本語対応なのでストレスなし
・資料を英文に翻訳する作業が発生する ・日本語の資料で対応可能
・要員選定に苦労する

テストベッドの概要と
設備構成
本テストベッドでは、GSMコアネットワークを
代表する世界大手機器メーカー 2社の製品に
より、海外の携帯電話網環境を構築いたしま

（試験イメージ）

◆シールドルーム

試験者がご自身でシールドルーム内のパッチパネルに、
ＡＴＴ-試験端末-ＰＣ等を接続することにより、
各種試験を実施していただけます。
また、大型車輌も入る電波暗室も利用可能です。
◆ネットワーク設備

した。これにより、これまで日本企業が海外で

パッチパネル

実施していた「GSM」
「W-CDMA」端末の開

⑴ テストベッド利用のスケジューリングの
し易さ
① 利用したいときに利用可能

※1：NVIOT = Network Vender Inter Operability Test
※2：NOIOT = Network Operetor Inter Operability Test

2G(GSM) 基地局
BTS

GGSN

2G(GSM)
RSC

発評価試験を国内に居ながら実施できます。

SGSN

設備としては、電波暗室、シールドルーム2部
屋を用意しておりますので、不要な外部電波

Attenuator

3G(W-CDMA)
RNC

の影響を受けることなく、また、外部へ不要な
3G(W-CDMA) 基地局
Node-B

を行っていただけます。

【３】その他のメリット

Internet

YRP のオペレータが操作いたします。

◆シールドルーム内

電波の漏れも遮断しますので、安心して試験
⑴ 開発期間の短縮
① 海外出張に費やす往復３日間を、
開発期間
にあてがうことができる
② 試験のフィードバックが翌日にできる

Internet

①カーナビ化画面に携帯電話
への不在、着信、未読メー
ルが来たことを表示します。

③直接ネットのサイトと通信し
ます。

軽減、開発期間の短縮等、国内にある試験環
境ならではの様々な効果が期待できるもので

項 目

●Bluetooth利用により

ユーザ作業用テーブル

試験端末

【問い合わせ先】
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク／担当：佐藤、
石塚 E-mail: ubi-sec@yrp.co.jp TEL: 046-847-5155・5018

第13回YRP研究開発推進協会総会の開催
4月27日、YRPホールに於いて、

ブロードバンド
ワイヤレスフォーラム
（BWF）設立総会

活動方針では、YRPユビキタス通

蒲谷亮一横須賀市長、総務省の河

信テストベッドの拡大・充実、コミュ

内正孝官房総括審議官を来賓に迎え

ニティ放送の実現に向けた活動の充

第13回YRP研究開発推進協会総会

実を図るとともに、将来の国際認証・

YRP研究開発推進協会では、新たな電

を開催しました。

標準化を意識した国内外の研究拠点

波利用システムおよびサービスの研究開発

総会では、2008年度活動経過報
告や決算報告が行われた後、2009

との連携や産学官連携の強化を図る

推進に寄与することを目的として、
「ブロー

こととしています。

ドバンドワイヤレスフォーラム」を設立いた

年度の活動方針、予算等について審

しました。

議した結果、原案どおり承認されま

7月3日、虎ノ門パストラル5「ローレル」

した。

にて設立総会を開催し、産官学に渡る幅

協会総会の様子

広い分野から97者（フォーラム総参加者
105）に出席いただき、以下の議案が承認
されました。

ワイヤレステクノロジーパーク
（WTP）2009の開催

第1号議案：「ブロードバンドワイヤレス
フォーラム」の設立について

BWF設立総会の様子

第7号議案：部会役員の指名について
東京大学先端科学技術センター 森川博

展開を念頭におきつつ、新たな無線通信

之 教授が企画・戦略部会長に指名され

技術を利用したアプリケーション等の研究

ました。

第2号議案：役員の選任について
5月12、13日の2日間、パシフィコ横浜

経済状況の急激な変化により、出展ブー

において、ワイヤレス通信分野を主体とし

ス数は昨年と比べて減少はしましたが、今

た活動成果を発表する事を目的に、YRP

年は天候にも恵まれ、来場者も7，533名

もあり、会場は白熱した雰囲気に包まれて
いました。
YRPブースでは、ユビキタス特区で指定

研究開発推進協会とYRPアカデミア交流

と昨年と比較すると約1割も増加するなど、

を受けた、
「携帯端末の世界展開」
、
「ワン

ネットワークの主催による、ワイヤレステク

今年で4回目となるこのイベントが、研究

セグを用いたタウンメディアサービス」
、
「次

ノロジーパーク（WTP）2009を開催しま

者や技術者等にすっかり定着しているよう

世代ＩＴＳの車々間通信」をはじめ、国際

した。

です。

連携、リビングラボ、YRPの生活支援や

開会式では主催者を代表して、実行委

またセミナーについては、WiMAX、次

(株)YRPの研修事業の展示を行いました。

世代PHS、LTEをはじめ、RFID、燃料電池、

特に、
「携帯端末の世界展開」においては、

会長から挨拶を行った後、来賓として総務

地上デジタル放送などの最新動向を講演す

YRP内にテストベッドを設置したことを周

省総合通信基盤局の吉田靖電波部長、神

ることにより、過去最高の受講者数となり

知したことにより、多くの企業に利用して

奈川県の小野義博副知事、横須賀市の杉

ました。

いただけるきっかけとなりました。

員長であるYRP研究開発推進協会甕昭男

本俊一副市長、中国移動通信聨合会の謝

さらに、アカデミアプログラムには23大

麟振常務副会長の4名から祝辞をいただき

学からの参加がありましたが、WTPでの

目標にしていた来場者8,000名も目前とな

ました。

発表は学会での発表と同等な扱いとなる事

り、さらに魅力あるイベントを目指します。

ビスを世界に先駆けて実現するため、国際

開発、ユーザー参加型のオープンなテスト
ベッドを活用したシステムの相互接続試験

会長に中央大学理工学部 土居範久 教

今後、2010年代には、電波利用の質・

や実証実験等の企画・実施等を行い、新

授、副会長に(株)野村総合研究所 村上

量ともに爆発的に拡大すると予想され、家

しい電波利用システムやサービスの早期実

輝康シニアフェローが選任されました。

庭内ワイヤレスシステム、ITSの高度化、

用化に貢献することとしています。

第3号議題：「2009年度の運営方針」に
ついて
第4号議案：アドバイザリーグループ構成
員の委嘱について
第5号議案：運営委員会構成員の指名に
ついて
第6号議案：部会の設置について

次世代移動通信システム等の新たな無線
通信技術を利用したシステムやサービスの
実現のほか、新産業創出、地域活性化、
環境問題への対応等、新分野での電波利
用の出現が期待されているところです。
本フォーラムでは、わが国において新た
な無線通信技術を利用したシステムやサー

土居会長（左）と村上副会長（右）

来年は5周年を迎えますが、設立当初に

ワイヤレスジャパン
（WJ）2009
の開催
7月22日〜 24日の3日間、東京ビッグサ

開」
、
「ワンセグを用いたタウ

イトにおいて開催されたワイヤレスジャパン

ンメディアサービス」
、
「次世

2009に出展しました。今年は3日間ともあ

代ITSの車々間通信」をはじ

いにくの雨で、来場者数も昨年と比較すると

め、国際連携、リビングラ

約10％減でしたが、国内最大のワイヤレス

ボや(株)横須賀テレコムリサーチパークの研

イベントであり、一部サービスが開始された

修事業の紹介を行いました。さらに、初めて

WiMAX、次世代PHSや来年中にサービス

の企画として講演スペースを設け、上記紹介

開始予定のLTEの最新動向の展示など会場

内容を講演することによって、展示と講演で

は天候を吹き飛ばすような熱気に包まれてい

の相乗効果を図ったことにより、例年より集

ました。

客力アップに繋げました。

講演スペースの様子

また、YRPブースでは、総務省のユビキタ
YRPブースの様子

ス特区で指定を受けた、
「携帯端末の世界展

YRPブースの様子

海外からのご視察・ご訪問

アジア太平洋ワイヤレス・ブロードバンド・フォーラム
（AP-WBF ʻ09）
アジア太平洋移動体通信ワークショップ
（AP-NeGeMo ʼ09）開催
2009年1月、YRP研究開発推進協会は、独

立行政法人情報通信研究機構との共催によ

り、タイ・マレーシアにて「アジア太平洋ワイヤ
レス・ブロードバンド・フォーラム（AP-WBF=

入れ、
アジア諸国との間で実施されている2国
間イベントです。

今回、日本からは総務省 総合通信基盤局

Asia-Pacific Wireless Broadband Forum）

電波部 移動通信課 井出 真司 課長補佐の他、

動体通信ワークショップ（AP-NeGeMo=Asia

が参加し、現地のICT関連省庁・研究機関・大

2009）」
を、
ベトナムにおいて「アジア太平洋移

Pacific Seminar on Next Generation
Mobile Communications）2009」
を開催致

しました。

AP-WBF／AP-NeGeMoは、将来の実用化

に向けた情報通信システムにかかわる共同研

アイルランド通信規制委員会
YRPご視察

究開発の推進と、研究成果の標準化を視野に

YRPの会員企業・研究機関の研究者の方々等

学・企業から参加した現地側講師と相互にプレ
開催日

開催名称

YRP協会 羽鳥名誉会長
による主催者挨拶

発な意見交換を行いました。

ンフォーラム」
へのご出席のため来日されたアイル

国の総参加者数は以下のとおりです。

一行がYRPを視察されました。
アイルランドは、海

ランド通信規制委員会のMr. Mike Byrne委員の

同会議の開催日、各国現地協力機関名と各

現地協力機関名

外ＩＣＴ企業・研究機関の誘致、
各国との共同研究

参加者数

AP-WBFʻ09マレーシア

MMU（マルチメディア大学）

1月16日

AP-WBFʻ09 タイ

NECTEC
（タイ国家電子・コンピュータ技術センター）

AP-NeGeMoʻ09ベトナム

主催の
「日本アイルランドユビキタスイノベーショ

ゼンテーションを行い、現地参加者との間で活

1月12日

1月14日

2009年5月28日、
総務省とアイルランド大使館

AP-WBF2009マレーシア

用周波数帯がIOTテスト用に提供される屋外テス

116

トベッドについての紹介が行われ、
YRP-IOTテスト

169

ベッドとの連携の可能性について活発な意見交換

アイルランド通信規制委員会のご視察の様子

日中モバイルブロードバンド合作推進会（JCMB）
の設立及び
記念式典・講演会の開催
5月5日、YRP研究開発推進協会は、一

分野に関連する電気通信事業者、
コンテンツ

ム（MCF）とともに、中国移動通信聯合会

両国の移動通信産業の継続的発展を図るた

般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラ

（CMCA）
と、
情報通信分野の協力に関する日

中間の通信事業分野でのビジネス連携促進、

長、中国側会長であるCMCA倪副会長の挨

合作推進会（Japan & China Mobile Busi-

日中間の産学協同による共通のモバイル・コ

立に合意しました。

JCMBでは、
日中両国の第3世代移動通信

JCMB設立合意書調印式にて

設立記念式典・講演会が開催され、JCMB日

ンドビジネス交流プラットフォームの構築、
日

ness Promotion Committee；JCMB）
の設

2009年7月14日、総務省のご紹介に

め、
日中間のWin-Winのモバイルブロードバ

中両国の大臣合意を受けた民間における協力

を推進するため、
日中モバイルブロードバンド

ンテンツ、
モバイル・サービス専門人材の育成
等を実施していくこととしています。

5月11日には虎ノ門パストラルホテルにて

本側会長であるYRP研究開発推進協会甕会

拶の後、
総務省、
（株）
NTTドコモ、
MCF、
中国

移動通信集団公司、中興通訊股份有限公司

等の方々の講演があり、約200名（100社）
の
方々が熱心に聴講されました。

日中間のTDD技術交流に関する覚書の締結
Y R P 研 究 開 発 推 進 協 会 は 、X G P

（eXtended Global Platform）
を推進す
るTDD技術のを推進団体であるTD産業協
会との間で、TDD技術の交流に関する覚書

を締結しました。

今回の覚書締結は、5月5日の日中両国

政府による
「情報通信分野の協力強化に関

究開発に向けた検討を行うとともに、TDD

ため来日されたものですが、過去に通信
関係を歴任されており、放送以外の最先

端技術などにも関心があるということか

ら、今回のYRP訪問に至ったものです。

覚書 調印式にて

技術を採用した次世代通信技術のさらなる

発展と可能性の追求を目指し、協力していく

こととしています。

して、 IOC（国際オリンピック委員会）
評価委員会が来日し、4月16日から
19日の4日間、プレゼンテーションに

よる確認や、競技会場予定地の視察

が行われました。東京ビックサイトで

の現地視察の中では、YRPユビキタス・

ネットワーキング研究所（UNL）が開

デン・ルーレオ市において、欧州委員会（EU）
第7次研究枠組み計画（FP7）
プロジェクト

「FIRE」
（Future Internet Research and

ロジェクトは、欧州内でのFuture Internetの

た。
また、7月1日の
「FIRE and Living Labs」

用した最先端の研究開発支援を目的としてお

り、
YRPがMOUを調印しているフィンランドの

スが提供可能であるかをイメージするため、UNL開発の端末、ユビ

おけるテストベッドの国際連携の推進のため、
同会議に参加し、今後の欧州とのテストベッド

研究開発用実験施設の構築、及び、
これを利

ンは、2016年のオリンピックにおいてICT技術でどのようなサービ

ます。
(株)YRPも総務省ユビキタス特区事業に

Experimentation）
の主要関係者が参加する

「FIREweek」会議が開催されました。FIREプ

ムを用いたデモンストレーションが行われました。デモストレーショ

DIMES協会がその主導的な役割を果たしてい

DIMES協会に入会しており、
今回、
YRPからも

連携を視野に入れた情報収集活動を行いまし

のセッションにおいて、
YRP研究開発推進協会

の甕昭男会長がYRPのテストベッド設備とリ

ビングラボへの取組みについて講演しました。

■4月 21日 ドイツ CETECOM社一行

■6月 24日 ラテンアメリカ技術交流センター主催
JICA研修生
■6月 30日 マルチメディア振興センター主催
JICA研修生
■7月 16日 中国社会科学院ほか一行

国内からのご視察・ご訪問
■1月 26日
■2月 13日
■2月 13日
■3月 6日
■3月 9日
■3月 17日
■3月 18日
■4月 6日
■4月 7日
■4月 17日
■5月 15日
■6月 8日
■7月 8日
■7月 31日

日本放送協会 永井理事
(財)電気通信端末機器審査協会(JATE)一行
情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)一行
富山県立大学
(社)防衛装備工業会一行
郵便局事業会社一行
総務省信越総合通信局一行
モバイルテクノ(株)新入社員一行
総務省関東総合通信局一行
(株)協和エクシオ新入社員一行
総務省新人技官一行
財務省主計局主計官
逸見地区連合町内会一行
総務省関東総合通信局武内局長

都庁展望室ユビキタスガイド

発しているユビキタス場所情報システ

欧州委員会FIREweek会議でのYRPの講演について
本年6月29日〜7月3日の日程で、
スウェー

ベネズエラ チャコン科学技術・中工業大臣（右から2番目）

委員の様子
IOC

する合意」
を受けて、民間レベルでの交流を

今後3団体は、
日中間TDD技術の共同研

の方式選定に際し日伯方式を参考とする

東京オリンピック招致活動の一環と

一周波数帯域で可能にする電気通信方式

SCDMAやTD-LTEに採用されています。

工業大臣のご一行がYRPを視察されまし

た。
同大臣は、
同国での地上デジタル放送

オリンピック招致活動

TDD技術とは、時間軸圧縮を行い送信・

受信を時間ごとに切り替えて、
二重通信を同

開するPHSやXGP、
中国で開発されたTD-

■3月 4日 台湾 工業技術研究院中部分院院長

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所よりお知らせ【第13回】

行った結果、実現されたものです。

であり、
日本で開発され、
ウィルコム社が展

より、ベネズエラのチャコン科学技術・中

シニアカーに乗り案内を聞く

るXGPフォーラムと、6月25日、中国におけ

が行われました。

ベネズエラ チャコン科学技術・中工業大臣YRPご視察

及びサービス分野関連企業の交流を促進し、

■2月 16日 イギリス Applied Nanodetectors社一行

等に力を入れており、
来訪中には、
同国内での未使
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PTIT
（郵政電気通信研究所）

その他ご訪問実績

YRP協会 甕会長の講演の様子

同セッションでは、
ユーザーが研究開発段階か

ら商品開発に参加する取組みであるリビング
ラボの有用性をアピールするため、
スウェーデ

ン、
フィンランド、
ベルギー、
日本をインターネッ

ト回線で結んだデモが実施され、
(株)YRPもこ
れに協力しました。

昨年度実施した「東京ユビキタス計画2009」の実証実験にお

いて、東京都庁展望室、ならびに周辺ホテルのガイドと銀座周辺

のガイドのシステムをYRPユビキタス・ネットワーキング研究所が

提供しました。ガイドは都庁の北と南にある45階展望室において、
窓から見える景色に解説をつける音声ガイドと、見える建物や山な

どの紹介を行うパノラマガイドの2種類です。音声ガイドに関して

は、複数のチャネルを用意しており、一般的な東京ガイドのみなら

ず、建築家の隈研吾氏による建築

解説、照明デザイナーの石井幹子

氏による東京の明かりガイドなど

趣向を凝らしたガイドを実施しまし

た。また、パノラマガイドは説明し

キタスコミュニケータを用いた情報提供サービスを披露するもので、

てほしい建物を選択すると、その

技のスケジュールや状況、道案内や緊急時の経路案内など様々な情

できるものです。なお、実証実験

ました（写真）
。また、坂村所長によるICTのプレゼンテーションが

たことから、本 年4月より、東 京

レスリング会場として予定されているビックサイトの施設において、競

報提供の他、シニアカーを用いて同様の情報提供サービスを実施し
行われ、プレゼンテーションの最後に、ICO評価委員長のムータワー

キル氏より感謝の意を表す言葉をいただきました。IOC評価委員の
中でも印象深いデモンストレーションであったようです。

建物の説明を音声付で聞くことが

でのモニターからの人気が高かっ
都庁の「展望室ユビキタスガイド」

として、実サービスの通年運用が
始まりました。

利用する端末の表示イメージ

YRP 情報通信技術研修 秋期講座のご案内
開講以来、多くの研究者の皆様に受講い

ただいている「YRP情報通信技術研修」
も本

年で6期目となります。本研修は、無線通

信分野の第一人者である大学教授等を講師

とし、基礎理論面に重点をおいた大学院レ
ベルの講義を展開しております。平成21年

度秋期のカリキュラムでは、より多くの皆様

に受講いただけるスケジュールでご提供させ

ていただきます。是非ともこの機会をご活用
いただきますようご案内申し上げます。

詳しくはホームページで http://www.yrp.co.jp

神奈川県企業誘致促進協議会による「地

分 野

システム

担当講師

制 御
信号処理

講 義 課 目

11月５日
（木）

森川 博之 教授
猿渡 俊介 助教

東京大学

Gnu Radio で作る無線送受信機

12月14日
（月）

北海道大学

人体防護・電子機器 EMC

12月18日
（金）

東北大学

アンテナ工学

鈴木

博 教授

大阪大学

適応伝送技術

仙石 正和 教授

新潟大学

マルチホップ無線のトラヒック理論

荒木 純道 教授

東京工業大学 最新 MIMO 伝送技術次世代高速無線通信の主役

ハードウェア 野島 俊雄 教授

北海道大学

となることもありましたが、大

立地促進制度(奨励金・融資・税制)」
の説

戦をもって閉幕しました。

設概要説明、質疑応答等を行った後、
ＹＲＰ

内をご案内しました。

※東京工業大学・田町キャンパス

10月16日
（金）

第11回「ＹＲＰソ フト ボ ー

ちの方々が参加されました。

び京浜急行電鉄(株)担当者によるＹＲＰ施

12月3日
（木）
10月23日
（金）

10月 2日
（金）

高効率無線回路・装置の基本構成技術

り広げました。

明や(株)横須賀テレコムリサーチパークおよ

10月9日
（金）

井坂 元彦 准教授 関西学院大学 誤り訂正符号の理論

内に現在6件あるプロジェクトの内の1件に

横須賀市担当者による「横須賀市企業等

10月29日（木）〜30日（金）

三瓶 政一 教授

ル大会」
は5月25日に開幕し、

指定されており、当日はＹＲＰに関心をお持

11月13日
（金）

東京工業大学 ディジタル変復調技術

域産業プロジェクト現地案内会」
が行われま

した(2月20日および7月29日)。
ＹＲＰは県

開 催 日

電気通信大学 無線回線設計

野島 俊雄 教授
電波・
アンテナ 澤谷 邦男 教授
伝 送

所 属

中嶋 信生 教授

参加21チームで連日熱戦を繰

あいにくの雨で試合が延期

きな怪我もなく7月7日の決勝

決勝戦は大会四連覇を狙う

優勝したUMEMIYA09ʼチームの皆さん

UMEMIYA09ʼ（NTTサイバーコミュ

で 行 わ れ、12対6でUMEMIYA09ʼ

を果たした後藤組（モバードシステム）

参加された皆様お疲れ様でした。

ニケーション研究所）
と初の決勝進出

7月31日にＹＲＰ夏祭りが開催されま

した。

が優勝しました。

続く抽選会では、豪華賞品が当たる

ナンバーが発表される度に歓声があが

ＹＲＰ広場に設置された特設ステージ

りました。
ＭＣの栗原治久さんやゲスト

有志によるジャズ・フュージョン演奏が

りでは会場に一体感が生まれ、夏祭り

では、フラメンコショーやＹＲＰ内企業

行われ、多くのお客様が軽快な音楽を
また、スペシャルゲストとして、テレ

ビでも活躍中のあべこうじさん＆渡辺直

美さんが登場すると、会場は最高潮の
盛り上がりとなりました。

は大盛況のうちに幕を閉じました。
熱唱する渡
辺直美さん

楽しまれました。

のお２人と当選されたお客様とのやりと

