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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1983年より主にITU-T SG11で信号方式､SG2でｻｰﾋﾞｽと番号

方式の標準化に係わる業務に従事し､ITU-T標準の国内標準

化及び標準化技術を活用した電気通信網の構築等に多大な

貢献をしてきた｡日本における番号方式標準化に関する第一

人者として､NGNの標準化および通信網構築議論に積極的に

貢献するだけでなく､NGN技術の国内普及推進､標準化人材

の育成に関しても多大な貢献をした｡

和泉 俊勝功績賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｾﾝﾀ

1984年のCCIR会合参加を皮切りに､以来約30年にわたりITU

の無線通信分野の標準化､周波数分配等に関する活動に参

加､貢献してきた｡具体的には､2度にわたる旧WP8D(移動衛星

通信)の議長代行を始め､現在のWP4Cに至るまで種々の会合

のSWGやDGの議長として､国際標準化活動に貢献するととも

に､WARCにおけるCOM副議長やWG、DG議長､APG等におけ

るWG議長等を務めるなど､WRCの周波数分配の活動におい

ても重要な役割を果たしてきた｡このように､無線通信分野の

標準化･周波数分配に関して､我が国のITU-R関連の活動に

多大な貢献を行った｡

小坂 克彦功績賞 独立行政法人情報

通信研究機構

国際推進部門 標準

化推進室

ITU無線通信局職員として長年にわたり衛星周波数及び軌道

に関する国際調整､通告に関する業務に携わりITUにおける

責任者として中立的な立場から我が国のみならず諸外国に対

しても公平な審査、助言を行っている。また、WRC等のITU会

合の開催時にセクレタリｰを務めるなど会議の円滑な運営､進

行に多大な貢献を果たしている｡

坂本 光弘功績賞 国際電気通信連合 無線通信局 宇宙業

務部

多年にわたり､補助信号を含めたHDTVﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ､525

順次走査方式､BSﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の映像符号化方式､ﾏｽﾀﾓﾆﾀ-

用途での平面ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ､ｾｰﾌﾃｨｿﾞｰﾝなど､HDTV関連のｽﾀｼﾞｵ

規格､放送方式を中心に開発･国内標準化活動に従事｡ここで

の成果を踏まえて､ITU-R SG11やSG6(放送ｻｰﾋﾞｽ)において､

ﾗﾎﾟｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ､勧告･ﾚﾎﾟｰﾄ案作成､欧米からの会合参加者と

の調整等を通じて､ARIB規格･技術資料など日本で開発され

た方式のITU勧告･ﾚﾎﾟｰﾄへの反映に努力し､国際標準化に貢

献してきた｡

清水 勉功績賞 株式会社TBSﾃﾚﾋﾞ 技術局技術開発部
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ITU-R WP5D会合に参加し､IMT-Advancedｼｽﾃﾑ後の将来の

IMTの検討の基となる日本の広帯域携帯通信の将来の検討､

ﾄﾗﾋｯｸの現況及び予測に関して国内審議会等での検討をﾘｰﾄﾞ

し､複数の寄書を提出してWP5Dでの議論に寄与し､世界的に

ひっ迫する携帯移動通信用の周波数算定に資する新ﾚﾎﾟｰ

ﾄM.2243の完成に大きく貢献した｡ また､WP4C会合ではIMT-

Advanced衛星系の無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽ技術の勧告案の公募文書

案を作成すべく､ﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ議長として関係国間の意見

の調整にも務め公募用レポート文書を完成させた｡

菅田 明則功績賞 KDDI株式会社 技術統括本部･技術

企画本部･電波部

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送ISDB-TをはじめISDB-TﾌｧﾐﾘｰのＩＴ

Ｕ－Ｒにおける国際標準およびＡＲＩＢの国内標準規格化に多

大に貢献した｡ARIBにおいては、地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送伝送路符号

化方式作業班主任として､7･8MHz ISDB-Tｼｽﾃﾑや地上

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送ｼｽﾃﾑISDB-Tmmの国内標準規格化を先導し

た。また、7･8MHz諸国対応ﾀｽｸﾌｫｰｽﾘｰﾀﾞ､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送普及活

動作業班委員として､7･8MHz ISDB-Tシステムの検討を推進

し、ISDB-Tの海外普及活動に尽力した｡ITU-Rにおいては､

WP6Aなどの会合に積極的に参加し､7･8MHz ISDB-Tのﾌﾟ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ基準やISDB-Tmm／TSBの国際標準化に中心的な役

割を果たした｡これらの活動を通じ､ISDB-Tの海外展開に加え

ISDB-Tmmの国内外の標準化に多大に貢献した｡

高田 政幸功績賞 日本放送協会 放送技術研究所 放

送ﾈｯﾄﾜｰｸ研究部

2000年1月よりITU-T SG4(Telecom Management Network

(TMN))に､2001年10月よりITU-T SG15(ｱｸｾｽ網及び光伝達

網)に参加し､それぞれのSGでﾊﾟｯｼﾌﾞ光ﾈｯﾄﾜｰｸ(PON)技術関

連勧告Q,834ｼﾘｰｽﾞ及びG.98xｼﾘｰｽﾞのｴﾃﾞｨﾀを務め､勧告群の

完成に大きく寄与した｡特にSG15においては2004年11月から

2011年2月まで日本代表団団長を務め､日本代表団の円滑な

運営やﾒﾝﾊﾞｽﾃｰﾄとしての日本の意思表明など､国際標準化

活動に積極的に貢献した｡

中西 健治功績賞 日本電信電話株式

会社

ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所

1992年からITU-R TG8/1におけるIMT-2000国際標準化活動

に積極的に参加し､日本からITU-Rへ提案したW-CDMA技術

の国内における評価検討､取りまとめ､国際ﾚﾍﾞﾙでの方式統

合･調整に多大な貢献をしている｡2000年からはﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾀ-

ﾈｯﾄ技術の国際業界標準作成･普及を推進し､2008年からは

ITU-R WP5DにおけるIMT-Advanced国際標準化に貢献する

とともに､AWGのIMT-WG議長としてｱｼﾞｱ太平洋諸国における

IMT標準化･普及促進に寄与する等､多大な功績をあげてい

る｡

広池 彰功績賞 株式会社NTTﾄﾞｺﾓ ﾈｯﾄﾜｰｸ部(一般社団

法人電波産業会出

向中)
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これまで長きにわたり､準天頂衛星を含む衛星国際周波数調

整及びITU-Rにおける国際標準化業務に従事しており､衛星

の分野におけるｻｰﾋﾞｽの安定化等に貢献している｡具体的に

は､その専門的知見を生かし､ITU-R関連会合､WRC会合､

APT-WRC準備会合等における､衛星業務に関する無線通信

規則の改正の審議に積極的に寄与するとともに､特にRes.

609ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ会合では議長を務め､国際的な周波数の割

当てや調整手続の策定に多大な貢献を果たしている｡

三留 隆宏功績賞 株式会社日立製作

所

社会イノベーション・

プロジェクト本部　ソ

リューション推進本

部

1991年からITU-T(旧CCITT)の活動に参加し､SG13 Q5及び

Q10ﾗﾎﾟｰﾀ､FG-NGNにおけるｱｰｷﾃｸﾁｬWGのﾘｰﾀﾞ及び

NGNｱｰｷﾃｸﾁｬ文書（後の勧告Y.2012）の主幹ｴﾃﾞｨﾀ､2005年

からSG13副議長､SG13 WP3及びWP5議長､FG-FN議長を歴

任している｡この間､B-ISDNの標準化､IMT-2000関連技術で

あるAAL2の標準化､Y.2012を初めとするNGN主要勧告の整

備､将来網の目的と設計目標を定めた勧告Y.3001の完成等に

多大な貢献をされた｡近年は､IoT-GSI及びFG Cloudにも参加

し､将来網の包括的な標準化に寄与している｡さらに､国内に

おいても､TTCのB-ISDN専門委員会及びNGN&FN専門委員

会委員長､標準化会議副議長を務め､我が国の意見を国際標

準化活動の場に反映させるために尽力されている｡

森田 直孝功績賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｾﾝﾀ

ｽﾘﾗﾝｶ郵政省にITU電気通信専門家として2年間､ｹﾆｱ郵政省

にJICA電気通信専門家として3年間赴任し､電気通信網拡張

計画の策定等の技術協力を行った｡また日本電信電話公社

ｼﾞｬｶﾙﾀ駐在事務所長として4年半､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱに対する技術協

力活動に従事した｡ISDN国際共同研究会､後にｱｼﾞｱ情報通信

基盤研究会の設立に関し､関係各国を訪問して組織､規約､運

営方法の協議を行い､設立後は同会の運営責任者を7年間つ

とめ､退任に際しては同会の名誉会員に推薦される｡

飯島 幸雄国際協力賞 元日本電信電話株

式会社

APTの人材開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ及びICTﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて､

ICTを活用して社会的課題を解決するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを日本側の責

任者として実施し､途上国のICT利用に多大な貢献を行った｡

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでの住民の健康基礎ﾃﾞｰﾀの共有のための無線ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ構築､ｶﾘﾏﾝﾀﾝ島での泥炭火災抑制のための環境ｾﾝｻｰ

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築､ﾌｨﾘﾋﾟﾝでの養殖魚酸欠死を抑制するための

ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ構築等を行うとともに､日本の先駆的なICT利用

のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨを紹介した｡ASTAP(ｱｼﾞｱ･太平洋電気通信標準

化機関)の標準化格差解消WGでは､WG副議長として､これら

のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨのｱｼﾞｱ太平洋各国への普及と利用基準の作成

を目指した検討を行い､先進国と途上国の標準化格差の解消

に尽力した｡

岩田 秀行国際協力賞 日本電信電話株式

会社

研究企画部門
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1967年から1976年まで､および､1986年から1989年まで､途上

国の電気通信技術者の研修において､講師として技術指導を

実施し、その後1992年から1997年まで､および､2008年から現

在まで､電気通信ｼｽﾃﾑの整備･発展に寄与する海外ODAﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務に通信技術者として従事し、我が国

の国際協力に多大な貢献をしてきた｡

大桃 善一郎国際協力賞 元財団法人

KDDｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･

ｱﾝﾄﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

1995年から現在に至るまで、ISO/IEC JTC1/SC29/WG12でプ

ロジェクトエディタや議長等を努められるなど、マルチメディア

技術の国際標準化に貢献された。また、昨年9月に総務省が

実施したタイにおけるワンセグ･IPTVの国際展開のプロジェク

トやフォーラム及びデモンストレーション等に協力するなど､我

が国ICT分野の国際協力に貢献されている｡さらに､早稲田大

学大学院国際情報通信研究科長として、中国、韓国など海外

の大学やタイ、サウジアラビアなどの研究機関、政府機関と

連携した様々なプロジェクトを実施するとともに、多くの留学生

や国際的な人材の育成に尽力されている｡

亀山 渉国際協力賞 早稲田大学 大学院国際情報通

信研究科

35年以上の長きに亘り､途上国の電気通信網整備事業に従

事し､20ｹ国以上で多数のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを担当｡特に､1980年から

はﾏﾗｳｲ共和国及びｶﾞｰﾅ共和国のｱﾌﾘｶを中心にﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線

方式の導入に貢献した｡現在､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国の通信

ﾈｯﾄﾜｰｸ改善事業(TNDP)を担当中である｡

佐竹 正博国際協力賞 財団法人海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

事業部門

途上国の貧しい人々や災害･紛争被災者に対する先進国の

人道支援が､衣食住といった物質的なものに偏在していること

に対し､人間としての生存に不可欠な情報分野の支援の重要

性を提唱したNGO､BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議会に設立当初から関

り､同会において中心的な役割を果たして情報通信を活用し

た国際的人道支援活動を通じて貧困や災害などにより情報

から断絶している多くの人々に貢献した｡

篠原 浩一郎国際協力賞 特定非営利活動法

人(認定NPO 法人)

BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議

会

長期的には､ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ電気通信公社(HONDUTEL)および

ﾆｶﾗｸﾞｱ電気通信公社(ENITEL)の2ｶ国へ､国際協力事業団

(JICA)の電気通信専門家として赴任し､各国3年間､計6年間に

亘り､電気通信網整備計画策定等の指導に当たった｡また､短

期的には､ﾓﾝｺﾞﾙ国での電気通信ｾﾐﾅｰおよび中華人民共和

国での電気通信網整備計画調査､中南米諸国ﾙｰﾗﾙ電気通

信網調査等､国際協力業務に参画し､各々の国の電気通信技

術の発展に大きく貢献した｡

高島 武司国際協力賞 元日本電信電話株

式会社

国際部
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多年にわたり､我が国の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式(ISDB-T方式)の

海外普及を目指し､ｾﾐﾅｰでの講演やﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝの実施な

ど現地での協力を精力的に行い､我が国の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送

に関する啓発活動のみならず､技術的優位性等を示すなど普

及活動の推進に尽力した｡  特に南米諸国への普及活動が実

を結び､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾍﾟﾙｰをはじめとする南米諸国の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送方式としてISDB-T方式が採用されるにあたって多大な貢献

をした｡

高橋 泰雄国際協力賞 YTC企画

2009年からITU-T SG5において電力供給ｼｽﾃﾑを検討する課

題19のﾗﾎﾟｰﾀを務め､高効率でかつ環境負荷が軽減できる

｢高電圧直流給電ｼｽﾃﾑ｣の勧告化を主導している｡また､ICT

分野の給電ｼｽﾃﾑの標準化計画の策定･運営により､環境に

配慮したｸﾞﾘｰﾝな給電ｼｽﾃﾑの標準化活動に大きく貢献した｡

朝倉 薫国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾍﾟｸﾄﾙｱｸｾｽに係るｺｸﾞﾆﾃｨﾌﾞ無線ｼｽﾃﾑの標準化に

対する貢献を行っている｡2008年からIEEE 1900.4 WGに参加

し､これまでに60件以上の寄書を入力して2009年2月刊行の

IEEE 1900.4-2009標準仕様策定に貢献するとともに､2010年

11月より同WG議長を務め､2011年9月刊行のIEEE 1900.4a

-2011標準仕様策定を主導した｡また､2010年1月よりIEEE

Standards Association (SA) Standards Review Committee委

員､2011年1月より同SA Standards Board委員に就任し､IEEE

内の標準化ﾌﾟﾛｾｽの管理､運営に対しても貢献しており､更な

る活躍が期待されている｡

有吉 正行国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ研

究所

2008年から移動通信ｼｽﾃﾑの標準化､特に3GPPにおける次

世代移動通信ｼｽﾃﾑにおけるｻｰﾋﾞｽ要求条件の標準化に従

事しており､緊急地震速報の国際標準仕様の早期策定への

貢献､ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ型LTE端末での音声ｻｰﾋﾞｽ(CSﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸ､

VoLTE)におけるﾈｯﾄﾜｰｸ輻輳時の発信規制制御､複数のﾃﾞﾊﾞ

ｲｽ間でのｾｯｼｮﾝﾓﾋﾞﾘﾃｨの標準化を実現した｡また､ﾏｼﾝﾀｲﾌﾟ通

信端末の識別子の議論においては､諸外国のﾄﾚﾝﾄﾞを踏まえ

つつ､国内の状況を適切に標準仕様へ反映することにも寄与

している｡

磯部 慎一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社 NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発ｾﾝﾀｰ ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ開発部

ITU-R SG5 WP5Aをはじめとする移動通信業務を中心に､ITU

の関連会合に日本代表団として参加し､我が国の対処方針の

下､海外の関係者との意見調整や日本提案の対応､報告書の

とりまとめ等に関してご尽力いただいた｡また､ｱｼﾞｱ･太平洋地

域における世界無線通信会議(WRC-12)への準備会合

(APG2012会合)においては､ﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの議長として

WRC-15に向けた新議題の検討のとりまとめを行い､WRC-12

においてはｱｼﾞｱ･太平洋地域におけるｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとして他地

域との調整にご尽力いただいた。引き続き､国際標準化への

活動が期待される｡

小川 博世国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

一般社団法人 電波

産業会

研究開発本部
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2008年よりITU-T SG15 WP3 Q11におけるOTNに関連する国

際標準化に参画している｡伝送速度が100Gbit/sｸﾗｽの新規

ｲﾝﾀﾌｪｰｽを規定した第三世代のG.709 OTNｲﾝﾀﾌｪｰｽ勧告に

対して､日本国内の通信機器および測定器ﾍﾞﾝﾀﾞとの連携を深

め､国内のOTN技術提案の合意形成をﾘｰﾄﾞしながら約30件の

寄書提案を行った｡日本発の100Gbit/s OTN技術が世界に普

及するために､本勧告の国際標準化の策定に貢献している｡

今後､Beyond 100GbEthernetに対応する次期OTNｲﾝﾀﾌｪｰｽ

勧告の国際標準化への貢献が期待される｡

片桐 徹国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社富士通研

究所

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所

ﾈｯﾄﾜｰｸ方式研究部

2008年9月からITU-T SG17における情報ｾｷｭﾘﾃｨ分野の標準

化活動に参加して積極的に寄与しており､特に2009年2月から

は課題4(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ)のｱｿｼｴｲﾄﾗﾎﾟｰﾀとして精力的に活動

しており､今後も継続的な貢献が期待されている｡特に､情報

ｾｷｭﾘﾃｨに関係する組織間の円滑かつ安全な情報交換に必

要な諸要件の標準化を目的とした｢ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ情報交換

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ(CYBEX)｣に大きく貢献している｡CYBEXは､基本的

なﾌﾚｰﾑﾜｰｸを定めるX.1500(X.cybex､ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ情報交換

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ)を中心に､30以上の勧告群が作成される予定であ

り､門林氏は本件の勧告化作業の中心として大きく貢献してい

る｡

門林 雄基国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

奈良先端科学技術

大学院大学

情報科学研究科

2005年から現在に至るまで,3GPPにおける第3.9世代(LTE),第

4世代(LTE-Advanced)の移動通信ｼｽﾃﾑに関する標準化活動

に継続的に寄与している.特に,LTEにおける無線ｱｸｾｽ方式,無

線ﾊﾟﾗﾒｰﾀ,参照信号,同期信号,ﾗﾝﾀﾞﾑｱｸｾｽ,制御ﾁｬﾈﾙ,送信電

力制御などの物理ﾚｲﾔの基本設計,およびLTE-Advancedにお

けるｷｬﾘｱｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝや参照信号の拡張等についてｼﾐｭﾚｰｼｮ

ﾝ評価を含む詳細な検討を行った寄書を多数入力し,かつ多く

の提案が標準規格に採用され,3GPPにおけるLTE/LTE-

Advancedの標準仕様策定に貢献した.

岸山 祥久国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発ｾﾝﾀｰ 無線

ｱｸｾｽ開発部

1989年からITU-T SG8に出席し､ﾌｧｸｼﾐﾘの技術基準に関する

提案を行うとともに､ISDN関連勧告の編集事務局を担当し､勧

告策定に大きく寄与した｡また､2008年のWTSA-08では､通信

機器のITU-T勧告への適合性や相互接続試験の実施につい

て日本の取組を紹介し､ITUとして検討すべき課題を提起する

など審議の促進に多大な貢献を行った｡さらに､2009年のGSC

会合では､ITU-Tと標準化団体の協調方針を提案し､ﾄﾞﾗﾌﾃｨ

ﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞとして決議をとりまとめた｡日本で開催される

標準化団体会合についても主催者として会議運営に従事する

など我が国の国際標準化活動に貢献しており､今後も更なる

活躍が期待されている｡

厚東 肇国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 ｷｬﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸ企画本

部
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1995年から、ITU-T SG15に参加し、光ネットワーク、メタル

ネットワーク、ホームネットワークに関する標準化に貢献して

おり、特にホームネットワーク向け統一規格「G.hn」として

G.9960に日本の技術仕様の盛り込みを達成した。また、2010

年10月から､ITU-T FG Smartにおいてｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞのｱｰ

ｷﾃｸﾁｬ文書の共同ｴﾃﾞｨﾀを務め､ITU-Tにおける長年の標準

化活動の経験を活かして他国との調整を行うなど成果文書の

完成に多大な貢献を行った｡今後も､我が国のｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞや

ﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸの標準化のために益々の活躍が期待される｡

近藤 芳展国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｾﾝﾀ

標準化推進･技術調

査部門

ITU-T勧告H.264規格の"Professional Profiles"に対応する参

照ｿﾌﾄｳｪｱﾊﾟｰﾄのｴﾃﾞｨﾀを担当した｡また､ITU-T SG16/Q.6と

ISO/IEC MPEGにより共同で規格化が進められているHEVC

(High Efficiency Video Coding)の活動において､規格参照実

装となるﾃｽﾄﾓﾃﾞﾙ文書の公式ｴﾃﾞｨﾀを担当中｡

関口 俊一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

三菱電機株式会社

情報技術総合研究

所

映像情報処理技術

部 高能率符号化方

式ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ITU-T SG17におけるサイバーセキュリティ関連の標準化活動

に参画し､主に､サイバーセキュリティ情報交換技術に関する

勧告の策定に積極的な寄与を行っている｡主な成果として､情

報交換フレームワークを定めたX.1500､ネットワーク上での情

報発見手法を定めたX.1570､そしてトレースバック技術のガイ

ドラインを定めたX.1205 Supplement 10のエディタを歴任し､そ

れらの勧告制定に大きく貢献した｡今後も､本分野での積極的

な活動が期待されている｡

高橋 健志国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

独立行政法人情報

通信研究機構

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ研究

所 ｾｷｭﾘﾃｨｱｰｷﾃｸﾁｬ

研究室

ITU-T SG15のQ.5(光ﾌｧｲﾊﾞの特性と試験法)､並びにQ.8(海底

ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ)において､光ﾌｧｲﾊﾞｼｽﾃﾑの勧告群の制改訂に多

大な貢献をした｡特に､各種光ﾌｧｲﾊﾞとその試験法勧告の改

訂､光海底ｹｰﾌﾞﾙの新規勧告化､並びに相互接続を考慮した

新たな海底ｼｽﾃﾑ勧告の策定等に貢献した｡2009年からは

Q.5ﾗﾎﾟｰﾀとして､世界各国で使われ始めている低曲げ損失光

ﾌｧｲﾊﾞに関する勧告の改訂を主導しており､光ﾌｧｲﾊﾞｼｽﾃﾑ関

連課題の発展に寄与するとともに､更なる活躍が期待される｡

中島 和秀国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所

ITU-T SG13において､NGNｻｰﾋﾞｽの発展と普及を促進するた

め､NGNのQoS制御を司る機能であるﾘｿｰｽ受付制御機能

(RACF)のｱｰｷﾃｸﾁｬ及び事業者間連携に関する研究を行い､

勧告化に貢献した｡特に､RACFｱｰｷﾃｸﾁｬ勧告Y.2111の第二

次改訂においては､筆頭ｴﾃﾞｨﾀとして､ITU-T NGN以外のﾈｯ

ﾄﾜｰｸとの連携やIPTVｻｰﾋﾞｽ拡張に関する要素技術の研究を

行い勧告に反映させるとともに､関係国間の意見調整や勧告

の内容整備を精力的に行い､円滑な勧告化の達成に大きく貢

献した｡

松本 延孝国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI研究

所

統合ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ制御

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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ITU-T SG15におけるﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ技術の標準化活動に参加し､

光ｱｸｾｽ技術及びﾊﾟｹｯﾄ通信技術の標準化に貢献した｡特に､

光ｱｸｾｽ高速化の検討に於いて10GEPON市場の創生と標準

化推進に大きな影響を与えた｡更にｲｰｻﾈｯﾄ網を主な対象とす

るOAM技術､ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ切替技術の標準化に積極的な寄与を

行い､今日､世界規模で導入が進む高信頼ﾊﾟｹｯﾄ通信網を支

える主要技術の規格策定に貢献した｡G.8001初め3勧告の

ｴﾃﾞｨﾀを務めており､今後もさらなるITU-T活動への貢献が期

待される｡

水谷 昌彦国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社日立製作

所

通信ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部

ｿﾌﾄｳｪｱ開発本部 ﾌﾟ

ﾗｯﾄﾌｫｰﾑ設計部

ITU-R SG6春季および秋季ﾌﾞﾛｯｸ会合において､各国放送の

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進に不可欠な勧告BT.1368｢地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送のﾌﾟ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ基準｣改訂を行うとともに､新勧告BT.[ETMM]

｢VHF/UHF帯携帯向け移動受信用地上ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送の伝

送ｼｽﾃﾑ｣を策定した｡また､日本のﾃﾞｼﾞﾀﾙ移行に関する記載を

更新したｱﾅﾛｸﾞ放送からﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送への移行ﾚﾎﾟｰﾄ改訂に大

きく貢献すると共に､米国でのATSCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､ﾏﾚｰｼｱでの

ABU DVB-T2ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､日伯DTVｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおいて､次世代

地上放送に向けた大容量伝送技術などの先進的な日本の

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを国際的に示した｡

村山 研一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本放送協会 放送技術研究所 放

送ﾈｯﾄﾜｰｸ研究部

IPTV標準化活動に初期から参加し､｢IPTV視聴者の視聴情報

に関する標準化｣という分野を新たに切り開いた｡現在､ITU-T

SG16ｴﾃﾞｨﾀとしてIPTV標準化を推進し､IPTV関連勧告策定に

貢献している｡また､視聴情報の利用は､より視聴者にとって使

いやすいｻｰﾋﾞｽの提供に資するものであるが､ITUや地域標準

化団体において十分な検討がなされていない状況から､世界

標準の必要性を2007年から提唱し､寄書提出･啓蒙活動を実

施している｡

山本 秀樹国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

沖電気工業株式会

社

通信ｼｽﾃﾑ事業本部

ｷｬﾘｱｼｽﾃﾑ事業部映

像事業推進部

APTのICT人材育成ならびにﾊﾟｲﾛｯﾄ導入のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等を通じて

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞの解消､社会生活ﾚﾍﾞﾙの向上､ICT関連知識

の蓄積等のため､ﾙｰﾗﾙ地域に合ったﾈｯﾄﾜｰｸの設計･ﾊﾟｲﾛｯﾄ

構築､教育･医療等のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ導入などを実施してきた｡ま

た､APT等の国際会議参加､海外研修講師を通して､途上国へ

これらﾉｳﾊｳや情報の提供を行ない､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ解消や通

信環境改善に継続的に貢献してきた｡

大沢 潤一国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

財団法人 KDDI財団 国際協力部
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2002年から現在まで､一貫して発展途上国の放送施設の整

備･発展に寄与するODAﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務に従事

し､6ｶ国8案件に及ぶわが国の国際協力の現場で多くの業績

を残した｡特に2004-5年のｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ国営放送局施設整備や

2006年から続くﾍﾞﾄﾅﾑ国営放送局新放送ｾﾝﾀｰ建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

においては､現地常駐ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰとして国際協力活動

の 前線で指揮を執り､放送建築と放送機材を含めた放送施

設建設全体の総合的なﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ力を発揮し､途上国の放送

網の拡大､番組品質の向上など対象国の放送事業の発展に

大きく貢献した｡

川井 正人国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社 NHKｱｲﾃｯ

ｸ

海外事業部

ﾌｨﾘﾋﾟﾝに対する官民合同での地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送日本方式の海

外普及活動の中心ﾒﾝﾊﾞｰとして取り組み､現地での普及活動

において多大な貢献をされた｡その結果､日本以外にｱｼﾞｱで

は初めてﾌｨﾘﾋﾟﾝで地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送日本方式の採用が決定さ

れるに至った｡

ｻﾝﾃｨｱｺﾞ ｼﾞｪｰ

ﾑｽ

国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

一般社団法人 電波

産業会

企業で担当したｿﾌﾄｳｪｱ開発を通して培ったﾊﾟｿｺﾝ操作の知識

を活かして､JICA 青年海外協力隊員としてﾊﾟｷｽﾀﾝに赴任､ま

た主として国際協力を行うNGO、BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議会(BHN)

の支援活動に参加し､紛争で荒廃したｲﾗｸやｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの難民

やｲﾝﾄﾞﾈｼｱの津波被災地への復旧･復興に資する支援活動

に尽力した｡今後もBHN が行なう自然災害被災者･紛争難民

への緊急人道支援や発展途上国の地域開発などに寄与する

情報通信を活用した国際協力事業に対し､数少ない若手の支

援実施要員として大いに期待されている｡

友田 昌秀国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

特定非営利活動法

人　(認定NPO 法人)

BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議

会

1990年12月から2年間青年海外協力隊員としてｲﾝﾄﾞﾈｼｱのPT

TELKOMで電気通信所外設備の技術指導に従事し､同国の

電気通信技術発展に大きく貢献｡またJICA短期専門家として

ﾁﾘでの第三国研修の講師として光ﾌｧｲﾊﾞ技術を担当し､ﾁﾘお

よび中南米各国の通信分野での技術向上に貢献｡更に国内

において､JICA及びAPTの海外研修員受入事業に従事し､研

修の企画･運営のみならずIP技術の研修講師としても活躍し､

途上国の電気通信事業の技術者育成及び各国との友好関係

構築に大きく貢献｡今後も国際協力の分野での活躍が期待さ

れる｡

西 夘助国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社エヌ・ティ・

ティ ネオメイト

九州支店 現場力向

上推進部 九州テクノ

カレッジセンタ

我が国の放送専門家として､官民合同で行われている日本の

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式(ISDB-T)の国際的な普及活動に取り組

み､ﾓﾙｼﾞﾌﾞを中心に各国におけるISDB-T方式の採用決定に

多大な貢献をした｡また､これにより､我が国のITU-Rでの国際

標準化活動の円滑化にも貢献した｡

吉見 智文国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 技術局計画部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成23年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

ﾃﾚﾋﾞ会議やﾃﾚﾋﾞ電話を代表とするｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙ通信ｼｽﾃﾑ

の国際標準化について､25年間にわたりCCITT/ITU-Tで先導

的役割を果たしてきた｡この間､ﾗﾎﾟｰﾀならびにWP議長として､

映像符号化とそれを核とするｼｽﾃﾑ標準を策定し､多様なﾈｯ

ﾄﾜｰｸ環境での相互接続性実現に寄与するとともに､新たな

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽを標準化対象に加えITU-T SG16の活性化

に寄与した｡この結果､国内外のﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の発展に多大な

貢献をした｡

大久保 榮特別功労賞 早稲田大学 国際情報通信研究

ｾﾝﾀｰ

衛星放送の初期の段階からその研究開発と実用化に携わり､

家庭向け直接衛星放送の世界的な実現とともに､地上ﾃﾚﾋﾞ

ｼﾞｮﾝ放送全国ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に貢献した｡さらに､放送のﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙ化を先導的に推進するとともに､ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾀｼﾞｵ規格の国

際統一を実現し､今日のわが国におけるﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ普及

の基礎を作った｡その優れた専門性と先見性により､放送文化

の発展とわが国の放送技術の世界的地位向上へ著しく貢献

した｡

長谷川 豊明特別功労賞 元 日本放送協会

ITU-T SG15において1991年から光ﾌｧｲﾊﾞ関連の標準化に携

わり､1997年から12年間に渡り課題18/15｢光海底ｹｰﾌﾞ

ﾙｼｽﾃﾑ｣のﾗﾎﾟｰﾀを務め､光海底ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ関連勧告

(G.97xｼﾘｰｽﾞ)の制定および勧告体系の再構築の主導､光ﾌｧ

ｲﾊﾞ関連勧告のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ文書(G.suppl.40)の編纂､光ﾌｧｲﾊﾞ関

連勧告群(G.65xｼﾘｰｽﾞ)の制定および修正において技術面で

中心的な役割を果たした｡この結果､現在広く国内外で利用さ

れている光ﾈｯﾄﾜｰｸの普及に多大な貢献をした｡

大橋 正治功績賞 大阪府立大学大学

院

工学研究科 電気･情

報系専攻

ITU-R SG8 WP8A及びSG5 WP5A等の会合において､多年に

わたり日本代表団として会合に出席するとともに､会議におけ

る議論の対処や寄与文書の提案等に尽力し､ｱﾏﾁｭｱ無線分

野における､我が国のITUへの国際標準化活動の中心的な役

割を担うなど､多大な貢献を行った｡

岡 誠一功績賞 社団法人日本ｱﾏﾁｭ

ｱ無線連盟

総務部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

2001年よりITU-Tの活動に積極的に参加し､これまでにITU-

T/JCA-NID及びITU-T/FG ICT&CCに要職者として参加し､

RFID､ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ､ICT&CC分野の標準化活動で活躍され

た｡現在ではITU-T/FG Smart副議長として､ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ技術

の要求条件に関する出力文書を取りまとめる等ITUでの当該

技術の検討に尽力しているところ｡その他､APT/ASTAPでも活

動し､ｱｼﾞｱ地域で意見を取りまとめる等､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな標準化活

動と地域標準化活動の双方で我が国の国際標準化活動に貢

献頂いている｡また､数多くの国際会議のﾚｾﾌﾟｼｮﾝ等で､ﾋﾟｱﾉ演

奏を披露し文化交流にも務めている｡

櫻井 義人功績賞 株式会社 日立製作

所

情報･通信ｼｽﾃﾑ社

経営戦略室

第3世代方式国際標準化に関するARIBでの日本提案選定に

おいてW-CDMA技術作業班の中心ﾒﾝﾊﾞとして国内標準化を

ﾘｰﾄﾞした｡その後3GPPでは､発足時からﾗﾎﾟｰﾀ､副議長等を歴

任し､2009年からは無線仕様検討ｸﾞﾙｰﾌﾟの議長を務めており､

W-CDMA､HSPA､LTE国際標準化活動の第一人者である｡国

内ではARIB高度無線通信研究委員会IMT-Partnership部会

長として国際標準化および国内標準化に貢献をしている｡

中村 武宏功績賞 株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽ開発部

これまで日本が提案･推進するHDTVｽﾀｼﾞｵ規格の1125本方

式による世界統一において､ITUにおける検討に貢献するとと

もに､HDTVﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ､世界統一ｶﾗﾘﾒﾄﾘ､画質評価な

どについても日本提案を行い､勧告作成に貢献している｡ま

た､2008年より､ITU-R SG6副議長を務めるとともに､ITU-Rの

作業･財政的事項等を検討するRAG会合においても､その審

議に寄与し､放送分野だけでなく､ITU-R活動全般に多大な貢

献をした｡

西田 幸博功績賞 日本放送協会 放送技術研究所

ﾃﾚﾋﾞ方式研究部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ時代の中核を成すﾎｰﾑICTにおける国際標準化

活動をITU-Tや国際ﾌｫｰﾗﾑ(OSGi)で､国内標準化活動をTTC

で牽引し､ﾎｰﾑICT基盤技術であるOSGiの標準化とその技術

の普及に努めた｡また､ﾎｰﾑNW上にある宅内機器の遠隔保守

実現のため､各機器が持つべき通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙに関する国内規

定をTTCにて行い､ITU-T SG15でこの国際標準化を推進した｡

これにより､日本が先行しているﾎｰﾑ環境でのICT活用に関し､

より一層の普及推進に貢献した｡

山崎 毅文功績賞 日本電信電話株式

会社

ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ研究

所 第一推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ

VoIPｻｰﾋﾞｽでﾕｰｻﾞが体感する音声品質の推定技術を研究開

発すると伴に､実装ﾚﾍﾞﾙの技術検証に基づく国際標準化を目

的とした日中韓ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞの構築を主導し､固定･移動IP網によ

る統合VoIP基盤に適用可能な､ｻｰﾋﾞｽ品質の測定管理勧告

Y.2173を標準化した｡日中韓標準化協調会合のNGNﾜｰｷﾝｸﾞ

議長､IP上でのｻｰﾋﾞｽ提供技術に関わるSG13課題14ﾗﾎﾟｰﾀ､

TTC 専門委員会副委員長を務め､日中韓協調に基づく国際

標準化及び国内標準化の推進に多大な貢献を行なった｡

山田 秀昭功績賞 KDDI株式会社 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開

発部
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一般財団法人日本ITU協会

これまで永きにわたり､衛星通信網の運用及び周波数調整業

務に従事しており､衛星を利用した通信ｻｰﾋﾞｽの安定的運用･

高度化等に貢献している｡特に､その専門的知見を活かし､

ITU-R 関連会合､WRC会合､APT-WRC準備会合等における

衛星調整に関する無線通信規則の改正の審議に積極的に寄

与し､衛星通信網の国際的な周波数調整手続の策定に多大

な貢献を果たしている｡

横山 伊仁功績賞 ｽｶﾊﾟｰJSAT株式会

社

技術運用本部 電波

業務部

ﾀｲ･ﾓﾝｸｯﾄ王工科大学やﾒｷｼｺ運輸通信省訓練ｾﾝﾀで､ﾏｲｸﾛ

波通信技術の専門家として延べ約6年半に亘り､訓練･指導に

努めた｡また通信省の現地要請により､ﾒｷｼｺにてﾏｲｸﾛ波伝播

試験の講習等を行い､これらの国の電気通信技術の発展に

大きく寄与した｡帰国後は日本ITU協会にて､通信技術の動向

や国際会議の模様などを随時取上げ､啓蒙･普及活動に尽力

するとともに､NTT退職後も電気通信協会や日本ITU協会､

BHNﾃﾚｺﾑ支援協議会などに携わり､国際協力に関する業務

に延べ25年余り従事し､各国の電気通信事業の発展に貢献し

た｡

石井 英光国際協力賞 元日本電信電話株

式会社

技術局

途上国での通信網の整備･拡張ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに従事するとともに､

関係機関のｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄへの技術移転及び現地技術者の育

成に貢献した｡特に､ｱﾝｺﾞﾗ国で実施されたﾙｱﾝﾀﾞ市電話網整

備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて､現地責任者として工事監理に従事する

中で､ｱﾝｺﾞﾗﾃﾚｺﾑ職員の技術向上に貢献した功績により､

ｱﾝｺﾞﾗﾃﾚｺﾑの経営委員会及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施責任者からそれ

ぞれ感謝状を授与された｡

植竹 國一国際協力賞 財団法人海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

1981年から1991年まで途上国の電気通信ｼｽﾃﾑの技術指導

に従事し､その後､現在に至るまで､電気通信ｼｽﾃﾑの整備･発

展に寄与する海外ODAﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務に通信技

術者として従事し､我が国の国際協力の現場で多大な貢献を

してきた｡2000年に｢国際協力奨励賞｣を受賞後も､一貫して､

途上国の現場で国際協力業務に従事し､通信技術者としてﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄの推進に励み､途上国の電気通信基盤の整備･発展に

大いに貢献した｡

大場 一則国際協力賞 元 財団法人

KDDIｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･

ｱﾝﾄﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

NHK在職時には放送ｼｽﾃﾑや無線通信の技術分野の業務に

従事､その知識を生かしてﾍﾟﾙｰ国運輸通信省電気通信研究

所へJICA専門家として赴任､同国放送事業の発展に寄与し

た｡定年退職後は情報通信で途上国へ支援を行うBHNにﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱとして参画､上述の経験を生かしてｺﾐｭﾆﾃｨFMﾗｼﾞｵ局や

地方の医療施設間を結ぶ無線網等の設計､調達､設置､運用･

保守研修と多岐に亘る分野で活動､国際協力に貢献してい

る｡

野村 正規国際協力賞 特定非営利活動法

人 BHNﾃﾚｺﾑ支援協

議会
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世界には多数の言語があり､言語の壁の克服は人類の長年

の夢であった｡音声翻訳技術は､自分の音声をその場で相手

の言語に翻訳し音声で出力する技術であり､言語の壁を打ち

破る事ができる｡世界中の言語を世界と協力して音声翻訳す

るため､ﾈｯﾄﾜｰｸを介して世界中に分散している音声認識･音

声合成･翻訳ﾓｼﾞｭｰﾙを接続し音声翻訳を行う枠組みを提案

し､ﾓｼﾞｭｰﾙ間通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙとﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの国際標準化を行っ

た｡

堀 智織国際協力賞 独立行政法人情報

通信研究機構

けいはんな研究所

世界には多数の言語があり､言語の壁の克服は人類の長年

の夢であった｡音声翻訳技術は､自分の音声をその場で相手

の言語に翻訳し音声で出力する技術であり､言語の壁を打ち

破る事ができる｡世界中の言語を世界と協力して音声翻訳す

るため､ﾈｯﾄﾜｰｸを介して世界中に分散している音声認識･音

声合成･翻訳ﾓｼﾞｭｰﾙを接続し音声翻訳を行う枠組みを提案

し､ﾓｼﾞｭｰﾙ間通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙとﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの国際標準化を行っ

た｡

松本 潤国際協力賞 独立行政法人情報

通信研究機構

知識創成ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ研究ｾﾝﾀｰ

世界には多数の言語があり､言語の壁の克服は人類の長年

の夢であった｡音声翻訳技術は､自分の音声をその場で相手

の言語に翻訳し音声で出力する技術であり､言語の壁を打ち

破る事ができる｡世界中の言語を世界と協力して音声翻訳す

るため､ﾈｯﾄﾜｰｸを介して世界中に分散している音声認識･音

声合成･翻訳ﾓｼﾞｭｰﾙを接続し音声翻訳を行う枠組みを提案

し､ﾓｼﾞｭｰﾙ間通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙとﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの国際標準化を行っ

た｡

中村 哲国際協力賞 独立行政法人情報

通信研究機構

音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ

技術協力専門家としてﾌﾞｰﾀﾝおよびﾍﾟﾙｰに滞在し､精力的に

技術移転を進める一方､現地の放送に係る広範な課題に取り

組み､幅広い視点から的確な助言を与えて放送番組の改善に

大きく寄与し､我国への信頼を高めた｡また､ｻｯｶｰ･ｲﾀﾘｱﾜｰﾙﾄﾞ

ｶｯﾌﾟ､長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸなど数多くの国際ｲﾍﾞﾝﾄ番組の技術面の統

括を担当し､海外放送機関との連携のもと､質の高い番組を制

作して､国内外の視聴者の要望に応えるなど､国際協力に大

いに貢献した｡

室井 謙三国際協力賞 株式会社NHKｱｲﾃｯｸ 海外事業部

ITU-RにおけるIMT-Advanced 無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽの開発に貢献し

た｡IEEE802.16委員会においてIEEE802.16mの要素技術の提

案を活発に行うとともに､IEEE802.16m技術に基づいたIEEEの

ITU-RへのIMT-Advanced技術の提案作成､ならびに日本の

ITU-Rへの提案作成において貢献した｡IEEE提案/日本提案

はWirelessMAN-Advanced技術としてIMT-Advanced無線

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ標準の一つに採用された｡

池田 哲国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 ﾓﾊﾞｲﾙRAN事業部
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IMT-Advancedに向けたWiMAXの次世代規格である

WirelessMAN-Advancedにつき､IEEE 802.16WGでのIEEE

802.16m仕様作成に貢献すると共に､本方式の自己評価を同

WGに寄書入力し､ITU-Rにおける第4世代(4G)携帯電話への

WirelessMAN-Advanced採用へ貢献した｡これらの活動に加

え､ITU-R SG8 WP8D(現SG4)へも参加し､移動衛星業務にお

けるIPﾊﾟｹｯﾄ伝送の基本的な参照ﾓﾃﾞﾙ及び性能ﾊﾟﾗﾒｰﾀに関

する勧告(ITU-R M.1636)をﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ議長として完成させた｡

今田 諭志国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI研究

所

開発ｾﾝﾀｰ ｽﾏｰ

ﾄﾜｲﾔﾚｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

2005年から現在に至るまで､第3.9世代(LTE)､第4世代(LTE-

Advanced)ｼｽﾃﾑに関して､3GPPを中心とした標準化活動に継

続的に寄与している｡特に､LTEにおける規制制御､発着信制

御､報知制御､ﾓﾋﾞﾘﾃｨ制御､ｾｷｭﾘﾃｨ制御等の基本仕様策定に

おいて多数の寄書を入力し､多数の議論のﾓﾃﾞﾚｰﾀを務めるな

ど､議論をﾘｰﾄﾞし､3GPPの仕様策定､高度化､実現性検討への

多大な貢献をしている｡

岩村 幹生国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽ開発部

2008年より環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の国際標準化活動としてITU-T

の｢ICTと気候変動｣ﾌｫｰｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟ(FG)に参画し､標準化すべき

環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ技術を明確化した｡2009年から､ITU-TのSG5で

｢ICTと気候変動｣作業部会(WP3/5)の設立に貢献し､WP副議

長として活動し､WP運営だけでなく勧告草案｢ICT環境影響評

価手法｣のｴﾃﾞｨﾀとして､日本技術の国際標準化に貢献してい

る｡FGおよびSG5での活動を通じ､日本における環境問題の取

り組みを国際的に認知させるとともに､議論の先導･取りまとめ

に多大な貢献をした｡

折口 壮志国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所

環境ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ITU-T SG16において､2006年から三次元映像を含む多視点

映像符号化の国際標準化にｴﾃﾞｨﾀとして参画し､2009年に勧

告H.264 Annex H (MVC)を完成させた｡現在､広く普及しつつあ

る三次元映像の基礎技術の国際標準化に多大な貢献した｡ま

た､要求仕様や実装技術についても積極的に提案し､日本の

三次元映像処理･符号化技術の国際標準化を推進し､日本の

三次元映像処理技術の国際的地位向上を図っている｡

木全 英明国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｻｲﾊﾞｰｽﾍﾟｰｽ研究所

2006年よりITU-T SG15会合に参加し､ｷｬﾘｱｲｰｻﾈｯﾄ技術の標

準化に対する貢献を行っている｡これまで60件以上の寄書提

出を行い､ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ勧告G.8031/G.8032制定へ寄与するととも

に､共同ｴﾃﾞｨﾀとして装置機能勧告G.8021の文書承認(2010年

10月)における中心的役割を担ってきた｡また2010年3月より､

SG15 Q9,Q10,Q14関係者間で設置されたｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

のﾘｰﾀﾞとして性能測定機能の議論を先導するなど､更なる活

躍が期待されている｡

櫻井 暁国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 光ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部
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2007年12月より､ITU-T SG9の標準化活動に参加｡主に映像

配信ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに関する研究に携わり､2008年､放

送中心型IPTV端末ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ勧告(J.701)､2009年､ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞ

ｲﾀﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ要求条件勧告(J.704)でそれぞれｴﾃﾞｨﾀを務め､国

内技術･要件の入力を精力的に実施｡ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ網での映像

ｻｰﾋﾞｽをIP技術によって高度化し､より魅力的な映像ｻｰﾋﾞｽと

するための､ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ関連技術の勧告化を推進した｡現在､

ITU-T SG9 課題10のﾗﾎﾟｰﾀとして､映像及びその他ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨ

ｱｻｰﾋﾞｽ向けのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに関する研究に従事｡

高橋 知彦国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI研究

所

超臨場感通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2007年から移動通信ｼｽﾃﾑの標準化に従事し､特に次世代移

動通信ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸの標準化に貢献している｡国際活動として

3GPP､GSMAに参加し､特に3GPP SA2(移動通信網のｱｰ

ｷﾃｸﾁｬ検討ｸﾞﾙｰﾌﾟ)では､ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ型LTE端末での音声ｻｰﾋﾞｽ

提供を可能とする｢CS ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸ｣機能を提案しﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞｾｯ

ｼｮﾝ議長として議論を主導し標準化を実現｡また､GSMAでは

2010年からPacket及びRiLTEの2つのﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟで副議長を

勤めており(4月からはPacket_WG議長)､LTEの国際ﾛｰﾐﾝｸﾞの

実現に必要なｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ関連技術標準作成を主導し､LTEの

音声ﾛｰﾐﾝｸﾞ提供方式の標準化にも寄与･貢献が大きい｡

田中 威津馬国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発ｾﾝﾀｰ ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ開発部

2008年9月からITU-T SG17における情報ｾｷｭﾘﾃｨ分野の標準

化活動に参加して積極的に寄与しており､特に2009年2月から

は課題3(電気通信情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)のﾗﾎﾟｰﾀとして精力

的に活動しており､今後も継続的な貢献が期待されている｡課

題3ﾗﾎﾟｰﾀとしては特にWTSA-08決議58に基づき2010年4月に

は｢ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨCIRT名簿｣を完成した上で､引き続

きﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成に尽力しており､その他､勧告

X.1209(ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ情報の共有及び交換を実現するための

機能及びｼﾅﾘｵ)のｴﾃﾞｨﾀも担当し同勧告の完成に向けて主導

的な役割を果たしている｡

永沼 美保国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社ﾗｯｸ ｻｲﾊﾞｰﾘｽｸ総合研究

所 国際渉外部

海面の流速や流向の観測機器として､環境､海洋､気象､気候､

海運､防災の各分野への応用が期待される海洋ﾚｰﾀﾞｰに関

し､我が国における技術開発を先導し､他国には類を見ない指

向性ﾚｰﾀﾞｰの開発や遠距離ﾚｰﾀﾞｰを含む長年の運用･研究の

成果により､海洋ﾚｰﾀﾞｰへの周波数分配の2012年世界無線通

信会議(WRC-12)の議題化に貢献するとともに､ITUでの技術

的･運用的特性の標準化及び他の無線通信業務との周波数

共用に係る検討に技術的見地から寄与し､海洋ﾚｰﾀﾞｰへの周

波数の分配に向けたITUでの技術的な研究の前進に大きく貢

献した｡

藤井 智史国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

国立大学法人 琉球

大学

工学部
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波長多重光伝送ｼｽﾃﾑ技術の専門家として､2003年から一貫

してITU-T SG15における光伝達網の光ｲﾝﾀﾌｪｰｽや光ｻﾌﾞ

ｼｽﾃﾑ等の標準化活動に携わってきた｡その間､ITU-T勧告

G.698.1､ G.698.2､ G.696.1の作成･改版を､さまざまな寄書提

案や審議への参加を通じてﾘｰﾄﾞするとともに､ITU-T勧告

G.663ならびにITU-T補助文書G.Sup39の2文書のｴﾃﾞｨﾀとし

て､継続的な貢献を行っている｡

星田 剛司国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社 富士通研

究所

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所

ﾌｫﾄﾆｸｽ研究部

2006年7月からITU-T SG13会合やその中間会合であるNGN-

GSI(Next Generation Networks Global Standards Initiative)会

合に参加し､主にNGNｱｰｷﾃｸﾁｬに関する勧告Y.2012､ならび

に､QoS制御に関する勧告Y.2111の策定に積極的な寄与を

行った｡ さらに､2009年11月からは､将来網(Future Networks)

の標準化準備検討会合であるITU-T FG-FN(Focus Group on

Future Networks)に参加し､将来網の要件を規定する勧告

FNvision(Future Networks: Objectives and Design Goals)の

ｴﾃﾞｨﾀを担当､各国参加者の意見をとりまとめ､勧告の完成に

向けて主導的な役割を果たした｡今後も継続的な貢献が期待

されている｡

松原 大典国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社 日立製作

所

中央研究所 ﾈｯﾄﾜｰ

ｸｼｽﾃﾑ研究部

AV情報家電やIPTVに関する内外の標準化活動に参画､日本

の技術のITU､ISO/IECなどへの国際展開に貢献してきた｡

ITU-T SG16においてIPTV関連勧告のｴﾃﾞｨﾀを務めるととも

に､積極的に寄書提案を行い､日本仕様を強く反映した3件の

勧告成立に尽力した｡また､それらの相互運用性や勧告の有

効性を検証するIPTVｲﾝﾀｰｵﾍﾟﾗﾋﾞﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄに積極的に参加

し､ITU-T勧告準拠機器の高い完成度をｱﾋﾟｰﾙ してきた｡

松原 雅美国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

三菱電機株式会社 情報技術総合研究

所 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ符号化

伝送技術部 ﾒﾃﾞｨ

ｱｱｸｾｽﾁｰﾑ

当時の海外の電気通信工事では従事者の殆どが､電気電子

工学関係を修めてきた方々が多いなか､土木工事経験の従

事者は少なかった｡古い仕様の地下施設の改良や､新しく安

全な工法の導入を推し進める機会を各地でみつけ､現地の

人々と積極的に改善を行った｡非開削工法の推進､ｺﾝｸﾘｰﾄ設

備のﾌﾟﾚﾊﾌﾞ化による工期短縮と､製品の標準化は通信分野以

外にも波及効果をもたらした｡

牛山 和彦国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱ 土木事業本部

国際協力機構(JICA)が1998-99年に実施した｢ﾍﾞﾄﾅﾑ国全国

電気通信整備計画調査｣､JBICが2002-03年に実施した｢ﾍﾞ

ﾄﾅﾑ国電気通信ｾｸﾀｰ調査｣に参加し､通信政策および規制に

関する調査､提言を実施した｡また､JICAより､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの｢IT政

策形成支援(2001)｣､ﾏﾚｰｼｱの｢ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育支援(2002)｣の

短期専門家として派遣され､国際協力銀行(JBIC:｢ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ電

気通信ｾｸﾀｰ改革｣)､東南ｱｼﾞｱ諸国連合(ASEAN:｢ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･

ｻｰﾋﾞｽ制度構築｣)､ITU(｢ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ化進展とﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｻｰﾋﾞ

ｽ｣)等のｾﾐﾅｰで講演を実施し､情報通信の普及促進に努めて

いる｡

宇髙 衛国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

財団法人ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

振興ｾﾝﾀｰ

情報通信研究部
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青年海外協力隊員としてﾊﾟﾅﾏの電気通信線路部門の技術者

育成に従事し､同国の通信技術発展と日本との友好関係構築

に大きく貢献｡ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでは世界銀行の円借款案件における

ｺﾝｻﾙ業務に従事｡また､JICA派遣専門家や海外研修生受入

事業､企業案件での地域開発計画の策定などに従事し､各国

の電気通信基盤の整備だけでなく､各国ｽﾀｯﾌへの技術指導､

技術移転を通じた途上国の発展に多大なる貢献をした｡今後

も国際協力の分野での活躍が期待される｡

岡村 守国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

西日本電信電話株

式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸ部 資材調達

ｾﾝﾀ

1993年9月から2年6ヶ月にわたって､JICAの専門家として

ﾒｷｼｺ合衆国･教育ﾃﾚﾋﾞ研修ｾﾝﾀｰへ派遣され､制作設備の設

計･整備､運用･保守など制作技術(施設)全般にわたる技術指

導を担当する一方､ﾋﾞﾃﾞｵｴﾝｼﾞﾆｱなど番組制作に関わる業務

についても携わり､中南米の人材の育成･技能の向上に大い

に貢献した｡

鈴木 浩国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 長崎放送局 技術部

青年海外協力隊員としてﾊﾟﾗｸﾞｱｲ共和国に赴任し通信の発展

に大きく貢献するとともに､JICAおよびAPEC計画等の海外研

修員受け入れと無線技術､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの経済比較､ISDNﾌﾟ

ﾛﾄｺﾙ､IP技術等の講義を実施し､海外技術者の育成に尽力し

た｡投資案件では､移動網構築に係る技術検討の手法や進捗

管理手法を業務を通じて現地技術者に展開し､今後も国際協

力活動の場での活躍が大いに期待される｡

土淵 法明国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ

ｴﾑｲｰ

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ事業

本部 ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

事業部

ﾙｰﾗﾙｴﾘｱの通信環境改善を実現する持続可能な現実的仕

組みの確立に情熱を持って取り組み､ITU-D SG2でﾌｪﾑﾄｾﾙと

衛星を組み合わせたﾙｰﾗﾙ通信技術に関する寄書を2007年

以降継続して提出する一方､2010年からは当該ｺﾝｾﾌﾟﾄのAPT

J2 ﾏｰｼｬﾙ諸島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(ﾌｪﾑﾄｾﾙ)等への適用を始めている｡

また､2010年からはITU-D SG2 課題24(ICTと気候変動)副

ﾗﾎﾟｰﾀにも任命され､今後ﾙｰﾗﾙ通信を中心に､幅広く国際協

力･標準化活動に貢献して行くことが期待される｡

福家 直樹国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

KDDI株式会社 技術統括本部 ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ技術本部 国際

ﾈｯﾄﾜｰｸ部 衛星通信

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

我が国の放送技術専門家として､官民合同で行われている日

本の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式(ISDB-T)の国際的な普及活動に取

り組み､ﾌｨﾘﾋﾟﾝを中心に各国におけるISDB-T方式の採用決定

に多大な貢献をした｡また､これにより､我が国のITU-Rでの国

際標準化活動の円滑化にも貢献した｡

古田 浩之国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 放送技術研究所研

究企画部

社団法人電波産業会に設置されているﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送普及作業

班の議長として､官民合同で行われている日本の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

放送方式(ISDB-T)の国際的な普及活動を主導し､世界各国に

おけるISDB-T採用決定に多大な貢献をした｡また､これによ

り､我が国のITU-Rでの国際標準化活動の円滑化にも貢献し

た｡

渡邊 敏英国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

社団法人電波産業

会

普及戦略委員会ﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙ放送国際普及部

会ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送普及作

業班
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

ITU-R SG8 WP8F (現SG5 WP5D)において､次世代移動通信

ｼｽﾃﾑ(IMT-Advanced)で必要とされる周波数帯域幅の算出手

法に関して､mITFｼｽﾃﾑ専門委員会副委員長及び､ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮ

ﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞとして､欧州のWINNERなどとの国際連携による

技術検討をﾘｰﾄﾞし､関連する勧告やﾚﾎﾟｰﾄ作成などに貢献し

た｡また､IPﾈｯﾄﾜｰｸ管理技術に関して､TeleManagement

ForumでのNML-EMLｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ仕様作成において､中心的役

割を果たした｡

東 充宏功績賞 富士通株式会社 知的財産権本部

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ戦略室

1995年からITU-R TG8/1､WP8F､WP5Dに継続参加し､W-

CDMAを含むIMT-2000のITU-R勧告化については日本提案

のｺﾝﾀｸﾄﾊﾟｰｿﾝとして貢献し､IMT-Advanced無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽの

国際標準化については､他国との共同提案や共通課題検討

の際に日本案の反映に中心的役割を果たし､ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ勧告､

ｻｰﾋﾞｽ要求条件勧告､所要周波数帯域幅算出法に関する勧

告､評価基準･技術的要求条件に関する報告等の策定に多大

の功績を残した｡

白石 基功績賞 社団法人 電波産業

会

研究開発本部 移動

通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2003 年以来,ITU-T 及び IEEE 802 委員会においてｷｬﾘｱｲｰ

ｻﾈｯﾄの標準化を主導した｡特に､Y.1731 ｲｰｻﾈｯﾄ OAM 勧告と

P802.1ag 標準の完全整合の実現に中核的な役割を果たし､

更に日本主導によるG.8021/Y.1341 ｲｰｻﾈｯﾄ OAM 実装仕様､

G.8032/Y.1344 ｲｰｻﾈｯﾄﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ､P802.1ah Provider

Backbone Bridges の勧告化･標準化に高く貢献した｡これらの

勧告･標準は世界中のｷｬﾘｱｲｰｻﾈｯﾄの標準的な方式として広

く実装されており､日本発の広域ｲｰｻﾈｯﾄ技術の発展に多大な

寄与を行った｡

鈴木 宗良功績賞 日本電信電話株式

会社

NTT情報流通ﾌﾟﾗｯ

ﾄﾌｫｰﾑ研究所

情報通信技術分科会 ITU.R部会 地上業務委員会主査とし

て､我が国の第4世代携帯電話(4G)ｼｽﾃﾑに関する日本提案を

とりまとめるなど､移動通信分野における国際標準化への取

組に寄与するとともに､我が国における国際競争力の強化に

貢献した｡

髙畑 文雄功績賞 早稲田大学 理工学部
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国際ﾃﾞｼﾞﾀﾙ接続の黎明期において CCITT SGXVIII Special

Rapporteur として2Mbps をﾍﾞｰｽとする欧州系のﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙﾊｲｱﾗｰｷｰと1.5Mbps 系の日米系の国際接続に不可欠な

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊｲｱﾗｰｷを規定するG.722(現在のG.802)やﾃﾞｼﾞﾀﾙ多

重端局装置仕様G.747 の勧告化を主導し､全世界的規模での

国際ﾃﾞｼﾞﾀﾙ光ｹｰﾌﾞﾙ導入の実現に大きく貢献した｡ICT と気候

変動に関する検討組織を日本(TTC)に設立し事務局として議

論の進展に寄与するとともに､検討結果をITU-T での議論に

反映し､審議に貢献した｡またAPT 諸国を代表する責任者とし

てWTSA2008 での議論をﾘｰﾄﾞし､我が国を含むAPT の考え方

に沿った決議を成立させた｡

田村 潤三功績賞 KDDI 株式会社/社

団法人情報通信技

術委員会出向

人事部/

CCITT SG XVIIIにおける､同期ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾊｲｱﾗｰｷ(SDH)に基づく

高速光ﾈｯﾄﾜｰｸの基本ｱｰｷﾃｸﾁｬの標準化において､新たな多

重化技術やｲﾝﾀﾌｪｰｽ構成法といったSDHの中核技術の提案

並びに勧告草案作成の中心的な役割を果たした｡これにより

世界統一ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾊｲｱﾗｰｷが実現され､今日のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ社会

を支える全世界的な高速光ﾈｯﾄﾜｰｸの構築が進められること

となり､ﾈｯﾄﾜｰｸ社会の発展に多大な寄与を行った｡

坪井 利憲功績賞 東京工科大学 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

1991年から移動通信ｼｽﾃﾑに関する標準化に従事し､現在の

2G, 3G,4Gｼｽﾃﾑ国際･国内標準化を実行し､またその普及に

努めた｡国際活動として､ETSI SMG,3GPP, ITU-T ATM-Forum

等でｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｬ､信号方式､伝送方式の標準化を推進す

るとともに､ITU-Tでは､IMT-2000 and Beyond Special Study

Groupの副議長､3GPPでは､TSG-CN(Core Network)及び

TSG-SA(Service and Architecture)の副議長､GSM

AssociationではExecutive Committee委員を歴任し､標準化の

とりまとめ及びその普及に務めた｡国内においても､TTCにお

いて2Gｼｽﾃﾑの国内標準化活動をはじめ3G無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽ信

号方式関する専門委員会の委員長を務め､長年に渡り移動

通信ｼｽﾃﾑの標準化活動を推進してきた｡

中村 寛功績賞 株式会社NTTﾄﾞｺﾓ ﾈｯﾄﾜｰｸ開発部

1987年からｸﾞｧﾃﾏﾗにおけるJICA専門家の技術協力活動を契

機に､NTT国際分野の業務に長年従事した｡ｸﾞｧﾃﾏﾗでは通信

技術移転や円借款ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進を通じて､同国の通信網拡

充に貢献した｡JICAﾁﾘ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信訓練ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄではﾁｰ

ﾌ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰとして活躍し､同国の通信分野の発展に大きく貢

献した｡その後のﾌﾞﾗｼﾞﾙやﾁﾘでの現地法人や合弁企業(JV)勤

務時代も､中南米地域における各種の支援活動を継続し､国

際協力･交流の推進に多いに貢献した｡

石井 誠一国際協力賞 NTTｺﾑﾁｪｵ株式会社 企画部
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ﾊﾟﾅﾏ､ﾒｷｼｺ､ｽﾘﾗﾝｶをはじめ数多くの開発途上国に派遣され､

放送局の送信技術を中心に基礎から高度な設計･施行･管理

技術までの技術指導により､現地送信技術者の育成に大いに

貢献した｡また､氏が参画した6か国のﾗｼﾞｵ･ﾃﾚﾋﾞ放送局設立

計画や放送網拡充計画のうち､ﾗｼﾞｵﾈﾊﾟｰﾙの｢ﾗｼﾞｵ放送網拡

充計画｣やﾀｲの｢ﾁｬﾝﾈﾙ11設立計画｣は､その後､計画が実行

されるなど､国際協力の継続性に大いに貢献した｡

緒方 惟孝国際協力賞 元 日本放送協会 佐賀放送局

1978年の設立以来､開発途上国におけるICTの整備に貢献

し､もって当該国の持続的成長に大いに貢献してきたところで

ある｡ 開発途上国からの我が国への国際協力に対する熾烈

な要望に応えるため､国内の技術力を結集し､事前調査､専門

家派遣､要人招聘､技術研修､ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等の事業の実施を

通じて､開発途上国における通信･放送ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの円滑な推

進に積極的に貢献するとともに､我が国ICT分野での総務省

等政府機関との連携強化及び産業界のとりまとめに努めて来

た｡

財団法人海外

通信･放送

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協

力

国際協力賞 財団法人海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

新電元工業㈱にて37年間､取締役であった時期をも含め､そ

のほぼ全期間電源設備の開発･設計に携わり､特に通信用電

源には造詣が深く､通信機器ﾒｰｶｰを通じ､開発途上国向け輸

出用電源開発･啓蒙等において貢献した｡その後､約15年間に

亘り高度で豊富な経験を生かし､ODAにおける電気通信網及

び放送網の電源設備に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務に専念し､劣悪

な電源状況に対応した適切な進言･助言を提供してきた｡その

功績は多大であり､数少ない専門家として未だ現役の貴重な

存在である｡

木村 光男国際協力賞 株式会社ｱｲｴｽｲﾝﾀｰ

ﾅｼｮﾅﾙ

1993 年から現在に至るまで､途上国の電気通信ｼｽﾃﾑの整

備･発展に寄与する海外ODA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務に

通信技術者として従事し､我が国の国際協力の現場で多大な

貢献をしてきた｡2003 年の｢国際協力奨励賞｣受賞以降も､一

貫して国際協力業務に従事し､2004 年以降は､引き続き

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰを担当するとともに､他の

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの業務管理責任者として､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進に励み､途

上国の電気通信の整備･発展に大いに貢献した｡

小林 喜代隆国際協力賞 財団法人KDDI 財団
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1965年~1979年の間､ｸｳｪｲﾄ国郵電省(MPTT)電気通信設備拡

充計画のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の遂行により､国内主要各種電気通

信施設を完成し､同国の通信ｲﾝﾌﾗの拡充･発展に大きく貢献｡

また､ITU専門家ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ王国郵電省技術顧問として同国

の電気通信施設の整備･拡充･発展に寄与するなど､中近東

におけるIT社会の実現に大きく貢献した｡1980年代以降は､数

多くのIB関連国際会議やｾﾐﾅｰで講演し､IBｺﾝｾﾌﾟﾄの発展･普

及に尽力したほか､主として東南ｱｼﾞｱで多くののIB関連ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄの発掘･実施に従事し､同地域でのIT社会の実現推進に貢

献した｡一方､各種海外派遣専門家養成研修会等での講義の

実施や著作活動により海外で活躍できる人材の育成に大い

に貢献した｡

星野 和弘国際協力賞 ﾎｼﾉ国際学際研究所

情報通信技術分野の専門家として､JICAが進める開発途上

国に対する国際協力活動に大きく貢献した｡主要な功績として

は､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾗﾊﾞﾔ電子工学ﾎﾟﾘﾃｸﾆｯｸに対する協力が挙げ

られる｡本候補者は､1987年から2002年にかけて計3回､合計6

年間に亘り長期専門家として現地で協力を行った｡その結果､

同校はｲﾝﾄﾞﾈｼｱにおける電子工学･情報通信技術分野の中

核となる教育機関として位置づけられ､毎年優秀な卒業生を

輩出している｡

牧野 修国際協力賞 元 独立行政法人 国

際協力機構

国際協力人材部 専

門員支援･調整課

高度広帯域衛星ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式においてIPﾊﾟｹｯﾄを効率的に

伝送する多重化方式を開発し､放送と通信を連携させる新た

なｺﾝﾃﾝﾂ配信方式の実現に中心となって取り組んだ｡これらの

技術方式の国際標準化をITU-R SG6に提案し｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送に

おける可変長ﾊﾟｹｯﾄ多重化方式｣勧告の策定に大きく貢献し

た｡さらに､ﾌｧｲﾙ型ｺﾝﾃﾝﾂの配信方式､携帯端末向けﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨ

ｱ放送のIP伝送方式の標準化など､放送通信融合時代を先導

する標準化活動に寄与している｡

青木 秀一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本放送協会 放送技術研究所 次

世代ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ研究

部

2004年よりIECやIEEEでの標準化活動に参画し､主に､電波の

各種防護規格策定に貢献している｡IEC 62209(携帯無線機器

向けSAR測定手順)では､多様な端末を迅速に評価する曲面

ﾌｧﾝﾄﾑを用いた新評価を提案､標準への反映を達成し､IEC

62630(複数電波源からの曝露評価)では､ﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄﾞ端末評価

法を確立した｡また､SAR評価に関するIEEEとIEC標準との連

携にも寄与し､安心安全な電波利用環境作りに大きく貢献し

た｡

大西 輝夫国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 先進技術研究所
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ITU-T及びITU-Rに横断的に設置された映像品質専門家会合

(VQEG: Video Quality Experts Group)に2003年より参画し､映

像品質客観評価技術の標準化に取り組んできた｡特に､世界

10ｶ国17機関が参加する大規模な国際技術ｺﾝﾍﾟに技術面か

ら大きく貢献し､提案技術の採用につなげた｡さらにその成果

を以て､標準化主管であるITU-T SG9におけるJ.247勧告化作

業にも参画し､自らが指揮して開発した技術の標準化を達成

する等､今後とも通信と放送のｻｰﾋﾞｽ連携を支える基盤技術

の標準化に主導的な役割が期待される｡

岡本 淳国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

基盤研究所 情報流

通ﾄﾗﾋｯｸｻｰﾋﾞｽ品質

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2002年2月からITU-T SG17における情報ｾｷｭﾘﾃｨ分野の標準

化活動に参加し､主にｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ/ｻｰﾋﾞｽのｾｷｭﾘﾃｨに関する

勧告の策定に積極的な寄与を行っている｡特に近年では､ﾓﾊﾞ

ｲﾙｾｷｭﾘﾃｨに関する勧告X.1121及びX.1122､並びにTTPｻｰﾋﾞｽ

を活用したｾｷｭｱﾃﾞｰﾀ通信に関する勧告X.1152のｴﾃﾞｨﾀを歴

任し､これらの勧告の完成に向けて主導的な役割を果たした｡

また､2009年9月からは､勧告X.sap-4(複数の認証関連機関が

存在する環境における強認証ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ)のｴﾃﾞｨﾀを担当して

おり､今後も継続的な貢献が期待されている｡

鍛 忠司国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社 日立製作

所

ｼｽﾃﾑ開発研究所

無線航行衛星ｼｽﾃﾑの国際標準化活動に長年従事し､ITU-R

SG4 WP4C(旧WP8D)では同ｼｽﾃﾑの送受信機特性や保護基

準等に関する勧告･ﾚﾎﾟｰﾄの作成にあたって中心的な役割を

担うなど､我が国衛星測位技術の国際的な展開に多大な貢献

を果たされている｡

小暮 聡国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

宇宙航空研究開発

機構

宇宙利用ﾐｯｼｮﾝ本部

準天頂衛星ｼｽﾃﾑﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

IMT-2000 ｼｽﾃﾑの後継ｼｽﾃﾑとして注目を集めているIMT-

Advanced ｼｽﾃﾑについて､性能評価に不可欠である評価手法

をまとめたReport M.2135 の骨子となる内容をITU-R WP5D

に提案し､同Report を完成に導いた｡日中韓(CJK)会合では､

IMT-Advanced ｼｽﾃﾑ評価作業班の議長として同班を主導し､

IMT-Advanced ｼｽﾃﾑの標準化活動に貢献している｡3GPP2

においても､ｼｽﾃﾑ性能評価方法検討ｸﾞﾙｰﾌﾟ副議長として､

UMB ｼｽﾃﾑのｼｽﾃﾑ評価手法文書(C.R1002)の改訂と性能評

価ﾚﾎﾟｰﾄ(C.R1012)を完成させた実績を有し､ITU-RやCJKでの

活動の基礎をなしている｡IMT-Advanced ｼｽﾃﾑに加えて､

ITU-R において初めてﾒｯｼｭ型FWA ｼｽﾃﾑを提案し､勧告化

(ITU-R F.1704)した実績も有する｡

小西 聡国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI 研究

所
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ITU-T SG15における各種光ﾌｧｲﾊﾞ特性とその試験法並びに

海底ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑの標準化を主導し､現Q.5/15及びQ.8/15に

おける国内対処方針の取りまとめとその反映､関連勧告の作

成･改訂作業等に多大な寄与を行ってきた｡この間､標準化教

科書として発刊された光ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸのｴﾃﾞｨﾀの一人として､光ｹｰ

ﾌﾞﾙ分野の執筆を行った他､光ﾌｧｲﾊﾞの実環境特性を解説した

新規補充文書G.Sup.47の策定構想から完成に至るまでｴﾃﾞｨﾀ

として活躍する等､標準化成果の普及にも尽力してきた｡2008

年からはQ8/15のﾗﾎﾟｰﾀとして海底ｼｽﾃﾑの互換性に関する

勧告化の枠組みを新たに設け､新規勧告の策定を主導する

等､同課題の発展に寄与するとともに､更なる活躍が期待され

る｡

白木 和之国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所 ｱｸｾｽﾒﾃﾞｨｱﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄ

2008年よりITU-T FG-IPTV及びIPTV-GSIに参加し､H.770

(IPTVｻｰﾋﾞｽ発見)､Y.1901(要求条件)､X.1191(ｾｷｭﾘﾃｨ)､

H.720/H.721(IPTV端末)といった一連のIPTV勧告に対して､日

本におけるIPTV規格や事業動向を踏まえた寄書やｴﾃﾞｨﾀ活

動を通じて､その完成に大きく寄与してきた｡これら勧告化に引

き続き､IPTVｻｰﾋﾞｽ･端末視点における勧告草案及び技術文

章草案のｴﾃﾞｨﾀを担っており､さらなるITU-T活動への貢献が

期待される｡

谷川 和法国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 ｷｬﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞ

ﾈｽﾕﾆｯﾄ

2006年から現在に至るまで､第3.9世代(LTE)､第4世代(IMT-

Advanced)ｼｽﾃﾑに関して､ARIB･高度無線通信研究委員会､

3GPPを中心とした標準化活動に継続的に寄与している｡特

に､IMT-Advancedに関しては､ARIBの中心的な立場で仕様提

案に向けた検討をﾘｰﾄﾞし､IMT-Advanced日本提案に貢献し

た｡3GPPでは､LTE､LTE-Advancedについて､先進的技術検討

結果を多数入力し､仕様策定､高度化､実現性検討への多大

な貢献をしている｡

丹野 元博国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽ開発部

2004年からITU-T SG15, SG13でのﾊﾟｹｯﾄ(Ethernet, MPLS-

TP)･OTNなど伝送関連の標準化活動全般に参画し､ﾊﾟｹｯﾄ関

連では勧告Y.1731(Ethernet運用監視)･勧告G.8121(MPLS-TP

装置処理)等のｴﾃﾞｨﾀとして活動している｡OTN関連では勧告

G.709(OTNｲﾝﾀﾌｪｰｽ)改訂への寄書提案の他,補助文書G.

sup43(10G Ethernet収容方式)の改訂をまとめ,日本提案の反

映に大きく寄与した｡

栃尾 祐治国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社富士通研

究所

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所

ﾈｯﾄﾜｰｸ方式研究部
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富士通株式会社環境本部環境技術統括部ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ部長として､ICTにおける地球温暖化問題への貢献に

ついて研究を行っており､ITU-T SG5におけるICTと気候変動

問題の検討においては､国内検討委員会のﾘｰﾀﾞｰを務め､国

内の合意形成に尽力されるだけでなく､国際会合においても

ｱｿｼｴｰﾄﾗﾎﾟｰﾀｰとして活躍されている｡また､欧州で行われた

本分野に関する専門家会合にも参加し､我が国の研究や貢献

について発表するなど精力的な活動を行った｡

端谷  隆文国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

富士通株式会社 環境本部 環境技術

統括部

ITU-T SG11､13 において､NGN ｻｰﾋﾞｽの発展とNGN ｲﾝﾌﾗの

普及を促進するため､NGN 事業者同士が協調してQoS 制御

を行うための網間ｲﾝﾀﾌｪｰｽの研究を行い､勧告化に貢献した｡

具体的には､Ri ｲﾝﾀﾌｪｰｽ勧告草案(Q.3307.1)の基本部分の提

案を行うと共にｴﾃﾞｨﾀとして各国間の意見を調整し､勧告化を

達成した｡また､SG11 課題5の共同ﾗﾎﾟｰﾀに就任し､NGN の

QoS 制御に関わる複数の信号ｲﾝﾀﾌｪｰｽの標準化を主導し､

他標準化組織との調整を円滑に行いながら､NGN を特徴づけ

るQoS 制御のITU での標準化に貢献した｡

林 通秋国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI 研究

所

光ﾈｯﾄﾜｰｸｱｰ

ｷﾃｸﾁｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

官民合同での地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送日本方式の海外普及活動の

中心ﾒﾝﾊﾞｰとして取り組み､ﾍﾟﾙｰ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾁﾘにおけるISDB-

T採用決定に多大な貢献をした｡

池上 智仁国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本電気株式会社 放送映像事業部品

質保証部

青年海外協力隊員としてﾏﾗｳｲ共和国にて電気通信部門の技

術者育成に従事し､国内では途上国からの通信技術者の受

け入れにより途上国の通信分野の人材育成に貢献した｡その

後､ﾌﾞｰﾀﾝ王国での無償援助のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ王国にお

ける有償資金援助の通信案件形成､ﾄﾙｺにおける世界銀行案

件の防災無線の通信ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとして業務を実施することで途

上国の通信の発展や経済の発展に多大なる貢献をした｡ま

た､現在は次世代ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に従事しておりそこで得た知

識･技術により今後も国際協力分野でのさらなる活躍が期待

される｡

岩澤 正明国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

東日本電信電話株

式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進本

部 広域ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀ

設備部門

ITU-R の科学業務委員会(SG7)及びその下に設置されている

時間周波数標準の通報に関する作業班(WP7A)に永年にわ

たって参画し､うるう秒廃止の是非を含む協定世界時の将来

問題についての議論およびﾀｲﾑﾋﾞｼﾞﾈｽの標準化を中心に活

発に活動を行った｡特に､2009 年の両会合において､日本国

内で確立した時刻認証監査の方式を基にした標準化勧告案

を提出し､他の参加国の多くの賛同を得て極めて迅速に採択

につなげた際､提案者として大きな貢献を行った｡

岩間 司国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

独立行政法人 情報

通信研究機構

新世代ﾈｯﾄﾜｰｸ研究

ｾﾝﾀｰ光･時空標準ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ
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官民合同での地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送日本方式の海外普及活動の

中心ﾒﾝﾊﾞｰとして取り組み､南米やﾌｨﾘﾋﾟﾝを中心に民間ﾚﾍﾞﾙ

でのISDB-T採用働きかけを行い､各国のISDB-T採用決定に

多大な貢献をした｡

加藤 孝男国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社東芝社会

ｼｽﾃﾑ社

府中事業所放送ﾈｯ

ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ部

開発途上国における人材育成を目的とした海外研修受け入

れ事業において､JICA､APT 等の研修主催元国際機関との企

画調整や海外研修の企画､実施を積極的に推進してきた｡ま

た､ｸﾘｯｸ募金による開発途上国支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを企画提案した

り､中古ﾊﾟｿｺﾝを開発途上国に寄贈するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを継続的に実

施する等､国際協力の様々な仕組みを実現させ､開発途上国

の教育環境の整備に注力した活動に継続的に貢献している｡

小島 理代子国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

財団法人KDDI財団

/KDDI 株式会社

助成業務部/渉外･

広報本部渉外部 企

画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1993年10月から2年間､ｾﾈｶﾞﾙの国営放送にJICA専門家とし

て派遣され､ﾃﾚﾋﾞ放送用の番組制作技術および設備保守技

術に携わり､撮影､照明､ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ等の番組制作技術の指

導を行い､技術のﾉｳﾊｳの継承に大いに尽力した｡現地では数

多くの研修を行うとともに､仏語版の研修教材を作成するなど

親身な指導を行う一方､番組制作を実感してもらうため､長時

間生放送の音楽番組の制作を指導するなど､ｾﾈｶﾞﾙの番組制

作技術力の向上に大いに貢献した｡

鈴木 啓三郎国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 札幌放送局技術部

官民合同での地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送日本方式の海外普及活動の

中心ﾒﾝﾊﾞｰとして取り組み､南米におけるISDB-T採用決定に

多大な貢献をした｡

高田 政幸国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

NHK放送技術研究所

青年海外協力隊員としてｹﾆｱにて線路設計業務の推進と指

導に当たり､その後もﾌｲﾘﾋﾟﾝ第三国研修事前調査､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ国

での線路保全管理方式の技術指導､ﾗｵｽ人民共和国での電

話整備拡充計画調査､ｴﾁｵﾋﾟｱ連邦民主共和国お客様と設備

管理ｾﾐﾅｰの実施など､電気通信分野で多数の国際協力活動

に従事し､当該諸国の電気通信の発展に大きく貢献した｡今後

も国際協力での活躍が大いに期待される｡

鳥羽 孝一国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社NTT東日

本-東京東

設備部

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾀｲにおいて､国際協力･国家計画等で進められてい

た数多くの情報通信基盤整備に参加｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､市内

ｱｸｾｽ網設計等､日本で培ったﾉｳﾊｳ･経験を活かし各国での

通信基盤整備に寄与しただけでなく､現地ｽﾀｯﾌへの技術移転

を通じ持続的発展にも多大な貢献を行なった｡また､JICA等の

海外技術研修生に対する研修を実施して途上国での情報通

信核人材を多数輩出する等､長年に亘り国際協力活動に貢献

している｡

中満 末夫国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社NTT西日

本-九州

北九州事業部 企画

総務部
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延べ20件(延べ12ｶ国)の海外案件の調査･創設･実施設計･施

工管理にかかわり､実現したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは18件(531,000万回線)､

実施設計･管理に関与したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは12件(489,000万回線･

850km)､またその間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施設計においてﾛｰｶﾙの設

計要員育成に力を入れ､特に大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄであったﾏﾚｰｼｱ市

内網･ﾀｲ5次･7次市内網において卓越した指導力を発揮し延

べ730人の設計要員･協力会社を育て､各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの設計･施

工を完結させ､発展途上国の通信ｲﾝﾌﾗ整備事業に協力し発

展の一翼を担った｡

林 孝敏国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業部

電力･電気通信技術力や語学力を活かして､BHNに入会後

ｿﾏﾘﾔ難民やﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭｻｲｸﾛﾝ被災者支援ﾆｰｽﾞ調査に参

加､支援事業の計画立案に当たる｡更にｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ僻地医療

機関への通信支援事業に参加､不安定な治安状況下にも拘

らず現場に出掛け､無線網や中央病院のIP構内電話網の設

置･運用･保守･修理の技術者育成にも努めている｡ 今後も海

外･国内での支援活動従事者としてその活躍が期待される｡

松下 孝弟国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

特定非営利活動法

人 BHNﾃﾚｺﾑ支援協

議会
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平成21年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1998年よりITU-T SG4においてSDH/OTN等のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ通信網

における測定･評価技術の標準化に従事し､主にｼﾞｯﾀ･ﾜﾝﾀﾞ測

定技術に関連する勧告化に貢献してきた｡2006年5月からｼﾞｯ

ﾀ･ﾜﾝﾀﾞ測定技術の標準化を担当していた課題5/4のﾗﾎﾟｰﾀを

務め､関係勧告の成立､改訂に尽力すると共に､10Gbpsｼﾞｯﾀ

評価やFEC評価の検証技術の確立に貢献した｡現在も測定技

術全般を担当している課題15/15のﾗﾎﾟｰﾀを務めるなど､測定

技術の国際標準化活動において中心的な役割を果たしてい

る｡

石部 和彦功績賞 ｱﾝﾘﾂ株式会社 R&D統轄本部第1商

品開発本部第1開発

部

2004年よりNGN標準化に参画し､NGNﾌｫｰｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟにおける

検討ｽｺｰﾌﾟと要求条件の明確化を主導後､2007年からはSG13

においてNGN標準化の全体調整と計画を検討する課題1の

ﾗﾎﾟｰﾀとして活動し､次世代ﾈｯﾄﾜｰｸ(NGN)の標準化計画の策

定と管理を推進した｡特に､NGN能力ｾｯﾄという概念を確立し､

勧告Y.2006(NGN能力ｾｯﾄ1)として､完成が危ぶまれていた

NGNﾘﾘｰｽ1を実質的に完成させた｡また､IPTVの標準化にお

いて､NGN勧告群との不整合の解消と2008年5月にIPTVのｻｰ

ﾋﾞｽ定義文書(Y.Sup5)を完成させる等､NGN時代におけるﾈｯ

ﾄﾜｰｸ及びｻｰﾋﾞｽ全体を俯瞰した標準化に多大な貢献を行っ

た｡

今中 秀郎功績賞 日本電信電話株式

会社

ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

基盤研究所

2001年来､国内の地上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の標準化を皮切りに､通

信と放送の連携の黎明期における標準化活動を主導した｡特

に2006年以降は､ITU-Tの主要課題となったIPTV標準化にお

いて､IPTVﾌｫｰｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟのWG共同議長として､その創設時よ

り中核的な役割を果たし､ITU-TにおけるIPTV標準化の基盤

を築いた｡その後はSG16におけるIPTVのためのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ標

準化課題において､ﾗﾎﾟｰﾀ兼ｴﾃﾞｨﾀとしてIPTV関連勧告群

H.700ｼﾘｰｽﾞの勧告完成に貢献するとともに､多数の寄書提案

により日本のIPTV規格の国際標準への反映を実現させる等､

通信と放送の連携の具現化に多大な寄与を行った｡

川森 雅仁功績賞 日本電信電話株式

会社

ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ研究

所
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1985 年~1988 年にはCCITT(現ITU-T)SG2 の重要勧告である

E.164(ISDN 時代の番号計画)の討議と勧告作成に積極的に

参加し､その成立に貢献した｡2005 年11 月から2008 年10 月

にわたり､TSAG 会合とWTSA-08 に参加し､複数SG にまたが

るFocus Group の設立と運営手順を具体的に提案し､改訂勧

告A.7 の成立に大きく貢献した｡さらに､SG 再編討議に際して

は､欧州およびｱﾗﾌﾞ諸国からの単純削減案に対し､ｻｰﾋﾞｽ志

向SG体制にすべきとの提案を国内作業計画WG の中でとりま

とめ､提出した｡その結果､WTSA-08 におけるSG 構成は日本

の主張がほぼ認められ､日本からの議長･副議長の全員当選

にも寄与した｡

小島 政夫功績賞 KDDI 株式会社 国際ｻｰﾋﾞｽ運用

ｾﾝﾀｰ

1991年から移動通信ｼｽﾃﾑに関する国際標準化に従事し､

CCIRやCCITT/ITU-Tへの日本提案に多大な貢献をするだけ

でなく､3GPP設立にも深く関わり､現在の3G国際標準化の基

盤となる枠組み作りを行った｡TTCにおいては､様々な委員会

の委員長職を歴任し､IMT-2000を始めとした様々な標準化を

長年に渡り推進している｡3GPP会合においても､ IMT-2000の

ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｬやｻｰﾋﾞｽ要求条件等の仕様策定に貢献した｡

澤田 寛功績賞 株式会社NTTﾄﾞｺﾓ ﾈｯﾄﾜｰｸ開発部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ処理のFAXの黎明期(1980 年代)より､CCITT､ITUの

FAXの国際標準規格策定に参画し､当時の濫立した通信方式

から国際標準化によりFAX業界の健全な発展に大きく貢献し

た｡特に通信速度を飛躍的に向上させたV.34 方式については

自ら世界初の対応LSI開発から相互通信の保証まで指導的な

役割を果たし､日本の国際貢献に寄与した｡更には､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

への普及を背景に､当社提案Internet FAX をIETF にてRFC

取得｡これをITU-T へ提案し､IETFとITUのﾘｴｿﾞﾝにより同一の

通信方式となる初めての快挙を達成した｡その後もこれらの経

験を踏まえて､高度なﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ環境に適合したxDSL(G.hs)

やG.9960(G.hn)の標準化を推進しつつ現在に至る｡

水谷 幹男功績賞 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝｽﾞ株式会社

長年に亘りｱｼﾞｱ(北朝鮮･ｳﾞｨｴﾄﾅﾑ･ﾓﾝｺﾞﾙ等)･中東(ｲﾗｸ･ﾚﾊﾞ

ﾉﾝ･等)の途上国に係る国際協力業務に従事し､国際通信網･

国内通信網の復興･拡充整備､途上国ﾙｰﾗﾙ地域の無電話村

の解消に向け貢献した｡また､ﾛｼｱ極東地域の電気通信ｻｰﾋﾞｽ

の疎通改善のために､通信網の建設･技術支援及び運営を行

い､通信品質改善に貢献した｡又､CITT のSG IV 研究委員会

活動へ参画し､回線保守勧告策定に寄与した｡

石垣 英明国際協力賞 株式会社ｱｲｴｽｲﾝﾀｰ

ﾅｼｮﾅﾙ
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1983年5月のｹﾆｱ国への円借款による電気通信網整備拡充

計画に参加以来､25年以上の長きに亘り､日本のODA及び世

銀(IBRD)の借款による事業､国際協力事業団(JICA)による技

術協力及び無償資金協力等の事業を通じ､発展途上国での

電気通信長期計画/企業化(F/S)計画等の策定及び整備拡充

計画の実施に携わり､対象途上国での電気通信網の整備･拡

充に大きく貢献した｡併せて､関係機関職員への技術移転及

び現地技術者の育成に尽力した｡

及川 政行国際協力賞 財団法人 海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

40年の永きに亘り国際協力に従事し､18ヶ国24案件に携わり､

開発途上国の通信網開発に貢献した｡特に､ﾈﾊﾟｰﾙ国地方通

信網建設計画では調査設計から工事監理まで一貫して参加

し､同国としては初の全国即時通信網を完成させた｡また､

ｺﾛﾝﾋﾞｱ国通信網建設では､工事ﾁｰﾑのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理に

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ経験を活用し､ｽﾑｰｽﾞな工事実施を実現した｡

佐々木 良司国際協力賞 株式会社ﾊﾟﾝﾃﾙ･

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

1989年から10年以上にわたって数多くの途上国に派遣され､

ｾﾈｶﾞﾙ､ｴﾃｨｵﾋﾟｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾗｵｽにおいては教育番組の理論お

よび制作手法について高い見識と専門性をもって助言や指導

を行い､教育番組ﾃﾞｨﾚｸﾀｰの育成に大いに貢献した｡また､

ｷﾙｷﾞｽ､ﾍﾞﾄﾅﾑにおいては､両国の放送網整備に当たって､放

送需要予測など将来を見通した初の社会調査を実施し､両国

の放送ｻｰﾋﾞｽの拡大と社会的･文化的発展に多大の貢献をし

た｡

鈴木 周次国際協力賞 元日本放送協会 番組制作局 生涯学

習番組ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

青年海外協力隊派遣(ｻﾞﾝﾋﾞｱ)を始めに約8年に渡り､主に無

線通信分野のJICA長期専門家(ﾎﾞﾘﾋﾞｱ､ﾁﾘ)及び短期専門家と

して活動した｡ｻﾞﾝﾋﾞｱでは警察無線技士のｺｰｽ立上げと講義

の実施し､ﾎﾞﾘﾋﾞｱではﾙｰﾗﾙ通信網の拡充に主眼を置いた現

地職員への技術移転に精力的に取り組み､ﾁﾘでは通信網計

画､新技術紹介及びﾁﾘ訓練ｾﾝﾀ第三国研修の実施を支援し

た｡また講師等の短期専門家としても広く国際協力活動に貢

献した｡

高田 守国際協力賞 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･

ﾄﾞｺﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ九

州

無線ﾈｯﾄﾜｰｸ部

ﾌｨｼﾞｰに本部を置く南太平洋大学は､1969年に設立されて以

来､約40年にわたり､衛星を活用した遠隔教育等を通じ､南太

平洋地域各国の発展に貢献している｡JICA南太平洋大学ICT

強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして派遣され､ICT教育環境の

基盤整備に尽力するとともに､当該基盤の維持･運用のため

に､多くの現地職員及び学生に対する教育･実習を行うなど､

同地域におけるICT分野の教育環境整備及び人材育成に多

大な貢献をした｡

黒岩 博司国際協力賞

（高橋氏と共

同）

横浜国立大学/独立

行政法人情報通信

研究機構

未来情報通信医療

社会基盤ｾﾝﾀｰ/総合

企画部企画戦略室
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ﾌｨｼﾞｰに本部を置く南太平洋大学は､1969年に設立されて以

来､約40年にわたり､衛星を活用した遠隔教育等を通じ､南太

平洋地域各国の発展に貢献している｡JICA南太平洋大学ICT

強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして派遣され､ICT教育環境の

基盤整備に尽力するとともに､当該基盤の維持･運用のため

に､多くの現地職員及び学生に対する教育･実習を行うなど､

同地域におけるICT分野の教育環境整備及び人材育成に多

大な貢献をした｡

高橋 冨士信国際協力賞

（黒岩氏と共

同）

横浜国立大学/独立

行政法人情報通信

研究機構

未来情報通信医療

社会基盤ｾﾝﾀｰ/総合

企画部企画戦略室

1967年日本電信電話公社に入社後､1973年から2年間の青年

海外協力隊ｻﾞﾝﾋﾞｱ国派遣を契機にNTT国際分野の業務に長

年従事し､ITU‐TELCOM91の出展運営や投資案件の形成業

務を経て､JICAｲﾝﾄﾞﾈｼｱ電話線路建設ｾﾝﾀ(OPCC)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで

はﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞとして活躍した｡また､JTECにおいては多数の

ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶODA開発調査を通じて途上国の電気通信の発展

に大いに貢献した｡

得本 恵一郎国際協力賞 財団法人 海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

1980 年代後半から現在に至るまで20 年以上にわたり､途上

国の人材育成に寄与する海外研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画･実施に従

事するとともに､数多くのODA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに通信ｴﾝｼﾞﾆｱとして参

画するなど､我が国の国際協力の現場で多大な貢献をしてき

た｡1999 年の｢国際協力奨励賞｣受賞以降も一貫して国際協

力業務に従事し､1999 年から担当した海外研修ｺｰｽは延べ20

ｺｰｽ以上(受入研修員200 名以上)､またODA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで関与

した途上国は6 ｶ国にのぼるなど､多大な功績を残している｡

山口 恒守国際協力賞 財団法人KDDIｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

国際協力部

2006年からITU-Rでの活動に従事し､主に､IMTｼｽﾃﾑの周波

数関連事項の検討に貢献している｡WRC-07議題1.4(IMT周波

数特定)､議題1.20(地球探査衛星と能動業務の周波数両立)

関連事項について､WP8F(現WP5D)､TG1/9での検討において

中心的な役割を果たした｡特に､WP8FではIMT-Advancedと固

定衛星業務の共用検討ﾚﾎﾟｰﾄ(M.2109)を完成させ､その後､

WRC-07において､わが国の意見を反映した無線通信規則

(RR:Radio Regulations)改正案の採択や､IMT用周波数として

日本が提案していた3.4-3.6GHz帯を含む計428MHz幅を確保

することに成功するなど多大な貢献をした｡

新 博行国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 電波部
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2006年からIPTV標準化に関しITU-Tの複数のSGが横断的に

議論を行ってきたFG-IPTV及びIPTV-GSIにおいて､ｺﾝﾃﾝﾂ保

護関連の仕様に係る検討を先導的に進めた一方､TTC IPTV

専門委員会副委員長として日本国内のSG9, 11, 12, 13, 16,17

関係者間の連携･取りまとめを主導するとともに､情報通信審

議会IPTV特別委員会との連携を図ることで､我が国の意見を

勧告化に強く反映できる体制の確立に貢献した｡また､IPTV-

GSI等における勧告化作業が本格化すると､日本代表団長と

して日本からの直接的な貢献が明確に見える形で勧告化に

大きく寄与するとともに､自らもIPTVのｻｰﾋﾞｽとｺﾝﾃﾝﾂ保護に

係る主要勧告X.1191のｴﾃﾞｨﾀとして検討を主導した｡

石井 晋司国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ研究

所 第一推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ

2003年からSG15における光ｲﾝﾀﾌｪｰｽおよび光ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ

標準化に参画し､同分野における日本の中心的活動者として

継続的な寄与を行っている｡特に2003年に高密度波長多重

(WDM)ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ(G.698.1)の標準化を提案し､ｴﾃﾞｨﾀとしてこ

れを完成させることでﾒﾄﾛ･ｱｸｾｽ系WDMのﾏﾙﾁﾍﾞﾝﾀﾞ化の推進

に貢献するとともに､同年よりFSAN(Full Service Access

Network Initiative)における次世代ﾊﾟｯｼﾌﾞ光ﾈｯﾄﾜｰｸ課題の議

長を務め､ITU-Tとの連携を主導することで世界的なﾆｰｽﾞを反

映した迅速な勧告化に貢献している｡2009年からは､光ｱｸｾｽ

課題(Q2/15)のｱｿｼｴｰﾄﾗﾎﾟｰﾀに就任しており､また光ｱｸｾｽ勧

告(G.985, G.986)のｴﾃﾞｨﾀとしても更なる活躍が期待されてい

る｡

可児 淳一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所

2006 年10 月から現在にかけて､TTC 次世代ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会

の委員として､ITU-T に対する日本の対処方針検討やITU-T

会合の報告作業等を務めてきている｡次世代ﾈｯﾄﾜｰｸ(NGN)の

標準化を行うITU-T Study Group 13 にｾｸﾀｰﾒﾝﾊﾞｰである

NICT からのdelegate として出席し､3 つの勧告草案のｴﾃﾞｨﾀを

務めるとともに合計17 件の寄書を提出し､勧告草案のひとつ

が "Y.2015: General requirements for ID/locator separation

in NGN"として2009 年1 月に 終承認されるに至ったことに対

して大きな貢献を果たした｡これら一連の活動は次世代ﾈｯﾄﾜｰ

ｸの発展に大きく寄与するものである｡

KAFLE Ved

Prasad

国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

独立行政法人情報

通信研究機構

新世代ﾈｯﾄﾜｰｸ研究

ｾﾝﾀｰ ﾈｯﾄﾜｰｸｱｰ

ｷﾃｸﾁｬｸﾞﾙｰﾌﾟ

越塚氏は､我が国のﾕﾋﾞｷﾀｽ技術の国際展開に向けて､国際

標準化活動に積極的に取り組んできており､同氏が起草した

ﾕﾋﾞｷﾀｽ技術の2つの基本勧告草案(ｱｰｷﾃｸﾁｬ､要求条件)が

昨年8月にﾕﾋﾞｷﾀｽ関連の 初のITU勧告として採択されるな

どの功績を挙げている｡また､ｱｼﾞｱ地域での標準化の仲間づく

りにも積極的に取り組み､日中韓(CJK)､ASTAPにおける検討

ｸﾞﾙｰﾌﾟの要職を務めるなど､ﾕﾋﾞｷﾀｽ技術の国際標準化を先

導している｡

越塚 登国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

YRPﾕﾋﾞｷﾀｽ･ﾈｯﾄﾜｰ

ｷﾝｸﾞ研究所/東京大

学大学院情報学環
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映像技術の専門家として､我が国が先進的に進めている超高

精細映像の研究開発結果をITU-Rに寄与し､その国際標準化

を推進した｡特に､多くの規格の基本となるﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ映像につ

いて､7680x4320, 3840x2160 ﾌｫｰﾏｯﾄからなるITU-R 勧告

BT.1769 の採択に大きく貢献した｡さらに､超高精細映像を用

いたﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送についての研究を開始することに尽力した｡

菅原 正幸国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本放送協会 放送技術研究所(人

間･情報)

1999年から3GPP CN(現CT)会合に出席し､WG2(現:CT WG4)

において日本特有のｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ技術であるPre-Page､GLR

(Gateway Location Register)機能を標準仕様に盛り込むなど､

Release99仕様の策定に貢献した｡また3GPPﾊﾟｹｯﾄ通信の根

幹となるGTPﾌﾟﾛﾄｺﾙなど主要な3GPP標準仕様書ﾗﾎﾟｰﾀを担

当しｺｱﾈｯﾄﾜｰｸの標準化に大きく貢献した｡2001年以降はCN

WG4の副議長としてRelease4以降の標準化仕様のとりまとめ

に寄与している｡

田村 利之国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 ﾓﾊﾞｲﾙIPﾈｯﾄﾜｰｸ事

業部

日本電信電話株式会社 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所 環境推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄは､NTTｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の地球環境問題への対応について横

断的に研究等を行っている｡またｸﾞﾙｰﾌﾟ以外の研究活動にも

大変熱心に取り組んでおり､たとえば電子情報通信学会､電気

学会等においても､多くの研究成果を残している｡総務省主催

の｢地球温暖化問題への対応に向けたICT政策に関する研究

会(以下､研究会という｡)｣の活動においては､特に｢ICTを利活

用することによるCO2削減効果｣の取りまとめに多大な貢献を

行った｡ 現在は研究会の報告書の内容を中心に､国際電気通

信連合(ITU)のICTと気候変動分野の技術検討に大きな貢献

を行っている｡同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの染村氏は気候変動ﾌｫｰｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

の副議長として､また､折口氏においてはﾁｰﾌｴﾃﾞｨﾀとして2つ

の成果目標のｴﾃﾞｨﾃｨﾝｸﾞを担当し､日本寄与文書の会合結果

への反映だけでなく､国際的な議論の先導や､その取りまとめ

に多大な貢献を行った｡また､本件の国内検討活動では､初代

ﾘｰﾀﾞ職を同ｸﾞﾙｰﾌﾟの西氏(当時)が務め､黎明期の検討体制の

確立に大きく寄与した｡ 本ｸﾞﾙｰﾌﾟはこれまで一体となってICT

と気候変動分野における国内外の検討を支えており､その功

績は甚大である｡今後ますますの貢献が期待できる｡

日本電信電話

株式会社 環

境ｴﾈﾙｷﾞｰ研

究所 環境推

進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所

1998年よりSG16の音声符号化の標準化活動に係る技術検討

を開始｡特に次世代のIP電話ｻｰﾋﾞｽに向けに2007年に提案し

た､7kHz音声帯域での高音質な通信を可能とするｽｹｰﾗﾌﾞﾙ音

声符号化方式(G.711.1)のﾓﾃﾞﾚｰﾀ兼ｴﾃﾞｨﾀとして､その勧告化

を主導する一方､SG12による品質確認作業との整合もとりつ

つこれを完成に導いた｡候補者が主導したG.711.1は､国内で

は既に商用ｻｰﾋﾞｽに供されており､候補者が高品質IP電話ｻｰ

ﾋﾞｽの普及を牽引した｡さらに2009年からはQ.10/16(音声符号

化)のｱｿｼｴｰﾄﾗﾎﾟｰﾀとして､更なる高品質ｻｰﾋﾞｽの実現に向け

た勧告群の作成を主導することが期待される｡

日和﨑 祐介国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

ｻｲﾊﾞｰｽﾍﾟｰｽ研究所

音声言語ﾒﾃﾞｨｱ処理

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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ITU-T SG17 におけるｾｷｭﾘﾃｨ関連の標準化活動において､

P2P 通信のｾｷｭﾘﾃｨに関する検討立ち上げを提案し､他国代

表と共にこれに関連する複数の勧告案作成に貢献した｡特に､

初の具体的な案件として議論が開始されたX.1161

(Framework for secure peer-to-peercommunications)のｴﾃﾞｨﾀ

を担当し､勧告化に貢献した｡また､ITU-T におけるｾｷｭﾘﾃｨ標

準化活動の紹介を講演等で行い､本分野での標準化活動の

活性化にも貢献している｡

三宅 優国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

KDDI 株式会社

候補者は､2000年よりITU-T SG15Q2において光ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ

である､PON(Passive Optical Network)の基本仕様策定に参

画､相互接続試験を推進しPONの普及に貢献した｡また､2005

年よりFSAN (Full Service Access Network)においてｾｸﾚﾀﾘを

拝命し､ｽﾀｯﾌとして会合の運営にも貢献しており､現在は

FSANにおいて次世代PONﾎﾜｲﾄﾍﾟｰﾊﾟｰのｴﾃﾞｨﾀとして従事し､

日本の技術の国際展開に貢献した｡今後は､ITU-T SG15Q2

で標準化される次世代PONの規格であるG.987ｼﾘｰｽﾞにおい

てもｴﾃﾞｨﾀを担当予定である｡

向井 宏明国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

三菱電機株式会社 情報技術総合研究

所 光ｱｸｾｽ技術部

光ｱｸｾｽﾉｰﾄﾞﾁｰﾑ

興味の無線通信技術と企業で培った情報処理ｼｽﾃﾑの業務

設計･構築技術を元に在職中から途上国支援に携わってい

る｡BHNﾃﾚｺﾑ支援協議会が計画したｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの復興事業で

は､劣悪な生活環境や厳しい気候条件､不安定な治安状況の

中で率先して現地に駐在し､関係者に通信理論から機器設

置､修理技術､通信方法の指導を行い､現地の人々の自立に

協力している｡退職後も各種資格を取得し､今後の幅広い支援

活動に備えている｡

伊藤 寧夫国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

BHNﾃﾚｺﾑ支援協議

会

1)1978年､協力隊に参加しﾏﾗｳｨｰ国に教師として派遣､1980年

11月に住友電工㈱入社以来また､株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱに出向

後も一貫して海外協力･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる業務に従事し､発展

途上国(6ｶ国)へ当該国での初めての光技術導入･PHS無線の

導入に携わり､通信ｲﾝﾌﾗの発展に寄与した｡2) 発展途上国で

の通信ｲﾝﾌﾗの構築のみならず保守･訓練なども実施し無事完

了に導き､構築した総回線数及び局数はそれぞれ56万回線､

449局､技術指導したﾛｰｶﾙｽﾀｯﾌは協力会社も含め延べ約

3,500人となり､発展途上国での国際協力活動に貢献した｡

大淵 隆平国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業部

1980 年代後半から現在に至るまで二度にわたる国際協力機

構への派遣(ﾏﾗｳｲ､ﾊﾟﾅﾏ)を通じて､開発途上国の通信設備構

築､保守の企画･実施･指導に従事するとともに､数多くの途上

国通信ﾈｯﾄﾜｰｸ構築作業に従事してきた｡またODA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

の一環として､通信ｴﾝｼﾞﾆｱ養成のために両国の技師を日本で

の技術研修訓練に機会あるごとに参加させるなど､国際協力

の現場で大きな貢献をしてきた｡

金子 俊浩国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

KDDI 株式会社 渉外･広報本部 渉外

部
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1988 年10 月からの2 年6 か月､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱのMMTC にJICA 専

門家として派遣され､MMTCの上級ｺｰｽ開設に向けたｶﾘｷｭﾗﾑ

の作成､教科書･教材の作成のほか教官･ｽﾀｯﾌに対する技術

指導に尽力し､MMTC のﾚﾍﾞﾙ向上に寄与した｡また､追加の無

償資金援助によるMMTC拡張計画において､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱと日本､

双方の調整を図り､必要にして十分な基本設計案を策定し､

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの番組制作技術の向上に多大な貢献をした｡

小林 修国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 京都放送局技術部

JICA派遣専門家､青年海外協力隊員としてｲﾝﾄﾞﾈｼｱ及びｻﾞ

ﾝﾋﾞｱにて電気通信部門の技術者育成に従事し､その後のﾄﾙｺ

における世界銀行案件及びﾍﾞﾄﾅﾑにおける日本政府の通信

案件においては設計業務等を実施するなど途上国の通信普

及に多大なる貢献をした｡また､企業案件での地域開発計画

の策定や国際機関等の研修での講師など､電気通信分野の

国際協力活動に広く従事し､今後も国際協力の分野での活躍

が期待される｡

志鎌 昌宏国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

東日本電信電話株

式会社

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ事業

推進本部 研究開発

ｾﾝﾀ

BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議会の国際支援活動として実施された､

ﾏﾚｰｼｱ･ｻﾗﾜｸ州(2000 年)､ｻﾊﾞ州(2008 年)での遠隔医療

ｼｽﾃﾑ導入にNTT 西日本-九州より参画､ｼｽﾃﾑ構築を担当す

るとともに､現地での技術者指導等､技術移転を実施｡膨大な

初期ﾄﾗﾌﾞﾙへも適切に対応しｼｽﾃﾑ運用維持を図る等､多大な

貢献を行った｡さらにJICA ｼﾆｱ海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとしてｲﾝﾄﾞﾈｼｱへ

も赴任｡ﾗｼﾞｵ公社放送局の送信機保守指導を実施し､同国の

｢地域情報格差｣の解消に貢献する等､長年に亘り日本の国

際支援活動に貢献している｡

横野 孝司国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社NTT西日

本-九州

長崎事業部法人営

業部 SE部門
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

ITU-R TG8/1に参加し､IMT-2000(旧FPLMTS)の基本部分の

策定段階に参加し､その作業に貢献した｡さらに､1998年より､

CDMA2000系第3世代携帯電話の仕様を作成する国際団体で

ある3GPP2の創設を支援し､1999年1月の3GPP2設立時より､

無線ｱｸｾｽｼｽﾃﾑの装置間ｲﾝﾀﾌｪｰｽ仕様(IOS:Inter-

Operability Specification, Aｲﾝﾀﾌｪｰｽ)を規格標準化するTSG-

Aの副議長を､2会期､4年間に渡りこれを務めた｡加えて､1999

年~2006年の7年間､TSG-A配下で具体的に標準仕様を作成

するEmerging Technologies WGの議長を務め､CDMA2000系

無線方式に次々と追加される新たな技術やｻｰﾋﾞｽをｻﾎﾟｰﾄす

る無線ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ装置間仕様を規格化し､その発展と仕様化

作業推進に多大の貢献をした｡

伊藤 直人功績賞 KDDI株式会社 ｺﾝｼｭｰﾏ事業統括本

部 ｺﾝｼｭｰﾏ商品企画

本部 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞ

ﾈｽ部

CCITT(現ITU-T)第8研究会期(1985-88)の途中から第9研究

会期(89-92)までSGXVIIIのATMﾚｲﾔの研究課題において､そ

の中心的活動者として多数の寄書提案により勧告草案作成

に貢献し､1992年のB-ISDN関連ITU-T勧告群の完成に大きく

貢献した｡また1993年には､PHSのための基地局･交換局間

ﾚｲﾔ3ｲﾝﾀﾌｪｰｽ仕様や事業者間ﾛｰﾐﾝｸﾞ仕様の国内標準であ

るTTC標準作成に関し､専門家部会委員長として標準作成を

主導した功績は顕著である｡さらにTTCの第二部門委員長を

務め､TTC標準とITU-T勧告との連携を推進し､国内外におけ

るB-ISDN標準化活動を推進した功績は顕著である｡

岡田 忠信功績賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

1985年よりCCITT SG XVIII(ISDNを含むﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網)における

ISDNの標準化に従事し､主に物理ｲﾝﾀﾌｪｰｽに関する勧告化

に貢献した後､1996年からは波長分割多重(WDM)技術を適用

した光伝達網(OTN)の物理ｲﾝﾀﾌｪｰｽとｱｰｷﾃｸﾁｬの標準化に

参画し､ITU-T SG13におけるﾈｯﾄﾜｰｸ管理ﾓﾃﾞﾙ､論理ｲﾝﾀﾌｪｰ

ｽ規定､並びにSG15における多ﾁｬﾈﾙｼｽﾃﾑの光ｲﾝﾀﾌｪｰｽ等､

OTN関連の主要勧告の作成に貢献した｡とりわけ､ﾕｰｻﾞ･網

ｲﾝﾀﾌｪｰｽへの光技術の導入や､波長分割多重(WDM)伝送

ｼｽﾃﾑにおける広波長域の利用等の先導的提案を行い､その

後の日本国内におけるWDM伝送ｼｽﾃﾑの普及に著しく寄与し

た｡

小口 喜美夫功績賞 成蹊大学 理工学部情報科学

科

1988年のCCITT(現ITU-T)SG11会合から標準化活動に参画｡

1997-2000年会期及び2001- 2004年会期の二期に渡って

ITU-T SG11の課題議長(ﾗﾎﾟｰﾀ)を務め､N-ISDN信号方式要

求条件､B-ISDN信号方式要求条件をまとめ､N/B-ISDN関連

勧告策定に貢献した｡今会期(2005年~)も引き続きSG13に参

画し､NGN要求条件の標準策定に寄与している｡

釼吉 薫功績賞 日本電気株式会社 NTTﾄﾞｺﾓﾈｯﾄﾜｰｸ営

業事業部
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1982年から現在までCCITTおよびITU-Tの多くの研究委員会

活動に参画するとともに､日本ITU協会時代にはSG XVIII松山

会合等､日本での複数の会合開催に尽力し､情報通信技術委

員会(TTC)時代には､ITUと国内･地域標準化機関間の連携強

化に大きく貢献した｡1999年からはITU職員としてTSAG､SG9

を含めた日本の標準化提案活動を様々な面から支援してき

た｡特に､ITUﾊﾟﾃﾝﾄﾎﾟﾘｼｰ制定に関しては､1990年代の検討当

初より積極的に参画し､ﾎﾟﾘｼｰ制定に多大な貢献を行なうとと

もに､現在もTSB局長のIPRｱﾄﾞﾎｯｸ担当として活躍し､ﾎﾟﾘｼｰお

よび声明文のITU/ISO/IEC 3機関間共通化に貢献した｡

新谷 正道功績賞 ITU 電気通信標準化局

(TSB)

高高度(成層圏)ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ局(HAPS)に関わる周波数共用/両

立性の研究及び標準化に多大な貢献を行った｡ITU-R SG9

(固定業務)関連会合においてSWG及びDG議長等､研究･標準

化活動の中心的役割を務め､合計6件の新勧告作成及びそれ

らの4回の改訂案作成に寄与した｡また､世界無線通信会議に

おいてAPT副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(WRC-03)､APTｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(WRC-07)と

して､ｱｼﾞｱ各国の意見を取りまとめつつ､HAPSｼｽﾃﾑに関する

無線通信規則の改訂を主導､28/31GHz帯の同ｼｽﾃﾑへの分

配を可能とした｡

森崎 孝行功績賞 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 ﾕﾋﾞｷﾀｽﾓﾊﾞ

ｲﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

ITU-R SG8 WP8FにおけるIMT-2000の高度化及び後継ｼｽﾃﾑ

に関する検討では､所要周波数帯域幅算定法に関する勧告

や関連ﾚﾎﾟｰﾄの作成作業､WRC-07に向けたCPMﾚﾎﾟｰﾄの作

成､WRC-07におけるIMTの周波数の追加の特定等に大きく貢

献するとともに､IMT-Advancedの無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽの標準化作業

を検討に対しても積極的に貢献している｡また､ITU-R SG8

WP8Aにおいては､陸上移動通信分野における新技術を担当

するWGの議長を務めており､ｿﾌﾄｳｪｱ無線､ｺｸﾞﾆﾃｨﾌﾞ無線等の

新技術の標準化活動において中心的役割を果たしている｡

吉野 仁功績賞 株式会社NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発本部 総合

研究所

中近東から東南ｱｼﾞｱ6ｹ国(ﾗｵｽ､ｸｳｪｲﾄ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､

ｽﾘﾗﾝｶ､中国)に10年以上滞在し､同国通信の発展に大きく貢

献した｡ﾗｵｽ国では通信線路施設記録を 初に作成し､その

後の計画､建設､保守に大きな成果となった｡ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ

ではJICA専門家として線路建設保守ｾﾝﾀを立ち上げ､技術者

の育成に尽力した｡またODA案件の形成にも深く貢献した｡

岡部 嘉吉国際協力賞 元ﾄﾞｺﾓ･ﾓﾊﾞｲﾙ株式

会社

端末ｻｰﾋﾞｽ部

長年に亘り､開発途上国向けの海外研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画､実

施に従事し､200余名に及ぶ開発途上国の技術者の育成に多

大な貢献をしてきた｡また､日本での研修を終え､帰国した研修

員に対してもﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを目的とした英文季刊誌の編集･発行

を行ない､技術的･政策的な通信関係情報を提供した｡ 近で

はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､ﾌﾞﾛｸﾞを活用し､情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信するなど､研

修員への持続的なﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟにも力を注いでいる｡

黒田 由美子国際協力賞 財団法人KDDIｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

国際協力部
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JICA技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢ﾀｲ国教育用情報技術開発能力向上｣

のﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして､ﾀｲの初中等教育におけるITを活用し

た教育法確立に向けた政策的･技術的助言を行った｡研修ｺｰ

ｽとWBT教材の開発･普及がﾀｲ国内で実現し､更にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期

間内で3000人の教員に対しIT活用能力向上が達成され､ﾀｲ教

育省が自立的に全国に研修ｺｰｽとWBT教材を開発･普及する

ことを可能にした｡｢ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ･日本情報工科大学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣､｢ﾌｨ

ﾘﾋﾟﾝIT人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣でも主導的役割を担い､成果を発現

している｡

合田 ﾉｿﾞﾑ国際協力賞 独立行政法人 国際

協力機構

ﾌｨﾘﾋﾟﾝIT人材育成ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｽﾘﾗﾝｶをはじめ数多くの途上国に派遣され､放送技

術の基礎から番組制作技術全般の技術指導､助言など高い

専門性を活かして現地放送技術者の育成に貢献した｡また

ｽﾘﾗﾝｶにおいては､老朽化した放送局の更新計画を作成し､民

族間の融和を考慮した2言語放送ｼｽﾃﾑの構築に尽力した｡さ

らに途上国の放送局事情を詳細に調査･把握し､後の放送施

設建設に重要な役割を果たすなど､開発途上国の放送技術･

文化の発展に永年にわたり多大な貢献をした｡

後藤 康裕国際協力賞 元日本放送協会 技術局 ｼｽﾃﾑ技術部

ｱﾌﾘｶ地域の基幹通信網整備に従事し､24ヶ国の通信網整備

に貢献した｡またITU-D活動を通して過疎地通信の改善と共に

遠隔医療､遠隔教育などｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ検討を行い､先進国との

通信格差解消だけでなく都市部とﾙｰﾗﾙ地域間の通信格差の

解消及び通信の発展に向けた国際協力に寄与した｡

小松 正国際協力賞 元日本電気株式会

社

海外ｷｬﾘｱｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業本部

20年以上の長きに亘り､ｱｼﾞｱ･大洋州･中南米の開発途上国

に関わる国際協力業務に従事し､電気通信網の計画策定､基

本･詳細設計､建設工事の施工監理､研修ｾﾝﾀｰ教官など様々

な分野で活躍し､通信網の整備･拡張ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを成功に導くと

共に､通信運営体の職員に対する技術移転に精力的に取り

組み､通信の発展と国際協力の推進に大いに貢献した｡

下井田 秀雄国際協力賞 財団法人 海外通信･

放送ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業部門

電気通信の自由化/世界情報基盤(GII)の整備から､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

を活用したｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな電子商取引の基盤確立に至る急速に発

展する情報社会の中で､世界のﾎﾟﾘｼｰﾒｲｷﾝｸﾞに関わる民間部

門の実務ﾘｰﾀﾞとして活躍｡特に､電子商取引に関する消費者

保護､ｾｷｭﾘﾃｨ､知的財産権､税制などの分野でｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに民

間部門の意見を取り纏め､我が国ICT産業の発展に果たした

功績は大きい｡

伊達 新之輔国際協力賞 元富士通株式会社 政策推進本部 国際

部
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JICA専門家として､2年間ｼﾞｬｶﾙﾀ電話網長期計画調査団にて

同市の電話網ﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝを作成し､電話拡充計画の基礎を確

立､その後ﾊﾞﾝﾄﾞﾝの電話線路保全訓練ｾﾝﾀｰで3年間にわたり

線路技術指導を行い､保全ｻｰﾋﾞｽの向上に大きく貢献した｡

ｹﾆｱでは2年間､通信線路設計の実施､ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ育成等を

行ない､首都ﾅｲﾛﾋﾞ近郊の電話網整備･拡充に尽力し､またそ

の他多数の短期技術協力にも深く貢献した｡

田中 憲次国際協力賞 元日本電信電話 国際部

ｸｳｪｰﾄ国のﾏｲｸﾛ波回線､衛星基地局､短波送受信所､自動車

電話の導入についてｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ､仕様書制定などの支援を行

なった｡またNTTｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙにおいて途上国に対し携帯電

話､ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾙの導入支援を行なった｡BHNにおいてはｳｸﾗｲﾅ

国に対し衛星電話を用いたﾃﾚﾒﾃﾞｼﾝの導入､ﾐｬﾝﾏｰ国総合病

院に対しPHSｼｽﾃﾑの導入､ならびに途上国人材育成のｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾄなどの支援を行なった｡

中野 俊夫国際協力賞 元ﾄﾞｺﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

株式会社

海外事業部

ITU-TにおけるY.2701 (ｾｷｭﾘﾃｨ要求条件)勧告やY.

secMechanisms(NGNｾｷｭﾘﾃｨ実現機構)勧告草案のｴﾃﾞｨﾀを務

めるなどNGNｾｷｭﾘﾃｨ関連の標準化に貢献している｡またNGN

ID管理勧告群のｴﾃﾞｨﾀとしてID管理機能の整理を行い､SG13

2008年1月会合では勧告群構成変更を取り纏めるなどﾘｰﾄﾞ役

となると共に､IdM Focus Group及びその後継であるIdM-GSI

にて関連SGの橋渡し役を担っている｡

江川 尚志国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電気株式会社 標準化推進本部

次世代ﾈｯﾄﾜｰｸ(NGN)におけるｾｷｭﾘﾃｨと品質を確保するため

の主要勧告Y.2111(NGNﾘｿｰｽ制御ｱｰｷﾃｸﾁｬ)の策定に寄与

すると共に､NGN制御方式の主要勧告Q.3303.2(H.248ﾌﾟﾛﾌｧ

ｲﾙ)とQ.3304.2(SNMPﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ)の両勧告のｴﾃﾞｨﾀとして検討を

主導し､両制御ﾌﾟﾛﾄｺﾙを完成させた｡またこれらITU-T SG11,

SG13での活動と並行して､ETSI/TISPANにおけるIPTVｱｰ

ｷﾃｸﾁｬ並びにNGN制御方式の検討にも参画し､ITU-Tによる

関連規格の詳細化とその円滑な標準化に多大な寄与を行っ

た｡

鎌谷 修国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本電信電話株式

会社

NTTｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰ

ｼｮﾝ基盤研究所

ITU-Rの国際標準化活動において､無線伝送の専門家として､

我が国の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式であるISDB-TSB方式 や

ISDB-T方式の保護要求値の作成に寄与し､地上業務の周波

数共用条件の技術検討を推進した｡また､緊急警報放送に関

して日本の取り組みを紹介するなど､勧告の作成を積極的に

推進し､ITU-R勧告BT.1774｢公衆警報､災害救援に対する放

送ｲﾝﾌﾗの使用｣の採択に大きく貢献した｡

土田 健一国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本放送協会 放送技術研究所

(ｼｽﾃﾑ)
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2005年からITU-Rでの活動に従事し､多くの業務間､ｼｽﾃﾑ間

の周波数共用､周波数両立性の検討に貢献した｡特に､WRC

-07議題1.9(2.5GHz帯における宇宙業務と地上業務の周波数

共用)､議題1.20(地球探査衛星と能動業務の周波数両立)につ

いては､それぞれITU-R JTG6-8-9､TG1/9での技術的検討に

おいて中心的な役割を果たし､WRC-07におけるわが国の意

見を反映した無線通信規則(RR:Radio Regulations)改正案の

採択に貢献した｡

硎 琢己国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ ﾈｯﾄﾜｰｸ本部 電波部

ITU-T SG5において､日本の分離接地環境を含むｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな

接地環境における通信機器の雷過電圧防護勧告(K.66)の制

定､並びに過電圧防護試験法勧告(K.44)の改定に関わる国際

標準化と情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ協会における同勧告の日本国内

への展開を主導するとともに､強力電磁波からの防護と電磁

波による情報漏えい防止をはかる電磁波ｾｷｭﾘﾃｨに関する新

課題を立ち上げ､自らﾗﾎﾟｰﾀとして検討を主導する等､通信機

器の安心･安全の観点で多大な寄与を行った｡

富永 哲欣国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

東日本電信電話株

式会社

技術協力ｾﾝﾀ

ITU-TにおけるNGN標準化活動において寄書等の提出など積

極的な貢献を行い､SG13におけるNGNﾘﾘｰｽ2要求条件の標

準化(Y.NGN-R2-Reqts)において､新しいｻｰﾋﾞｽ概念である

ｺﾝﾃｷｽﾄｱｳｪｱﾈｽに関する要件を盛り込み､次会期の新課題と

して検討を行うことに貢献した｡また､NGNにおけるQoSの標準

化に関して寄書提案を行い､SG13においてY.2111(ﾘｿｰｽ&受

付制御)やSG19ではQ.FNAB(SBIMT-2000機能ｱｰｷﾃｸﾁｬ)の

策定に貢献した｡

仲道 耕二国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社富士通研

究所

ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ研

究ｾﾝﾀｰ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰ

ﾋﾞｽ基盤研究部

ITU-R WP8F会合に日本代表団として参加し､IMT-2000後継

ｼｽﾃﾑの標準化における､ｻｰﾋﾞｽに関するﾚﾎﾟｰﾄ/勧告作成活

動に貢献してきた｡特に､世界の移動通信市場予測に関する

ﾚﾎﾟｰﾄ作成､およびIMTのｻｰﾋﾞｽ要求条件に関する勧告､IMT

-2000後継ｼｽﾃﾑがｻﾎﾟｰﾄすべき無線能力の名称決定(IMT-

Advanced)のための議論については､ITU-R WP8Fのみなら

ず､AWF､CJKなどの関係会合においても国内主担当として積

極的に議論をﾘｰﾄﾞした｡その結果､日本の提案内容が含まれ

たﾚﾎﾟｰﾄ及び勧告､決議が作成され､IMT-2000後継ｼｽﾃﾑの標

準化活動に貢献した｡

新井田 統国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

株式会社KDDI研究

所

特別研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ITU-R SG8 WP8Fにおいて､IMT-2000及びその後継ｼｽﾃﾑ

(IMT-Advanced)関連標準化活動に従事し､IMT-2000端末の

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ関する議論や､IMTの技術動向ﾚﾎﾟｰﾄの

策定について中心的役割を担った｡また､第4世代移動通信

ｼｽﾃﾑとﾚｰﾀﾞ業務との共用検討等に参加するなど､IMTの国際

標準化に大きく貢献した｡さらに､WRC-07での新たな周波数の

特定に向けた各種作業(候補周波数帯の関する議論等)にお

いても積極的に寄与した｡

本多 美雄国際活動奨

励賞　功績

賞対象分野

日本ｴﾘｸｿﾝ株式会社
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ﾏﾚｰｼｱを初めとしてｱｼﾞｱ全域､中東､ｱﾌﾘｶ､南米などの約30ｶ

国に対しての通信事業を取り組み発展途上国における通信

事業の発展に多大な貢献｡ 同時に海外からの研修生に対し

ての基礎技術及び新たなﾈｯﾄﾜｰｸに関する研修にも携わり若

手の技術者育成にも長年にわたり貢献｡ 近ではITU

EXHIBITS COMMITTEE委員に選任され国際的なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ分

野で活躍し､ITUのさらなる発展のために尽力中｡

阿瀬見 宏国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

富士通株式会社 ﾃﾚｺﾑ事業推進室

1991年4月からの1年6か月､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱのMMTCにJICA専門家

として派遣され､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの放送技術に即した機材の選定に

努めるとともに､番組制作技術全般にわたって労苦を惜しまず

実務指導を行い､技術力を飛躍的に向上させた｡また､機材を

大限に有効活用するため保守技術の重要性の浸透にも尽

力｡さらに92年10月にJICA専門家としての派遣が終了した後

も個別専門家として任期を延長し､番組制作技術力の向上に

情熱を注ぎ､多大な貢献をした｡

鵤木 健一国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

日本放送協会 放送技術局ｺﾝﾃﾝﾂ技

術ｾﾝﾀｰ(番組技術

Ⅱ)

APTのICT人材育成ならびにﾊﾟｲﾛｯﾄ導入のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等を通じて

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞの解消､社会生活ﾚﾍﾞﾙの向上､ICT関連知識

の蓄積等のため､ﾙｰﾗﾙ地域に合ったﾈｯﾄﾜｰｸの設計･ﾊﾟｲﾛｯﾄ

構築､教育･医療･防災等のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ導入と実証実験などを

実施してきた｡また､APT等の国際会議参加､海外研修講師を

通して､途上国へこれらﾉｳﾊｳや情報の提供を行ない､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･

ﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ解消や通信環境改善に継続的に貢献してきた｡

内山 洋祐国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

KDDI株式会社 渉外･広報本部 渉外

部 国際ｸﾞﾙｰﾌﾟ

専門の電気通信技術と海外勤務で培った語学力を活かして､

ﾗｵｽやｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝにおける通信による僻地医療改善に尽力し

ている｡これらの事業における 大の功績は､設置した機材が

長く有効に利用されるよう保守･修理の技術者育成に努めて

いることである｡このことが評価されて､国際協力の雑誌にも取

り上げられている｡また､UNHCRの難民支援事業への協力､来

日した研修生のﾎｰﾑｽﾃｲの受け入れ､ﾗｵｽの病院に対する中

古医療機器寄贈事業の推進等､国内でも国際協力に貢献して

いる｡

富保 諄一郎国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

特定非営利活動法

人BHNﾃﾚｺﾑ支援協

議会

1986年から現在までの22年間､海外研修員受入れ業務に毎

年従事し､発展途上国の研修員の技術向上に貢献した｡光ﾌｧ

ｲﾊﾞｰ接続技術をはじめとする情報通信所外系設備の講義､実

習､見学引率等を担当｡ 近は､JETRO､JOGMEC様のｲﾗｸ技

術者研修における技術指導を行い､ｲﾗｸ国復興支援事業にも

従事するなど､今後も豊富な経験と技術を生かした途上国の

人材育成への貢献が期待できる｡

野崎 誠一国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

株式会社NTT西日

本-九州

北九州事業部 設備

部 ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

門  東ｱｸｾｽ設備運

営担当
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青年海外協力隊から通信系の初代隊員としてｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴに赴

き､同国の通信技術発展と日本との友好関係構築に大きく貢

献した｡またJICA専門家活動や海外研修生受入事業を通じ､

ｱｼﾞｱ等の通信技術発展と友好関係強化に尽力した｡JOCV大

阪府OB･OG会では4年間会長を務め､その後もNTTｸﾞﾙｰﾌﾟに

おけるJOCV事務局を務め会の取り纏め､新隊員の壮行会開

催や隊員の後方支援等現在も活動を行なっている｡今後もこ

れら活動を通じてその活躍が期待される｡

松永 健司国際活動奨

励賞　国際

協力賞対象

分野

東日本電信電話株

式会社

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕｰｻﾞ事業推

進本部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成19年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

IMT-2000標準化に関し､日本提案技術の検討でARIB作業班

の主査を務めるなど活動をﾘｰﾄﾞした｡また､他国提案とのﾊｰ

ﾓﾅｲｽﾞに関する多数の会合において中心的な役割を果たし､

日本提案のW-CDMAをITU勧告の1つとすることに成功した｡

その後もIMT-2000研究委員会国際仕様開発部会長やARIB

高度無線通信研究委員会IMT-Advanced部会長として3G高度

化､4Gに関する活動で貢献した｡

尾上 誠蔵功績賞 ㈱NTTﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽ開発部

1988年から現在まで長年にわたりITU-R SG3(電波伝搬)の活

動に参画し､我が国の研究成果を積極的に寄与し､電波伝搬

分野の標準化に多大な貢献をした｡特に､無線LANや無線

ｱｸｾｽｼｽﾃﾑの導入に不可欠な屋内･屋外短距離伝搬特性推

定法に関してSWG議長等をつとめ関連勧告の成立･改訂に尽

力するとともに､ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸﾃｰﾌﾞﾙｷｰﾊﾟｰとして伝搬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの

評価･充実を図り伝搬特性推定精度の向上に貢献した｡また､

情報通信審議会ITU-R部会電波伝搬委員会主査として､我が

国の電波伝搬標準化活動の方針策定等に尽力した｡

佐藤 明雄功績賞 東京工科大学 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

1985年からITU活動への参加を開始し､CCITT SGⅧ(文書転

送)､SGⅩⅠ(INｾｷｭﾘﾃｨ)の勧告化に貢献した｡2001年からは

SG7(現SG17:ｾｷｭﾘﾃｨ､言語および電気通信ｿﾌﾄｳｴｱ)に参加

し､X.1051｢通信事業者向けの情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理｣の勧告化に

貢献した｡その後､課題7/17のﾗﾎﾟｰﾀとなり､ITU-Tｾｷｭﾘﾃｨ研

究体制構築､X.1051改定､ISOとの研究連携等､情報ｾｷｭﾘﾃｨ

分野の国際標準化に広く貢献した｡

中尾 康二功績賞 KDDI㈱ 運用統括本部

通信技術の専門家として､早くから次世代ﾈｯﾄﾜｰｸ(NGN)の技

術検討に携わり､NGNの標準化に尽力した｡特に､ITU-Tを始

め､IETF､TISPAN､ATISなど､関連する標準化団体のｷｰﾊﾟｰｿﾝ

との交流を通じNGNの標準化を積極的に推進するとともに､仕

様の統一化に貢献した｡また､国内外の多数の講演を通じ我

が国の通信技術の先進性をｱﾋﾟｰﾙし､NGNの技術内容･標準

化状況を広く一般に知らせ､NGNの技術開発･標準化推進に

多大な貢献を行った｡

村上 龍郎功績賞 NTTｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰ

ｼｮﾝ基盤研究所
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1992年から現在までの約15年間､ITU-T SG4(TMNを含んだ

ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ管理)やSG15(光その他の伝送NW)を中心とし

た国際標準化活動に従事 しており､ATM装置管理やB-PON

管理の勧告化に貢献した｡また､ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ ﾈｯ ﾄﾜｰｸ管理課題

等のﾗﾎﾟｰﾀをつとめるとともに､近年では､ﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸ に関す

るJCA-HNの立ち上げやNGNMFGにおけるNGN管理の検討

など､ITU-Tにお ける新規 課題の標準化活動に貢献し､その

功績は顕著である｡

吉田 龍彦功績賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ事業本

部 ﾌｫﾄﾆｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ技

術ｾﾝﾀ

ITU-Rにて標準化が開始された第3世代移動通信(IMT-2000)

の早期導入のため､技術詳細仕様を策定する民間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで

ある3GPP及び3GPP2の設立に貢献した｡ 設立後も運営に深

く関わり､3GPPにおけるPCG/OP委員､FFG委員およびWP委

員を歴任し､特にWP委員会では議長(2001~2004年)をつとめ

た｡また3GPP2においてもOP /SC委員､The OP Ad Hoc FC委

員及びWPD Ad Hoc委員を歴任した｡一連の活動を通じて､我

が国の移動体通信のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ標準を作成する体制作りに深く

貢献した｡

吉村 幸夫功績賞 元 日本電気㈱ ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業

本部   ﾓﾊﾞｲﾙﾜｲﾔﾚｽ

事業部

3GPPにおいて､Long Term Evolution提案に多数の支持を得

て合意に導いた.このことは､3Gｼｽﾃﾑの更なる発展に向けた

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを明確にしたｴﾎﾟｯｸﾒｰｷﾝｸﾞな出来事であると言える｡

また､3GPP TSG-RAN WG1 では副議長､技術ﾚﾎﾟｰﾄのｴﾃﾞｨﾀ､

及びLTE ﾗﾎﾟｰﾀの役職に加えて､数々の技術提案､およびｾｯ

ｼｮﾝの議長等もつとめ､3G及びLTEの検討に貢献をしている｡

安部田 貞行国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽ開発部

ITU-R SG9(固定業務)関連会合において､広帯域

ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽ(BWA)ｼｽﾃﾑ等､各種固定無線通信方式に関す

る寄与文書作成に積極的に参画している｡特に､IPﾍﾞｰｽの固

定BWA関連の勧告/報告策定にあたっては､ﾃｰﾏｴﾃﾞｨﾀおよび

ﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ議長を務め､日本のARIB規格の反映を実現するな

ど､ITU-R標準策定及びわが国の規格普及に多大な貢献をし

ており､今後益々の活躍が期待される｡

大本 隆太郎国際活動奨

励賞

NTT ｱｸｾｽｻｰﾋﾞ

ｽｼｽﾃﾑ研究所

ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ

ITU-T SG16(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ)において､IP上でのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

通信ｼｽﾃﾑ(H.323)の標準化に従事し､また､それを受けて国内

でのTTC標準制定に主導的役割を果たした｡また､ITU-T SG9

(TV･音声の伝送)において､Q.1ﾗﾎﾟｰﾀとして､IP上での高信頼

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ配信技術および多ﾁｬﾝﾈﾙ映像配信ｱｰｷﾃｸﾁｬ等の

勧告化に貢献した｡これらは日本から積極的に寄与したもの

であり､日本発の国際標準獲得を実現させた｡

酒澤 茂之国際活動奨

励賞

㈱KDDI研究所 映像通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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一般財団法人日本ITU協会

2004年よりITU-T SG13(NGN)およびSG15(光その他の伝送

NWｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬ)にて､ｲｰｻｰ網のOAM､切替機能の標準化に

中心ﾒﾝﾊﾞとして参加した｡ﾘﾆｱﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ切替勧告G.8031の

ｴﾃﾞｨﾀを担当し勧告化に大きく貢献した｡また､関連諸勧告に対

しても70件以上の寄書を提出するなど､ｷｬﾘｱ向けｲｰｻｰ網の

標準化に大きく寄与している｡2005年からはITU-Tにおける次

世代網(NGN)の検討にも参画し､総務省､TTCの関連委員もつ

とめるなどNGN標準化への貢献も大きい｡

佐藤 浩司国際活動奨

励賞

三菱電機㈱ 情報技術総合研究

所

1995年から10年以上にわたり､IMT-2000のｺｱﾈｯﾄﾜｰｸの標準

化に関わっている｡ITU-TのIMT-2000ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ関連勧告へ

の日本提案作成に貢献をした｡その後､3GPP等において､IMT

-2000の信号ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準化を推進し､特に､3GPPﾘﾘｰｽ99の

ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ内信号ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準仕様完成に大きく貢献した｡さ

らに､ALL IPﾈｯﾄﾜｰｸとして､ﾈｯﾄﾜｰｸﾍﾞｰｽのIPﾓﾋﾞﾘﾃｨﾌﾟﾛﾄｺﾙの

適用を特徴としたｱｰｷﾃｸﾁｬを3GPPに提案し､技術仕様書の

策定が開始されている｡

澤田 政宏国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ ﾈｯﾄﾜｰｸ開発部

2002年よりITU-R SG4(固定衛星業務)関連会合に日本代表と

して参加し､衛星通信網によるTCP/IP通信の効率向上のため

の勧告策定および非常災害時の固定衛星通信を有効に利用

するための勧告改訂において中心的な役割を果たし貢献し

た｡これらの勧告は新たな衛星通信利用の途を拓くとともに､

発展途上国での衛星利用のうえでも重要な役割を担ってい

る｡ﾀｲﾑﾘｰな提案と粘り強い調整は高く評価され､ITUの標準

化活動における日本のﾌﾟﾚｾﾞﾝｽを高めた｡

高橋 徳雄国際活動奨

励賞

KDDI㈱ ｺｱ技術統括本部 ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ技術本部 国際

ﾈｯﾄﾜｰｸ部 衛星通信

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1993年9月からSG15(伝送方式と装置)に参加し､光ｱﾝﾌﾟを含

むSDHｼｽﾃﾑの光ｲﾝﾀﾌｪｰｽ､波長多重ｼｽﾃﾑの標準化など､陸

上光通信ｼｽﾃﾑの勧告作成に寄与した｡2001年からは､海洋

光通信ｼｽﾃﾑ用高性能符号誤り訂正方式に関する勧告

(G.975.1)のｴﾃﾞｨﾀをつとめ､各国から提出された提案をまとめ､

2004年に初版発行に至った｡また､専門家会合などを日本

ﾒﾝﾊﾞとともに開催するなど､ITU活動の運営面においても尽力

した｡

田島 勉国際活動奨

励賞

日本電気㈱ 光ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部

1994年に京都で開催されたITU全権委員会議の運営からITU

の業務に携わり､それ以来､衛星放送の安定運用に向け､

ITU-R SG6(放送業務)､SG8(移動業務)､SG9(固定業務)などの

諸会合､世界無線通信会議WRC-2000等で､通信衛星等他業

務との共用のための規格策定や､国際調整会議対応などで

貢献した｡

立岡 良夫国際活動奨

励賞

日本放送協会 技術局計画部
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一般財団法人日本ITU協会

1997 年よりSG13(NW全般)と SG15(伝送網､ｼｽﾃﾑおよび装

置)で開始されたOTN (光伝達網)標準化の中心ﾒﾝﾊﾞの一人と

して､OTNのｱｰｷﾃｸﾁｬ､機能要求条件､ｲﾝﾀﾌｪｰｽに係る提案を

継続的に行い､一連の OTN勧告作成に貢献するとともに､

10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻ信号の OTN転送方式の標準化を主導し､OTN

の普及にも努めた｡

長津 尚英国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ 第三部門

1998年から長楕円軌道衛星を用いた移動体向け放送ｼｽﾃﾑ

の構築に関わり､無線通信規則(R.R.)の改正､ITU-R勧告の作

成を進め､WRC-2000にて非静止衛星を用いた非ﾌﾟﾗﾝ放送業

務の衛星調整手続きのR.R.導入が承認された｡2006年より日

本民間放送連盟の代表としてNHKと共に､STL/TTL/TSLの

ｼｽﾃﾑ勧告をDG議長として成立させ､また現在FPUのｼｽﾃﾑ勧

告を作成し､放送事業用地上ｼｽﾃﾑと他業務との共用をﾍﾞｰｽ

としたR.R.の改正作業等で活躍している｡

中山 稔啓国際活動奨

励賞

(株)ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 技術局 技術開発室

企画開発部

ITU-TのNGN標準化が始まった2002年からSG11のNGN信号

方式要求条件文書のｴﾃﾞｨﾀとして先導的役割を果たした｡2004

年にSG13に移行後も一貫して､ 重要勧告の一つNGNﾘﾘｰ

ｽ1要求条件文書(Y.2201)のｴﾃﾞｨﾀをつとめ､各国提案を調整

し､方向性を確定させるなど2007年4月の勧告作成に貢献をし

た｡その他､Home Networkﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ講演など標準化活動に広

く貢献した｡

成田 篤信国際活動奨

励賞

NTTｺﾑｳｪｱ㈱ 研究開発部
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

無線通信の専門家として､ﾏｲｸﾛ波無線通信､自動車電話､衛

星通信等の実用化を推進し､わが国の無線通信技術を世界

先端ﾚﾍﾞﾙに発展させるのに大きく貢献した｡また､電気通信

技術審議会等の場で無線通信の国内標準の作成に尽力する

とともに､CCIR総会等での国際標準化推進にも多大の貢献を

した｡

桑原 守二特別功労賞 (株)桑原情報研究所

電波伝播の専門家として､永年にわたり無線通信の研究と後

進の育成に大きく貢献した｡また､電気通信技術審議会および

情報通信審議会の各種委員会において､電波伝播､ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ

管理､作業計画等の分野で永年尽力するとともに､ITU-R SG3

のﾗﾎﾟｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ議長として無線通信の世界的発展の推進にも

多大の貢献をした｡

若井 登特別功労賞 財団法人 電気通信

振興会

ITUが主導し､国際連合が主催した世界情報社会ｻﾐｯﾄ(WSIS)

の日本国親善大使として､WSISに対する国民の意識向上に

務めるとともに､国内外のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等においてﾓﾃﾞﾚｰﾀを務

め､わが国のWSISへの積極的取組みに対する世界の評価を

高めることに多大の貢献をした｡

久保 純子ＷＳＩＳ特別

賞

ITUが主導し､国際連合が主催した世界情報社会ｻﾐｯﾄ(WSIS)

の日本国親善大使として､WSISに対する国民の意識向上に

務めるとともに､国内外のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等においてﾓﾃﾞﾚｰﾀを務

め､わが国のWSISへの積極的取組みに対する世界の評価を

高めることに多大の貢献をした｡

道傳 愛子ＷＳＩＳ特別

賞

日本放送協会 ｱﾅｳﾝｽ室

ITU-R TG8/1において､IMT-2000ｻｰﾋﾞｽ勧告化､無線ｲﾝﾀｰ

ﾌｪｰｽの検討等の 活動に大きく貢献した｡ITU-R SG8 WP8Fに

おいても､第3地域ﾗﾎﾟｰﾀを務めるととも に､IMT-Advancedﾌﾚｰ

ﾑﾜｰｸの勧告化作業等､わが国の寄与文書作成､実際の会合

での中心的な役割を果たした｡現在も引き続き､IMT-

Advancedの候補周波数帯の検討等において中心的な役割を

果たしている｡

石田 良英功績賞 (社)電波産業会 研究開発本部 移動

通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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1993年以来わが国の電波天文を代表してITU-R関連諸会合

に主体的に参加し､2000年以降はITU-R WP7D議長として世

界を代表して電波天文業務の適切な保護に向けた活動を先

導している｡特にWRC-2000においては71GHz以上の周波数

再配分をまとめ上げ､RAｼﾘｰｽﾞ勧告のほぼ全てを改訂､また､

電波天文ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの改訂などを主導した｡さらに､ｱｼﾞｱ太平洋

地域の電波天文学者の声を反映させる国際組織を立ち上げ､

APGにおける電波天文業務の認知度を大幅に向上させた｡

大石 雅寿功績賞 国立天文台

多年に亘りCCITT SGXVIIIのﾗﾎﾟｰﾀ､副議長を務め､ISDNや

SDH等ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網の国際標準化において指導的役割を果たし

た｡ISDNでは2B+Dのﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの基礎､SDHでは､日

米欧で異なっていたﾊｲｱﾗｰｷについて､世界統一速度

(155.52Mbps)を有する同期ﾌﾚｰﾑ構造を提案し､WP議長として

欧米各国を順次説得して3年がかりで標準化に成功した｡この

仕様は現在のﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ網の基礎として世界で共有されて

いる｡

沖見 勝也功績賞 NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

(株)

ITU-R SG8 WP8Aにおいて､ETC(自動料金収受ｼｽﾃﾑ)に使わ

れているDSRC(狭域通信)や60GHz帯及び76GHz帯のﾐﾘ波車

載ﾚｰﾀﾞのITU勧告策定に大きく貢献した｡また､ASTAP(ｱｼﾞｱ･

太平洋電気通信標準化機関)では無線合同専門家会議ﾘｰ

ﾀﾞｰ兼ITS(高度道路交通ｼｽﾃﾑ)専門家会議議長として､ITSを

はじめとする無線通信について､ｱｼﾞｱ･太平洋地域各国の専

門家との交流の促進や啓蒙活動を展開している｡

小山 敏功績賞 株式会社 日立製作

所

ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業

部 ITSｿﾘｭｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ

ITU-T料金関連勧告の改正及び新規業務の料金原則に係る

研究に尽力し､かつ1988年に採択された国際電気通信規則の

作成に寄与した｡1991年からITU-T SG3参事官に就任｡料金

原則､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ﾙｰﾙ､携帯電話着信料等､市場指向の強

い課題について研究をｻﾎﾟｰﾄするとともに､途上国の関与を深

める事によりﾏﾙﾁ合意､勧告制定に貢献､現在に至るまで､ITU

の標準化業務に多大な功績を残している｡

田中 三郎功績賞 ITU 電気通信標準化

局(TSB)

第3研究委員会

(SG3)

3GPP設立当初から3GPP会合に継続的に参加し､W-CDMA無

線仕様を作成するRAN WG4副議長､およびTSG-RAN副議長

として､無線規格策定に貢献するとともに､日本の国内設備規

則等の3GPP仕様への反映に尽力した｡さらに､ITU-R SG8

WP8FにおいてW-CDMA勧告改訂､端末のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰｷｭﾚｰｼｮ

ﾝ､不要輻射規制､測定精度などの関連勧告の策定を通して､

IMT-2000国際標準化に多大な貢献をした｡

福田 英輔功績賞 富士通研究所 ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ研究所
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地球観測衛星及び災害監視衛星ｼｽﾃﾑの専門家として1993

年以降継続的にITU-Rにおける標準化活動及び世界無線通

信会議における無線通信規則改正作業に携わり､Lﾊﾞﾝﾄﾞ合成

開口ﾚｰﾀﾞ､ﾏｲｸﾛ波放射計等の運用環境向上に多大な貢献が

あった｡また､ITU-R会合等に対し60件を超える寄与文書を用

意することにより､科学業務分野の多数のITU-R勧告成立に

尽力した｡

前田 惟裕功績賞 宇宙航空研究開発

機構

周波数管理室

ITU-T SG2における国際電話ﾙｰﾃｨﾝｸﾞに係わる研究､特に

ﾄﾗﾋｯｸの疎通率改善につながる標準化活動に多大な貢献をし

た｡さらに､情報通信ｾｷｭﾘﾃｨ分野の研究を行っているITU-T

SG17の副議長､作業部会WP2/17の議長を務め､近年注目を

浴びているｲﾝﾀｰﾈｯﾄの安全性確保のための作業推進に指導

的な役割を果たしている｡

渡辺 裕功績賞 KDDI株式会社 技術渉外室 企画調

査部

ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑのｾｷｭﾘﾃｨ技術の勧告化を進めている

ITU-T SG17へ､ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ環境において生体認証(ﾊﾞ

ｲｵﾒﾄﾘｸｽ)を実施する際のｼｽﾃﾑﾒｶﾆｽﾞﾑの勧告化を提案･採

択され､課題8ﾃﾚﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽのｱｿｼｴｰﾄﾗﾎﾟｰﾀ､および勧告案X.

tsmのｴﾃﾞｨﾀｰとして､勧告化作業を担当している｡

磯部 義明国際活動奨

励賞

(株)日立製作所 ｼｽﾃﾑ開発研究所 第

七部

2000年-2003年のITU-R研究委員会において､28/31GHz帯

高々度ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ局(HAPS)に関わる周波数共用/両立性の

研究に従事し､計6本の新勧告作成に寄与した｡その結果､

2003年の世界無線通信会議(WRC-03)において､南北ｱﾒﾘｶの

すべての国やﾛｼｱ等､多数の国が28/31GHz帯をHAPSｼｽﾃﾑ

で利用可能な国として新たに加わることになり､HAPSに関す

る世界的な研究･開発活動の促進に間接的に寄与した｡

大堂 雅之国際活動奨

励賞

(独)情報通信研究機

構

研究推進部門 標準

化推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾃﾞｰﾀ放送における宣言型ｺﾝﾃﾝﾂﾌｫｰﾏｯﾄの共通ｺｱに関する勧

告案について､各国の方式をまとめて共通項を抜き出した寄

書を2004年に提出し､日本のﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送で用いられている

BML を含むものとしてITU-R勧告BT.1699およびITU-T勧告

J.201として勧告化を主導した｡その後もｺﾝﾃﾝﾂﾌｫｰﾏｯﾄ､視聴

者ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ権利管理など多くの内容について

ITUや電波産業会(ARIB)での審議に積極的に寄与している｡

武智 秀国際活動奨

励賞

日本放送協会 放送技術研究所 ﾈｯ

ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

1994年からFPLMTS(IMT-2000)の推進に従事し､1995年以降

は3G向けATM交換機の開発で｢移動通信用ATM｣AAL2の標

準化に貢献した｡2002年以降は3G以降のｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ｢All IPﾈｯ

ﾄﾜｰｸ｣の検討を開始し､その検討結果を3GPP､ITU-Tなどへ反

映させた｡2004年からITU-T SG19｢移動通信ﾈｯﾄﾜｰｸ｣の副議

長に選出され､Beyond IMT-2000ｱｰｷﾃｸﾁｬ勧告草案への寄

与を継続している｡

田村 基国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ IPｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ開発部
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ﾒﾀﾘｯｸ電話線によるｱｸｾｽ伝送装置(xDSL)関連の勧告作成を

行っているITU-T SG15 Q4において主にADSL､VDSL関連の

勧告作成に貢献｡特に近年はVDSL2(G.993.2)AnnexC(日本地

域用ｱﾈｯｸｽ)に関する技術的詳細仕様を提案し､その勧告化

に多大な貢献をした｡現在はG.993.2の機能高度化仕様を精力

的に提案しており､その改訂版作成に貢献している｡

藤川 就一国際活動奨

励賞

NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ｱｸｾｽNW事業本部

ﾒﾀﾘｯｸｱｸｾｽ技術ｾﾝﾀ

1996年よりITU-R会合に継続参加し､特にWP8Dにおいて

AMSS周波数割当関連事項､MSS共用検討等の中心的役割

を担う等､通年7年以上にわたり大きな貢献をした｡1999年以

降はIMT関連標準化活動に従事し､WRC-2000でIMT-2000追

加周波数割当議論や新研究課題提案に携わった他､WRC-07

での新たな周波数割当てに向けた各種作業(候補周波数帯に

関する議論､CPMﾚﾎﾟｰﾄ審議等)においても中心的な役割を果

たしている｡

古川 憲志国際活動奨

励賞

株式会社 NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発企画部･国

際標準化担当

ITU-T SG9において1998年に新設された研究課題｢IP網上で

の映像･音声配信(Webcasting)｣のﾗﾎﾟｰﾀを当初より務め､以来

3会期にわたり6件の勧告成立の中心的役割を果たすととも

に､MPEGｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ､LSDI伝送方式等への技術提案が採用さ

れるなど多くのITU勧告作成に貢献している｡また､現在では通

信･放送融合に向けた標準策定に精力的に取り組んでおり､

今後の活躍が期待される｡

宮地 悟史国際活動奨

励賞

(株)KDDI研究所 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通信ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ
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所属 部署 功績概要

ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ管理に関して､ITU-T(1973年からCCITT SGⅣ

に参加)と同時に､産業界のｺﾝｿｰｼｱﾑ(TeleManagement

Forum 理事､標準案主要執筆者等)および内外の学会活動

(IEEE 技術委員会委員長､各種国際会議の議長等)において､

この分野の先駆者として積極的に標準化をﾘｰﾄﾞし､その普及

を推進することで､競争市場での相互運用の容易な管理環境

の構築に貢献した｡また､TelecomおよびTelecom Asiaに論文

発表､ﾊﾟﾈﾘｽﾄとして参画する等､ITU活動の活発化に貢献し

た｡

江尻 正義功績賞 富士通株式会社 ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｰｼｮﾝ事業

本部

長年にわたり､ITU-R SG4､SG9およびWRC関連の諸会合に参

加し､関連業務間の周波数共用に関する勧告の策定などに貢

献してきた｡特に､我が国が実用を目指している準天頂衛星

ｼｽﾃﾑに関する周波数共用の課題について技術的寄与を継

続して行い､課題解決へのｲﾆｼｱﾁﾌﾞを国内外の会合で発揮

し､WRC-03での審議､ITU-Rでの勧告策定に貢献した｡さらに

Ku帯利用の航空衛星業務導入に向けた技術基準策定に貢

献した｡また､長年にわたり情報通信審議会専門委員として､

広い立場から我が国のITU分野における標準化にも貢献して

いる｡

遠藤 静夫功績賞 三菱電機株式会社 電子ｼｽﾃﾑ事業本部

NTT在職中の1980年からCCITT(現ITU-T)SGXIの新設課題

｢ISDNのﾕｰｻﾞ･網ｲﾝﾀﾌｪｰｽ｣へ､日本提案寄書を多数提出し､

1984年のﾚｯﾄﾞﾌﾞｯｸの仕様に貢献をした｡1988年からはCCITT

SGXIの新設課題｢ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ｣に多数の寄書を提出

し､その標準の技術仕様に貢献するとともに､1991年に勧告化

した能力ｾｯﾄ1のｴﾃﾞｨﾀを担当し､勧告完成に貢献した｡更に､

1992年からはﾗﾎﾟｰﾀとして､能力ｾｯﾄ2を検討するｸﾞﾙｰﾌﾟの議

長を務め､1995年に勧告化した能力ｾｯﾄ2の推進役としての任

を果たした｡

大宮 知己功績賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

株式会社

ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部

ITU-RにおけるFPLMTS(現IMT-2000)研究に参加し､TG8/1

WG4議長として M.1078等のｾｷｭﾘﾃｨ関連の勧告案を作成し

た｡1998年からはCDMA2000系第3世代携帯電話の仕様を作

成する国際団体､3GPP2の創設に中心的ﾒﾝﾊﾞとして活動し､

3GPP2設立後は､ｻｰﾋﾞｽ･ｼｽﾃﾑ要件をまとめるTSG-Sの議長

を1999~2000年に､また 高意思決定機関であるSteering

Committeeの議長を2003~2004年に務め､その発展と仕様化

作業推進に多大の貢献をした｡

冲中 秀夫功績賞 KDDI株式会社 技術統轄本部 技術

企画本部長
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国連UNDP勤務時代からITUとの関係を持ち､1991年以来ITU

の主要国際行事に参画している｡1998年にITUｱｼﾞｱCoE委員

長に就任して以来､ITU-D分野での貢献が大きい｡また､2001

年に総合大学として世界で初めてMOUをITUと早稲田大学が

締結した際の推進役となり､2003年には研究ｾﾝﾀｰ(ITU早稲田

ICTｾﾝﾀｰ)の誘致を成功させ､所長を務めている｡さらに､2001

年より毎秋ITU早稲田政府高官ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを委員長として開催

し､世界の専門家育成に尽力している｡

小尾 敏夫功績賞 早稲田大学大学院 国際情報通信研究

科 教授

1991年から4年間､CCIR専門事務局(現BR)に参事官として勤

務し､FPLMTS(現IMT-2000)など移動通信に関するSG活動を

支援した｡帰国後は郵政省(現総務省)国際機関課長として､

ITU理事､ITUﾚﾋﾞｭｰ委員会副議長､ﾃﾚｺﾑ95日本ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ館長

などを務め､数々のITUの会合に参加して国際協調に尽力し

た｡また､内海事務総局長着任当初の基礎固めをした｡現職で

は､電波ｼｽﾃﾑの標準化の観点からITUへの日本の寄与に貢

献している｡

小林 哲功績賞 社団法人 電波産業

会

2001年10月1日に､世界初の本格ｻｰﾋﾞｽを開始したIMT-2000

の基盤技術として適用されている移動通信用ATM(AAL2)の

標準化に貢献し､IMT-2000の国際標準化に寄与した｡その後

もTTC移動通信部門委員長として3GPPにおいて他団体との

調整､IMT-2000の高度化に尽力し､移動通信に関わる国際標

準化の発展に大きく貢献した｡

山本 浩治功績賞 ㈱NTTﾄﾞｺﾓ IPｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ開発部

ITU-T CTO会合､WTSA-04､TSAG会合等に参画し､ITU-Tの

体制整備に向けて尽力した｡また､APT標準化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟや

CJK標準化会合などにも参加し､標準化活動のｱｼﾞｱ連携に尽

力し､今後更なる活躍が期待される｡国内では情報通信審議

会情報通信技術分科会のITU-T部会の専門委員等､標準化

に関わる重要な会合に多数参画しており､日本の標準化活動

の推進にも貢献している｡

岩田 秀行国際活動奨

励賞

日本電信電話株式

会社

第三部門 標準化推

進室

ITU-R WP9Bにおいて､ﾐﾘ波･準ﾐﾘ波帯無線ｱｸｾｽ方式の技術

特性に関する新勧告の作成に主担当としてあたり､ﾒｯｼｭ型広

帯域無線ｱｸｾｽ方式の稼働率改善効果とその技術要件を規

定する新勧告の作成に貢献した｡一方､ITU-R WP8Dでは､移

動衛星業務におけるIPﾊﾟｹｯﾄ伝送の新勧告作成を推進し､新

しい研究課題として定着させるとともに､IPﾊﾟｹｯﾄ伝送の性能

目標導出方法を規定する新勧告案の作成に貢献した｡

岸 洋司国際活動奨

励賞

株式会社KDDI研究

所
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3GPPおよびITU-Tにおいて､将来ﾈｯﾄﾜｰｸ要求/機能条件､

IMT-2000ﾈｯﾄﾜｰｸ信号ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準化を推進し､特にﾘﾘｰｽ99

のｱｸｾｽ信号ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準仕様完成に大きく貢献した｡また､

IP技術をﾍﾞｰｽとした次世代ﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬ､要素技術､信号

ﾌﾟﾛﾄｺﾙの技術研究および標準化に貢献した｡さらに､3GPP

TSG-SAでは副議長を務めるなど日本の代表としても移動通

信網の国際標準化に大きく寄与した｡

輿水 敬国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発企画部

ITU-T SG9の標準化活動を通じて､IPﾍﾞｰｽのFTTH上での多

ﾁｬﾝﾈﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像伝送技術の勧告J.281作成に中心的な役

割を担うとともに､IP上の映像伝送品質基準J.241の勧告化に

際しては国内の意見集約や標準化議論をﾘｰﾄﾞし､我が国の意

見を標準化に反映させることに貢献した｡今会期､Q.12/SG9

｢光ｱｸｾｽ網における多ﾁｬﾝﾈﾙｱﾅﾛｸﾞ及びﾃﾞｨｼﾞﾀﾙTV信号伝送

の課題｣のﾗﾎﾟｰﾀに指名され､今後の益々の活躍が期待され

る｡

後藤 良則国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所

2000年から3GPP2 TSG-A (Access Network Interfaces)に参

加し､2003-04年にはTSG-Aにて副議長を務め､2005-2006年

会期も副議長に再選されている｡TSG-Aにおいて､

CDMA2000ｼｽﾃﾑのAｲﾝﾀﾌｪｰｽ(無線ｱｸｾｽ/ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ間

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ)の標準化を副議長として推進し､Aｼﾘｰｽﾞ仕様の策

定と改定に貢献した｡この期間に策定した3GPP2仕様は､

ARIB/TTC標準として規格化されるとともに､ITU-R勧告

M.1457として勧告化されている｡

佐藤 和助国際活動奨

励賞

KDDI株式会社 au技術本部

ﾜｲﾔﾚｽBB開発部無

線ｼｽﾃﾑ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ITU-T SG12において通信ｻｰﾋﾞｽの品質確保に必須となる品

質評価法の標準化に多大な貢献をした｡現在までに､音声品

質客観評価法に関するITU初の勧告であるP.861のｴﾃﾞｨﾀを務

めるなど標準化に貢献すると共に､ 近は積極的にIP電話､

広帯域音声通信等の品質評価技術に関する寄書を提出し､

勧告ｴﾃﾞｨﾀ並びにﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通信の品質推定に関する課題

ﾗﾎﾟｰﾀを務めるなど､ITU活動に積極的に参画している｡

高橋 玲国際活動奨

励賞

日本電信電話株式

会社

ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

基盤研究所

ITU-T SG9におけるｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ伝送､およびITU-R SG6におけ

るﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送に関して活動を行ってきた｡特に､我が国のｹｰﾌﾞ

ﾙﾃﾚﾋﾞにおけるﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の基盤となった伝送方式について

は､一貫して勧告化作業の中心となり､J.183として勧告化させ

た｡また､IPﾍﾞｰｽの伝送方式を放送に適用するための要求条

件等について国内の意見をとりまとめ､ITU-T SG9での審議に

反映させた｡今後とも引き続きITU活動に対する貢献が期待さ

れる｡

中村 直義国際活動奨

励賞

日本放送協会 放送技術研究所(ﾈｯ

ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ)



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

国際料金計算及び計算原則を扱うITU-T SG3において､各国

間の清算に関わる透明性･公平性を推進し､清算が円滑に行

われるよう勧告づくりに貢献した｡特に清算期間短縮化､国際

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続原則を中心に研究活動を行ってきた｡今会期に

おいても日本からの提案による移動体着信料金に関わる研

究の共同ﾗﾎﾟｰﾀに指名され､重要度の高い当課題について今

後も質の高いﾀｲﾑﾘｰな研究のｱｳﾄﾌﾟｯﾄが期待されている｡

本堂 惠利子国際活動奨

励賞

KDDI㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ国

際営業本部 海外事

業開発部

2000年よりITU-R SG6(放送業務)及びその関連会合(WP6S及

びJRG6S-8F)等に参加し､2.6GHz帯の非静止衛星による放送

衛星業務(音声)と地上系との共用条件の技術検討に関し多

数の寄書を作成するとともにﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ議長を務めるな

ど中心的役割を担ってきた｡その成果は世界無線通信会議

(WRC-03)での決議第539の改訂及び日本等における放送衛

星業務(音声)への使用可能周波数の追加として反映された｡

三留 隆宏国際活動奨

励賞

新衛星ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱ 周波数調整室

2002年よりITU-T活動に参加し､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ通信網(SDH/SONET)

におけるｼﾞｯﾀ･ﾜﾝﾀﾞ測定技術に関する勧告O.172の標準化に

尽力してきた｡この間に9件の寄書を提出し､特に

SDH/SONETｸﾛｯｸ伝送網の試験に必要なMTIE,TDEVﾜﾝﾀﾞ試

験信号の発生方法および検証方法について､ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに基

づいた詳細な分析を行い､積極的な提案を行った｡この結果､

ﾜﾝﾀﾞ測定に関する国際標準規格としての技術的完成度が高

まった｡

望月 健国際活動奨

励賞

ｱﾝﾘﾂ株式会社 ｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

R&Dｾﾝﾀｰ

1999年よりITU-T SG15会合に参加し､通信のALL-IP化を踏ま

え､高能率かつ高品質なVoIPﾊﾟｹｯﾄ転送を実現する､多重化

転送装置の標準化を諸外国に先駆けて提案した｡以降､同装

置勧告G.769および付帯Annex群を草案ｴﾃﾞｨﾀとして取りまと

め､同勧告準拠の市場機器の製品化に寄与した｡同時にIP音

声ｹﾞｰﾄｳｪｲ､音声品質制御装置の勧告化にも貢献し､今後も

移動/固定IP網における次世代ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ提供技術の標準

化への貢献が期待される｡

山田 秀昭国際活動奨

励賞

KDDI研究所
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

ITU-RのSG4､SG9およびWRC関連の会合に長年参加し､固定

衛星業務および固定業務に関する勧告の成立および業務間

の共用問題に関する議論に貢献してきた｡特に固定衛星ﾌﾟﾗﾝ

化､傾斜角運用の静止衛星と地上系の共用問題､40GHz帯に

おける衛星と地上系の共用等に大きく貢献した｡現在､ITU-R

SG4の副議長として標準化会議の運営にも寄与している｡

阿部 宗男功績賞 KDDI㈱ ﾓﾊﾞｲﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業

本部 ﾓﾊﾞｲﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ

商品開発本部 ﾓﾊﾞ

ｲﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ3部長

1978年以降､おもにITUの技術標準化分野においては､国際

会議開催事務局への協力や､ﾃﾞｰﾀ通信に関する新ｻｰﾋﾞｽ導

入のための勧告の作成および既存勧告の改訂などに貢献し

た｡TTCにおいては､標準化活動における秩序と協調体制を目

指して､ITU､米･欧等の地域標準化機関および各国内標準化

機関と調整を図るなど､精力的な活動を通してITU活動を高め

ることに貢献した｡

伊原 昭男功績賞 日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 映像ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部

長

ITU-Tｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会合に継続的に参加し､作業方法､

作業計画に関する寄書提出･議論参画に多大な貢献をした｡

また､知的財産権ｱﾄﾞﾎｯｸ会合では日本のｾｸﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ代表とし

て､特許ﾎﾟﾘｼｰやｿﾌﾄｳｪｱ著作権ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成に尽力した｡

その他､ITU全権委員会議､ｱｼﾞｱ太平洋電気通信標準化ﾌｫｰ

ﾗﾑなど多くの国際標準化会合に参加し､国内では､2002年より

情報通信技術委員会IPR委員会の副委員長として､特許ﾎﾟ

ﾘｼｰの策定などに貢献した｡

小川 忠雄功績賞 富士通㈱ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ事業推進本

部 特許･技術支援部

1980年代より国際･国内の標準化活動に携わり､CCITT(現

ITU-T)におけるISDNの標準化･TTCにおけるISDN国内標準

化/3GPPの立ち上げ/工業所有権基本指針検討等幅広い業

績を挙げた｡1996年以降はITU全権委員会議･ITU-T世界電気

通信標準化総会等に出席し､我が国の意見を反映させること

に大きく貢献した｡また､ITU-T ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会合では､

ITU-Tにおける標準化活動の改善を図る数多くの提案を行う

等､日本の貢献の一部を担っている｡

小池 伸一功績賞 前 日本電気㈱

衛星放送技術の専門家として､ITU-R SG6(放送業務､当時

SG10及びSG11)を中心に活躍し､特に衛星放送にかかる

JWP10/11Sの重要課題であった移動体向けﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ音声放

送ｼｽﾃﾑ､21GHz帯次世代衛星放送ｼｽﾃﾑの標準化に貢献し

た｡21GHz帯次世代衛星放送の標準化審議においてはｻﾌﾞWG

議長としてWP会合の審議に貢献する他､衛星回線電波伝搬

の専門家として衛星放送回線における交差偏波起因の干渉

計算に係るﾗﾎﾟｰﾀとして活躍した｡

福地 一功績賞 独立行政法人 情報

通信研究機構

総合企画部
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1986年から今日に至る18年間の長きにわたり､ITU-T

SG7ｴﾃﾞｨﾀ､ﾗﾎﾟｰﾀ､副議長兼WP議長､同SG11議長を歴任し､こ

の間ISDNﾊﾟｹｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙ､ﾌﾚｰﾑﾘﾚｰﾌﾟﾛﾄｺﾙ､電話網のIP化に関

わるﾌﾟﾛﾄｺﾙ等､ﾈｯﾄﾜｰｸ制御ﾌﾟﾛﾄｺﾙに関する数多くの重要勧

告の策定をﾘｰﾄﾞした｡現在もITU-T SG11議長として指導力を

十分に発揮し､ITU-Tにおける日本の地位向上に大きく貢献し

た｡

平松 幸男功績賞 日本電信電話㈱ NTT知的財産ｾﾝﾀ 企

画部

ITU-T SG1,SG11等において､IMT-2000(当時はFPLMTSと呼

称)､UPTの国際標準化に大きく貢献するとともに､後の第3世

代標準化組織(3GPP)の設立に寄与した｡日本国内ではTTC

にてﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬ､信号方式の検討を牽引し､様々な

ITU-Tの国際勧告に反映された｡現在もAll IP-NWの検討を推

進し､ITU-T IMT-SSGにおけるSystem beyond IMT-2000の勧

告の作成に大きく寄与している｡

薮崎 正実功績賞 ㈱NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発企画部

ITU-R SG6において､主にﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送ｼｽﾃﾑに関する勧告

見直しや光感受性発作に関する審議に参加し､ 我が国の意

見の反映に貢献してきた｡特に､光感受性発作については､

｢発作防止のためのｶﾞｲﾀﾞﾝｽが放送機関に与える影響を検証

するためのﾗﾎﾟｰﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ｣の議長を務めており､今後とも引き

続きITU活動に対する貢献が期待される｡

浦野 丈治国際活動奨

励賞

日本ﾃﾚﾋﾞ放送網㈱ 技術統括局 技術開

発部

1999年から3GPPのTSG RAN会合に出席し､WG3において

RNCｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Iu)仕様案の提案と共にIu/Iur/Iub仕様(ASN.1

形式)を作成するなど約1年間に渡ってIu仕様を完成させ､ﾘﾘｰ

ｽ99仕様の策定に貢献した｡2001年以降はWG3副議長として

会議を運営しながらﾘﾘｰｽ4･5仕様の標準化に寄与し､ITU

IMT2000 DS-CDMA仕様の完成に貢献した｡また2003年から

はHSDPA標準仕様の作成に貢献した｡

ｳﾝ ﾁｬﾝ ﾎｸ国際活動奨

励賞

日本電気㈱ ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業

本部ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ

開発本部

ITU-T SG9の第1回会合より,日本代表団として参加し,ﾃﾞｨｼﾞ

ﾀﾙﾃﾚﾋﾞ伝送の高度化及び客観画質評価･監視方式に関する

諸勧告の作成を主担当として活動してきた.また､2重化無瞬断

伝送や高精度画質監視などの重要技術に関し,諸外国に先駆

けて優れた日本方式を示し,積極的な寄与文書の入力と諸外

国との意見交換により､これらの方式を反映した勧告を数多く

完成させた.

川田 亮一国際活動奨

励賞

㈱KDDI研究所
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ITU-T/3GPPにおいて､GSM拡張型IMT-2000に関して､ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ要求条件､機能条件､ﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬ､ﾈｯﾄﾜｰｸ信号ﾌﾟ

ﾛﾄｺﾙの標準化に従事し､初期ﾊﾞｰｼﾞｮﾝであるR99の標準仕様

作成に大きく貢献した｡更に､R99の拡張としてIP化へ向けた新

ｱｰｷﾃｸﾁｬ､信号ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準化に貢献するととともに､IMT

-2000後継ｼｽﾃﾑに関するﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬの検討にも貢献

している｡

谷 直樹国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ開

発部

将来の新しい放送ｻｰﾋﾞｽの実現をめざして21GHz帯放送衛星

ｼｽﾃﾑの研究を進め､ITU-R WP 6Sに､ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚｰｱﾝﾃﾅを用

いた送信電力可変衛星ｼｽﾃﾑや長周期ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞ伝送技術な

どの降雨減衰補償技術の確立に寄与した｡その結果､

17.3GHzから42.5GHzの周波数帯を使用する放送衛星ｼｽﾃﾑ

の降雨減衰補償技術に関する新勧告が承認されるなど､日本

のITU活動に貢献した｡

中川 仁国際活動奨

励賞

㈱放送衛星ｼｽﾃﾑ 企画部

IMT-2000無線ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸに関する研究開発に従事し､

ARIB/3GPP/GSMAにて無線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの標準化作業に貢献

した｡特に無線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽのﾚｲﾔ1およびﾚｲﾔ2に関する要求

条件､信号ﾌｫｰﾏｯﾄ､機能仕様に関する標準化､3GPP仕様に基

づく移動通信ｼｽﾃﾑの早期安定化やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｰﾐﾝｸﾞの早期実

現のための要求条件や試験仕様の標準化､さらにはIMT

-2000の高機能化に関する標準化作業に従事し､ﾘﾘｰｽ99仕様

およびその後のﾘﾘｰｽの仕様作成､早期安定化に貢献した｡

中村 武宏国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ IP無線ﾈｯﾄﾜｰｸ開発

部

ITUにおける移動通信ｼｽﾃﾑの周波数関連事項の標準化及び

勧告作成に貢献した｡特にWP8FにおけるIMT-2000拡張ﾊﾞﾝﾄﾞ

の使用方法に関する審議においては､重要なとりまとめを担

当するなど､我が国の意見を反映した勧告策定に大きく貢献し

た｡また､IMT-2000拡張ﾊﾞﾝﾄﾞの特定､第4世代移動通信方式

の周波数関連事項のWRC-03議題化等にも寄与している｡

村上 伸一郎国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ 千葉支店 企画総務

部

2001年よりｱｼﾞｱ太平洋標準化機関(ASTAP)内のFWA専門委

員会ﾗﾎﾟｰﾀとして第三地域協調活動のﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟをとり､標準化

の水平展開や活発なﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを反映したITU-R寄与により､

FWAに関する国際標準化に貢献するとともに､地域内のFWA

標準化活動の活性化に貢献した｡今後一層の活動が期待さ

れる｡

丸山 秀幸国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ NTTｱｸｾｽｻｰﾋﾞ

ｽｼｽﾃﾑ研究所 第一

推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ FWA推

進DP
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電気通信開発部門のﾙｰﾗﾙ通信の新技術導入に関するﾌｫｰ

ｶｽｸﾞﾙｰﾌﾟのﾗﾎﾟｰﾀｰとして報告書の取りまとめに尽力され､報

告書完成後はそのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに精力的に取り組まれる一方

で､2002年3月にﾄﾙｺで開催されたITU第3回世界電気通信開

発会議ではｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ行動計画の策定･取りまとめを行う第4

委員会の副議長に就任し､同計画の策定･取りまとめに尽力さ

れた｡

川角 靖彦功績賞 日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 経営戦略本部 経営

企画部

ITU-T SG9において､光ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸによる多ﾁｬﾝﾈﾙ映像伝

送に関するﾗﾎﾟｰﾀを務め､勧告作成に貢献した｡また､ITU-T

SG9のｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ伝送の標準化計画に関するﾘﾌﾟﾘｾﾞﾝﾀﾃｨ

ﾌﾞとして､ITU-T SG15へのﾘｴｿﾞﾝ役を務めた｡さらに､ITU-T

SG15においては､ADSLとVDSLの勧告作成に貢献した｡

菊島 浩二功績賞 日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

基盤研究所

静止衛星ｼｽﾃﾑの上り､下り回線の周波数を非静止衛星ｼｽﾃﾑ

のﾌｨｰﾀﾞｰﾘﾝｸの下り､上り回線で使用するﾘﾊﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ運用の

有効性に着目し､詳細な技術検討を行い､実用上問題の無い

ことをITU-R TG4/5会合､WP4A会合でCPMﾚﾎﾟｰﾄに取りまと

めた｡また､CPM95会合において技術面で本議論を主導した｡

その結果､WRC95会合において非静止衛星ｼｽﾃﾑのﾌｨｰﾀﾞｰ

ﾘﾝｸにCﾊﾞﾝﾄﾞで新たな周波数が割り当てられる等､本分野で大

きな貢献が認められた｡

篠永 英之功績賞 ㈱KDDI研究所

ITU-T SG3(料金及び計算原則)の研究活動に長年にわたり

携わり､国際電話ｻｰﾋﾞｽの精算料金に関する関連勧告の作

成･改訂作業に多大な貢献をした｡特にわが国が中心となって

進めた国際電話ｻｰﾋﾞｽの精算料金に関する指標作りにあたっ

ては､わが国政府及び関連通信事業者で構成する委員会で

中心となってﾃﾞｰﾀ収集とSG3への提案を取りまとめ､指標を完

成､事業者の対外支払いを軽減するなど国益に貢献した｡ま

た､ITUﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰの講師を長年にわたり務める等､協会の

若手専門家の育成活動にも協力した｡

津川 清一功績賞 KDDI㈱ ｿﾘｭｰｼｮﾝ海外営業本

部海外事業開発部

ITU初の医療機関のｾｸﾀｰﾒﾝﾊﾞｰとして途上国における医療

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ､自立的運用のためのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽの普及に

尽力し､ﾌﾞｰﾀﾝ､ｴﾁｵﾋﾟｱなど途上国のITUﾃﾚｾﾝﾀｰ､遠隔医療の

運用を指導してきた｡加えてITUﾃﾚﾒﾃﾞｨｼﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ｺｰｽを神奈川県平塚市東海大学湘南ｷｬﾝﾊﾟｽに開設し､途上

国の若手研究者を招聘し､人材育成､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発に大きく貢

献した｡

中島 功功績賞 東海大学総合医学

研究所
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候補者は1986年1月から1989年9月まで､ITUの周波数登録委

員会(IFRB)に短期職員として在籍し､在籍中の1988年に開催

された世界主管庁会議WARC-ORB 88にむけ､6/4GHz帯及び

30/20GHz帯の固定衛星ｻｰﾋﾞｽに関するallotment planの作成

に従事した｡このﾌﾟﾗﾝは全世界の各国に静止通信衛星の一つ

の静止位置とｻｰﾋﾞｽｴﾘｱをある巾で事前割当するものであり､

2008年まで有効なﾌﾟﾗﾝである｡

松本 和良功績賞 独立行政法人通信

総合研究所

企画部研究連携室

研究開発ﾈｯﾄﾜｰｸ推

進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ITU事務総局ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ部に､日本よりの情報処理､文書処理の

専門家として勤務し､日本の進んだ多言語処理､機械翻訳技

術を基礎として事務総局の業務量の大部分を占める文書処

理の機械化と文書の電子的配布を進めITU本部の業務改善

に貢献した｡現在のITU TIES基礎づくりに貢献した｡その後､

1993年からはTSAGのWG3/EDHのﾗﾎﾟｰﾀとして､ITU-Tの標準

化活動での各種文書の電子的処理について改善案を作りあ

げ､また従来あいまいであった寄与文書､作業文書の著作権

問題を整理し､TSAGのITU Publications Policy素地を作った｡

三好 幸夫功績賞 日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 法人事業本部 ｿﾘｭｰ

ｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発部

1994年以来､約9年間の長期に亘りITU-T SG15における標準

化に多大の貢献をした｡この間､光通信ｼｽﾃﾑのｴｷｽﾊﾟｰﾄとし

て､陸上光ｼｽﾃﾑ及び光部品関連の標準仕様の提案､日本意

見のとりまとめなどを行って多数の勧告に反映させた｡特に､

G.663勧告(光ｱﾝﾌﾟのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ概観)ではｴﾃﾞｨﾀを務めるな

ど､その活躍は国際的にも高く評価されている｡また､日本開催

の専門家会合･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでの会議運営や講演など､ITU活動

の事務的な面においても尽力した｡

山根 一雄功績賞 富士通㈱ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ企

画本部 ｼｽﾃﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ

支援統括部

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送技術の専門家として､ITU-R SG6(放送ｻｰﾋﾞｽ)

を中心に活躍し､ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送ｻｰﾋﾞｽおよび双方向放送ｻｰ

ﾋﾞｽ関係の標準化に大きく貢献した｡特に､同分野を所掌する

作業部会WP6Mの副議長を務めるとともにﾗﾎﾟｰﾀとして活動

し､ITU-RとITU-Tの双方においてﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ技術の標準の骨

格となる勧告案の策定に尽力するなど幅広く貢献した｡

吉村 俊郎功績賞 日本放送協会 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ局(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

開発)

｢高速光ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ(B-PON)｣のITU-Tでの標準化にあたり､

世界主要ｷｬﾘｱとﾍﾞﾝﾀﾞにより構成されるFSAN(Full Service

Access Network)での技術仕様の検討と連携することにより､

光ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ関連研究の推進と早期勧告化を図ってきた｡

1995年のFSAN発足依頼､NTTからはFSAN WG議長に3名と

ITU-T勧告ｴﾃﾞｨﾀに4名が従事し､2003年3月末までにSG15に

おけるG.983およびSG4におけるQ.834勧告において計14件の

新勧告､6件の補遺､1件の改版に寄与した｡受賞代表者は

FSANでOAM-WG議長を､ITU-T勧告でQ.834.1､Q.834.2､

G.983.3.amd1のｴﾃﾞｨﾀを務めるなど､B-PONの国際標準化に

寄与した｡

NTTｱｸｾｽｻｰ

ﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究

所 光

ｱｸｾｽｼｽﾃﾑﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄ

功績賞 NTTｱｸｾｽｻｰﾋﾞ

ｽｼｽﾃﾑ研究所

光ｱｸｾｽｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ
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候補者は､2001年からITU-T SG6において課題｢光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞ

ﾙ網の保守｣でﾗﾎﾟｰﾀとして活躍され､当該課題における中心

的な役割を果たし､光ﾌｧｲﾊﾞ網の保守･試験技術に関する勧告

の作成に寄与なされました｡また､1999年からIEC TC86 WG4

｢光測定器の校正法｣において､ｻﾌﾞﾜｰｷﾝｸﾞSWG-5･ﾀｽｸﾘｰﾀﾞと

して光計測技術の標準化に尽力され､IECとの協調性を配慮し

た､ITU-Tにおける光線路試験技術の勧告化に貢献されまし

た｡

泉田 史国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所

2001年会期よりITUの活動のﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ分野(SG17)､非

常時通信分野(SG16)において積極的に活動を行ってきた｡特

にSG17/Q10においてはﾗﾎﾟｰﾀ､SG16/Q.Iにおいてはｱｿｼｴｲﾄ･

ﾗﾎﾟｰﾀを務め､それぞれの会合での議論とﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝを通し

て､標準化とその取りまとめに積極的に寄与してきた｡さらに､

2002年5月13日~14日にｿｳﾙ(韓国)で行われたITU-T主催ｾｷｭ

ﾘﾃｨｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにおいては､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾁｪｱの大任を果たしてい

る｡また､2002年12月に行われたISOの標準化に関する国際会

議において､ITU-Tのﾘｴｿﾞﾝとして出席し標準化について大い

に貢献した｡

大野 浩之国際活動奨

励賞

独立行政法人通信

総合研究所

情報通信部門･非常

時通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ

混信保護比や衛星間電波干渉などの衛星ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の研究

を推進し､放送衛星再ﾌﾟﾗﾝについて衛星技術の進展を考慮し

た検討を行い､第3地域の再ﾌﾟﾗﾝ原案作成に寄与した｡この結

果WRC2000において日本の放送衛星4ﾁｬﾝﾈﾙの追加および

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送のための広帯域化(34.5MHz)が成立した｡また､日

本のBSﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式(ISDB-S)のITU勧告提案の成立に寄

与するなど､日本のITU活動に多大に貢献した｡

斉藤 知弘国際活動奨

励賞

日本放送協会 技術局計画部

受賞候補者はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ分野の研究開発,ｻｰﾋﾞｽ企画に従事

し,その経験を生かして WAP Forum, OMA､3GPPにおいて幅

広い貢献を行ってきた. WAP Forumでは,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの融合を

目指すWAP2.0のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを推進し,ｱｰｷﾃｸﾁｬ構築､ﾌﾞﾗｳｻﾞ等

の分野に貢献した.さらにﾜｲﾔﾚｽEﾒｰﾙ通知の標準化推進にも

貢献した｡WAPﾌｫｰﾗﾑからOMAへの組織移行時には,組織立

ち上げに貢献すると共に,3GPPとの役割分担を明確にして,重

複作業を解消することに貢献した.また3GPPでは,ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾒｯ

ｾｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ(MMS)の標準化に貢献した.

塚田 晴史国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ 研究開発企画部 国

際標準化担当

ITU-R SG8 WP8Fにおいて､IMT-2000の高度化及び後継

ｼｽﾃﾑに関する将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの勧告化作業において､我が国の

寄与文書作成の中心的役割を担い､諸外国との積極的な意

見交換を行うなど､本分野の国際標準化に大きく貢献した｡引

き続きIMT-2000後継ｼｽﾃﾑの所用周波数算定に資する新しい

ｻｰﾋﾞｽ形態に関する勧告やﾚﾎﾟｰﾄの作成作業においても同様

に中心的役割を担っている｡

中村 元国際活動奨

励賞

㈱KDDI研究所 ﾈｯﾄﾜｰｸ設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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現在､電話線を用いてﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞを提供するADSLｻｰﾋﾞｽが

急速に普及している｡このADSLﾓﾃﾞﾑの標準化作業はITU-Tに

おいて進められ､1999年6月に勧告化されたものである｡ 候補

者はITU-T標準化会合においてADSLﾓﾃﾞﾑの日本向け規格

(G.992.1 AnnexCおよびG.992.2 AnnexC)に対する伝送遅延低

減方式や伝送時の相互干渉低減方式の提案を行い､活動の

結果提案方式は同規格に採用された｡これら提案方式により､

IP電話における音声ﾃﾞｰﾀなど伝送遅延に敏感なﾃﾞｰﾀの高品

質な伝送が可能となり､また通信品質の向上が実現できた｡

松本 渉国際活動奨

励賞

三菱電機㈱ 情報技術総合研究

所

2000年6月よりITU-T SG15 WP1/Q2並びにその下部検討団

体FSAN(Full Service Access Network)ｸﾞﾙｰﾌﾟにて光

ｱｸｾｽｼｽﾃﾑの標準化に中心ﾒﾝﾊﾞｰとして携わり､PON(Passive

Optical Network)技術の標準化に大きく寄与した｡ITU-T

G.983ｼﾘｰｽﾞ､G.984ｼﾘｰｽﾞの勧告化に向けた73件(ITU-Tと

FSANの合計)の寄書提案､勧告の主執筆を担当した功績は大

きい｡

横谷 哲也国際活動奨

励賞

三菱電機㈱ 情報技術総合研究

所 光通信ｼｽﾃﾑ部

1999年10月より現在に至るまでITU-R等において移動通信に

関する標準化活動に従事している｡特にITU-R WP8Fにおいて

IMT-2000高度化とその後継ｼｽﾃﾑに関する将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの勧告

化､CPMﾚﾎﾟｰﾄの作成に大きく貢献し､昨今活発化した次世代

移動通信の実現に向けた標準化活動の流れを作り出した｡ま

た､WP8Aでは､陸上移動通信分野における新技術を担当する

WGの議長を務めており､新技術の標準化活動において中心

的役割を果たしている｡一方､APG2003-5ではWRC新議題に

関するDGの議長に指名され､議題7.2に関するAPT共同提案

の策定に中心的役割を果たした｡これらの活動を通して築き

上げた各国代表団との信頼関係により､今後のITU-Rでのま

すますの活躍が期待できる｡

吉野 仁国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ ﾜｲﾔﾚｽ研究所 通信

方式研究室
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1988年に電技審の国内委員会において勧告H.261､勧告

H.320などの検討に参画､寄与した事を契機として､以来､長期

に渡って映像符号化方式､ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通信ｼｽﾃﾑ､通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

など､ITU-TのHｼﾘｰｽﾞ勧告の標準化に寄与してきた｡1997

-2000会期では､SG16課題15(高度映像符号化)の

ｱｿｼｴｲﾄﾗﾎﾟｰﾀとして､次世代新規方式を検討するH.26Lﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄの立ち上げ､作業進捗に多大な貢献を行ってきた｡

日比 慶一国際活動奨

励賞

ｼｬｰﾌﾟ㈱ 技術戦略企画室

CATV網で使用されるｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑの国際標準化に関し､日本

のCATV網に も適合するｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑ標準の仕様策定に主

導的な役割を発揮しｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑのITU-T勧告化に貢献した｡

(社)日本CATV技術協会内での活動により業界内の意見を統

一した上で､日本提案としてITU-T SG9に提出し､ITU-Tにおい

て勧告J.112 Annex Cとして1998年3月に承認された｡またこれ

はｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑによるCATVｲﾝﾀｰﾈｯﾄ網の発展に効果的な寄

与となった｡現在､SG9においてﾗﾎﾟｰﾀとして貢献している｡

松本 檀功績賞 日本電気㈱ 光ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部

第二光ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

部

1990年の初参加以来､SG15,SG16会合を中心に合計25回の

SG/WP会合に参加｡その間SG15において11年間､SG16にお

いて2年間ﾗﾎﾟｰﾀの任にあたり､両SGにおける標準化作業の

円滑な整合に貢献すると共に､回線多重化装置関連･音声符

号化方式関連の合計7件の新規･改訂勧告の標準化を推進し

た｡また､合同専門家会合を3回日本で主催し国際貢献を果た

すと共に､日本代表団副団長を3度拝命｡標準化成果の内外

への普及にも広く貢献した｡

内藤 悠史功績賞 三菱電機㈱ 情報技術総合研究

所

昨年日本でｻｰﾋﾞｽが開始されたIMT-2000の基盤技術として

適用されている移動通信用ATM(AAL2)の標準化を促進し､

IMT-2000の国際標準化に貢献した｡また､IMT-2000を含む将

来の移動通信の標準化を専門的に扱うITU-T SSG(Special

Study Group on IMT-2000 and Beyond)の副議長として､IMT

-2000以降のｼｽﾃﾑに関するﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞｮﾝの検討促進に多大

なる貢献をしてきた｡

中村 寛国際活動奨

励賞

DoCoMo Europe S.A.

長年衛星通信及び移動通信の通信方式の研究開発に従事

し､その経験を活かしてITU-Rにおいて数々の貢献を行ってき

た｡1996年から98年にかけては主にWP4Aにおいて非静止軌

道衛星通信ｼｽﾃﾑと静止軌道衛星通信ｼｽﾃﾑの周波数共用条

件の明確化に貢献した｡また2000年から現在に至っては､

WP8FにおいてIMT-2000の高度化及び後継ｼｽﾃﾑに関する将

来ﾋﾞｼﾞｮﾝの勧告化､及び関連するﾚﾎﾟｰﾄの作成作業に大きく貢

献した｡

大津 徹国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ ﾜｲﾔﾚｽ研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

ITU-T SG11におけるIMT-2000の標準化活動において､寄書

等の提出など積極的な貢献を行い､主として､ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸの信

号ﾌﾟﾛﾄｺﾙ関連の勧告Q.1711およびQ.1721の仕様決定に寄与

した｡その後､3GPP(3rd Generation Partnership Project)に参

加し､IMT-2000の一実現方式であるUMTS (Universal Mobile

Telecommunication System)の標準化活動に従事した｡3GPP

では移動体通信における重要技術である移動管理に関する

ﾗﾎﾟｰﾀとして､この分野の3GPP仕様作成を積極的にﾘｰﾄﾞし､

IMT-2000標準化に大きく寄与した｡

横田 史彦国際活動奨

励賞

富士通㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部

｢長中波放送第一･第三地域主管庁会議｣(1974~75年)におけ

る中波周波数計画および｢世界無線通信主管庁会議｣(87年)

における短波周波数計画の作成にあたり､国内での事前準備

作業や技術基準に基づく周波数割り当て評価ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発

を行うとともに､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる周波数計画の専門家として会

議に参加し､審議状況に合わせて即座に作業内容を評価する

など､周波数調整作業に貢献した｡

戸塚 良則功績賞 日本放送協会 放送技術局 番組送

出ｾﾝﾀｰ

我が国の地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送方式の研究開発に携わり､ITU-Rの

国際標準化活動において､地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送方式勧

告BT.1306への日本方式(ISDB-T)の追加､ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ基準勧告

BT.1368への日本方式ﾊﾟﾗﾒｰﾀの追加､地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ音声放送

方式勧告BS.1114への日本方式の追加に関し､寄与文書の作

成ならびに会合における交渉により各勧告改訂の採択に大き

く貢献した｡

森山 繁樹国際活動奨

励賞

日本放送協会 放送技術研究所

日立製作所において長年にわたりITUにおける標準化活動促

進に指導的役割を果たすとともに､全権委員会議､世界無線

通信会議､世界電気通信標準化総会等に日本代表団の一員

として出席し､我が国の意見を反映させるべく審議に積極的に

参加し､多大な寄与を行った｡また､1997年からはITU-T TSAG

会合に参加し､ITU-Tにおける標準化活動の改善を図る提案

を行うと共に審議に積極的に参加し､効率的な標準化活動の

実現に多大な寄与を行った｡

鈴木 太平功績賞 ㈱ｱｲｺｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 事業開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1995年からITU-T SG13会合に参加し､以来QoSｸﾗｽの規程を

含むB-ISDNやIP網の網品質全般の勧告作成に大いに寄与

し､ITU-Tの標準化活動に多大な貢献をしている｡97年から現

在までSG13の呼処理品質課題のﾗﾎﾟｰﾀを努め､これまで

point-to-multipoint接続ﾓﾃﾞﾙを含むB-ISDN呼処理品質勧告

I.358やN-ISDN損失品質勧告I.359を新規承認させ､現在はIP

電話等の呼処理品質勧告Y.1530草案作成に取り組んでいる｡

四宮 光文国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

基盤研究所
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1989年からCCITT SG ⅩⅧ(現 ITU-T SG13)会合に参加し､

B-ISDN(ATM)関連勧告(I.432､I.610)の作成に寄与した｡92年

からはSG13の課題12のﾗﾎﾟｰﾀを務め､ｱｸｾｽ網ｱｰｷﾃｸﾁｬ関連

勧告(G.902､G.964等)の作成を推進した｡更に96年からSG15

の光ｱｸｾｽB-PON(G.983.1､G983.2)関連勧告のｴﾃﾞｨﾀを務め､

光ｱｸｾｽ網に関する勧告の作成に大きく寄与した｡また､2000

年からは､SG13の副議長およびWP議長にも就任するなど､

ITU-Tの標準化活動に多大な貢献をしてきている｡

前田 洋一功績賞 日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研

究所 光

ｱｸｾｽｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

1991年からSG15に参加し10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｼｽﾃﾑの光ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ､

WDMのITU-Tｸﾞﾘｯﾄﾞなどの標準化に寄与､97年から課題17の

ﾗﾎﾟｰﾀとして光増幅器及び光部品の勧告作成に貢献した｡

2000年からSG15副議長としてSG15のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを進め､光

ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ及び光ｱｸｾｽｼｽﾃﾑに関するﾘｰﾄﾞSGとして

の役割を果たすなどITU-Tの活動に多大な貢献をしてきてい

る｡

岡村 治男功績賞 ｺｰﾆﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

㈱

光ﾈｯﾄﾜｰｸ部門

1985年よりITUの標準化活動に､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ伝送の専門

家として参画し､日本からの提案を骨子とした世界 初の素材

中継用ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ圧縮伝送勧告J.81をまとめあげた｡その後､

ITU-T SG-9においてﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ伝送のﾗﾎﾟｰﾀを務め､ﾃﾞｨｼﾞ

ﾀﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ中継技術に関する数々の勧告を直接まとめ上げ､

また､2000年からはSG9の副議長に就任するなど､ITU標準化

活動に多大な貢献を果たすとともに､この分野でわが国を世

界的にﾘｰﾄﾞする立場に導いた｡

松本 修一功績賞 ㈱KDDI研究所

1969年日本電信電話公社入社以来､移動通信関係の研究開

発･標準化に従事した｡特にIMT-2000(第3世代移動通信

ｼｽﾃﾑ)については､86年ITUでの検討開始以来一貫して従事

し､96年社団法人電波産業会転籍以降は､日米欧等の主要国

からのﾒﾝﾊﾞｰによる国際標準策定共同作業でもﾘｰﾀﾞｰ格で貢

献するとともに､ｱｼﾞｱ太平洋地域での標準化活動を先導し､日

本の技術や主張を反映した国際標準の策定､ひいては世界に

先駆けての日本でのIMT-2000導入に大いに貢献した｡

佐々木 秋穂功績賞 (社)電波産業会

1984年のITU-R(当時､国際無線通信諮問委員会CCIR)中間

会議に参加して以来､同年のSG5(対流圏伝搬)中間作業班参

加､さらに､85年から5年半にわたりCCIR事務局参事官として､

議長補佐､勧告書作成等(SG3及びSG9)に携わりCCIR活動を

直接支えた｡91年のSG6(電離層伝搬)WP3のSubWG議長､SG4

-9及びSG9日本開催の事務局長､94年の京都全権委員会に

も協力した｡93年からは新日本ITU協会において､ITUの標準

化活動についてｱｼﾞｱを中心に各種技術ｾﾐﾅｰを開催し､ITUの

標準化活動及び勧告について普及･啓蒙を図った｡

高杉 敏男功績賞 (財)国際通信経済研

究所

海外調査部
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1999年より､ETSI(欧州通信標準化協会)に駐在し､MCC(携帯

電話部門)の一員として､3GPP TSG RAN WG1のｾｸﾚﾀﾘを努

めている｡これまでに30を越える3GPP RAN関係の会議に

ｾｸﾚﾀﾘとして参加し､寄書管理､公式議事録の作成･配布等の

会議運営支援を行った｡更にRANの物理層仕様書編集責任

者として､R'99 Rel-4およびRel-5の仕様書の発行･管理を行

い､ITU IMT-2000 DS-CDMA規格の完成に貢献している｡

池田 忍国際活動奨

励賞

日本電気㈱ ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ開発

本部

ISO/ITU-Tの画像圧縮標準規格であるJPEG2000の有効性を

医療画像を用いて検証し､JPEG2000の医療分野における応

用を確立した｡また､従来より遠隔医療の研究をしており､海外

の遠隔地に赴いて実際に現地で遠隔医療について学んだ豊

富な経験を生かして､ﾌﾞｰﾀﾝのﾃﾚﾒﾃﾞｨｼﾝ･ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの導入､

IPﾃﾚﾌｫﾆｰ関連のITU-D活動､東海大学によるITU-Dﾃﾚﾒﾃﾞｨ

ｼﾝ専門家養成ｺｰｽの立ち上げにおいて､ITU-DのSG2 Q14の

副議長を長年にわたってｻﾎﾟｰﾄしてきた｡

趙 永国国際活動奨

励賞

東海大学 総合医学研究所

通信の主力が電話網からｲﾝﾀｰﾈｯﾄ網へ移行しつつある現在､

ITUと､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに関する国際的なﾙｰﾙ作りを行うICANNとの

関係は今後より重要性を増す｡その中でICANNにおいて､1998

年の設立当初から深く関与し､2000年には一般のｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾕｰ

ｻﾞを代表する理事として選出された｡特に国際化ﾄﾞﾒｲﾝ名委員

会の設置を提案し､現在は委員長として調和のとれた国際化

ﾄﾞﾒｲﾝ名の導入に大きく貢献し､ITU主催のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでの発表

等､ITUとの協力も深めている｡

加藤 幹之功績賞 富士通㈱ 法務･知的財産権本

部 兼 輸出管理本部

ITU-T SG11において､IMT-2000ﾌﾚｰﾑﾜｰｸに関し寄書を起筆

しこれが勧告のﾍﾞｰｽとして採り入れられるなどｱｯﾌﾟｽﾄﾘｰﾑ活

動に貢献すると共に､ITUにおいて策定された標準に対する

TTCのﾀﾞｳﾝｽﾄﾘｰﾑ活動に多大な貢献をした｡また､引き続く

3GPP2の地域共通標準化活動においても､この方面の専門家

として初期仕様策定に寄与するとともに､TSG-S WG4副議長

を務めITU-Tの目指すﾓﾊﾞｲﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ標準作成に貢献してお

り､今後も活躍が期待される｡

大橋 正良国際活動奨

励賞

㈱KDDI研究所 無線ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1994年の京都全権委員会議以降､2000年のITU-T･SG13京都

会合までの日本招請会合に際し､招請計画作成の段階から会

合開催中の日本事務局運用まで主要ﾒﾝﾊﾞとして積極的に関

与し会合の成功に大いに貢献した｡また､1985年からITU全権

委員会議､世界通信開発会議､等の会合を中心に参加し､

ITU―Tの標準化活動及びITU-Dの活動に貢献した｡

中村 耕造功績賞 元 沖電気工業株式

会社

98年よりITU-T活動に参加し､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ通信網におけるｼﾞｯﾀ･

ﾜﾝﾀﾞ測定技術に関する勧告O.172の標準化に尽力して来た｡

この間に9件の寄書を提案し､O.172規格の標準化に多大な貢

献をした｡また､他SGに先駆けSTM-64測定技術を提案し､そ

の結果STM-64ｼﾞｯﾀ･ﾜﾝﾀﾞ測定規格の標準化を促進させた｡更

に､99年のQ11/SG4専門家会合を我国で初開催し､ﾎｽﾄ役を

努め､会合を成功に導いた｡

石部 和彦国際活動奨

励賞

ｱﾝﾘﾂ株式会社 ﾒｼﾞｬﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾑ事業部 第

一開発部

1997年から2000年の会期において､IPR関係のｾｸﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ日

本代表としてTSAGとTSB局長のIPRｱﾄﾞﾎｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟの会合に

出席し､特許ﾎﾟﾘｼｰとｿﾌﾄｳｪｱ著作権ﾎﾟﾘｼｰに関する寄書提出

と議論等により同ｸﾞﾙｰﾌﾟの主要ﾒﾝﾊﾞｰとして活動し､ITU-Tの

IPRﾎﾟﾘｼｰ作成に大きく貢献した｡ITU全権委員会議等の多くの

会議に参加すると共に､関連する国内の委員会活動に貢献し

た｡

田草川 公人功績賞 元 富士通株式会社

ITU-T SG13におけるAAL Type2の標準化(I.363.2)において､

寄書等の提出を含めて仕様決定に関わる主要ﾒﾝﾊﾞとして活

躍し､特にITU-TとATMﾌｫｰﾗﾑとの連携､およびTTC発の日本

からの貢献を積極的にﾘｰﾄﾞし､本技術の早期標準化に大いに

貢献した｡引き続き､ITU-T SG13におけるATM Resource

Management関連の会議に出席し､ITU-T活動に貢献してい

る｡

石原 智宏国際活動奨

励賞

株式会社富士通研

究所

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所

IPﾌｫﾄﾆｯｸ研究部

自ら視覚障害者でありながら､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを駆使した視覚障害

者外出支援のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に携わり､その全国組織の会長と

して､活動の取りまとめをしている｡また､ﾂｱｰｺﾝﾀﾞｸﾀｰという本

職を活かした視覚障害者向けの旅の企画にも積極的に取り

組んでいる｡今後もITを活用して､視覚障害者のQOLを高めて

いくことを目標としている｡

釜本 美佐子ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

全国視覚障害者外

出支援連絡会

(JBOS)
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長年にわたり､筑波大学付属盲学校に勤務するかたわら､視

覚障害者の高度情報化社会に対応するためのｱｸｾｽ方法に

ついて研究され､その成果が現在のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ社会でも生かさ

れている｡

長谷川 貞夫ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

日本点字図書館

1991年3月にATM Adaptation Layer(AAL)のﾗﾎﾟｰﾀ会合に

ATMの専門家として参加以来､SG13(旧SG18)関連の会合を

中心に､ATMﾚｲﾔの詳細規定､ﾄﾗﾋｯｸ制御､FRとのｲﾝﾀｰﾜｰｸ､

信号用AALのSSCOP等の勧告化に寄与した｡1997/2000会期

ではSG13 Q5のﾗﾎﾟｰﾀとして圧縮音声転送のためのAAL2関

連の勧告化を推進し､IMT2000やVoDSLの基本規定の確立に

寄与した｡今会期(2001/2004)ではQ10のﾗﾎﾟｰﾀとしてMPλS

等の信号方式を活用した新たな自動設定型NWに関する勧告

化を推進している｡

森田 直孝国際活動奨

励賞

日本電信電話株式

会社

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

研究所 ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰ

ｸ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｲﾝﾀｰ

ﾈｯﾄ接続基盤方式ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ

候補者は､1997年からITU-T SG-6において｢宅内を含む屋外

装置の給電方法｣の課題でﾗﾎﾟｰﾀとして活躍し､ｴﾃﾞｨﾀとして2

件の勧告成立に尽力し､1999年よりWP副議長として2件の勧

告成立に寄与するとともに､円滑な会議の運営をし当該SGｸﾞ

ﾙｰﾌﾟに貢献した｡また､ITU-T SG15において｢光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ

の特性と試験方法｣の課題において､ITU-TとIECのﾘｴｿﾞﾝﾊﾟｰ

ｿﾝ及びJISの光ﾌｧｲﾊﾞ専門委員長の立場で勧告の作成に寄

与した｡

冨田 茂国際活動奨

励賞

日本電信電話株式

会社

情報流通基盤総合

研究所 ｱｸｾｽｻｰﾋﾞ

ｽｼｽﾃﾑ研究所

1994年9月から､ITU-T SG11全体会合に継続的に参加してい

る｡この間､ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ(IN)の勧告草案に対して寄書を

提出し､勧告作成に寄与してきた｡また､2000年2月に開催され

たITU-T SG11課題22の中間会合において､IN能力ｾｯﾄ4勧告

草案のｴﾃﾞｨﾀの1人に指名された｡以来,継続的に勧告草案の

ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄを行い､IN能力ｾｯﾄ4の勧告作成に貢献している｡

2001年からの会期にても引き続きｴﾃﾞｨﾀを務める予定｡

武田 幸子国際活動奨

励賞

株式会社日立製作

所

研究開発本部 IPﾈｯ

ﾄﾜｰｸ研究ｾﾝﾀ

ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ研究部

1991年に(株)日立製作所に入社後､同社中央研究所で一貫し

て手話-日本語間の通訳技術の研究開発に従事し､手話通訳

ｼｽﾃﾑ､手話電話ｼｽﾃﾑ､手話対応情報提供端末､等の開発な

どを行ってきた｡この間､人間の五感や体感を利用したﾏﾙﾁﾓｰ

ﾀﾞﾙ認識技術を実用に近いﾚﾍﾞﾙで実現した｡更にこれを実用

に供する手段のひとつとして､PC等への入力文章を手話

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ化して情報提供するという新しいｺﾝｾﾌﾟﾄを創出した｡

これにより聴覚障害者の社会参加に寄与したことから､福祉

団体等からも大きな信頼を寄せられている｡

佐川 浩彦ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

株式会社日立製作

所

中央研究所

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ研究

部
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一般財団法人日本ITU協会

視覚障害者は､活字･映像等の視覚的情報へのｱｸｾｽが困難｡

放送･通信のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化及び情報の高度化は､情報格差を今ま

で以上に生じさせ､視覚障害者の情報ｱｸｾｽ環境をむしろ悪化

させており､是正対策が必要｡同氏は日本福祉放送(JBS)を通

じて､視覚障害者の情報格差を是正し､福祉増進に貢献､情報

通信分野におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの必要性を具体的に

社会に認識させ､実証している｡

川越 利信ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

社会福祉法人 視覚

障害者文化振興協

会

1984年以来一貫してITUにおけるﾃﾚﾋﾞ電話､ﾃﾚﾋﾞ会議など会

話形ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙ通信ｼｽﾃﾑ､ならびにその要素である映像

符号化､ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ多重などに関する標準化活動を専門家ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟで推進し､ITU-T H.300ｼﾘｰｽﾞ勧告の体系的作成に主導

的役割を果たすとともに､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ放送などに使われている

MPEG-2標準をISO/IEC JTC1とITU-Tの共通ﾃｷｽﾄ標準として

実現した｡あわせて論文､書籍の著作を通じこれら標準を世の

中に広く普及させることに貢献した｡

大久保 榮功績賞 早稲田大学 国際情報通信研究

ｾﾝﾀｰ

1979年CCITTSGXIV会合参加以来､20年余に渡りITUの国際

標準化活動を進めてきた｡この間､ﾗﾎﾟｰﾀ職をSGIで3期､SGⅧ

で1期､SG16で1期と延べ5期20年務め､日本の産業界としても

重要なﾌｧｸｼﾐﾘやﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ勧告の制定を行うなど､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

を発揮して取りまとめてきた｡またｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀとして､日本会合

の開催､ﾁﾘ国開催の実行役を務める等､ITUおよびわが国の

電気通信の発展への寄与は誠に多大である｡尚､2000年には

SG16の副議長に任命されている｡

松本 充司功績賞 早稲田大学 国際情報通信研究

ｾﾝﾀｰ

社会の高齢化と高度情報化が進む中で､高齢者や視聴覚障

害者の方々にも､放送を分かりやすく楽しんでいただくため

の"人にやさしい放送"の実現に向け､放送音声の話す速さを

視聴者自らが好きな速さに放送音声の高品質さを保ったま

ま､ﾘｱﾙﾀｲﾑで変換できる話速変換装置を開発した｡しかも

ﾃﾚﾋﾞ放送でも映像と音声が大幅にずれない工夫もされてい

る｡さらに声の明瞭さも高めるための高品質な抑揚変換の基

礎技術を確立した｡

都木 徹ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

日本放送協会 放送技術研究所

(ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ)

無線伝送技術の専門家として長年にわたり衛星搭載機器の

開発に尽力し､衛星放送のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化およびITU再ﾌﾟﾗﾝに向け

た技術検討を推進した｡特に,APTのWRC-2000準備会合の放

送衛星再ﾌﾟﾗﾝTGの議長を務め､第3地域のﾌﾟﾗﾝｴｸｻｻｲｽﾞを行

い､ｱｼﾞｱ･太平洋地域の意見をまとめ､ITU-Rに提案することに

よりWRC-2000の放送衛星再ﾌﾟﾗﾝ策定に多大な貢献をした｡

正源 和義功績賞 日本放送協会 技術局 計画部
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一般財団法人日本ITU協会

日本が提案･推進してきたHDTVｽﾀｼﾞｵ規格の1125本方式に

よる世界統一において､寄与文書の作成や審議を通して勧告

BT.709-4の成立に大きく貢献した｡さらに､HDTVﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ､世界統一ｶﾗﾘﾒﾄﾘ､画質評価などの日本提案に

基づく勧告作成においても中心的役割を担ってきた｡また､ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞに関する作業部会WP6Dの副議長として､会合の円

滑な運営に尽力すると共にこの分野の標準化に寄与した｡

西田 幸博国際活動奨

励賞

日本放送協会 技術局 計画部

1985年東京で開催された国際無線通信諮問委員会中間作業

部会において､HDTVから欧州の現行ﾃﾚﾋﾞ方式(PAL方式)へ

の変換装置による実証を行って理解を深めるとともに､各国委

員への積極的な働きかけにより日本方式の国際統一へ先導

的な役割を果たした｡その後もｿ連をはじめ各国への理解促進

活動に尽力し､1999年6月の日本の1125方式の世界統一規格

実現へ大きく貢献した｡

矢橋 幸一特別功労賞 元 日本放送協会

世界的な電気通信市場の環境変化の中で､政策的･経済的課

題､料金問題について､ITUﾙｰﾙに市場ﾒｶﾆｽﾞﾑを導入すること

によりITの恩恵を加盟各国が 大限に享受できるよう､開発

途上国のｲﾝﾌﾗ整備にも配慮しつつ､主にITU-T SG3において

事業者間の国際精算料金のｺｽﾄﾍﾞｰｽ化､精算ﾙｰﾙの自由化､

国際ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続のﾙｰﾙ化に関する勧告作りにﾗﾎﾟｰﾀ等とし

て貢献してきた｡その結果は､わが国をはじめ世界の電気通信

事業者の柔軟かつ自由な料金設定･ﾙｰﾄ設定を促し､競争料

金が存在しない局面ではｺｽﾄﾍﾞｰｽ化を加速し､ひいてはﾕｰｻﾞ

料金の低廉化･ｻｰﾋﾞｽの多様化に役立っている｡

花原 克年国際活動奨

励賞

KDDI株式会社 国際本部 国際協力

開発部 国際機関ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ

1993年以降ITU-R TG8/1(将来の陸上移動通信ｼｽﾃﾑ)におい

て､IMT-2000ｼｽﾃﾑの無線方式を検討する作業班等の副議長

等として､無線伝送技術の評価手順勧告､無線方式のｷｰﾊﾟ

ﾗﾒｰﾀ勧告などの作成承認に尽力し､特に､多数の提案方式の

評価作業とﾊｰﾓﾅｲｾﾞｰｼｮﾝ作業を推進し､1999年にIMT-2000

無線方式の勧告化を完了する等電気通信の発展に大きな貢

献を行った｡

渡邉 文夫功績賞 KDDI株式会社 移動体技術本部

1971年の衛星通信世界無線主管庁会議への出席を皮切り

に､1984年までの間､20回余のITU会合に参加し､特に1977年

以降の8年間は､回線雑音とｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨｰについて研究する

CCITT/CCIRの合同委員会CMBDの副議長･議長として､通信

回線の信頼性や稼働率等に関する定義を明確にすることに

よってこの分野の研究手法の基礎を築き､その後の勧告作成

に多大な貢献を行った｡

大山 昇特別功労賞 元 国際電信電話株

式会社
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一般財団法人日本ITU協会

衛星通信分野の専門家であり､これまで永きにわたり衛星を

利用した多様な通信･放送ｻｰﾋﾞｽの実現に貢献している｡特

に､ 近では､ITU-Rの関連SG､APT-WRC準備会合及びWRC

-2000において衛星通信関係の検討ｸﾞﾙｰﾌﾟの議長を務め､無

線通信規則の改正のための審議を進展させる等､衛星通信

分野の発展に多大な貢献をしている｡

ｼﾞｮﾝ ﾚｱﾘｰ功績賞 宇宙通信株式会社 業務部

社会貢献部門を1974年より専門組織として設立､専任の役員

会を設立し､爾来｢社会への貢献｣の企業理念の下四半世紀

に亘り会社事業の1つとして確立､各種活動を実施してきた｡特

に中心となる事業として社会的弱者である身障者の福祉の向

上のためIT技術を通じての職業訓練ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､盲人のﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ､｢完全なる社会復帰｣を目指す専門家会議等の継続

的活動を実施､1988年からは｢てんやく広場｣をはじめとする活

動を実施展開し､日本における企業の社会貢献活動を一貫し

てﾘｰﾄﾞし社会の変革に大きく寄与した｡

大歳 卓麻ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ株式

会社

北鈴会は､喉頭ｶﾞﾝ等の頸部疾患で声帯の摘出手術を受けて

音声機能をそう失した身体障害者団体で､命と引替に失った

｢声｣を取戻すための発声教室を開催して､高度な情報化社会

で取り残されないようにするために､食道発声法人工喉頭(電

気発声器)の使用方法を指導している｡  特に､北大､北海道工

業試験場及び札幌の企業(電制(株))で協同開発を進めてい

る､抑揚のある､より肉声に近い発声が可能な人工喉頭の開

発に積極的に協力している｡本人工喉頭は日本で初めて実用

化に成功しており､その後も北鈴会の要望のもとに改良化が

行われ､世界的にも類のない完成度の高いものとなってきて

いる｡我が国のみならず欧米にも販路を広げつつあり､その功

績は極めて大きいものがある｡

北鈴会ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

北鈴会

聴覚障害者が社会に参加するうえで大きなﾊﾞﾘｱとなるのが電

話である｡ｵﾍﾟﾚｰﾀを介して､同時双方向の通話を実現するｻｰ

ﾋﾞｽが電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽであり､欧米で広く普及しているがわが

国では未実施である｡同時双方向の筆画通信ｿﾌﾄと同ｿﾌﾄを

搭載した聴覚障害者用通信装置ECOT(ｲｰｺｯﾄ)を開発し､筆画

とﾃｷｽﾄのﾁｬｯﾄ機能を有するWindows CE及びWindows 95,98

版はﾓﾊﾞｲﾙｷﾞｱ等に標準搭載された｡これらを用いた電話ﾘﾚｰ

ｻｰﾋﾞｽの研究と実験事業などを行い､ｱｸｾｽﾋﾞﾘﾃｨの改善に寄

与した｡

青木 訣ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

株式会社自立ｺﾑ
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両氏はPHSの端末間直接通信が聴覚障害者の電話の代わり

になることに着目､三浦氏は通信事業者や端末機器ﾒｰｶｰに

送信完了ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ機能､ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ機能の文字送信機能､

PHSからﾌｧｯｸｽ送信機能､異なる通信事業者間相互通信など

聴覚障害者の通信に必要な機能を提案し､数多く採用された｡

大蔵氏は利用者団体｢ﾌﾟﾗｽｳﾞｫｲｽ倶楽部｣代表として三浦氏と

協力し､通信事業者･端末機器ﾒｰｶｰに働きかけるとともに､

様々なﾒﾃﾞｨｱを通じて積極的に問題点を啓発するなど､両者協

力して聴覚障害者の情報通信ｱｸｾｽﾋﾞﾘﾃｨの改善に大きく寄

与した｡

大蔵 智行ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

ﾌﾟﾗｽｳﾞｫｲｽ倶楽部

両氏はPHSの端末間直接通信が聴覚障害者の電話の代わり

になることに着目､三浦氏は通信事業者や端末機器ﾒｰｶｰに

送信完了ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ機能､ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ機能の文字送信機能､

PHSからﾌｧｯｸｽ送信機能､異なる通信事業者間相互通信など

聴覚障害者の通信に必要な機能を提案し､数多く採用された｡

大蔵氏は利用者団体｢ﾌﾟﾗｽｳﾞｫｲｽ倶楽部｣代表として三浦氏と

協力し､通信事業者･端末機器ﾒｰｶｰに働きかけるとともに､

様々なﾒﾃﾞｨｱを通じて積極的に問題点を啓発するなど､両者協

力して聴覚障害者の情報通信ｱｸｾｽﾋﾞﾘﾃｨの改善に大きく寄

与した｡

三浦 宏之ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

有限会社ﾌﾟﾗｽｳﾞｫｲｽ

ﾃﾚﾋﾞからの情報にｱｸｾｽできない聴覚障害者に対し､字幕と手

話を付した一般放送番組と聴覚障害者向け番組の放送を行

う｢CS聴覚障害者専用放送統一機構｣の発足に尽力し､他の

障害者団体や衛星通信会社等も加わったNPO法人｢CS障害

者放送統一機構｣の発足に発展した｡CSﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信による実

験放送の実施､専用受信機の開発､聴覚障害者向け番組の

ｺﾝﾃﾝﾂや同時字幕制作･編集ｼｽﾃﾑを開発している｡また､CS

通信による聴覚障害者緊急災害時通報ｼｽﾃﾑを開発し､その

実験を成功させるなど､聴覚障害者の放送ｱｸｾｽに多大な貢

献をした｡

大嶋 雄三ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

株式会社ｱｽﾃﾑ

聴覚障害者への情報保障の方法の一つにﾊﾟｿｺﾝ要約筆記と

言われる文字による通訳があり､これをﾊﾟｿｺﾝで行うための

ｿﾌﾄｱｲﾋﾟｰﾄｰｸ(Iptalk)を開発した｡これはLANで接続された複

数台のﾊﾟｿｺﾝを用いて､話し手の声を即時要約しながら連携入

力するものである｡同ｿﾌﾄを無償で公開しﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄで絶え間

無い改善を重ねている｡多くのﾊﾟｿｺﾝ要約筆記者の間が利用

し､聴覚障害者の情報ｱｸｾｽﾋﾞﾘﾃｨの改善に大きく寄与した｡

栗田 茂明ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

ﾊﾟｿｺﾝ要約筆記ｻｰ

ｸﾙ｢ﾗﾙｺﾞ｣
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聴覚障害者の情報保障の方法の一つであるﾊﾟｿｺﾝ要約筆記

用ｿﾌﾄ｢tach｣を開発した｡これはLANで接続された複数台のﾊﾟ

ｿｺﾝを用いて､話し手の声を即時要約しながら連携入力するも

のである｡同ｿﾌﾄを無償で公開するとともに聴覚障害者のﾆｰｽﾞ

を聞きながら見やすい字幕表示のため改良を続けている｡ま

たﾃﾚﾋﾞの音声を即時入力してｲﾝﾀｰﾈｯﾄで配信するためのｿﾌﾄ

｢cavi｣と｢cati｣を開発し､入力者用と鑑賞者用とも無償で公開

している｡聴覚障害者の情報ｱｸｾｽﾋﾞﾘﾃｨの改善に大きく寄与

した｡

酒寄 哲也ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

ﾊﾟｿｺﾝ文字通訳ｻｰ

ｸﾙ TCAP-K

我が国の電気通信を障害者･高齢者を含む全ての者が円滑

に利用可能なものとする(ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨを確保する)ことを通じて､

我が国の電気通信の均衡ある発展に貢献することを目的に

諸活動を推進してきている｡具体的には､｢障害者等電気通信

設備ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣の制定､同｢解説｣の作成及び｢ｳｪﾌﾞ

ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ確保方策｣の検討などに取り組み､我が国の情報

ﾊﾞﾘｱﾌﾘ-環境の整備に多大な貢献をした｡

電気通信

ｱｸｾｽ協議会

ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙｱｸｾｼﾋﾞ

ﾘﾃｨ賞

電気通信ｱｸｾｽ協議

会

ITU国際無線通信諮問委員会に参事官として､またｱｼﾞｱ･太平

洋電気通信共同体に事務局長等として計10年間現地滞在し､

それらの機関を通じて電気通信のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化､電気通信ｼｽﾃﾑ

の標準化､途上国の電気通信開発等の国際活動に貢献する

と共に､我が国の国際電気通信政策の反映に努力した｡また

郵政省においても世界無線通信主管庁会議､CCIR総会をは

じめとする30以上のITUおよびその他の会合に出席し､我が国

の電気通信の発展に寄与した｡

園城 博康功績賞 株式会社ｴﾌｴﾑ東京

『国際行政の構造』(東京大学出版会,1997年)において､国際

行政の歴史的構造を全体的に明らかにすると共に､国際通信

行政の検討を通じて国際行政の組織と制度運用の特色をﾐｸﾛ

な観点から分析した｡日本の行政学では蝋山政道以後この

ﾃｰﾏの研究は途絶えていたが､本書は国際政治､国際法､国

際組織論など隣接分野の業績と行政学の組織論とを包括的

に検討することで国際行政研究に行政学的視座を再構築す

ることに成功した｡

城山 英明国際活動奨

励賞

東京大学 大学院法学政治学

研究科
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1994年よりITU-R SG11(ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送)および関連会合への

継続参加を行い､超高精細画像(EHRI)およびHDTV記録に関

する勧告成立に多大な貢献を行った｡特に､1994年から1995

年までITU-R WP11F(放送と非放送分野のﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ応用に係

わる技術標準の調和)副議長､1997年からはITU-R JWP10

-11R(放送の記録)副議長に選任され､以降現在まで､放送の

記録および放送番組の国際交換等の分野を中心に積極的に

寄与を行っている｡

立澤 加一功績賞 ｿﾆｰ㈱ CSNCｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾃｸﾆｶﾙﾘﾚｰｼｮﾝ部

1993年から1996年にかけて､電気通信技術審議会電気通信

標準化委員会の第6､第7および第9専門委員会に所属し､

ITU-Tの標準化活動に貢献してきた｡また､1996年度以降は､

同委員会の作業計画専門委員会主査を務めるとともに､

TSAG会合へ日本代表副団長として出席し､ITU-Tにおける戦

略､作業の優先順位､標準化作業の手続き等の検討に大きく

貢献している｡

浦野 義頼功績賞 早稲田大学 国際情報通信研究

ｾﾝﾀｰ

通信ｼｽﾃﾑのEMC技術の専門家であり､1991年4月以来､ITU-

T SG5の公式会合およびﾗﾎﾟｰﾀ会合に出席し電磁環境両立性

(EMC)に関する勧告の作成において日本の意見を反映させ国

内ｲﾝﾌﾗとの整合を図った｡また､1992年からはﾗﾎﾟｰﾀとしてｲﾐｭ

ﾆﾃｨに関する勧告作成にあたり､1996年からはWP2の副議長

と課題8のﾗﾎﾟｰﾀを兼務し､通信ｼｽﾃﾑのEMC標準化において

活動を続けている｡

服部 光男功績賞 東日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽ運営部

1994年以降ITU-T SG2(網とｻｰﾋﾞｽ運用)の課題3(網のｻｰﾋﾞｽ

品質)ﾗﾎﾟｰﾀとしてNo.7信号方式に基づく新たな電話ｻｰﾋﾞｽの

品質管理に関する勧告化等に大きく貢献し､これを通して国際

電話ｻｰﾋﾞｽの品質改善に結びつけた｡さらに､ITUにおける不

正通話対策への取り組み方針を策定する等､新たな環境下に

おける国際通信網の運用技術の伸長に大きく貢献した｡

松尾 一紀功績賞 ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨ㈱ 人事部

無線伝送技術の専門家として､長年にわたりｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞを含

めたﾃﾚﾋﾞ放送の受信画質向上に尽力し､ｺﾞｰｽﾄｷｬﾝｾﾙ信号方

式の開発並びにその国際標準化に中心的役割を果たすとと

もに､ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化に向けた技術検討を積極的に推

進した｡特にｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞのﾃﾞｼﾞﾀﾙ伝送方式の国際標準化にお

いては､ITU-Tの作業部会における議論のとりまとめを行うな

ど､その勧告成立に多大に貢献した｡

宮沢 寛功績賞 日本放送協会 放送技術研究所
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陸上移動通信方式に関する幅広い研究開発の経験を生か

し､ITU-R SG8､WP8A､TG8/1等での15年以上にわたる活動を

通して､ｾﾙﾗ方式､無線呼出､干渉検討など､陸上移動通信全

般の標準化および勧告作成に多大な貢献を行い､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｾﾙﾗ

方式の実用化や他業務からの保護､IMT-2000無線方式標準

化の実現など､移動通信に係る幅広い国際標準化と我が国の

技術的裏付けを伴う発言権強化の功績は極めて大である｡

秦 正治功績賞 ㈱NTTﾄﾞｺﾓ ﾜｲﾔﾚｽ研究所

12GHz帯放送衛星ﾌﾟﾗﾝ見直しを一貫して担当し､我が国の国

益を代表しての発言､各国との調整役などをつとめてきた｡ま

た､SNGの勧告化に当たって､国内外機関等の意見調整をは

かり勧告化を図った｡特に､HDTV用のSNGの勧告化について

は､自ら､ITU-R WP4の作業班議長役をつとめ､国内において

とりまとめたARIBの意見を勧告案に反映させるなど､我が国で

これから多用されるHDTV-SNGの技術基準作りの基礎を作っ

た｡

荒井 清実功績賞 ㈱東京放送 技術局 ｽﾃｰｼｮﾝ技術

ｾﾝﾀｰ

1985年以降ITU-T SG4の活動に深くかかわり､ﾈｯﾄﾜｰｸの保守

運用に関する標準化に大きく貢献した｡特にISDNおよびB-

ISDNの保守に関する研究については､ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙおよび試験

ﾓﾃﾞﾙの構築に積極的に寄与した｡1997年からは､SG4の副議

長およびWP1/4の議長を務め､課題間の調整､会合の運営､

各種勧告の取りまとめに尽力するとともに､次研究会期の課

題候補の選定に寄与した｡

藤井 伸朗功績賞 日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所

1993年6月から､ITU-T SG6において2会期にわたり｢光ﾌｧ

ｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙの設計｣という課題のﾗﾎﾟｰﾀとして活躍され3件の

勧告成立に尽力し､他の課題においても､多くの寄書の提出と

各会合中の精力的な活動により､数多くの勧告草案の作成に

寄与された｡また､1997年2月からはWP1の副議長に任命され､

会議の円滑な運営を支えられ､当該SGｸﾞﾙｰﾌﾟへの貢献は大

きいものがある｡

灰原 正功績賞 日本電信電話㈱ 情報流通基盤総合

研究所

ATM技術のｴｷｽﾊﾟｰﾄとして1992年以来ITU-T SG13のATM勧

告の作成に寄与した｡1995年以降ATMﾚｲﾔ切替えの重要性を

指摘し､多数の寄書により審議を技術的にﾘｰﾄﾞした｡さらに､副

ﾗﾎﾟｰﾀおよびﾗﾎﾟｰﾀとして､各国の意見の調整を行ないATM切

替え勧告(I.630)を成立させた功績は大である｡現在はIPﾈｯ

ﾄﾜｰｸのOAMに関する議論の方向付けを行っており､今後の活

躍が期待できる｡

太田 宏国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

研究所
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急速に発展を続けているｲﾝﾀｰﾈｯﾄ技術と､多様なﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通

信に対応するATM技術の高度な連携を実現すべく､ATM網上

での通信経路設定方式(B-ISDN信号方式)とｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙ

との連携方式を考案し､ITU-TおよびIETFに対して提案してき

た｡その結果､1999年12月のITU-T SG11会合､および2000年1

月のIESG会合(IETF標準承認の場)で､同提案がそれぞれ承

認され標準化が決定した｡

鈴木 宗良国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ 情報流通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

研究所

1996年より､ITU-R SG4 WP4Aをはじめ､SG4､CPM､WRC等の

会議に参加し､非静止衛星による固定衛星業務と静止衛星に

よる固定衛星業務間の周波数共用問題､固定衛星業務と地

球探査衛星業務の共用問題､不要発射等の課題に対し､我が

国の寄与文書作成を行うとともに､勧告案作成､CPMﾚﾎﾟ一ﾄ作

成等に尽力した｡さらに､1999年11月のCPMではAPTのﾘｰﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｶﾝﾄﾘｰ担当者､2000年2月のWP4AではDG4A-2gの議長に

指名されるなど､今後も引き続き､固定衛星業務分野における

ITU活動への貢献が期待される｡

河野 宇博国際活動奨

励賞

宇宙通信㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ本部

1996年以来､ITU-T SG5の公式会合およびﾗﾎﾟｰﾀ会合(課題7

のﾗﾎﾟｰﾀを担当)に出席し電磁環境両立性(EMC)に関する勧

告の作成に寄与するとともに日本の意見を反映させた｡1998

年からは接地ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸのｴﾃﾞｨﾀを兼務し草案を作成した｡EMC

技術の研究能力､国際活動能力にすぐれ国際的にも評価が

高く今後の活躍が期待される｡

村川 一雄国際活動奨

励賞

東日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽ運用部 技術

協力ｾﾝﾀ

1989年から1990年にかけてCCITT SGⅩⅠ(交換と信号方式)

にてNo.7信号方式の国際ｲﾝﾀﾌｪｰｽ勧告策定に貢献した後､

1993年以降ITU-T SG2(網とｻｰﾋﾞｽ運用)の第1作業部会(番号

計画､ﾙｰﾃｨﾝｸﾞおよびｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ)において主に新技術領

域で寄与し､1997年以降は副議長として番号計画やﾙｰﾃｨﾝｸﾞ

に関する勧告化等を通じて､国際･国内競争環境下における

新ｻｰﾋﾞｽの円滑な導入や運用に貢献した｡

田村 俊之国際活動奨

励賞

ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨ㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ統括本部

日本提案のFM多重放送および地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の審議に際

し､自らの研究開発を基に寄与文書を作成するとともにSG､

WP会合への参加およびｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀとして､勧告BS.1194

(FM多重放送)BT.1306(地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の伝送方式)の成立に

貢献した｡また､地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸについてもｽﾍﾟｼｬ

ﾙﾗﾎﾟｰﾀとして作成全般のとりまとめ作業に尽力するなど､ﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙ放送の規格化に多大に貢献した｡

黒田 徹国際活動奨

励賞

日本放送協会 技術局 計画部
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1992年より､ITU-R TG8/1に参加し､FPLMTS関連の標準化に

積極的に貢献した｡特に､FPLMTS用ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ勧告の草案作

成に重要な役割を果たし､所要ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ勧告の勧告化､CPM

入力ﾚﾎﾟｰﾄの承認､各国ｽぺｸﾄﾗﾑ使用状況ﾚﾎﾟｰﾄの承認に大

きく貢献した｡また､1993年のITU-R WP8Dにおいては､衛星搭

載用ｱﾝﾌﾟに関するReport改定のﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ議長を担当してい

る｡

保田 佳之国際活動奨

励賞

㈱NTTﾄﾞｺﾓ 無線ﾈｯﾄﾜｰｸ開発部

1992年よりITU-T SG11におけるFPLMTS(現 IMT-2000)の課

題の研究作業において､積極的な寄与を行ない､1998年から

はITU-T SG11 AALﾀｲﾌﾟ2信号方式ｱｿｼｴｲﾄﾗﾎﾟｰﾀを務めなが

ら､今 も重要なIMT-2000の信号方式の勧告化に貢献した｡

吉村 隆之国際活動奨

励賞

日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 情報通信研究所

1988年秋のCCITT SGⅩⅠﾊﾟﾘ中間会合から ITU-T会合に出

席し､以後ほぼ継続してN-ISDN信号方式､B-ISDN信号方式

の標準化活動に参加･貢献してきた｡1997年からの今会期で

は､ITU-T SG11 Q.21のﾗﾎﾟｰﾀに指名され､N-ISDN信号方式

への要求条件の検討を担当している｡この間､番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞ

ﾘﾃｨ､NSoverBB(B-ISDN網でのN-ISDNｻｰﾋﾞｽ実現)等の勧告

作成に貢献した｡

釼吉 薫国際活動奨

励賞

日本電気㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ事業部
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平成11年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和34年(社)日本ｱﾏﾁｭｱ無線連盟の発足時に理事に就任｡

昭和45年からは会長職を歴任し､国際ｱﾏﾁｭｱ無線連合(IARU)

およびIARU第3地域連合の代表として､ITU諸会議にｵﾌﾞｻﾞｰ

ﾊﾞｰとして数多く参加すると共に､世界無線通信主管庁会議等

へ日本政府代表委員として参加した｡これら活動を通じ､我が

国の電気通信の発展に寄与すると共に､ｱﾏﾁｭｱ無線の発展と

国際友好親善を深めることに多大な貢献をした｡

原 昌三特別賞 社団法人 日本ｱﾏﾁｭ

ｱ無線連盟

国際電信電話株式会社ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所調査役､ﾃﾞｰﾀ通信部

長等として､ITUで進められていた電話･ﾃﾞｰﾀ伝送技術､回線運

用保守等の電気通信技術の国際標準化と国際勧告の制定に

大きく貢献した｡また､同社役員､社長として我が国電気通信業

の伸長発展に貢献した功績は多大である｡

市原 博特別賞 ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨ㈱

昭和31年第1回CCITT総会に日本代表団の一員として参加し

て以来､CCITTの初期において､ﾌﾟﾗﾝ委員会活動を通じて｢世

界自動電話網｣の完成に尽力したのをはじめ､世界の電気通

信標準化に寄与した｡昭和62年ITUの電気通信開発ｾﾝﾀｰ創

立にともない､昭和63年に発足した(財)世界電気通信開発機

構の理事長に就任､日本からの同ｾﾝﾀｰ活動の支援に精力的

に取り組み､現在のITU-D(電気通信開発局)活動の基盤設立

に貢献した｡

緒方 研二特別賞 安藤電気㈱

郵政省電気通信参事官および電気通信管理官として､郵政省

のITU関係事務統括をはじめ､幅広く電気通信関係事務に携

わり､電気通信技術の発展向上のために鋭意努力された｡特

に昭和36年以来､ITUの管理理事会日本代表理事､CCITT総

会の日本代表団長を務めるなど､我が国のITUへの積極的関

与に貢献した｡また､長年にわたり日本ITU協会の出版､研究

集会､ｾﾐﾅｰなどの諸活動を積極的に推進し､我が国における

ITU活動の普及啓発に貢献した｡

柏木 輝彦特別賞

昭和30年代後半以来､ITU条約の憲章化に関する省内研究会

を主宰し､その後､ITU全権委員会議準備委員会委員､郵政審

議会委員､INTELSAT仲裁裁判長団ﾒﾝﾊﾞｰ等を歴任した｡その

間､多くの著作を通じて､我が国における国際電気通信法制の

学問的体系化をはじめて達成した｡

山本 草二特別賞 国際海洋法裁判所
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昭和30年以来､電子交換方式およびﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ統合網に関する

基礎研究を行い､現在の通信網の基盤をなしているISDNの開

発に先駆的な役割を果たした｡また､多年にわたりITU

TELECOM FORUMの日本代表国際論文委員を務め､これら

論文の審査にあたるため国内に設置されたﾃﾚｺﾑﾌｫｰﾗﾑ技術

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ委員会の特別顧問としても､我が国のITU諸活動に

大きく貢献した｡

秋山 稔褒賞 芝浦工業大学

民間の標準化団体に会ってITUの標準化活動に積極的に参

加し､電気通信に関する標準化について､ﾏｰｹｯﾄの声や産業

会からの標準化活動効率化の要望をITUの標準化活動に反

映すべく貢献した｡特に米国のT1委員会､欧州のETSIと協力､

協調の組織である世界電気通信標準化活動強調機構(GSC)

の活動を通して､ﾏｰｹｯﾄの声を反映するための活動を行うな

ど､ITU電気通信標準化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟの設立に大きく貢

献した｡また､平成3年から､新日本ITU協会のITU-T研究会主

査として､ITU-T活動の普及啓発に寄与している｡

飯田 徳雄褒賞 社団法人 電信電話

技術委員会

昭和51年よりCCITT会合に参加､以来長年にわたり国内外の

電気通信標準化活動の発展に尽くしてきた｡平成3年12月から

(社)電信電話技術委員会(TTC)標準化会議副議長､平成5年

12月から4年間同議長をTTCを務め､また､郵政省･電気通信

技術審議会標準化委員会内の各分科会と表裏一体の関係に

ある特別専門委員会をTTCに導入した｡さらにITU-Tとの連携

の基に､国内･地域標準化団体が協調を図ろうというGSCの発

足と発展に尽力し､さらに国際技術であるPHSの世界への普

及を図るため､PHSMoUの活動を推進した｡

石川 宏一般賞 日本電信電話㈱

ITU､ISO､IECが共催した世界標準会議(平成9年10月)の運営

委員会に日本代表として参加し､会議の成功に多大の貢献を

した｡一年後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ会合もﾘｰﾄﾞし､ﾃﾞﾌｧｸﾄ化やﾌｫｰﾗﾑ活

動が活発化しつつある状況での公的標準化活動のあり方を

明らかにした｡さらにITU-TのTSAGに対して標準化と知的財

産権の問題で多数の寄書を提出し､ITU-Tの特許ﾎﾟﾘｼｰ改良

に貢献した｡また､この結果をとりまとめ､また考察を加えて論

文化し､国内の知的財産管理者をも対象として､ITU-Tの活動

を広く周知啓発した｡

山田 肇一般賞 日本電信電話㈱ 持株会社移行本部

昭和52年からITUのCCITT SGⅩⅤ(伝送方式)､国際会議に出

席し､伝送ｼｽﾃﾑに関する国際標準化活動を積極的に行った｡

特に昭和61年には､KDD･AT&T共同でﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾊｲｱﾗｰ

ｷを提案して国際勧告化し､これをTAT-8およびTPC-3海底ｹｰ

ﾌﾞﾙで実際に採用した｡さらにその後､光ﾌｧｲﾊﾞ伝送方式の国

際標準化に継続的に貢献している｡

新納 康彦一般賞 ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨ海底ｹｰﾌﾞ

ﾙｼｽﾃﾑ㈱
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衛星移動通信ｼｽﾃﾑに関する幅広い研究開発の経験を生か

し､ITU=R WP8D等における移動衛星業務(MSS)の標準化およ

び勧告作成に多大な貢献を行った｡また､WARCにおけるSﾊﾞ

ﾝﾄﾞ周波数のMSSへの拡大にも貢献した｡これらの成果は､N-

STAR衛星移動通信ｼｽﾃﾑの実用化に反映されている｡また､

近年はTG8/1およびASTAPを中心にIMT-2000の国際標準化

に向けた積極的な寄与を行っている｡

佐藤 孝平一般賞 NTT移動通信網㈱ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

長年にわたる放送衛星ｼｽﾃﾑ､特に周波数帯に関する研究を

基に､昭和52年以来ITUの諸会議に出席し､放送衛星用周波

数の割当に貢献した｡特に17GHz帯の放送衛星ﾌｨｰﾀﾞﾘﾝｸの

技術基準作成に際しての降雨時のﾌｫｰﾀﾞﾘﾝｸ電力制御に関す

る提案は会議の重要事項としてﾌﾟﾗﾝ作成に大きく寄与した｡さ

らにﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ､統合ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ放送ｻｰﾋﾞｽ､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ衛星

音声放送用の周波数帯の分配に寄与するとともに､平成10年

にはﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ全権委員会議に参加するなど､幅広いITU活動

を行った｡

近江 克郎一般賞 日本放送協会 技術局計画部

平成元年から同9年までの9年間にわたり､ITU-R SG11(ﾃﾚﾋﾞ

放送)関連会合を中心に積極的にITU活動に参加し､ｽﾀｼﾞｵ規

格等HDTVに関する各種規格や我が国の地上ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放

送方式の勧告化に寄与した｡また平成3年のWP11CではAd-

hocの議長を務め､ｺﾞｰｽﾄｷｬﾝｾﾗｰ(GCR)の日本方式を国際標

準とするために尽力し､その勧告化にあたり中心的な役割を

果たすなど､放送関連の国際標準化活動に大きく貢献した｡

上瀬 千春一般賞 ㈱ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 技術本部技術局技

術開発室長

CCITT 1985~1988年(昭和60~63年)会期において､ISDNの規

格を審議していたSGⅩⅧに参加し､現在の広帯域ISDNの基

本伝送ﾌﾚｰﾑであるSDHの規格審議に積極的に関与し､寄書

の提出､および規格勧告草案作成ｸﾞﾙｰﾌﾟの主要ﾒﾝﾊﾞｰとして

活動し､勧告成立に大きく貢献した｡狭帯域ISDNについても､

勧告の修正や追加に寄与し勧告の成熟化に貢献した｡また､

勧告についても解説書を共同執筆し､世の中の理解促進およ

び勧告の普及に努めた｡

津田 俊隆一般賞 ㈱富士通研究所 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所

平成3年よりITU-R WP11B(ｽﾀｼﾞｵｼｽﾃﾑ)､JTG10-11(EPGの共

通ｺﾝﾃﾝﾂ形式)､JWP10-11S(衛星放送)､さらにITU-T SG9(ｹｰ

ﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ)等の諸会合に参加､寄与している｡特に､平成9年に

発足したTG11/5(ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ放送)の初回会合では副議長に

選任され､以後6階の会合で副議長を勤めるとともに､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ

放送分野において積極的に寄与している｡

平川 秀治一般賞 ㈱東芝 ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ衛星放

送事業開発室
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ITU-T SG7(ﾃﾞｰﾀ通信とOSI)の活動に､昭和62年以降3会期12

年(33回出席)にわたって参加し､OSI管理･TMN標準(SG4)の仕

様決定にあたり多数の提案を行うと共に､現在ﾈｯﾄﾜｰｸ管理機

能の中でも重要な位置付けとなっている｢ｶｽﾀﾏﾈｯﾄﾜｰｸ管理

(CNM)｣概念を提唱し､その方向付けを決定付ける重要な提案

を多数発表してきた｡これた活動において､議論を常にﾘｰﾄﾞし､

ﾈｯﾄﾜｰｸ管理分野の世界標準に大きく寄与してきた｡

須永 宏著作賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

研究所

高度INに関する呼処理の技術に精通しており､その知識を生

かし､遠隔のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ(ｻｰﾋﾞｽ制御機能)から､ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰ

ﾋﾞｽの仕様に依存せずに､交換機(ｻｰﾋﾞｽ交換機能)を制御する

信号ｲﾝﾀﾌｪｰｽの勧告化に寄与している｡中でも､複雑な制御を

要する多者接続を実現する高度接続制御方式に付いては､日

本のｵﾋﾟﾆｵﾝﾘｰﾀﾞとして勧告作成に貢献しており､SG11におけ

るQ.22(INｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾄｺﾙ)のｴﾃﾞｨﾀも務めている｡

佐原 功治国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ 情報流通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

研究所

平成6年より､ITU-T SG3(料金と課金の原則)の諸会合に参

加､ITUの場においてｱｼﾞｱの中の日本を意識して先進国と開

発途上国との間に立ち､世界的にﾊﾞﾗﾝｽのとれた国際通信の

発展のためのﾙｰﾙつくりを目指し､先進国と開発途上国との経

済的利害が衝突する国際電話の計算料金問題の解決に向け

ての取り組み､代替通話手段の適正な位置付け､米国一極集

中により発達してきたｲﾝﾀｰﾈｯﾄにおける経済的なﾙｰﾙ作り等

に寄与した｡

津久井 聡一国際活動奨

励賞

ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨ㈱ 国際部

平成5年より､ITU-T SG11 WP4においてｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ

(IN)の標準化活動に参加し､IN能力ｾｯﾄ1改版･能力ｾｯﾄ2･能力

ｾｯﾄ3の技術検討全般に寄与した｡特にISDN関連能力の盛り

込みを能力ｾｯﾄ2以降で提案･勧告化し､該能力が国内外で利

用されている点で寄与が大である｡また､IN各能力ｾｯﾄにおい

てｴﾃﾞｨﾀを担当し勧告作成に寄与している｡

杉山 武志国際活動奨

励賞

NTT移動通信網㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ研究所

音声放送にかかわるITU-R SG10の中で､音声ﾃﾞｼﾞﾀﾙ符号化

における主観評価法および客観評価法の確立において多く

の寄与を行ってきた｡特に､音声ﾃﾞｼﾞﾀﾙ符号化品質の客観評

価法の検討に関し､音声ﾃﾞｼﾞﾀﾙ符号の主観評価を行うなど､

積極的に寄与を行ってきた｡また､平成10年からは映像および

音声の品質評価にかかわるJWP10-11Qの副議長として活躍

している｡

渡辺 馨国際活動奨

励賞

日本放送協会 放送技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成9年よりITU-T SG16(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽとｼｽﾃﾑ)のﾗﾎﾟｰﾀ会

合に参加｡ﾓﾊﾞｲﾙ環境のような雑音の多い環境でのﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

通信の重要な技術である多重化方式(H.223 Annex D)をSG16

に提案､寄与した｡この間の2年間､次世代ﾈｯﾄﾜｰｸであるW-

CDMA網の環境で､動画像や音声を伝送した場合の伝送品質

を他の多重化方式と共に評価し､本方式の標準化に対し､積

極的に貢献した｡

田中 宏和国際活動奨

励賞

㈱東芝 情報･通信ｼｽﾃﾑ技

術研究所

平成9年2月のITU-T SG13全体会合にて､課題24(世界情報通

信基盤(GII))のｱｿｼｴｲﾄﾗﾎﾟｰﾀに指名され､以来､ITU-T内外で

広く行われているGIIに関する研究計画､管理について貢献し

た｡特にｱｸｾｽ網に関してはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀとなり､本ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄの主幹であるSG15との調整役となった｡また､国内で

は､TTC GII特別専門委員会の副委員長となり､当委員会の検

討結果より､GII勧告郡に対して寄与した｡

清水 聡国際活動奨

励賞

㈱日立製作所 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｻｰﾊﾞ事

業部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成10年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1976年ITUの活動に参加し､1984年からは3期12年にわたり

CCITT･ITU-T第7研究委員会(ﾃﾞｰﾀ通信網)副議長および同第

2作業班の議長を務め､ﾃﾞｰﾀ通信網､特に､ﾊﾟｹｯﾄ網､ISDNでの

ﾊﾟｹｯﾄ通信､ﾌﾚｰﾑﾘﾚｰなどに関する勧告の作成に専門家とし

て貢献した｡また､電気通信技術審議会第7研究委員会委員を

20年にわたり務め､国内意見の取り纏めや､日本寄書作成､若

手活動家の育成に務めた｡

富田 修二一般賞 NTTﾖｰﾛｯﾊﾟ(株)

1976年以来､CCITT第11研究委員会(電話･ISDNの交換と信

号方式)の活動に参加し､ｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀとしてNo.7信号方式を

中心に多くの勧告策定に貢献した｡特に､信号点ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞの

番号計画に着いては分科会議長として主導的役割を果たし

た｡また､1992年より1996年までKDDｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所長として､

世界電気通信標準化会議､ﾃﾚｺﾑなど､ITUの主要会議､行事

に日本の関係機関との調整､開催への支援に貢献した｡

池田 佳和一般賞 国際電信電話㈱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ事

業部

1977年より､CCITTにおいてﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者線信号方式および

No.7信号方式の標準化に一貫して携わり､合同ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会合

の副議長として､関係国の調整を図るなど､ISDN等に向けた勧

告の作成に幅広く活躍した｡1997年1月からは､第11研究委員

会第1作業部会(広帯域ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ)の議長に就任し､

1998年1月には､同会合を高知市で開催､10項目の勧告素案

をまとめ､国際標準推進に貢献した｡

北見 憲一一般賞 日本電信電話㈱ 通信網総合研究所

1990年より､ITU-R WP10-11S(衛星放送業務)､同CPM(WRC

準備会合)､ﾖｰﾛｯﾊﾟ放送連合(EBU)技術委員会衛星放送ｻﾌﾞｸﾞ

ﾙｰﾌﾟなどの会合に参加し､世界無線通信会議(WRC)に向けて

の会合文書作成に寄与した｡また､1992年世界無線通信主管

庁会議､1994年京都全権委員会議､WRC-95､97などITUの重

要な会議に参加し､12GHz帯衛星放送ﾌﾟﾗﾝの見直し､日本の

衛星放送の周波数確保･維持などに多大の貢献をした｡

矢橋(古屋) 隆一般賞 日本放送協会 技術局計画部

1995年より､ITU-R SG8 WP8Dをはじめ､SG8､RA､WRCの会

合･会議に参加､非静止衛星による移動衛星業務の実用化に

伴う他業務との周波数共用に関する活動の推進､WARC-

ORB85､同ORB88における静止衛星軌道の有効利用に関す

る方策の策定支援などに尽力した｡1997年6月にはITU-R

WP8D議長に指名され､さらにRA-97においてはSG8(移動業

務)の副議長に選出されるなど､移動業務関連の標準化活動

に多大の貢献をした｡

水池 健一般賞 国際電信電話㈱ 研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

ITU-D(電気通信開発部門)の第1期(1995~98)研究委員会活動

に参画し､寄書作成､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(旧GAS)編集に当り､同部門の

円滑な活動開始に貢献した｡特に､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ編集に着いては､

日本国内の取り纏めに務めると共に､自らもIN､ﾈｯﾄﾜｰｸﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ､ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸなどの寄書を作成､途上国への日本の技

術協力をｱﾋﾟｰﾙした｡また､ITUﾃﾚｺﾑ活動にも積極的に取り組

み､PHSなどの日本の技術普及と途上国の電気通信開発に

寄与した｡

畠山 裕爾著作賞 NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

(株)

1993年以来､ITU-R JWP10-11S会合を中心に参加し､特に

12GHz帯衛星放送ｼｽﾃﾑの検討に対してﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ衛星放送の

技術内容を寄書化するなど積極的な活動を行ってきた｡また､

12GHz帯衛星放送ﾌﾟﾗﾝ見直しに向けて､気候区分を考慮した

輻射電力見直し手法の提案､その手法を取りいれたｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･

ｿﾌﾄｳｴｱをITU-Rへ提供した｡これらは､WRC-95での衛星放送

ﾌﾟﾗﾝの技術ﾊﾟﾗﾒｰﾀ改訂に反映され､されにWRC-97での衛星

放送ﾌﾟﾗﾝ見直しの中で活用された｡引き続き新しい日本方式

の勧告化に向けて活動を行っている｡

加藤 久和国際活動奨

励賞

日本放送協会 放送技術研究所

多年にわたり､HDTV補助信号､525順次走査方式､BSﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ

放送の映像符号化方式など､ｽﾀｼﾞｵ規格､放送方式の開発･国

内標準化活動に従事､貢献してきた｡これら実績を元に､1990

年のCCIR IWP11/9(放送と非放送応用の調和)会合に参加し､

以来ITU-RのSG10(音声放送)､SG11(ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送)および

ITU-T SG9(ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝと音声放送)の諸会合に参加し､寄書､勧

告案の作成､欧米からの会合参加者との調整など､日本で開

発された方式の国際標準化に貢献している｡

清水 勉国際活動奨

励賞

TBS 開発局

1991年よりITU-T活動を開始し､SG11においてIMT-2000

(FPLMTS)ｻｰﾋﾞｽﾌｨｰﾁｬ､網ｱｰｷﾃｸﾁｬ､ｱｸｾｽ系､ﾉｰﾄﾞ系信号方

式検討体制の確立への貢献および標準化に寄与するととも

に､SG1においてもUPTｻｰﾋﾞｽの標準化に寄与している｡併せ

て､国内標準化活動および地域･国外諸標準化機関との意見

交換､情報交換も活発にしており､1999年末のIMT-2000信号

方式標準化に向けてさらなる貢献が期待される｡

薮崎 正実国際活動奨

励賞

NTT移動通信網(株) 研究開発部

1987年からCCIR SG4(固定衛星業務)固定衛星業務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯ

ｸｸﾞﾙｰﾌﾟ会合にｴﾃﾞｨﾀとして出席､1996年にはITU-TのGIIに関

するｼﾞｮｲﾝﾄﾗﾎﾟｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ会合に参加した｡1997年からはITU-T

(電気通信標準化)ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｸﾞﾙｰﾌﾟの第3作業部会において､

ITU以外の標準化機関との電子的文書交換を専門的に審議

する第3ﾗﾎﾟｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟに参加し､現在議長を務める｡今後も引き

続きITUの標準化活動の分野においての貢献が期待される｡

柴田 達雄国際活動奨

励賞

国際電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ計画部技術

標準ｸﾞﾙｰﾌﾟ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

1994年より､ｱｼﾞｱ･太平洋電気通信共同体(APT)の研究委員

会ﾗﾎﾟｰﾀとして活躍し､ｱｼﾞｱ･太平洋地域のﾊﾟｰｿﾅﾙ通信､WLL

(Wireless Local Link)の技術普及､啓蒙に貢献してきた｡1997

年からはITU-R WP8A-9B合同ﾗﾎﾟｰﾀ委員会として､WLLの勧

告作成に向けてﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮し､積極的に活動している｡

今後も､ITU-R WP8A-9B合同ﾗﾎﾟｰﾀ委員会およびAPT標準化

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑWLL専門委員会のﾗﾎﾟｰﾀとして国際･地域標準化への

貢献が期待される｡

進藤 喜彦国際活動奨

励賞

日本電信電話㈱ 研究開発本部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成9年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1993年にITU電気通信標準化部門において新設された､電気

通信標準化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ(TSAG)の初代副議長に選出さ

れ､ITU-T活動の優先順位および戦略の見直し､作業計画実

施の進展の見直し､研究委員会への指針の付与､および他の

部門および標準化機関等との協力･調整を促進するために､

各国間の意見を調整･活動を推進すると共に､国内において

は10年の長きに渡り電気通信技術審議会の専門委員として

活躍し､世界及びわが国の電気通信標準化活動に貢献した｡

小野 欽司一般賞 学術情報ｾﾝﾀｰ

1985年より1995年の長きにわたりCCIR/ITU-R､世界無線通

信主管庁会議/世界無線通信会議(WARC/WRC)の諸会合に

参加し､無線通信における科学業務､主として宇宙研究･電波

天文､科学業務分野の周波数に着いて､他業務との共用の検

討､寄与文書の作成等に尽力し､宇宙業務･衛星間業務と固

定･移動業務との周波数共用による電波の有効利用､有人宇

宙活動用周波数割当てなど､周波数の新規業務への分配に

多大の貢献をした｡

川尻 矗大一般賞 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

㈱

ｼｽﾃﾑ開発事業部

1987年以来､ITU-R SG11(ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送)関連の各種会合に

参加し､高精細度ﾃﾚﾋﾞ(ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ)に関する事項を中心に､多数

の勧告作成に貢献すると共に､わが国および米国等のHDTV

規格成立に多大の貢献をした｡1995年からは､ITU-Rにおける

画質評価についての審議を行う作業部会:WP11Eの副議長を

務め､画質評価に関する数多くの提案を行うなど､ITU活動に

寄与している｡

熊田 純二一般賞 日本放送協会 放送技術研究所

次世代の移動通信ｼｽﾃﾑであるIMT-2000/FPLMTSに関する

研究が開始された1985年当初より､これを研究するCCIR SG8

IWP8/13(現ITU-R TG8/1)に､わが国代表団の副団長･団長と

して17回にわたり参加｡またTG8/1のWG議長として､IMT

-2000/FPLMTSの勧告作成に多大の貢献を果たした｡ 近は

第3地域のｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀとして､地域の意見や活動の取り纏

めに尽力している｡

佐々木 秋穗一般賞 (社)電波産業会 研究開発本部

1966年から在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関日本政府代表部一等書記官

として4年間駐在を始め､平成3年からのITU事務総局長の私

的諮問機関委員会(WTAC)に参加するに至るまで､全権委員

会議､管理理事会､無線通信主管庁会議､電信電話主管庁会

議およびﾃﾚｺﾑ関係などITUの諸会議会合に参加し､わが国の

提案実現､円滑な議事運営､大所高所からのITU機能強化､21

世紀に向けたﾋﾞｼﾞｮﾝづくり等に貢献した｡

二木 實一般賞 日本電気ｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

ITU-TのSG11(交換と信号要求条件)の標準化活動に1982年

以降14年にわたり参加し､数十件の寄書を提出して､ISDNの

国際間･局間およびﾕｰｻﾞ･網ｲﾝﾀﾌｪｰｽの信号方式規定を中心

に､移動体通信やｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸの技術標準を含め幅広

い事項に渡る数多くの提案を行い､世界標準かに多大な貢献

を行った｡この間､ｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀ､ｻﾌﾞﾜｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨ議長､ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ議長を務め､勧告作成に寄与した｡

藤岡 雅宣一般賞 国際電信電話㈱ 交換ｻｰﾋﾞｽ技術部

伝送技術､ﾈｯﾄﾜｰｸ管理技術の専門家として､通算14年間に渡

りITU-Tの標準化活動に参加し､この間SG4(ﾈｯﾄﾜｰｸ保守)の

副議長､同SG第1作業部会議長を2期にわたり務め､同作業部

会から計約20件に上る新･改訂勧告を作成､寄与する一方､同

SGのTMN専門家会合に出席し､勧告草案作成のｴﾃﾞｨﾀ等を務

め､TMNの主要勧告作成に多大の貢献をした｡

松下 正彦一般賞 日本電信電話㈱ 情報通信研究所

郵政省在職中､ITU･国際電気通信衛星機構(ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ)等国

際機関の諸会議に参加し､特に1979年のITU第34会期管理理

事会においては副議長として､CCIR専門事務局の組織改正､

国際周波数登録委員会におけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀの利用拡大､第35会

期においては議長として､連合経費の分担方法､出版政策等

の決定などに主体的役割を果たしたほか､国際海事衛星機構

(ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ)の設立､国内におけるITU活動の推進等に多大の

貢献をした｡

米澤 允克一般賞 日本放送協会

1979年の世界無線通信主管庁会議から1991年のITU-R放送

関連WP/TG会合までの13年間に渡り､ITUにおいて放送関連

の国際業純化活動に民間放送連盟を代表して日本代表団に

参画し､HDTVｽﾀｼﾞｵ規格､ﾃﾞｰﾀ放送､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｲﾝﾀﾌｪｰｽ､

HDTVｲﾝﾀﾌｪｰｽ等の勧告作成に寄与､放送の発展に貢献する

と共に､今日の民放界におけるITU活動の礎を築いた｡

関 祥行一般賞 ㈱ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 媒体開発局



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会
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年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

1959年に国際電気通信連合(ITU)とｱｼﾞｱ極東経済委員会

(ECAFE)の共催で開催された電気通信東京会議の運営に大

いに尽力され､ITUが始めて日本で開催した会議を成功に導

かれ､また､69年からｲﾝﾃﾙｻｯﾄ協定の恒久化に係わる国際会

議等に活躍され､その後のわが国のITUひいては電気通信分

野における重要な地位の確立と権益の確保･拡大に貢献され

ました｡

大河原 良雄特別賞 元 外務省

1959年通常無線通信主管庁会議においてSHF帯放送用とし

て12GHz帯の分配に寄与され､79年世界無線通信主管庁会

議において12GHz帯放送衛星用ﾌｨｰﾀﾞｰﾘﾝｸ周波数の確保と､

HDTV用として22GHz帯を世界統一の観点から第2地域を含め

拡大分配することに尽力され､衛星放送ｼｽﾃﾑ実現への端緒

を築かれました｡

澤村 吉克特別賞 元 日本放送協会

1959年通常無線通信主管庁会議を始め､CCITT､CCIR､

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ等の会議に数次に渡り参加され､特に前記主管庁

会議において短波輻輳の救済を研究するために設置された

｢7人の専門家｣の1人に選出されるなど､主に周波数に関連し

た諸問題の解決に尽力､貢献されました｡

新川 浩特別賞 元 国際電信電話㈱

1965年CCIR研究委員会中間会議を始め､世界無線通信主管

庁会議､CCIR総会･諸会議に数次に渡りわが国首席代表とし

て参加され､特に78年強とのCCIR第ⅩⅣ回総会においては議

長を務められ､会議の運営および会議の成功の為に活躍さ

れ､わが国無線通信技術の発展向上および権益確保の為貢

献されました｡

平野 正雄特別賞 元 郵政省

昭和30年代初頭に､日本代表としてｱｼﾞｱ極東経済委員会

(ECAFE)の運輸委員会に電気通信議題を新設せしめ､その後

の東京会議の成功､現在のｱｼﾞｱ電気通信共同体(APT)創設

の素地をつくられ､また､1957年には､わが国の電気通信海外

協力の先駈けとなったｱｼﾞｱ電気通信事業調査団を主宰され､

わが国の海外経済･技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの道を開かれまし

た｡

平山 温特別賞 (社)電気通信協会

1972年CCITT第5回総会､73年ﾏﾗｶﾞ･ﾄﾚﾓﾘﾉｽ全権委員会議を

はじめ､国際電気通信衛星機構(ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ)黎明時の暫定委

員会､ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ恒久化交渉の為の政府間会議等に参加され､

ITUおよびｲﾝﾃﾙｻｯﾄの秩序構築､ひいてはわが国の国際通信

の発展に貢献されました｡

増田 元一特別賞 元 国際電信電話㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

1956年CCITT第1回総会に参加以来､10年近くに渡り､ITU全

権委員会議､電信電話主管庁会議､CCITT､管理理事会等の

主要会議に数多く参加され､その円滑な運営に大きく寄与され

ました｡また､1959年全権委員会議において､わが国初の管理

理事国当選に尽力され､ITUにおけるわが国の活躍の基盤造

りに多大なる貢献をされました｡

松田 英一特別賞 元 郵政省

1986年発足間も無い当協会国際技術部長として就任し､

CCITT支援活動の諸ｼｽﾃﾑ･ﾙｰﾙを確立すると共に､GAS-9松

山会合､SGⅩⅠ京都会合､SGⅢ神戸会合等の実施協議会事

務局運営に寄与し､88年からは月刊誌｢ITUｼﾞｬｰﾅﾙ｣の刷新､

CCITT勧告和訳本､ITU年表等の出版を企画･発行､協会の普

及･啓蒙活動に貢献した｡

清水 岩幸褒賞 元 (財)日本ITU協会

1988年組織改正に伴い､新体制で発足した(財)日本ITU協会

の総務部長として就任｡新事務所への移転､特定公益法人化､

基本財産の増額等のための諸作業に精力的に取り組み､円

滑に達成すると共に､職務規定類､財務ｼｽﾃﾑの整備､職員の

作業環境､厚生面の改善などを行い､協会運営に貢献した｡

玉木 久光褒賞 元 (財)日本ITU協会

ITUの電気通信訓練標準化活動(CODEVTEL)に関する知識と

経験を有し､84年からASEAN諸国の電気通信訓練ｾﾝﾀｰに対

する協力､ITU専門家としてｲﾝﾄﾞﾈｼｱにおける視聴覚教材作成

の技術指導､つくば万国博覧会におけるITU館館長代行など､

協会とITUとの密接な関係構築に貢献した｡

姫野 忠褒賞 元 国際電信電話㈱

1973年から10年余にわたり､世界電気通信日行事､日本ITU

協会賞贈呈､ITUｾﾐﾅｰの開催､ITU関係図書の斡旋､青少年作

品ｺﾝｸｰﾙなど､多岐に渡り協会業務の維持･運営･拡充に努め

ると共に､ITU年表の企画･作成､CCITTｲｴﾛｰﾌﾞｯｸの翻訳･出版

などに初めて着手し､協会発展の礎を築いた｡

宮崎 文夫褒賞 元 (財)日本ITU協会

1982年以降約15年に渡り､CCITT SGⅩⅧ(ISDN)､ITU-T

SG13(ﾈｯﾄﾜｰｸ全般)の標準化活動および93年ﾍﾙｼﾝｷ世界電

気通信標準化会議に参加し､89年からは同SGの副議長およ

びWP3(伝送網とﾚｲﾔ1のｱｸｾｽの特性)の議長を歴任､93年の

SG13第1回全体会合には日本代表団長として参加し､

ATMﾚｲﾔ､ﾄﾗﾋｯｸ管理､N-ISDNｲﾝﾀｰﾜｰｸ等､B-ISDN網の実現

に向けた標準化等に寄与し､世界の電気通信の発展に貢献し

た｡

淺谷 耕一一般賞 日本電信電話㈱ 研究開発本部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

1986年CCIR第ⅩⅥ回総会､88年CCITT第9回総会､92年追

加･94年京都全権委員会議､94年世界電気通信開発会議等､

ITUの重要な会議に参加し､憲章･条約の審議､標準化･開発

活動等に協力した｡87年から94年まで､ITUの主催するﾃﾚｺﾑ､

地域ﾃﾚｺﾑおよびそれに併設のﾌｫｰﾗﾑに連続して参加し､わが

国からの展示･ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ等に協力し､さらに､京都全権委

員会議をはじめわが国に招請したITUの諸会合の日本事務局

の運営に貢献した｡

井伊 誓一般賞 ㈱日立製作所 情報通信事業部

CCITT SGⅤおよびITU-T SG5(電気磁気的妨害からの通信

施設の防護)の活動に､1987年以来3会期10年間に渡り23回

の会合に参加､2会期にわたりﾒﾀﾙ通信線に発生する電磁

ﾉｲｽﾞの評価法に関するﾗﾎﾟｰﾀを務め､電気通信設備における

電磁環境適合性(EMC)の議論を常にﾘｰﾄﾞし､その方向を決定

付ける重要な提案を数多く行い､この分野における世界標準

化に貢献した｡また､1993年からは通信設備のEMCを扱うWP1

の議長として､この分野での指導的役割を果たした｡

井手口 健一般賞 元 日本電信電話㈱ 通信網研究所

1985､1988､1992年の世界無線通信主管庁会議および1995年

の世界無線通信会議に日本代表団の一員として参加し､88年

の会議では放送衛星業務関連のﾌﾟﾗﾝに関する手続きを取り

扱う委員会の副議長､92年の会議では､1GHz以下の周波数の

分配を取り扱うｻﾌﾞﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの議長を務め､誠実な対応

と強力なﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟにより､会議を成功に導いた｡また､ITU-R

のSG8の活動に参加し､特に移動通信の分野における標準化

に貢献した｡

小坂 克彦一般賞 (財)移動無線ｾﾝﾀｰ

1981年のCCIR 終会議から95年ITU-Rの放送に関するSG会

合まで16年間に渡り､ITUにおける放送に関する国際標準化

活動に積極的に参加､特に91年から3年間､ｴﾝﾊﾝｽﾄNTSCに

関するWP11Aのﾗﾎﾟｰﾀをはじめ､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙTV同期､EDTVの勧

告草案作成作業班の議長として活躍､内外の信頼と評価を

得､国際標準化と放送の発展に寄与すると共に､民放界にお

けるITU活動の礎を築いた｡

清水 孝雄一般賞 ㈱東京放送 開発局

伝送系技術の専門家として､CCIR､CCITTの会合に参加し､数

多くの国際標準の作成･制定に寄与し､82年CCIR第ⅩⅤ回総

会では､日本の提案により始められたCCIRの作業組織の見

直しの体制成立の審議に協力した｡1987年からKDDｼﾞｭﾈｰﾌﾞ

事務所長在任中には､ITUにおける日本の諸活動に積極的に

協力すると共に､ﾃﾚｺﾑ87における展示･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに関しITUと

の折衝など準備および期間中の推進に大きな役割を果たし

た｡

畑中 卓純一般賞 国際電信電話㈱ 営業本部
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一般財団法人日本ITU協会

1994年秋のITU京都全権委員会議開催に際して､郵政省内に

設置されたITU全権委員会議準備室長として､その準備段階

において､郵政省内をはじめ国内関係機関と､実施計画全般

にわたり連絡･調整および協議を行い､周知･広報活動に尽力

し､わが国としての一体的な準備および実施体制を確保すると

共に､議場の国立京都国際会館内に設置された日本事務局

の運営に当たり､京都全権委員会議の円滑な運営開催を実

現し､会議に成功に貢献した｡

坂東 正明一般賞 元 郵政省 大臣官房国際部

1991年以降､ITU-R SG10(音声放送)関係のほとんどすべての

会合にわが国の中心的な役割を担い参加すると共に､92年に

はﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ音声放送に必要不可欠な高品質高能率符号化音

声の品質の主観的評価法を早急に研究するために設立され

たTG10/3の議長として､標準化活動に精力的に取り組み､審

議の進展に多大の貢献をすると共に､品質劣化の極めて小さ

い音声の主観品質評価法に関する技術的貢献･国際的な調

整､HDTV用ﾏﾙﾁﾁｬﾈﾙ音声方式の勧告化等に貢献した｡

宮坂 栄一一般賞 日本放送協会 放送技術研究所

CCITT SGⅩⅡ(電話網と端末の伝送品質)､SGⅩⅧ(ISDN)お

よびITU-T SG13(ﾈｯﾄﾜｰｸ全般)の標準化活動に､1983年以来

4会期13年間にわたり参加し､延べ24回の会合に出席｡また､2

会期にわたりISDNの品質に関するﾗﾎﾟｰﾀを務め､電話網･N-

ISDN網･B-ISDN網の通信品質の議論を常にﾘｰﾄﾞし､その研究

方向を明確化する重要な提案や勧告草案の作成に中心的役

割を果たし､世界標準化に大きく貢献した｡

村上 英世一般賞 日本電信電話㈱ 通信網研究所
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年度・賞名 受賞者
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所属 部署 功績概要

通信衛星を利用したﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ番組素材の伝送に関する国際

標準化を行うCCIR TG CMTT-5およびITU-R WP4SNGにおい

て副議長を務め､1994年にはﾃﾞｨｼﾞﾀﾙSNG､HDTVの衛星伝送

に関するﾗﾎﾟｰﾀ会合を東京に招請､同会合議長として標準化

に向け審議の促進に大きく寄与した｡

永井 研二一般賞 日本放送協会 技術局

ITU技術協力部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｵﾌｨｻｰおよびｱｼﾞｱ･太平洋電気通信

共同体(APT)ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとして途上国の電気通信事業の発展な

らびに標準化活動の基盤構築に寄与した｡また通信機械工業

会のITU-T委員会事務局を担当し､参加ﾒｰｶｰの標準化活動

への支援あるいはITU会議への参加など､多大の貢献を行っ

た｡

中村 幸夫一般賞 通信機械工業会 技術部

1980年以来15年にわたり､ITU-R SG9(無線中継)を中心に日

本代表として活躍､回線品質､周波数配置､周波数共用問題等

に関する提案を多数行い､勧告化に寄与し､また､作業分科会

(SWP)議長､作業部会(WP-9C)議長､｢ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ無線中継方式

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ｣のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを務めるなど､ITUの技術普及活動に

も寄与した｡

橋本 明一般賞 日本電信電話㈱ ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ研究所

(財)電波ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰの設立に邁進し､設立後同ｾﾝﾀｰに

おいて電波利用ｼｽﾃﾑの標準化活動に多大の貢献を行った｡

これらの活動の成果はITUにおける標準化作業の寄与に関し

指導的役割を果たし､特に第3世代の公衆陸上移動通信

ｼｽﾃﾑ(FPLMTS)の国際標準化に大きく貢献した｡

古川 弘志一般賞 (財)電波ｼｽﾃﾑ開発

ｾﾝﾀｰ

CCITT SGⅢ･ITU-T SG3の活動に永年参加､同SGの副議長

としてﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮し､Dｼﾘｰｽﾞ勧告の制定､国際電気通信

の制度･料金分野において多国間調整､国際標準化活動に貢

献した｡また､1976年から1981年までKDDｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所に在

任し､ITU活動全般に積極的な支援を行い､顕著な功績を残し

た｡

松平 恒和一般賞 国際電信電話㈱ 経営企画本部

無線通信関係の国際会議にわが国代表として出席､わが国

の電波権益の確保に多大の貢献をした｡さらに､ITUの国際周

波数登録委員会およびそれに引き続く無線通信規則委員会

の委員として､永年にわたり周波数の国際管理･調整に尽力

し､世界の電気通信の方向を定める各種の会議に顕著な貢献

をし､世界の電気通信の発展に大きな功績を果たした｡

三浦 信一般賞 (財)新日本ITU協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

1985年以来､CCITT SGⅦ､SGⅧ､ITU-T SG7等の活動に参

加､延べ20回の会合に出席､｢ISDNﾊﾟｹｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ｣のｴﾃﾞｨﾀ･

ﾗﾎﾟｰﾀを務め､これまでに64件の寄書を提出､勧告ﾄﾞﾗﾌﾄ案の

作成に中心的役割を果たし､ISDNｻｰﾋﾞｽの高度化に向けて多

大の貢献を行った｡

平松 幸男著作賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成6年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ海外事務所長を務めた期間､ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ電信電話主管

庁会議､ﾆｰｽ全権委員会議が開催された際､両会議において､

諸外国の代表等との折衝を通じ､会議の円滑な推進に尽力し

た｡また､CCITT SGⅢ､SGⅤ等の会議運営に尽力し､一方､

ﾃﾚｺﾑ91において､ﾃｸﾆｶﾙﾌｫｰﾗﾑ論文審査委員､青少年会が

ｺﾝｸｰﾙ審査委員を務め､日本としての意見を反映すると共に

ﾃﾚｺﾑの成功に多大の貢献をした｡

足立 邦彦一般賞 NTT東海移動通信網

㈱

11年余の長きに渡りITU本部のCCIR事務局に勤務し､その中

核として､支援活動を行い､CCIR活動の推進に貢献した｡世界

無線通信主管庁会議(WARC-ORB)ならびにCCIR第ⅩⅥ回総

会の首席代表を務め､各国の利害が激しく交錯する中､その

調整に卓越した手腕を発揮してその重責を果たすと共にわが

国の権益確保にも大きく寄与した｡第41会期､42会期のITU管

理理事会には､ｶｳﾝｾﾗｰとして参加し､わが国の地位向上に大

きな役割を果たした｡

新井 彰一般賞 ㈱田無ﾀﾜｰ

電話回線の伝送品質､通話品質の専門家として､CCITT

SGⅩⅠ､ⅩⅡ､ⅩⅢ等において国際標準作成に功績を残し

た｡ﾃﾚｺﾑ79ではG3ﾌｧｸｼﾐﾘのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟであるｸｲｯｸﾌｧｯｸｽの優

越性･有効性を展示･実演によってｱﾋﾟｰﾙし､翌年のG3ﾌｧｸｼﾐﾘ

の標準化に大きく寄与した｡ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所長在任中は､世界

無線通信主管庁会議(WARC-HFBC､WARC-ORB)等に参加

し､会議運営を支援した｡

竹中 理一般賞 国際電信電話㈱

電波気象､ﾏｲｸﾛ波･ﾐﾘ波の降雨伝搬特性､固定無線中継回線

におけるﾏﾙﾁﾊﾟｽﾌｪｰｼﾞﾝｸﾞ特性など､非電離媒質内電波伝搬

に関する研究に従事し､その成果をCCIR活動に反映させてき

た｡この功績により､第14回日本ITU協会賞(著作賞)を受賞して

いる｡第ⅩⅥ回CCIR総会でSG5の副議長に選任されて以来､

無線通信技術や運用面での研究､勧告の作成等で指導的役

割を果たした｡

細矢 良雄一般賞 北見工業大学 電気電子工学科

ITU-R SG11で､将来のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ地上ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送について審

議するため設置されたTG11/3の副議長に選出され､信号多

重化と誤り訂正に関する技術的な貢献と国際調整作業に尽

力した｡ﾖｰﾛｯﾊﾟ放送連合(EBU)やｱｼﾞｱ放送連合(ABU)などで

のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ放送に関する審議にも活躍している｡ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ音声

放送分野においても､ﾖｰﾛｯﾊﾟ方式の問題点の指摘並びに改

善提案を行うなど､国際哄笑にも精力的な活動を続けている｡

山田 宰一般賞 日本放送協会 放送技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

CCITT SGⅩⅡの活動に参加し､電話機および熱と沸くの品質

に関する世界標準の作成に多大の貢献をしている｡音声装置

の物理特性を測定するときに用いられる信号の発声法に関す

る勧告､電話機の品質を表すﾗｳﾄﾞﾈｽ客観品質測定器､および

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ電話機の客観品質測定器の作成等である｡さらに､世

界的に普及している変調雑音発生装置および量子化歪ﾕﾆｯﾄ

による方法を提案したほか､人間による評価値と同等の値を

機械によって得る客観測定法の課題の勧告化を勧めている｡

北脇 信彦著作賞 日本電信電話㈱ ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究

所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成5年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

NTTのｸｳｪｰﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所において､無線方式､搬送方式､

印刷殿新方式等の設備計画を設定し､同国の電気通信の発

展に多大の貢献をした｡2回延べ6年間に渡るNTTｼﾞｭﾈｰﾌﾞ海

外事務所勤務の間､ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議をはじめ､CCIR,

CCITT等多くの国際会議の運営等にも貢献｡

岡部 恒雄一般賞 (財)海外通信･放送

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協力

主としてｻｰﾋﾞｽにかかわる国際標準化に多大の寄与｡国際写

真電報に関する勧告の簡素化､新たに登場したﾌｧｸｼﾐﾘ電報

業務およびﾃﾚﾌｧｯｸｽ業務に関連した各種勧告の成立に多大

の功績を残した｡ 近飛躍的に普及しつつある国際ｸﾚｼﾞｯﾄ通

話に関しては､その重要性､将来性を早くから見通し､標準化

の道を開いた｡

小畑 富宥一般賞 (財)KDDｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

SIOの中心的存在として建設的な意見を積極的に提案｡各国

代表との接触を密にして会議への対処方針について意見交

換し､円滑な実施に貢献するなどITUにおける日本の地位の

向上に大きく貢献｡条約･憲章の検討委員会委員としてわが国

の対処方針の策定にも寄与｡

鈴木 幟一般賞 日本電気㈱

電気通信技術審議会委員､さらに同審議会CCITT委員長を努

め､わが国のITU活動および通信･放送の発展に寄与｡｢21世

紀を展望した情報通信技術開発に関する基本方針に着いて｣

の答申作成に当たり､多くの貴重な提言を行い､その取り纏め

に貢献｡ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙやﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ映像技術等の各種規格統

合のあり方､開発促進方策等の取り纏め推進｡

辻井 重男一般賞 東京工業大学 工学部

CCIR総会でのHDTVのｽﾀｼﾞｵ規格(Rec.709)およびMUSEの規

格(加速勧告)等の勧告化に貢献｡特にCCIRのHDTVｽﾀｼﾞｵ規

格を担当したSG11のIWP 11/6では､日本代表団の重要ﾒﾝﾊﾞ

として活躍｡また､EBU､ABU､ATSC､OIRT等の関係国際機関と

の交渉を精力的にこなすなどHDTVの規格化を推進｡

二宮 佑一一般賞 日本放送協会 放送技術研究所

CCIR SG3(現在のSG9E)で｢HFﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ音声伝送｣に関する報

告を世界に先駆けて行い､勧告化の基礎を作った｡以降HFﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ音声伝送､HFﾊﾟｹｯﾄ伝送､HFﾃﾞｰﾀ伝送の各分野での勧告

作成に貢献｡また､不可能とされていたDSB放送機のSSBへの

改造が氏の提言により見直されることになり､各国から注目と

期待が寄せられている｡

藤井 拓三一般賞 国際電気㈱ 電子通信事業部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

数多くの寄書の提出､勧告草案の作成等CCITT標準化活動に

多大の貢献｡特に､ﾌｧｸｼﾐﾘ関連(G2､G3､G4)の国際標準化活

動においては､課題｢ISDN用端末ｲﾝﾀﾌｪｰｽ｣の議長として加速

勧告T.90をまとめた｡さらに､SGⅠｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙ/ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨ

ｱｻｰﾋﾞｽの国際標準化に尽力した｡

松本 充司著作賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸ高度化推進

本部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成4年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和34年郵政省へ入省､55年電波監理局周波数課長､57年

同局無線通信部陸上課長､63年通信政策局次長､平成元年

放送行政局長等の要職を歴任｡一貫して､日本の電気通信行

政に関与し､平成2年より現職｡この間､移動通信分野でのﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ通信に関する二国間の国際調整を多く手がけ､特にCS

-2打ち上げに際しての旧ｿ連との調整では重要な役割を演じ､

以後のわが国の衛星計画の推進に多大の寄与をした｡ITU活

動については､51年から3年半にわたり､CCIRで参事官として

専門事務局に勤め､56年CCIR研究委員会 終会合代表を始

め､57年第15回CCIR総会代表､62年ｱｼﾞｱ･太平洋電気通信共

同体(APT)総会主席代表､平成元年のﾆｰｽ全権委員会議では

次席全権委員として活躍するなど､国内外の電波利用の発展

に多大の貢献をした｡

大瀧 泰郎一般賞 三菱商事㈱

昭和38年NHKに入社､40年技術管理局計画部､42年から1年

間米国留学､56年総合技術研究部･無線研究部･主任研究員､

59年から6年間ITU(IFRB)職員､平成3年より現職｡この間､一巻

して放送事業における技術分野において調査研究に従事｡特

に技術管理局計画部では､現在のわが国の中波ﾗｼﾞｵ放送の

ﾁｬﾝﾈﾙﾌﾟﾗﾝの基礎となる外国電波の夜間混信状況調査･対

策を実施した｡また､放送技術研究所では短波の電波伝搬お

よびSSB技術の研究を行うなど､わが国の短波放送の実施に

当たり多大の貢献をした｡IFRBの6年間では､短波放送のﾌﾟ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞにかかわるｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発に従事､有力なﾂｰ

ﾙを完成するなど､多大の国際貢献を行った｡また､59年の

WARC-HFBC(第二会期､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ)､平成4年のWARC'92には

郵政省参与として参加した｡殊にHF帯の周波数国別使用計画

に必要な技術基準､計画作成の原則および方法についての

寄与は顕著である｡

大原 光雄一般賞 日本放送協会 放送技術研究所

昭和27年電気通信省へ入省､33年ﾌﾗﾝｽ留学､38年ｺﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗﾝ

専門家としてｶﾝﾎﾞｼﾞｱ派遣､48年日本電信電話公社ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ

駐在事務所長､51年海外連絡室次長､54年日本通信協力株

式会社(NTC)取締役､平成2年より現職｡この間､一貫してわが

国の電気通信･国際協力活動に従事した｡特に､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱでは､

ｺﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗﾝ専門家として､裸搬の交叉改修の他､現地の若手技

術者の養成､ｸﾒｰﾙ字/ﾛｰﾏ字両用ﾌﾟﾘﾝﾀｰの開発などを指導し

た｡48年からの3年間は､NTTｼﾞｭﾈｰﾌﾞ駐在事務所長として､

NTTの窓口として各種会議等のITU活動に参加すると共に､日

本政府代表部に協力した｡さらに､ﾏﾗｶﾞﾄﾚﾓﾘﾉｽ全権委員会議､

世界電信電話主管庁会議､CCITT/CCIR総会等に現地協力し

た｡また､53年の国際ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ通信協議会(ICCC)の事務局次

長を務めた｡特に59年の第8回CCITT総会(ﾏﾗｶﾞﾄﾚﾓﾘﾉｽ)では､

ISDNおよびﾃﾚﾏﾃｨｰｸ関連勧告の審議促進に貢献した｡

北川 泰弘一般賞 ㈱NTCｲﾝｺﾑ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和39年国際電信電話株式会社へ入社､45年より現職｡この

間､主としてCCITT事務局員としてITUの運営に参加した｡

ｱﾌﾘｶﾌﾟﾗﾝ委員会を振り出しに､59年まで合計15回のﾌﾟﾗﾝ委員

会を主催し､同委員会の権威､機能の明確化を図り､基盤整備

と発展に多大の貢献をした｡特に､委員会での討議の取り纏め

の効率を図るためのｺﾝﾋﾟｭｰﾀの導入を推進し､58年からの実

用化に尽力し､大きな功績を残した｡さらに､50年からはCCITT

SGⅤ､Ⅵをも担当し､ｹｰﾌﾞﾙ保護､接続､機械強度等の研究､勧

告､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ作成に寄与すると共に､日本技術の採用に努め

た｡59年以降はさらにSG Ⅸ､ⅩⅦを併せ担当し､電話網と端局

機器､電話網におけるﾃﾞｰﾀ伝送等の分野における国際標準

化の推進に貢献している｡

瀬沼 義昌一般賞 ITU

昭和40年日本電信電話公社に入社､47年科学技術庁へ出

向､53年海外連絡室調査役､55年海外協力専門家(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

派遣)､60年NTTﾛﾝﾄﾞﾝ駐在事務所次長､63年ITU職員､平成2

年より現職｡この間､55年から2年間JICA専門家として､ｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ国の電気通信の発展に貢献した｡60年から3年間は

NTTﾛﾝﾄﾞﾝ事務所次長として､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所と協力して､ITUと

日本との調整等ITU活動を支援した｡63年からはITU職員とし

て､ITUの開発途上国に対する技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施責任

者として､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施および他面に渡るCTD活動の原動

力として貢献した｡特に､66年の第46回ITU管理理事会では､日

本政府代表として､第3委員会(技術協力)を担当し､ITUの機構

改革のうち､技術協力にかかわる電気通信開発ｾﾝﾀ(CTD)の

電気通信開発局(BDT)への統合に関する審議に寄与した｡

橋本 了一般賞 日本電信電話㈱ 国際部

昭和47年株式会社富士通研究所へ入所､55年ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ研

究部第一研究室長､58年通信処理研究部第一研究室長､62

年通信処理研究部長､平成2年より現職｡この間､通信の中核

を構成するISDNの実現に向けて､多面的な研究を行い､ITUが

推進する高度情報通信社会の実現の為に多大の貢献をした｡

ITU活動については､CCITTSGⅩⅧにおいてISDN勧告の審議

の初期段階から参加し､ISDNｺﾝｾﾌﾟﾄ普及の面でも広く啓蒙活

動を行い､CCITT勧告I.430草案の起草ﾒﾝﾊﾞｰとしてﾒｰｶｰの立

場から装置の実現性に関する詳細検討結果を委員会に提出

するなど､勧告制定に多大の貢献をした｡59年以降も引き続き

B-ISDNの勧告化に努めている｡特にISDNｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ'89では数

多くの関係論文を発表し､現在の通信網から広帯域ISDNへの

進化に着いて､ﾒｰｶｰの立場からの戦略を述べ､ｺﾝｾﾌﾟﾄ実現の

可能性を示した｡また､｢ﾃﾚｺﾑ'87｣では狭帯域ISDNｼｽﾃﾑを

｢ﾃﾚｺﾑ'91｣では広帯域ISDNｼｽﾃﾑを展示するなど､ITU活動に

多大の貢献をした｡

村野 和雄一般賞 ㈱富士通研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和25年電波庁電波部へ入所､42年郵政省電波研究所平磯

支所長､50年調査部長､51年電波部長､55年企画部長､57年電

波研究所長､61年より現職｡この間､主として電離層伝搬の研

究に従事､32年から3年間､南極地域観測隊員､また､40年には

米国務省国立標準局･中央電波伝搬研究所の客員研究員と

して､①極域下部電離圏構造の研究､②中緯度夜間E域構造

の研究､③下部電離圏における長波伝搬の研究など電波伝

搬の研究に携わった｡ITU活動に着いては､CCIR関連の国内

審議に参加すると共に､47年からはCCIR関連の国内審議に

参加すると共に､47年からはCCIR SG6にかかわる数多くの国

際会議に参加､平成元年のCCIR 終会議でSG6のSUB-WG

の議長として会議運営に貢献した｡現在は電離媒質内電波伝

搬の測定および雑音についての審議を行うWP6Cの議長をも

務めるなど､ITU活動に対する多大の貢献をしている｡

若井 登一般賞 東海大学 開発技術研究所

昭和38年沖電気工業株式会社に入社､51年電子通信事業

部･総合技術部･伝送技術第1部搬送第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ長､58年伝送

技術第2部長､60年電子通信事業本部･伝送無線事業部･伝

送技術第1部長､平成元年伝送端局統括部長､平成2年より現

職｡この間､ITU活動として､61年から62年にかけてCCITT

SGⅩⅧのAD-Hocｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰとして､32kbit/sADPCM音声

符号化方式の標準化の審議に携わり､63年CCITT SGⅩⅧ本

会合で同方式はG.726に記載され､国際通信の高品質化､経

済化に大きく寄与した｡また､太平洋横断ｹｰﾌﾞﾙ運用者会議

(62年)､ｲﾝﾃﾙｻｯﾄIDRｾﾐﾅｰ(63年)､PTC'89およびANTEL Y

COMTELCAｾﾐﾅｰ(平成元年)でそれぞれ32kbit/s音声符号化

方式を用いたDCE､ﾄﾗﾝｽｺｰﾀﾞについてﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを行った｡

平成元年から､電気通信技術審議会CCITT委員会･第8委員

会(SG ⅩⅡ､ⅩⅤ､ⅩⅦ)の調査研究員､TTC第5部門(符号化)

委員会副部門委員長としてITU活動に多大の貢献をしている｡

河井 正彦著作賞 沖電気工業㈱ 通信ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本

部

昭和43年日本電信電話公社に入社､54年武蔵野電気通信研

究所交換方式研究室長補佐､59年研究専門調査役､60年横

須賀電気通信研究所研究専門調査役､62年より現職｡この間､

ITU活動として､60年以来､CCITT GAS9作業部会の副議長と

して｢開発途上国へのISDN(ｻｰﾋﾞｽ総合ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網)導入に関

するｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ｣の検討に際し､日本側のﾃﾞｰﾀを参考として提

示しつつ､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ取り纏めの中心的役割を果たした｡また

｢ｱﾅﾛｸﾞ/ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ混在網からﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網への移行に関するｹｰ

ｽｽﾀﾃﾞｨ｣では､ﾀｲ国の市外網を実例として､需要予測ﾃﾞｰﾀ､現

在の網構成ﾃﾞｰﾀ等に基づいて､10年後のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網への移行

方法の研究を行った｡この成果はITUから出版され､開発途上

国における通信網のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化計画に大いに役立っている｡ま

た､52年以来､数多くのITU主催の開発途上国向けのｾﾐﾅｰ等

に講師として参加し､開発途上国における電気通信の普及･発

展に多大の貢献をしている｡

星 元雄著作賞 日本電信電話㈱ 通信網総合研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成3年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

JICA専門家として､ｲﾗﾝ国電気通信研究ｾﾝﾀｰ無線部長や

KDDｶｲﾛ事務所長を務めるなど､中近東諸国との国際友好関

係の維持に尽力された｡また､1988年よりITU技術協力専門家

としてｸｳｪｰﾄ通信省に赴任し､湾岸戦争危機の始まる1990年8

月まで同国の国際電気通信の発展･開発･改善に尽力された｡

木本 正二一般賞 国際電信電話㈱

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ(HDTV)の開発に中心的役割を果たす｡国内外にお

いてﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝの規格制定で活躍｡1982年にｱｲﾙﾗﾝﾄﾞで開催さ

れたEBU総会で､日本のﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝの規格を提案し､ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ

衛星放送の実現のために尽力された｡国内においてもBTAの

規格制定に尽力｡CCIR SG11関係の議長･副議長を務める｡

西澤 台次一般賞 日本放送協会 放送技術研究所

衛星通信方式､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ通信方式の開発を推進｡ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ､

ｲﾝﾏﾙｻｯﾄにおける各種ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑの開発､実用化や将来

衛星の設計､仕様化に貢献｡CCIR SG8の副議長を務める｡

平田 康夫一般賞 国際電信電話㈱ 事業開発本部

1978年よりCCITT SGⅩの副議長を務め､1980年よりSGⅩと

SGⅨが統合され､CCITT SGⅨの副議長を経て､現在は日本

で2人しかいない議長(もう1人はCCIR)を務める｡ﾃﾚｯｸｽを開発

途上国を含め世界に広く普及させた第一人者である｡

松原 正久一般賞 国際電信電話㈱ 国際部

ﾃﾚﾋﾞ電話･ﾃﾚﾋﾞ会議などのｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑの標

準化に貢献する｡また､Gｼﾘｰｽﾞ勧告の確立にも寄与した｡1985

年CCITT SGⅩⅤ副議長に就任｡

山下 孚一般賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発

ｾﾝﾀ

ﾃﾚﾋﾞ電話･ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑの映像符号化標準作成に尽力｡勧

告H.261(p×64kbit/sｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙｻｰﾋﾞｽ用ﾋﾞﾃﾞｵ符号化方

式)､H.221(ﾌﾚｰﾑ構成)､H.320(制御･通知信号)等の設立に貢

献された｡

大久保 榮著作賞 日本電信電話㈱ ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究

所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和18年逓信省に入省し､同28年KDD移籍後､社長室ｼﾞｭﾈｰ

ﾌﾞ事務所長､国際部長､監査役を経て､51年取締役に就任､52

年に常務､55年代表取締役常務､60年代表取締役副社長､平

成2年取締役相談役を歴任し､平成3年より現職｡昭和33年世

界電信電話主管庁会議に日本代表随員として出席､以来､全

権委員会議､ﾌﾟﾗﾝ委員会､CCITT総会･研究委員会等で､電気

通信の国際標準化に向け､研究の組織化を推進する等､多大

の貢献を成した｡特に､同48年にはCCITT SGⅢ副議長に就

任､ﾃﾞｰﾀ通信､ﾃﾚﾏﾃｨｯｸｽ業務の運用､料金に係わる勧告の体

系化を推進､52年から59年までの永年にわたり､日本で初めて

議長を務め､国際電気通信の発展に大きく貢献すると共に､

ITUにおけるわが国の地位向上に著しく寄与した｡同61年藍綬

褒章､平成3年勲二等瑞宝章を受章｡

児島 光雄特別賞 (財)国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

基金

昭和8年NHK入局､24年技術局改良部長を初め､技術研究所

音響研究部長､技術局次長を歴任し､33年技術研究所長､36

年ｿﾆｰ㈱に入社､技術部長､常務取締役､中央研究所長､専務

取締役を経て48年顧問に就任､55年現職｡この間､同26年の

臨時無線主管庁会議ではわが国の中波放送帯電波獲得に

貢献､31年の第8回CCIR総会では､寄与文書等により､国際番

組交換用円盤録音および磁気録音の特性規定確立を図り､

ﾗｼﾞｵ放送の国際標準化を推進､建築音響設計研究の分野で

活躍し､34年の第9回CCIR総会に向け､ﾃﾚﾋﾞ信号の帯域圧縮､

雑音評価法を初めとするﾃﾚﾋﾞ放送の国際標準化を推進､また

ｽﾃﾚｵ音声放送の国際標準化ならびに国際番組交換の円滑

化に多大の貢献を成した｡同42年藍綬褒章､50年勲四等旭日

小綬章を受章､47年前島賞を受賞｡

島 茂雄特別賞 ｿﾆｰ㈱

大正8年内閣海軍省に入省し､横須賀鎮守府にて高周波送信

機の研究実用化に従事､出力100kWの送信機の完成を始め､

同15年には東京~北京間の無線通信に成功､学術研究会議電

波研究委員会委員として電波伝播実験を担務し､水晶発信器

とﾋﾞｰﾑｱﾝﾃﾅによる高安定高出力の発信を実証､短波長

ｱﾝﾃﾅｱﾚｲを考案､昭和6年にはCCIR､URSI各会議にわが国か

ら代表出席､仏語を駆使しITU活動の先駆者として活躍､その

後数々の要職を歴任し､文部省電波物理研究所の創設に尽

力､同26年電波監理委員会企画の日本無線史の編纂に従

事､翌年より千葉大学教授､36年より東京電機大学､千葉工業

大学各教授として教育の分野で活躍すると共に同年安展工

業㈱社長､その後会長､相談役を歴任｡永年にわたり､わが国

の無線通信の開発､普及に大きく貢献した｡昭和15年勲三等

瑞宝章､旭日中綬章を受章｡

谷 恵吉郎特別賞 元 千葉大学



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

大正14年逓信省に入省し､郵務局規画､外国郵便各課長､電

務局外信課長､航空局総務課長を歴任､ｼﾞｬﾜ軍政監部司政長

官を経て､逓信省電務局長｡昭和24年退官後､日本船舶通信

㈱社長就任､㈱ﾀﾞｲﾔﾙ社社長､(社)電気通信協会会長､日本資

料計算㈱社長､日本通信ｻｰﾋﾞｽ㈱取締役､FM東京㈱監査役

等を歴任｡同10年にはわが国の山岳地域に無線電話の普及

を推進､郵務局外国郵便課長としてﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽで開催の万国

郵便会議(UPU)に代表出席､電務局外信課長としてわが国の

ITU活動を推進し国際電気通信の発展に貢献､電務局長とし

てわが国の電気通信の戦後復興に尽力､またわが国の移動

通信の普及に多大の貢献を成し､今日の高度情報社会の基

礎を構築｡退官後も､電気通信協会会長としてわが国の船舶

電話ｻｰﾋﾞｽの発展に多大の貢献を成した｡昭和39年藍綬褒

章､45年勲二等瑞宝章受章｡

中山 次郎特別賞 元 逓信省

昭和23年逓信省に入省､32年電波監理局放送技術課長､35

年電波研究所次長､37年電波監理局監視部長､38年同無線

通信部長､40年近畿電波監理局長､42年関東電波監理局長､

44年電波監理局長を歴任､47年よりKDD参与､50年よりIFRB

委員､57年KDD参与､(財)移動無線ｾﾝﾀｰ会長を歴任し､平成2

年現職｡昭和33年よりCCIR会合に代表出席､37年宇宙通信に

関する諮問委員会､38年CCIR総会､宇宙無線通信に関する臨

時無線通信主管庁会議､同年以降世界ﾌﾟﾗﾝ委員会､ｱｼﾞｱ･太

平洋地域ﾌﾟﾗﾝ委員会､46年無線通信主管庁会議､48年ITU全

権委員会議､49年世界海上無線通信主管庁会議等に代表出

席し､国際電気通信の発展に多大の貢献を成した｡特に38年

以降ｱｼﾞｱ･体表用地域ﾌﾟﾗﾝ委員会副議長｡60年勲二等旭日

重光章受章｡57年第10回日本ITU協会賞､第28回前島賞､58

年第33回電波の日大臣賞受賞｡

藤木 榮特別賞 (財)移動無線ｾﾝﾀｰ

昭和17年逓信省に入省､同28年NTTに移籍後32年技師長室

調査役を初め､ﾊﾞﾝｺｸ駐在事務所長､技術局次長､四国電気通

信局長､建設局長等を歴任､44年郵政省電気通信監理官､49

年NTT理事を経て､49年日本通信協力㈱顧問に就任､50年同

社代表取締役社長､60年会長を歴任､平成元年現職｡昭和31

年CCIR研究委員会に代表､同45年よりECAFE代表団長､47年

東南ｱｼﾞｱ電気通信専門家会合代表団長､国際ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ通信

協議会(ICCC)ｶﾞﾊﾞﾅｰ､後に副会長､47年CCITT総会､48年世

界電信電話主管庁会議､日中海底ｹｰﾌﾞﾙ敷設計画協議会､48

年ITU全権委員会議等にてわが国代表団長､51年郵政審議会

専門委員､52年電気通信技術委員会臨時特別委員を歴任｡わ

が国のITU活動ならびに世界の電気通信の普及に多大の貢

献を成した｡63年勲三等旭日中綬章受賞｡50年日本ITU協会

賞､59年電気通信協会賞受賞｡

牧野 康夫特別賞 日本情報通信

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和10年日本無線電信㈱に入社､22年逓信省入省､24年電

気通信省に移籍､電波庁を経て､25年郵政省電波研究所に改

称後､28年KDDに移籍､要職を歴任し､47年取締役就任､55年

副社長､57年より国際通信施設㈱社長､50年より58年まで郵

政省電波技術審議会委員､55年より科学技術庁宇宙開発委

員会参与､無線設備検査検定協会評議員､宇宙産業ﾋﾞｼﾞｮﾝ策

定委員会委員､60年より日本ITU協会CCIR研究会主査等を歴

任､63年現職｡電波技術審議会ではCCIRの宇宙研究､電波天

文および固定衛星業務関連委員会主査として永年にわたり

わが国のCCIR活動に尽力､宇宙開発委員会､科学技術庁､宇

宙開発事業団等では､固定衛星による国際電気通信の発展

に多大の貢献を成した｡昭和48年紫綬褒章､60年勲三等旭日

中綬章受章､33年前島賞､62年IEEE国際通信賞､平成2年

CCIR創立60周年記念賞受賞｡

宮 憲一特別賞 (財)国際衛星通信協

会

昭和22年より富山県高岡工芸高校にて教鞭を執り､31年日本

検査㈱等を経て､37年(社)通信機械工業会に採用｡以来､技

術､広報各課長､業務部長代理､企画室長などを歴任し､57年

現職｡40年通産省JIS制定委員会臨時専門委員､46年より49

年まで日本ITU協会編集委員会委員､45年以来ﾃﾚｺﾑ71､75､

79､83､87､91各実施協議会委員および幹事､現地日本事務局

代表､平成元年以来､ﾃﾚｺﾑ91関連行事連絡協議会委員､

ﾃﾚｺﾑ91ﾌｫｰﾗﾑ委員会委員等を歴任｡46年のITU本部主催

ﾃﾚｺﾑ展示会の創設期より､永年にわたり､わが国のﾃﾚｺﾑｲﾍﾞ

ﾝﾄへの参加を支援､電気通信産業界関連部門の調整に貢献､

現地日本事務局の企画､運営を推進しわが国のITU活動に著

しく貢献､またわが国の国際青少年絵画ｺﾝｸｰﾙ参加を積極支

援し､ITU活動の周知普及ならびにITUにおけるわが国の地位

向上に多大の貢献を成した｡

小島 武褒賞 通信機械工業会

昭和39年NTTに入社､電気通信研究所にて画像通信の研究

に従事､46年早稲田大学理工学部助教授､51年現職｡51年東

北大学電気通信研究所流動研究員､53年英国ｴｾｯｸｽ大学客

員教授､61年電子情報通信学会編集幹事､63年同学会企画

担当理事､現在評議員､その他同学会の通信網関連各種専

門委員会委員､画像電子学会理事､情報処理学会とその応用

学会評議員､日本学術会議委員､電気通信端末機器審査協

会評議員､TTC委員等を歴任｡電気通信技術審議会のCCITT

委員会第9専門委員会主査として､ISDNの国際標準化に貢

献｡平成2年CCITT SGⅩⅧ専門家会合に代表出席｡同時に日

本ITU協会の出版編集委員会委員長として､機関誌の論説展

開をまとめ､わが国のITU活動に多大な貢献を成した｡昭和38

年稲田賞､45年梶井賞､平成2年電子情報通信学会業績賞､

画像電子学会論文賞受賞｡

富永 英義褒賞 早稲田大学 理工学部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和26年柳建設㈱入社､28年時事通信社新潟支局入社､37

年同社退社､その後48年(財)日本ITU協会に採用され､現在に

至る｡協会に採用後は､国際標準化､国際協力､機関誌編集､

調査出版等の各種委員会､ｾﾐﾅ､国際ﾌｫｰﾗﾑ､ITUｸﾗﾌﾞ､ITU世

界電気通信日記念式典､協会創立記念式典､ITUﾃﾚｺﾑ等各種

広報行事等の事務局業務､出版活動業務､特にITU図書斡旋

および管理運営業務､会計業務等協会の基本業務全般に着

いて､永年にわたり地道な活動を続け､協会の事業運営を支

え､今日の発展に多大な貢献を成した｡勤続期間18年｡

高村 耐子褒賞 (財)日本ITU協会

昭和33年諏訪市立保育園勤務､36年退職､その後54年(財)日

本ITU協会に採用され､現在に至る｡協会に採用後は､国際標

準化､国際協力､機関誌編集､調査出版等の各種委員会､

ｾﾐﾅ､国際ﾌｫｰﾗﾑ､ITUｸﾗﾌﾞ､ITU世界電気通信日記念式典､協

会創立記念式典､ITUﾃﾚｺﾑ等各種広報行事等の事務局業務､

出版活動業務､特に､ITU関連文書､研究会開催通知､協会機

関誌､広報案内等の常時膨大な資料､文書の発送業務等､協

会の基本業務全般に着いて､永年にわたり地道な活動を続

け､協会の事業運営を支え､今日の発展に多大な貢献を成し

た｡勤続期間13年｡

藤沢 絹子褒賞 (財)日本ITU協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成2年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和4年､日本電気㈱に入社し､以降60余年の長きにわたり､

ITU活動に深くかかわり､特に1982年ﾅｲﾛﾋﾞでのITU全権委員

会議にて､設立が決定された電気通信の世界的発展のため

の独立委員会に､世界を代表する17名の委員の1人として参

加し､多くの卓越した提言を行い､発展途上国への開発援助策

を中心とした､報告書の作成に参画するなど同委員会の活動

に貢献した｡また､ｲﾝﾃﾙｺﾑ'77およびITUの主催するﾃﾚｺﾑ･ﾌｫｰ

ﾗﾑにおいて基調講演を行い､電気通信の将来の方向を示唆

する､通信とｺﾝﾋﾟｭｰﾀの融合(C&C)を提唱するなど､電気通信

の発展に寄与した｡この間､永年のITU活動への貢献により､

ITU本部およびﾒﾝﾊﾞｰ国から厚い信任を得ているのみならず､

国連大学協力会会長等歴任するなど､経済界の要人として､

また国際人として､広く社会に貢献すると共に､後輩の指導育

成に尽力した｡

小林 宏治特別賞 日本電気㈱

昭和15年､外務省に入省し､同33年在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関代表

部在勤中､ITUの世界電信電話主管庁会議に政府代表として

参加し､従来､ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国にのみ適用されていた電話規則の

世界化に尽力すると共に､翌34年に開催された全権委員会議

においては､わが国を代表する全権委員として出席し､会議を

成功に導くなど､ITUの活動に寄与した｡更に同48年､ｽﾍﾟｲﾝ大

使在任中､ﾏﾗｶﾞ･ﾄﾚﾓﾘﾉｽで開催された全権委員会議には特命

全権大使として参加､さきにわが国がITU体制の法的安定性

の件地から提起した国際電気通信条約の憲章化を推進し､こ

れを全権委員会議の決議として成立せしめた｡その後､昭和57

年のﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議を経て平成元年のﾆｰｽ全権委員会

議において憲章化が実現したが､これらへの寄与を通じ､わが

国の国際的地位の広報に貢献した｡

佐藤 正二特別賞 (財)国際交流基金

昭和9年､逓信省に入省､わが国の電波行政および技術の発

展､宇宙通信分野の政策立案とその遂行に中心的役割を果

たし､戦前･戦後を通じて､電気通信の発展ならびに国際社会

におけるわが国の地位向上に貢献した｡特に同33年のITUの

世界電信電話主管庁会議には､政府代表随員として参加し､

電信規則および電話規則の制定に卓越した業績を残し､次い

で､同35年､39年の2回にわたりCCITT総会に参加し､電気通

信の標準化に尽力した｡また､同34年に開催された全権委員

会議には､わが国を代表する全権委員として参加､ITU活動に

おける中核的な存在として､会議の成功に寄与した｡さらにどう

46年以降､日本ITU協会の理事長､ついで会長を歴任し､ITUを

始め各種国際機関､標準化基幹等とわが国との架け橋として

電気通信の有効利用及び国際交流の分野に貢献した｡

八藤 東禧特別賞 (財)日本ITU協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

CCITT第Ⅵ研究会期(1977~1980)より､交換方式及び信号方

式を対象とする第ⅩⅠ研究委員会において､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ電話網

やISDNの基本となる共通線信号方式の標準化に携わり､可

変長形信号等､第7信号方式の基本方式を提唱し､ISDNの実

現に貢献した｡第Ⅶ研究会期(1981~1984)では､ISDNの基本概

念である｢ﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ標準｣を提唱し､ISDN勧告の確立

に尽力すると共に､第ⅩⅠ研究委員会の副議長として､ﾃﾞｨｼﾞ

ﾀﾙ加入者線信号方式の研究を推進した｡更に第Ⅷ研究会期

(1985~1988)では､第6作業部会の議長として､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者

線信号方式の標準化を推進し､勧告｢ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者線信号

方式ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸﾚｲﾔ｣および｢ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者線信号方式ﾚｲﾔ3｣

等を完成せしめ､ISDNの実用化に寄与した｡また､各種国際活

動を通じて､ISDN技術の普及に尽力､協会主催のITUｾﾐﾅｰや

ITUﾌｫｰﾗﾑにも､ﾊﾟﾈﾘｽﾄとして参画､ITU活動の国内普及に貢

献した｡

加納 貞彦一般賞 日本電信電話㈱ 通信網総合研究所

昭和23年逓信省に入省し､以来電波関係の要職を歴任､電波

技術をはじめとする無線通信技術の向上ならびに電波行政

の運営に尽力し､わが国における電波利用の発展に貢献し

た｡また､同41年のCCIR第ⅩⅠ回総会を始め､数次に渡る

CCIR関係会合に､わが国の代表として出席し､宇宙通信分野

の研究調査活動に寄与した｡特に同46年に開催されたCCIR

研究委員会特別会同会議においては､宇宙通信に関する周

波数の分配および共用基準策定の為の技術的な集大成に尽

力し､宇宙通信の発展に貢献した｡更に同57年より7年間にわ

たり､ITUの常設機関である国際周波数登録委員会(IFRB)の

委員として活躍､卓越した指導力を持って周波数の国際管理

に尽力すると共に､移動通信､宇宙通信､放送等の世界の電

気通信の方向づけを行う世界無線通信主管庁会議に多大の

寄与と貢献をした｡

栗原 芳高一般賞 (財)無線設備検査検

定協会

昭和63年の世界無線通信主管庁会議において､宇宙通信の

国際標準化に尽力､特に衛星放送関係小作業ｸﾞﾙｰﾌﾟの議長

として､12GHz帯衛星放送に必要な地上から衛星へのﾌｨﾀﾞｰ

ﾘﾝｸのためのﾁｬﾈﾙﾌﾟﾗﾝおよびその技術基準策定に寄与した｡

この間､各国の諸要求の調整を図り､わが国のみならずｱｼﾞｱ

太平洋地域の各国の要求をも満たすﾁｬﾈﾙﾌﾟﾗﾝの策定を成功

させた｡更にIFRBの要請に応えて､｢単一軌道位置の干渉解析

の為のﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用ｿﾌﾄｳｪｱ｣を開発し､主管庁間の要求

調整に供することで､ﾁｬﾈﾙﾌﾟﾗﾝの策定に貢献した｡また､同57

年以来多年にわたりCCIRの会合に出席､放送衛星の設計､運

用ならびに信号伝送方式の国際標準化推進に寄与し､わが国

の衛星放送技術の進展に貢献した｡

河本 太郎一般賞 日本放送協会 放送技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ信号の国政標準化について､CCIR勧告に沿った

経済的でかつ高能率名符号化方式を世界で始めて開発し､そ

の確立に寄与した｡昭和60年にはﾃﾚﾋﾞおよびｻｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに

関するCCIR･CCITT合同委員会のCMTTの 終会合に出席

し､前記方式を国際標準方式として勧告化することを提案､中

間作業班の副議長として､また専門家ｸﾞﾙｰﾌﾟの議長として指

導的役割を果たし､十数回に渡る標準化会合への出席を通じ

て､平成元年のCMTT 終会合では提案内容が標準として採

択される等､高品質かつ経済的な今後の国際番組の流通に

道を開いた｡また､この標準化作業の一環として､符号化画像

主観評価法ならびにﾃｽﾄ画像についても具体的な提案を行

い､国際標準として採択せしめるなど､標準化活動に貢献をし

た｡

村上 仁己一般賞 国際電信電話㈱ 上福岡研究所

昭和44年以来永年にわたり､CCIR活動に積極的に参加し､同

57年以降は､無線中継方式に関するCCIR第9研究委員会の

副議長として､同委員会の運営に携わると共に､CCIR活動の

効率化･近代化に努力した｡また､一貫して同委員会の無線周

波数配置およびｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ利用に関する､作業部会の議長とし

て､その卓越した指導力を発揮して､関係各国の意見の調整

に努め､多数の勧告の成立に尽力した｡特にﾏｲｸﾛ波通信方式

の全般にわたって､わが国の標準化委員会への積極的参画

ならびに寄与文書作成により､CCIR第9研究委員会への寄与

文書が諸外国を抜いてﾄｯﾌﾟを占め､新勧告の採択を容易にす

るなど幅広いITU活動と､CCIRの活動に貢献し､CCIRより厚い

信任を得ることで､わが国のCCIRにおける地位を高め､標準

化活動の推進に貢献した｡

室谷 正芳一般賞 三菱電機㈱ 開発本部

昭和52年よりﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者線信号方式および第7信号方式

の標準化に一貫して携わり､合同ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会合の副議長とし

て､関係各国の調整を図るなどISDN等に向けた勧告の作成に

幅広く活躍した｡特に第7信号方式については､CCITT第Ⅵ研

究会期(1977~1980)で､CCITT仕様記述言語(SDL)を用いたﾒｯ

ｾｰｼﾞ転送部の基本ﾓﾃﾞﾙとしよう記述案を提出し､勧告化に寄

与した｡他にも第Ⅶ研究会期(1981~1984)において､ISDNﾕｰ

ｻﾞ･網ｲﾝﾀﾌｪｰｽにおける基本呼制御手順の為のﾌｫｰﾏｯﾄ原則

の 終仕様やﾁｬﾈﾙ識別子ﾌｫｰﾏｯﾄなどの寄与文書を提出し､

勧告化に寄与した｡第Ⅷ研究会期(1985~1988)では､ISDNﾕｰ

ｻﾞ･網ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽのﾚｲﾔ3基本仕様や応用向けﾌﾟﾛﾄｺﾙのため

の第7信号方式ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ機能の勧告化に貢献､またISDNと

第7信号方式の統一的な発展の為のｲﾝﾀｰﾜｰｷﾝｸﾞ条件の勧

告化に際し会合の副議長として貢献｡勧告化を実現するなど､

寄書､論文等によりISDNの国際標準化に尽力した｡

北見 憲一著作賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発

ｾﾝﾀ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

平成元年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和59年より同63年に至る間NTTのｼﾞｭﾈｰﾌﾞ海外事務所長と

して駐在し､この間ITU諸会議におけるﾛﾋﾞｰ活動､わが国出席

者に対する支援､ITU本部との交渉等を通じてITUにおけるわ

が国の地位の向上に大きく貢献した｡特に1984年のCCITT第8

回総会においてはわが国の提案するｷｬﾌﾟﾃﾝ方式の国際標準

化に向けて側面から支援し､電気通信開発ｾﾝﾀｰの設立にあ

たっては､わが国の海外技術協力活動の充実､活性化の推進

に尽力し､またﾃﾚｺﾑ87においてはｼﾞｭﾈｰﾌﾞでの現地運営に尽

力すると共に､ﾌｫｰﾗﾑにおける技術論文委員会の日本委員代

行をつとめるなどITUの活動に寄与しわが国のITU活動に貢

献した功績は大きい｡

石野 文雄一般賞 日本電信電話㈱

世界各国の関心の的となっている静止衛星軌道位置の公平

な割当て問題について"静止衛星軌道有効利用の手法"に

｢関する研究を行うと共に"静止衛星軌道位置決定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ"を

開発した｡このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは郵政省を通じ国際周波数登録委員

会IFRBに寄贈され､1988年に開催された世界無線通信主管

庁会議第2会期WARC-ORB2において､世界各国に衛星位置

を割り当てるｱﾛｯﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ作成の為の公式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして使用

されるなどITUの活動に大きく貢献した｡また軌道有効利用の

研究と並行してCCIR会合､世界無線通信主管庁会議などの

多数の国際会合に出席し､特にWARC-ORB2においては作業

部会WG-4Aの議長として各国の意見の取り纏めに尽力する

などわが国のITU活動に貢献した功績は大きい｡

伊藤 泰彦一般賞 国際電信電話㈱ 目黒研究所

船舶/航空機搭載の現用ﾚｰﾀﾞｰの指示器に遭難者の位置を

表示し､遭難者にも捜索･救助側の接近を通報する機能をも

つ､捜索救助用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ(SART)を世界に先駆けて

開発し､SARTの国際標準化に貢献､遭難救助活動に大きく寄

与した｡特にSARTの技術特性に関してCCIR第16回総会にお

いて採択された勧告628はわが国の発明だけに基づいて制定

されたものとして注目された｡またSARTの原型開発以来ITU

及びIMO関連の多くの国際会合に出席すると共にこれら会合

に多数の寄書を提出して全世界的海上遭難･安全ｼｽﾃﾑ

(GMDSS)の採択に寄与するなど､ITUの活動に寄与し､わが国

のITU活動に貢献した功績は大きい｡

古東 啓吾一般賞 三菱電機㈱ 通信機製作所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

郵政省における電気通信技術審議会の専門委員､または調

査研究委員としてCCIRの各種会合に対する寄与文書の提

案､作成､審議に寄与すると共に､1981年以来10回に及ぶ

CCIRの中間作業班の会合をはじめ7回に及ぶCCIRの各種会

合に日本代表として参加して､わが国の寄与文書の採択に尽

力し､また小委員会の議長として会議の運営にも寄与した｡ま

た1988年の世界無線通信主管庁会議第2会期WARC-ORB2

に関する対策部会には､業界代表委員として参加しわが国の

対処方針の審議にあたり､ついで同主管庁会議には日本代表

団員として出席するなどITUの活動に寄与しわが国のITU活動

に貢献した功績は大きい｡

鈴木 祥生一般賞 ㈱東芝 電波通信事業本部

昭和45年より7年の長期にわたりITUの国際周波数登録委員

会IFRB事務局に派遣され､短波国際放送用周波数の混信問

題調停の要務にあたりその公平な調停は各国から高い信望

を得､ITUの活動に大きく寄与した｡昭和52年より電波技術審

議会運営に当たってCCIRに対するわが国の活動に尽力し､ま

たわが国が招致したCCIR第14回総会においては総会議長を

補佐して会議の成功に寄与するなどわが国のITU活動に大き

く貢献した｡昭和54年より自動車電話などｼｽﾃﾑ開発､法制度

の整備などに尽力しわが国における移動無線通信発展の基

礎を築くと共に電気通信制度の変革期に際してわが国の電気

通信技術の研究開発体制の整備に貢献した功績は大きい｡

堀江 達一般賞 元 郵政省

永年にわたり欧米放送界の研究に携わり､ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵの現状､

通信衛星などﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱの実態について報告すると共にわが

国の電波通信の将来について具体的に提言する論文を発

表､また米国のﾃﾚﾋﾞ三大ﾈｯﾄﾜｰｸについてﾌﾟﾗｲﾑﾀｲﾑ番組の実

際を調査･報告すると共に､わが国でも導入が現実のものと

なったﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱについては､ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ展開という視点から

ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ現状と展望を､論文･講演などで明らかにし放送関

連事業関係者の注目するところとなった｡また通産省の国際

映像ｿﾌﾄｳｪｱ推進協議愛のﾒﾝﾊﾞｰとしてわが国の通信行政に

参画する一方､数多くの講演や寄稿などを通じてない外の放

送の実際を解説すると共にわが国のﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱの導入､将来

展望について示唆を与えるなど､わが国放送の普及発達に寄

与した功績は大きい｡

山口 秀夫著作賞 日本放送協会 放送文化調査研究

所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和63年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

日本電信電話公社在職中ITUの技術援助計画の揺籃期に

あって､昭和39年には､西ﾊﾟｷｽﾀﾝ南北縦断ﾏｲｸﾛ波網建設計

画調査団の副団長として計画に参画し､同44年には､ｱｼﾞｱ･中

近東･ｱﾌﾘｶ地域に対する多数の専門家の派遣に尽力して国

際協力活動を推進し､また翌45年には､ｺﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗﾝ専門家とし

てｽﾘﾗﾝｶにおける基幹通信網建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに協力するなど､

和gかうにの国際協力活動に大きく貢献した｡また､昭和61年

発足の通信機械工業会CCITT小委員会の初代副委員長とし

て､CCITT研究委員会活動に参加する後進の指導育成につと

め､電気通信ｻｰﾋﾞｽにかかわる技術標準化の推進に寄与する

などその功績は大きい｡

浅古 幸一一般賞 松下通信ｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

昭和35年郵政省大臣官房電気通信監理総務室に勤務以来､

通算23年の長きに渡り電気通信業務に携わり､特に国際電気

通信の分野において幅広く活動した｡この間､ﾏﾗｶﾞ･ﾄﾚﾓﾘﾉｽ全

権委員会議､管理理事会を始め､CCITT研究委員会への出席

は10回を超え､その他ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ締約国総会､ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ準備委

員会､ｱｼﾞｱ･太平洋経済社会委員会憲章作成作業部会､政府

間海事協議機関海事衛星専門家ﾊﾟﾈﾙ会議など､多くの電気

通信関係国際会議において活躍しITUの活動に寄与した｡ま

た､開発途上国に対する国際協力においても､豊富な国際経

験と卓越した知識によりわが国の国際協力活動の円滑なる推

進に貢献した功績は大きい｡

池島 順一一般賞 電気通信政策総合

研究所

昭和58年より同62年に至る間ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ業務に深くかかわり､

その理事会､署名当事者総会等においてわが国の代表また

は代表代理として活躍し､特に同60年には理事会の副議長

に､ついで､わが国代表として始めて議長に選出され､ｲﾝﾃﾙｻｯ

ﾄｼｽﾃﾑと私設ｼｽﾃﾑとの調整問題をはじめ､幾多の重要案件

を処理するなどｲﾝﾃﾙｻｯﾄの発展に尽力すると共に､わが国の

国際的地位の向上に大きく貢献した｡また､ITU関係の分野で

は､CCITTの1968年~1972年の研究会期において電信規則改

正草案の作成に寄与し､昭和60年以降においては､郵政省に

おけるﾙｰﾗﾙ電気通信研究会､あるいは電気通信開発ｾﾝﾀｰを

支援する国内対策協議会に委員として参画し､わが国の国際

協力活動に寄与するなどその功績は大きい｡

西本 正一般賞 国際電信電話㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和30年郵政省入省以来､同62年に退職するまで､多くのITU

活動に参画すると共に､わが国の国益の確保に大きく寄与し

た｡この間､昭和43年より4年間ITU技術協力部に勤務して､開

発途上国の国内通信網･放送網の整備に尽力し､同53年の

CCIR京都総会においては準備運営等に活躍､招請国･議長国

としての責務を果たされ､また､翌54年の世界無線通信主管庁

会議では､技術規定委員会の議長を務めて各国の意見の調

整に当たるなど､ITUの活動に寄与しわが国のITU活動に貢献

した｡さらに同57年のﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議においては全権委

員代理としえ参加し､特に国際周波数登録委員会委員の選挙

においてITUの組織の中にわが国の重要なる地位を築くなど

その功績は大きい｡

森島 展一一般賞 放送大学学園

CCITTの1985年~1988年の研究会期において､ISDNを含むﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ網に関する第18研究委員会のｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀとして活躍

し､ISDN構築上極めて重要なる国際標準化に関し､わが国の

ISDN関係技術の先導性を世界に示す多くの寄書を提出され､

特に､伝送装置とﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ交換機等とのｲﾝﾀﾌｪｰｽに関する寄

書はG706勧告として1986年に暫定勧告化され､また､ﾕｰｻﾞ･網

ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾚｲﾔ1に関する寄書及びﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ加入者線伝送方式

の国際標準化に関する寄書は､今秋のCCITT第9回総会に提

出される勧告案に反映されるなど､ITUの活動に寄与すると共

に､わが国のITU活動に貢献した功績は大きい｡

小宮 菱一著作賞 日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発

ｾﾝﾀ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和62年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

わが国の電気通信法制の抜本的改革を行い､電気通信の全

分野へ競争原理を導入して､わが国の電気通信ｻｰﾋﾞｽの多様

化高度化を促進され､また､ﾃﾚﾄﾋﾟｱ､ﾃﾚﾎﾟｰﾄなどのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを

推進して産業における電気通信の役割の高揚を図るなど､わ

が国の電気通信の発展に大きく貢献し､その業績は高く評価

された｡一方､国際電気通信の分野においては､1982年の

ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議にわが国の全権委員として参加し､南北

問題の厳しい状況の中で会議を成功裏に導いた｡また開発途

上国に対する技術援助の為の電気通信開発ｾﾝﾀｰの設立を

積極的に支援し､ITUの国際協力活動に貢献した功績は大き

い｡

小山 森也一般賞 電気通信政策総合

研究所

1973年以来CCITTの回線保守に関する第四研究委員会の諸

会合にしばしば出席し､特に1980年より同研究委員会の副議

長として活躍､保守に関する勧告の作成､保守ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの編

纂などITUの活動に大きく寄与した｡また､ 近､開発途上国に

おける保守要員の育成･確保が強調され､保守に対するこれら

諸国の関心が高まりつつあることを認識し､同研究委員会作

業部会会合および回線保守に関する開発途上国と先進国の

専門家によるｾﾐﾅｰの東京開催の実現に尽力し､ｾﾐﾅｰの議長

として活躍するなど､和gかうにのITU活動に貢献した功績は大

きい｡

佐藤 龍夫一般賞 国際電信電話㈱ 関連事業部

1979年から1982年まで､ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ技術運用諮問委員会の議

長として､設立当初のｲﾝﾏﾙｻｯﾄに係わる技術運用問題の全般

にわたり､その解決に指導的役割を果たしてｲﾝﾏﾙｻｯﾄ業務を

軌道に乗せ､また､その経験に基づいて｢海事衛星通信入門｣

を執筆､海事衛星通信業務および技術を平易に解説した｡ま

た､1977年より1984年まで､電気通信技術審議会の固定衛星

業務関係分科会の主任として､更に1985年以降は移動無線

関係専門委員会の主査として､これら業務に対するわが国の

対処方針､寄与文書の作成に寄与するなど､わが国のITU活

動に貢献した功績は大きい｡

佐藤 敏雄著作賞 国際電信電話㈱ 関連事業部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

CCITTの1977年から現在に至る三研究会期にわたり､ﾃﾞｰﾀ通

信網に関する第7研究委員会の諸会合に積極的に参加し､ﾒｯ

ｾｰｼﾞ通信ｼｽﾃﾑへの端末収容方式およびﾌﾟﾛﾄｺﾙの国際標準

化に関し､50件におよぶ寄書を提出し､わが国のﾒｯｾｰｼﾞ通信

技術の先導性を世界に示すとともに､各国の意見の調整を図

り､わが国の提案を反映した勧告の作成に大きく貢献した｡特

に｢ﾒｯｾｰｼﾞ転送ｼｽﾃﾑｱｸｾｽﾌﾟﾛﾄｺﾙ｣および｢分散ﾕｰｻﾞｴｰｼﾞｪ

ﾝﾄ｣に関する提案は､国際標準化を先導するものとしてた各評

価され､ITUの活動に寄与し､わが国のITU活動に貢献した功

績は大きい｡

野村 雅行著作賞 日本電信電話㈱ 情報通信処理研究

所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和61年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

卓越した知識と豊富な経験によって､電波の有効利用､無線通

信技術の発展向上に努めると共に､世界の電波界におけるわ

が国の地位の向上､電波権益の確保に大きく貢献し､また､昭

和58年には移動業務に関する世界無線通信主管庁会議に､

わが国の代表団の団長として出席し､海上における新たな遭

難安全通信制度の実施に関連する無線通信規則の改正な

ど､ITUの活動に寄与した｡さらに､その優れた指導力によって､

放送の全国的な受信機会の平等の実現､難視聴の解消､放

送ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱの発達普及等のための施策を推進し､わが国の

放送の発展に貢献した功績は大きい｡

徳田 修造一般賞 (財)無線設備検査検

定協会

ﾌｧｸｼﾐﾘ技術の分野に卓越した知識と識見を有し､国際電信電

話諮問委員会(CCITT)の1981年~1984年の研究会期におい

て､ﾃﾞｰﾀ網用ﾌｧｸｼﾐﾘ端末G4機のﾗﾎﾟｰﾀとして､同機の標準化

活動を積極的に推進し､G4機の国際標準方式としてT5および

T6の勧告化に貢献し､ITUの活動に寄与した｡また､ﾌｧｸｼﾐﾘ信

号の二次元符号化方式の研究においても先導的役割を果た

し､信号の走査線間の相関を利用して符号化する方式を発明

し､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ･ﾌｧｸｼﾐﾘの基本技術を提案するなど､わが国のITU

活動に貢献した功績は大きい｡

山崎 泰弘一般賞 国際電信電話㈱ 研究所

国際無線通信諮問委員会(CCIR)の1974年から1986年に至る

三研究会期にわたり､非電離層伝搬に関する研究委員会に積

極的に参加し､電波伝搬特性の推定法に関し､23件に及ぶ貴

重な寄書を提出し､わが国における電波伝搬特性研究の先導

性を世界に示すと共に､わが国の提案を反映し､かつ､世界各

国の伝搬特性をも考慮した伝搬特性推定法の勧告化に貢献

した｡特に､｢帯域内振幅偏差の推定法｣および｢ｽﾍﾟｰｽﾀﾞｲﾊﾞ

ｼﾃｨ改善効果の統一的推定法｣に関する寄書は､推定法の統

一化の基礎をなすものとして高く評価され､ITUの活動に寄与

し､わが国のITU活動に大きく貢献した功績は大きい｡

細矢 良雄著作賞 日本電信電話㈱ 通信網第二研究所

わが国における静止画および文字放送方式開発の専門家と

して活動するとともに､国際無線通信諮問委員会(CCIR)の活

動に積極的に参加し､昭和50年代初期の中間会議､ついで､

終会議に､静止画放送ｼｽﾃﾑについての寄書を提出し､この

主の放送の実現性を明らかにし､また､文字放送方式につい

ては､同58年以降､中間会議､中間作業部会および 終会議

に､わが国の方式の特長､技術基準に関する多数の寄書を提

出し､わが国の提案した文字放送方式を反映した勧告案の作

成に尽力するなど､ITUの活動に寄与し､わが国のITU活動に

貢献した功績は大きい｡

柳町 昭夫著作賞 日本放送協会 放送技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和4年逓信省入省以来同27年退官まで､一貫して電波行政

に携わり､戦後の混乱期に電波局長､電波監理長官､電波監

理委員会委員長等の要職を歴任､電波三法制定の中核とし

て､新しい電波秩序の確立および国際無線通信制度の確立に

尽力した｡また､終戦直後のﾒｷｼｺ･ｼﾃｨにおける国際高周波放

送会議､昭和26年のｼﾞｭﾈｰﾌﾞにおける臨時無線通信主管庁か

ぎには技術顧問または首席代表として出席し､わが国の短波

放送用周波数等の割り当て確保に努め､さらに､退官後は宇

宙開発委員会委員として活躍するなど､わが国の電気通信お

よび放送の発展に寄与した功績は極めて大きい｡

網島 毅特別賞 (財)無線設備検査検

定協会

戦前から国際電波科学連合(URSI)の重要ﾒﾝﾊﾞｰとして､電波

科学の研究に国際的な活躍をつづけ､昭和38年には推されて

同連合の第9代会長に就任した｡また､国内においても､東京

大学､東京工業大学において教鞭をとる傍ら､電波技術審議

会､電波監理審議会､国語審議会等の委員､会長､または副会

長として､わが国の文化､科学の進行に多くの業績を残し､さら

に､昭和46年創立された日本ITU協会の初代会長に就任､同

57年9月逝去にいたるまで､わが国のITU活動の推進､展開に

寄与するなどその功績は極めて大きい｡

古賀 逸策特別賞 (財)日本ITU協会

昭和6年外務省に入省し､条約局条約課長在任中､終戦直後

におけるわが国の念願であった国際電気通信連合復帰のた

めの､ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ･ｼﾃｨ条約加入事務を担当し､昭和24年戦後

初めて開催されたﾊﾟﾘ電信電話主管庁会議､ついで同26年に

はﾍｰｸﾞ在外事務所長在任中､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ臨時無線通信主管庁

会議に出席するなど､戦後におけるわが国のITU活動の初期

から電気通信に深く関わられ､わが国の国際的地位の向上に

寄与した｡また､外務次官を経てｱﾒﾘｶ大使在任中には､

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ恒久制度に関する政府間会議にわが国代表として

参加し､地域衛星打上権の確保に努めるとともに､米欧間対立

の解消に尽力し､行き詰まり状態にあった同会議を恒久協定

成立に向けて大きく前進せしめた功績は極めて大きい｡

下田 武三特別賞 外務省

昭和6年逓信省入省､電波監理長官､電波監理局長等の要職

を歴任し､電波三法の制定にあたっては豊富な国際経験と卓

越した識見により指導的役割を果たし､電波秩序の確立に尽

力し今日の電波利用発展の基礎を築いた｡また､昭和23年よ

り2年2ヶ月にわたり､ｼﾞｭﾈｰﾌﾞにおける臨時周波数委員会､第

三地域無線通信主管庁会議準備委員会､同無線通信主管庁

会議に出席して､わが国の中波放送および漁業無線用周波

数の確保につとめ､退官後は国際周波数登録委員会委員とし

て活躍するなど､わが国の電気通信および放送の発展に寄与

した功績は極めて大きい｡

長谷 慎一特別賞 (財)無線従事者国家

試験ｾﾝﾀｰ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和3年逓信省奉職､昭和12年より3年間同省より派遣された

初の在外員としてﾊﾟﾘに駐在､この間､ｶｲﾛ電信主管庁会議

および無線通信主管庁会議をはじめ､多くの国際会議に出席

し活躍した｡戦後においては､逓信院電気通信復興局長､資材

局長等の要職を歴任して荒廃した電気通信の復興に尽力し､

退官後は工事業界等にあって､わが国の電気通信産業界の

一翼を担う傍ら､福岡電子工業大学教授､北海道工業大学学

長として後進の養成にあたり､また､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ協議会副会長

に就任､電子技術の普及発展に尽力するなど､電気通信の発

展に寄与した功績は極めて大きい｡

林 一郎特別賞 (社)電信電話工事協

会

関東支部

昭和46年9月当協会設立とともに設置された図書編集委員会

幹事として､同54年2月まで7年半のながきに渡り､さらに同56

年八月まで同委員会委員として､月刊誌｢国際電気通信連合

と日本｣および｢ITU研究｣の編集に参画し､両誌の円滑な発

行､内容の充実に貢献し､当協会の発展に寄与した｡

石渡 進褒賞 ㈱日本ｸﾗﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ

昭和51年9月より同57年6月まで6年のながきに渡り､当協会

の研究集会委員会委員として､研究集会活動実施計画などの

審議に参画し､公共放送事業における長年の知見経験によ

り､常に積極的に意見を開陳し提言を行うなど､研究集会活動

に寄与した｡その間､また世界電気通信日行事等協会の行う

諸行事にも積極的に協力した｡

川島 芳雄褒賞 (財)NHKｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 視聴者ｾﾝﾀｰ

昭和46年9月当協会設立とともに設置された図書編集委員会

の有力ﾒﾝﾊﾞｰとして､同57年4月まで11年のながきにわたり､月

刊誌｢国際電気通信連合と日本｣および｢ITU研究｣の編集に参

画し､両誌の円滑な発行､内容の充実に貢献した｡また､昭和

54年開催のITU訓練基準専門家会合の模様を､｢国際電気通

信連合と日本｣誌昭和55年4月号に発表､同56年2月号には､

｢電気通信網の保守に関するｾﾐﾅｰ｣(ITU主催､昭和55年10月､

ｺﾛﾝﾎﾞ)の講師としての参加報告を寄せた｡

長沢 拓也褒賞 富士通興業㈱

昭和54年4月より同61年3月まで7年のながきにわたり､当協会

の運営委員会委員として､協会の運営方針､事業計画､事業報

告､業務運営等の全般にわたってその審議に参加し､電信電

話工事協会総務部長としての､長年の経験に基づき､適切な

ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行い､事業運営の円滑化に貢献するなど､当協会の

発展に寄与した｡その間､また世界電気通信日行事､ITU青少

年作品ｺﾝｸｰﾙ参加等協会の行う諸行事にも積極的に協力し

た｡

牧 武男褒賞 元 (社)電信電話工

事協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和60年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和56年より同59年に至る間､国際電信電話諮問委員会

(CCITT)の諸会合に出席し､ﾋﾞﾃﾞｵﾃｯｸｽの国際標準化に関し､

わが国のｷｬﾌﾟﾃﾝ方式の勧告への反映および勧告案の作成

に寄与すると共に､わが国のｷｬﾌﾟﾃﾝ方式を国際標準として勧

告化に導き､また､ﾋﾞﾃﾞｵﾃｯｸｽのｻｰﾋﾞｽの標準化､韓国の改正

に尽力するなど､ITUの活動に寄与した功績は大きい｡

磯崎 澄一般賞 日本電信電話㈱ 東京総支社

昭和51年以来現在に至るまで､ITU関係業務の円滑なる推進

に寄与すると共に､ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議における決議に基づ

いて設立された｢電気通信の世界的発展のための独立国際

委員会｣の会合への参加､ITUの特別任意ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進への積

極的協力などITUの活動に大きく貢献した｡

川角 靖彦一般賞 国際電信電話㈱ 国際機構部

第36回国連総会の決議により定められた1983年世界ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ年に当たり､この行事に関する啓発および推進に計り知れ

ない貢献をし､その成果は各国から高く評価された｡また､

ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議における決議に基づいて設立された｢電

気通信の世界的発展の為の独立国際委員会｣の活動を積極

的に支援し､ITUの国際協力活動に貢献した功績は大きい｡

守住 有信一般賞 元 郵政省

昭和52年より現在に至る間､ﾃﾞｰﾀ交換網における局間信号方

式および網･端末ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの国際標準化に関し､50件におよ

ぶ有益なる提案を行って､わが国のﾃﾞｰﾀ交換網技術の先導

性を世界に示すと共に､わが国の提案を反映した勧告案の作

成に大きく貢献した｡特に｢ﾃﾞｰﾀ網用共通線信号方式のﾃﾞｰ

ﾀﾕｰｻﾞ部｣に関する寄書および｢ISDNでの既存端末収容法｣に

関する寄書は､現勧告の基礎を成すものとしてた各評価され

ている｡

富田 修二著作賞 日本電信電話㈱ 武蔵野電気通信研

究所

昭和52年以来､電波伝搬およびｱﾝﾃﾅ技術に関する多くの重

要なる寄与文書を提出すると共に､低ｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾞｱﾝﾃﾅに関する

ﾚﾎﾟｰﾄ第677および衛星放送伝搬に関するﾚﾎﾟｰﾄ第565の作成

に寄与するなど､ITUの活動に大きく貢献した｡特に､衛星通信

における交差偏波推定法に関するﾃｽﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの議長とし

て指導的役割を果たすなど､わが国のITU活動に貢献した功

績は大きい｡

山田 松一著作賞 国際電信電話㈱ 研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和59年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和44年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)新ﾃﾞｰﾀ網

合同作業部会(NRD)における公衆ﾃﾞｰﾀ網に関する標準化活

動の初期の段階から､代表としてこれに参画し､この活動の国

際的方向づけ､各国間の調整など幅広い活動を行って主導的

な役割を果たし､特に昭和52年以降､CCITT第7研究委員会の

副議長､また同委員会第3作業部会の議長として､回線交換網

用共通線信号方式など､網間信号方式及び交換方式に関す

る基本的な諸勧告の作成を積極的に推進して､ITUの活動に

寄与し､わが国のITU活動に貢献した功績は大きい｡

加藤 満左夫一般賞 日本電信電話公社 研究開発本部

昭和42年より2年間にわたり､ﾊﾟｷｽﾀﾝ電気通信研究ｾﾝﾀｰ研

究専門家として発展途上国に対する技術協力活動を行い､ま

た昭和47年以降は､国際電信電話諮問委員会(CCITT)及び国

際無線通信諮問委員会(CCIR)の諸会合にしばしば出席して､

高速ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｧｸｼﾐﾘ装置などの標準化作業を推進すると共

に､海事通信､特にﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｾﾚｺｰﾙの運用技術特性及び運用

手順の標準化作業を推進し､勧告の作成に寄与した｡さらに昭

和55年より3年間､国際電信電話株式会社ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ事務所長と

して勤務し､この間､ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議､移動業務に関する

世界無線通信主管庁会議などに出席して､ITUの活動に寄与

し､わが国のITU活動に貢献した功績は大きい｡

小林 好平一般賞 国際電信電話㈱

昭和37年より､ﾃﾚﾋﾞ方式の研究に当たり､ﾋﾞﾃﾞｵ信号変換装置

の開発､ｶﾗｰｶﾒﾗび画質改善､高品位ﾃﾚﾋﾞの研究などに携わっ

ていたが､昭和53年､国際無線通信諮問委員会(CCIR)特別準

備会合､次いで同54年､世界無線通信主管庁会議に出席し

て､ﾐﾘ波帯の周波数分配に関する審議に参加し､また同55年､

CCIR中間会合に出席し､高品位ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝに関するﾚﾎﾟｰﾄ及び

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞｽﾀｼﾞｵ用符号化標準に関する勧告案の作成の為

の起草班の議長を務めて､同勧告の成立に主導的な役割を

果たし､なお引き続いて中間作業班(IWP11/7)の副議長として

活躍するなど､ITUの活動に寄与し､わが国のITU活動に貢献

した功績は大きい｡

斎藤 利也一般賞 日本放送協会 総合技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和38年以降3回に渡り､世界無線通信主案町会議などに代

表として出席して活躍し､豊富な経験と卓越した知識により､電

波技術および周波数管理に関するITUの活動に寄与すると共

に､わが国の電波権益の確保に努め､また､国際無線通信諮

問委員会(CCIR)総会および特別準備会合に首席代表または

首席代表代理として出席して､CCIRの調査研究活動に寄与す

るなど､わが国のITU活動に貢献した功績は大きい｡なお､昭和

43年より3年間にわたり､技術協力専門家ﾁｰﾑのﾁｰﾌ･ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｻﾞｰとしてﾀｲ国ﾓﾝｸｯﾄ王工科大学の発展に寄与し､同大学よ

り名誉工学博士号を授与された｡

田中 真三郎一般賞 (財)無線設備検査検

定協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和58年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和41年以降わが国及びITUの計画等に基づく海外協力活

動に携わり､その間延約7ヶ年の長きに渡って､あるいはｲﾗﾝ､

ｸｳｪｰﾄ両国における電気通信事業の近代化に寄与し､あるい

はｴｼﾞﾌﾟﾄ通信省研修所施設の整備充実に尽力する等わが国

のITU活動に大きく貢献した｡なお､ﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議等ITU

関係諸会議に数次に渡り出席して活躍し､特に電気通信訓練

法式国際標準(CODEVTEL)の本年初頭わが国への導入にあ

たっては､積極的役割を果たし､その功績は大きい｡

栗木 富男一般賞 日本電気㈱

昭和41年以降しばしばITU関係諸会議に出席して活躍し､特に

国際電信電話諮問委員会(CCITT)第3特別自主作業部会の

会合には数多く出席し､その間47年よりは同作業部会の副議

長としてGAS3の作業の推進に寄与し､また､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ伝送

ｼｽﾃﾑについては､43年より引き続いて第15研究委員会及び

特別D研究委員会の研究活動に参加し､同ｼｽﾃﾑに関する勧

告の採択に寄与する等わが国のITU活動に大きく貢献した｡

坂下 隆義一般賞 日本電信電話公社 国際局

昭和44年以降国際電信電話諮問委員会(CCITT)の総会及び

同研究委員会ならびにﾌﾟﾗﾝ委員会の諸会合に数次に渡って

出席し､また､54年開催の世界無線通信主管庁会議､57年開

催のﾅｲﾛﾋﾞ全権委員会議等にも出席して卓越した知識､豊富

な経験によって､わが国のITU活動に大きく貢献した｡また､国

際電話自動交換網に関するCCITT第6信号方式の勧告化に

寄与すると共に､同方式導入の基盤作りに努めるなど､その功

績は大きい｡

塚田 昌功一般賞 国際電信電話㈱ 大阪支社

国際ﾃﾚﾋﾞ中継の為のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ方式変換およびﾃﾚﾋﾞ信号のﾃﾞｨ

ｼﾞﾀﾙ高能率符号化方式に関し､早くから研究に従事していた

が､昭和52年以降国際無線通信諮問委員会(CCIR)の総会及

び第11研究委員会､ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝと音声伝送の為のCCIR/CCITT

合同研究委員会(CMTT)等の諸会合に数次に渡って出席する

と共に多くの寄与文書を提出して同委員会の活動に寄与し､

わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお､55年よりは第11研

究委員会の作業部会の議長を務め､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ方式による世界

単一ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ標準方式を定めた勧告の採択に寄与する等そ

の功績は大きい｡

山本 英雄著作賞 国際電信電話㈱ 研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和57年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和37年以降､20年余りの長きに渡ってCCITT専門事務局職

員として勤務し､その間多年にわたり担当部長の重責を担い､

電信､ﾃﾞｰﾀ通信分野の国際標準化作業に直接参画して､その

推進調整に当たり､更にまたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ交換網及びﾃﾞｨｼﾞ

ﾀﾙﾌｧｸｼﾐﾘなどの分野で広汎かつ詳細なCCITTの勧告作成に

指導的役割を果たし､この分野の国際的発展に大きく貢献し

た｡なお､国際標準化機構(ISO)その他の関連国際機関の会

議･ｾﾐﾅｰ等にもITU代表としてしばしば出席して活躍し､その

業績は高く評価されている｡

岡部 年定一般賞 ITU CCITT専門事務局

昭和49年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)の総会及び

同研究委員会ならびにﾌﾟﾗﾝ委員会の諸会合に数次に渡って

出席して活躍し､その間国際電報語数計算及び国際電報業務

運用の簡素化についての研究を推進し､また､ﾊﾟｹｯﾄ交換国際

公衆ﾃﾞｰﾀ伝送業務に適用する特別料金原則に関する勧告な

らびにSWIFT等特殊な国際通信の需要を満たすために設立さ

れた組織への国際電気通信業務提供の為の一般原則に関

する勧告の作成等CCITT活動に寄与し､わが国のITU活動に

大きく貢献した｡なお､55年11月､CCITT第7回総会において合

同作業部会､海上移動業務(SMM)の副議長に選出されてい

る｡

西澤 雄策一般賞 国際電信電話㈱ 国際部

昭和33年以降､全権委員会議､国際無線通信主管庁会議及

び国際無線通信諮問委員会(CCIR)ならびにﾌﾟﾗﾝ委員会の諸

会議･会合に十数回にわたって出席して活躍し､卓越した知

識､豊富な経験等により､わが国の電波権益の確保に努める

と共に電波技術及び周波数管理に関するITUの活動に寄与

し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡また､50年7月､IFRBの

議長の席にあって､同年開催の無線通信規則の全面的改正

を行った主管庁会議において､会議を成功に導くなど､その功

績は大きい｡

藤木 榮一般賞 ITU



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和40年代初期から12ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯電波の降雨減衰特性の研

究に従事し､太陽雑音電波等を連続観測するﾗｼﾞｵﾒｰﾀｰを開

発して収集した観測ﾃﾞｰﾀ､また､ﾏﾚｰｼｱの協力を得て行った

ｱｼﾞｱ地域の観測ﾃﾞｰﾀ､これらの研究成果をもとに国際無線通

信諮問委員会(CCIR)へ寄与文書を作成提出してその審議に

参加し､関連ﾚﾎﾟｰﾄの作成に寄与したが､さらに56年にはBS電

波の日本全国降雨減衰特性に関する新しい概念としての継

続時間特性および12ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ地上放送についての信号形式

混信保護比などについてそれぞれ寄与文書を提出して関連

ﾚﾎﾟｰﾄの作成ならびに改訂に寄与し､わが国のITU活動に大き

く貢献した｡なお､52年行こう電波技術審議会の専門委員とし

てわが国のCCIR活動を積極的に推進している｡

伊藤 士郎著作賞 日本放送協会 総合技術研究所

昭和52年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)第11研究

委員会の諸会合に出席し､電話交換及び信号方式の国際標

準化に関する提案を行い､この分野におけるわが国の主導的

役割を積極的に推進したが､その間実に18件にのぼる寄与文

書を作成提出して同委員会の活動に寄与し､和gかうにのITU

活動に大きく貢献した｡特に､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ網用の共通線信号方式

に関する寄与文書は､通信網の機能高度化に必須なNo.7共

通線信号方式の基本である可変長ﾃﾞｰﾀ転送を提案したもの

であって､これに基づいて勧告として承認された同方式は､今

後長期間に渡って使用され得る標準共通信号方式として高く

評価されている｡

加納 貞彦著作賞 日本電信電話公社 研究開発本部

静止衛星軌道及びその周波数の有効利用をはかるための手

法に関し､早くから研究に従事していたが､昭和51年以降国際

無線通信諮問委員会(CCIR)第4研究委員会の諸会合に出席

し､その研究成果をもとに作成した寄与文書を提出して同委員

会の活動に寄与し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡特に

自ら開発したORBIT-1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは多数の衛星を静止軌道上に

適に配置することができるものとしてた各評価されている

が､本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはITUの要請により56年7月ITU本部に移管さ

れ､近く開催される｢宇宙に関する世界無線通信主管庁会議｣

において主題とされる｢平等かつ効率の高い静止衛星軌道の

利用法｣の検討に活用されることとなっている｡なお､55年行こ

う電波技術審議会の専門委員としてわが国のCCIR活動を積

極的に推進している｡

村谷 拓郎著作賞 国際電信電話㈱ 研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和56年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和38年以降引き続いて海外協力活動に携わり､その間わが

国及びITU海外技術協力計画に基づき､実に13年7ヶ月の長き

に渡って､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､中年米諸国に在勤し､訓練ｾﾝﾀｰの交換担

当教官として､また保守運用に関する専門家として､幾多の困

難を克服し､あるいは基礎から実用に至る幅広い訓練を実施

して多数の電気通信技術者を育成し､あるいは保守品質管理

方式の導入､国際回線保守ｾﾝﾀｰの設置等に関して適切な助

言･指導を行うなど､当該各国の電気通信の発展に大きく貢献

した｡

伊藤 義三一般賞 日本電信電話公社 海外連絡室

早くからﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｧｸｼﾐﾘにおける冗長度削減方式の研究に従

事し､伝送時間を短縮した二次元符号化方式の考案開発を進

めると共に､その研究成果を基に国際電信電話諮問委員会

(CCITT)第14研究委員会において､昭和50年以降多数の寄与

文書を提出してその標準化に努め､他方､同研究委員会第二

作業部会の議長として､一次元符号化方式を採用するｸﾞﾙｰﾌﾟ

3機(ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ1分機)の勧告案の作成及び符号化方式評価基

準の制定に寄与し､引き続いて日本提案を基礎とする二次元

符号化ﾓﾃﾞｨﾌｧｲﾄﾞ･ﾘｰﾄﾞ方式を採択に導き､55年のCCITT第7

回総会においてこれが正式勧告として承認されるに至り､ﾌｧ

ｸｼﾐﾘ通信の世界的発展に大きく貢献した､

寺村 浩一一般賞 国際電信電話㈱ 研究所

昭和40年以降､国際無線通信諮問委員会(CCIR)の総会及び

同研究委員会の会合に数次に渡って出席し､また､49年開催

の海上移動通信に関する世界無線通信主管庁会議及び54年

開催の無線通信規則･追加無線通信規則の全般的改正の為

の世界無線通信主管庁会議に首席代表として出席し､卓越し

た識見･豊富な経験によって活躍し､電波権益の確保､無線通

信技術の発展向上に努めるなど､わが国のITU活動に大きく

貢献した｡特に､53年6月京都において開催されたCCIR第14回

総会においては､議長としてその円滑な運営に寄与し､会議を

成功に導いた功績は大きい｡

平野 正雄一般賞 (財)無線設備検査検

定協会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和38年以降､通信機械工業会技術部長として18年の長きに

渡って活躍し､その間､同工業会の国際電信電話諮問委員会

(CCITT)関係業務を担当して同工業会の｢学術及び工業団体｣

としての参加活動を推進し､また､郵政省CCITT業務連絡会幹

事及び工業会CCITT委員会事務幹事として関係機関相互の

連絡調整に当たり､国際において開催されるCCITT研究委員

会等の会合にあったっては､その都度設置される実施協議会

の委員としてその計画･実施に協力するなど､わが国のITU活

動に大きく貢献した｡なお､日本ITU協会発足以来その運営委

員会､研究集会委員会等の委員として､国内におけるITU活動

を積極的に推進している｡

吉田 恵一一般賞 通信機械工業会

昭和25年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)第12研究

委員会の電話伝送品質の国際標準化に関する活動に参加

し､この分野におけるわが国の主導的役割を積極的に推進し､

その間多数の寄与文書を提出して同委員会の活動に寄与し､

わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお､同研究委員会の研

究課題14(減衰歪の伝送性能に与える影響)に関する寄与文

書は､伝送品質に関する重要なﾃﾞｰﾀとしてた各評価され､55年

のCCITT第7回総会において､その要約が勧告に付加された

ことは特筆に値する｡

筧 一彦著作賞 日本電信電話公社 武蔵野電気通信研

究所

昭和9年以降国際無線通信諮問委員会総会､宇宙通信に関

する無線通信主管庁会議等の諸会議･会合に政府代表として

数次にわたって出席して活躍､わが国電波権益の確保に努

め､その間国際電信電話株式会社技術部門の 高責任者と

して衛星通信､国際海底ｹｰﾌﾞﾙ関係の技術開発に挺身して成

果を挙げ､また27年より18年のながきにわたって電波技術審

議会委員､第一部会長､会長代理を歴任するなど､今日の電

気通信事業隆盛の基礎を築いた功績は極めて大きい｡

難波 捷吾特別賞 国際電信電話㈱

昭和7年東京中央電信局外国通信課長拝命以来､35年のな

がきにわたって一貫して国際電気通信事業に携わり､その間

ｶｲﾛ電信会議および無線通信会議､ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ全権委員会

議ならびにﾛｰﾏﾌﾟﾗﾝ委員会等の国際会議に出席して活躍､ま

た日本電信電話公社国際通信局次長として国際通信運用基

準の制定および料率･料金の設定など国際協定締結の掌に

あたり､国際電信電話株式会社取締役通信部長として東京･

大阪両国際通信ｾﾝﾀｰの設立に参画､さらには国際加入電信

業務の導入､通信対地の拡張整備､直通回線の増設等ｻｰﾋﾞｽ

の拡充･通信ﾚﾍﾞﾙの向上をはかる等常に一貫してわが国国

際通信の伸長発展に尽くした功績は極めて大きい｡

花岡 薫特別賞 日電興産㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和7年逓信省入省以来､47年のながきにわたって一貫して

電気通信事業に携わり､その間電気通信省､日本電信電話公

社､国際電信電話株式会社および日本大洋海底電線株式会

社のいずれも重要な役職を歴任して活躍し､公衆電気通信事

業の発展に寄与した功績は極めて大きい｡なお､24年のﾊﾟﾘ電

信電話主管庁会議に政府代表on-lookerとして､また31年の国

際電話諮問委員会第18回総会( 終回)および国際電信諮問

委員会第8回総会( 終回)ならびに国際電信電話諮問委員会

第1回総会に政府代表としてそれぞれ出席､いずれも歴史的

な国際会議に参加されたことは意義深い｡

山岸 重孝特別賞 日本大洋海底電線

㈱

昭和46年9月当協会設立とともに開設された図書編集委員会

委員として55年6月までのながきにわたり｢国際電気通信連合

と日本｣および｢ITU研究｣の編集企画に参画し､また､自らも十

数回にわたって論説､国際会議報告等を寄稿するなどして両

誌の円滑な発行､内容の充実に貢献し､当協会の発展に大き

く寄与した｡その間また､｢ITU憲章化研究会｣､48年度より｢ITU

基本問題研究会｣の幹事および｢ﾌﾟﾗﾝ委員会研究会｣の委員と

してこれら研究会活動にも積極的に協力した｡

藤岡 昌義褒賞 JARL

昭和44年以降十年余り､日本電子機械工業会技術部長とし

て､国内におけるITU活動の推進に協力してきたが､当協会の

設立にあたっても工業会内部の支援体制の拠点となり､特に

51年3月から3年四ヶ月のながきに渡り､協会の運営委員会委

員としてその運営方針､事業計画その他業務運営の全般にわ

たってその審議に参画して事業運営の円滑化に貢献するな

ど､当協会の発展に寄与した｡その間また世界電気通信日行

事､ITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参加等協会の行う諸行事にも積極

的に協力した｡

山本 徳太郎褒賞 ㈱大井川電機製作

所等

昭和50年第7回世界電気通信日行事に参加してｱﾏﾁｭｱ無線

記念交信を行い､その際ITUﾐﾘ事務総局長､ﾊﾞﾄﾗｰ同局次長､

ｶｰﾋﾞｰCCIR委員長連名のﾒｯｾｰｼﾞを受領したが､その後52年4

月記念交信会場を東京､逓信総合博物館とする関係機関間

の運用協定を締結､爾来毎年全国的にその規模を拡大し､56

年においては､実施期間十日間､実施会場､固定局6､移動局

5､記念交信数87,000を数えるに至った｡このようにして当協会

主催の世界電気通信日行事に毎年華を添え､加えてITUおよ

びその活動の周知宣伝に多大の貢献をしている｡

JARL褒賞



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和55年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和51年及び52年に開催された国際無線通信諮問委員会

(CCIR)に出席し､｢放送衛星の経済性に関する小委員会｣の議

長として活躍し､あるいは､51年開催のｱｼﾞｱ大洋州地域及び

中近東ｱﾌﾘｶ地域のITU方宇荘衛星ｾﾐﾅｰに講師として出席し

て啓蒙に努め､また､52年及び54年開催の無線通信主管庁会

議(WARC-BS及びWARC-G)に出席し､各国の主張対立の中

にあって､放送衛星に関する専門知識､豊富な経験､的確な情

報に基づく説得力を持って折衝を重ね､会議の成功に寄与し､

わが国電波権益の確保に努めるなど､わが国のITU活動に大

きく貢献した｡

泉 武博一般賞 日本放送協会 技術本部

昭和45年以降5年間､ITU職員として発足間もない技術協力部

米州担当業務に従事し､豊富な知識と経験を生かして､中米･

ｶﾘﾌﾞ海地域への技術協力計画を推進し､さらに担当地区に派

遣される専門家をよく掌握指導して､技術協力活動の実をあ

げるなど､ITU活動に大きく貢献した｡なお､現在も引き続き開

発途上国に対する専門家の派遣､機材の供与等の海外協力

活動を計画し推進するなど､わが国のITU活動に積極的に寄

与している｡

笠原 豊一般賞 国際電信電話㈱ 海外協力室

昭和44年以降9年5ヶ月の長きに渡って､海外技術協力活動に

携わり､ITU計画に基づくｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ電気通信訓練ｾﾝﾀｰの搬

送技術教官として､物資不足その他の悪環境下にあって訓練

要領･ﾚｯｽﾝﾌﾟﾗﾝ･訓練ﾃｷｽﾄの作成に苦心し､あるいは訓練用

装置･簡易測定器の政策に当たるなどして多数の電気通信技

術者の育成に尽くし､また同国電気通信の市街回線増設計画

策定にあたっては､同国政府の要請により､訓練のかたわら､

工事計画の樹立に参画し､あるいは建設工事に直接参加して

指導監督を行うなど､その期待に応え､同国の電気通信の発

展に大きく貢献した｡

木村 義典一般賞 元 日本電信電話公

社

海外連絡室

昭和46年以降､無線通信世界主管庁会議､同地域主管庁会

議､管理理事会および国際無線通信諮問委員会(CCIR)総会

ならびに政府間海事協議機関(IMCO)関係の諸会議･会合に

数次に渡って出席し､卓越した識見､豊富な経験によって活躍

し､電波における国際的秩序の確立とわが国の国際的地位の

向上に努めるなど､わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお､

無線通信規則にも通暁し､また電波に関する国際分野全般に

わたって幅広い活動を推進し､後輩の指導に当たるなどわが

国電波行政に寄与した｡

藤岡 昌義一般賞 郵政省 電波監理局



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和53年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)の第1､第2

及び第3研究委員会並びに世界ﾌﾟﾗﾝ委員会作業部会に出席

して活躍し､特に第三研究委員会に対しては｢ﾊﾟｹｯﾄ交換方式

による国際公衆ﾃﾞｰﾀ伝送に適用する料金原則｣についての勧

告草案を作成提出してCCITTの活動に寄与し､わが国のITU

活動に大きく貢献した｡なお 近｢ITU研究｣No.81に掲載された

｢CEPT(ﾖｰﾛｯﾊﾟ郵便電気通信主管庁会議)とは何か-CEPTと

国際通信-｣と題する著作及び｢国際電気通信に関する諸問

題｣誌に八回にわたり執筆された｢通信及び運輸関係の国際

機関により設立された国際多角精算機構の構造と機能｣と題

する記事は示唆に富み参考となるところ多くいずれも高く評価

されている｡

伊藤 英一著作賞 国際電信電話㈱ 国際部

昭和51年以降国際電信電話諮問委員会(CCITT)第5及び第6

各研究委員会並びに両合同作業部会等の諸会合に数次に

渡って出席し､両研究委員会の報告者として､また第5研究委

員会の研究課題10(AT方式関係)及び同19(放送波誘導)の

ｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾎﾟｰﾀに指名されて活躍し､その間多数に上る寄書文

書を自ら､また関係者の意見を取り纏めて作成し提出して､

CCITTの活動に寄与し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡

なお､ｵｰﾄﾄﾗﾝｽによるき電方式(AT方式)の件急実用化にあ

たってはその指導的役割を果たし､また､架空通信線路の放

送波誘導妨害については的確な誘導機構の解析及び誘導予

測計算方法を確立し､これらの研究成果に基づく寄与文書は

いずれも高く評価されている｡

貝淵 俊二著作賞 日本電信電話公社
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一般財団法人日本ITU協会

昭和54年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和35年以降引き続いて海外協力活動に携わり､その間わが

国及びITUの海外技術協力計画に基づき実に16年10ヶ月の

長きに渡って国情の異なるﾀｲ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱに在勤し､幾

多の困難を克服して電気通信訓練ｾﾝﾀｰの開設･運営に当た

り､あるいは無線専門家として､あるいは訓練ｾﾝﾀｰ理事長とし

て訓練施設の整備･充実､無線技術者の育成､無線部門ﾚｯ

ｽﾝ･ﾌﾟﾗﾝの作成に努めるなど､当該国の技術移転の基礎作り

に寄与し電気通信拡充計画に対応する訓練を推進して､電気

通信の発展に大きく貢献した｡

稲野 龍三郎一般賞 日本電信電話公社 海外連絡室

昭和49年以降国際無線通信諮問委員会(CCIR)の総会及び同

研究委員会の諸会合に数次に渡って出席し､53年1月より第3

研究委員会副議長として､又同年10年には無線通信規則及

び追加無線通信規則の全般的改正の為の世界無線通信主

管庁会議(WARC-79)のCCIR特別準備会議(SPM)においてD

委員会(発射の技術特性､監視及び識別)の議長として活躍し､

わが国のITU活動に大きく貢献した｡また､48年以降電波技術

審議会の専門委員として､わが国におけるCCIR活動を積極的

に推進している｡

鍛冶 弘一般賞 国際電信電話㈱ 研究所

昭和33年以降国際無線通信諮問委員会(CCIR)の総会及び同

研究委員会の諸会合にわが国の代表及び主席代表として数

次に渡って出席し､電波技術に関する広汎な知識と豊富な経

験によって活躍し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡また､

24年電波技術審議会発足以来専門委員として｢CCIRの研究

調査に対し日本として寄与すべき事項｣を扱う第1部会の活動

に寄与し､特に38年からは同第5小委員会主査として標準電

波関係の寄与文書の作成及び審議に当たり､わが国における

CCIR活動を積極的に推進している｡

二条 弼基一般賞 伊勢神宮大宮司 松下技研㈱

昭和28年以降専らﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ受像機の研究に従事して受像機

の国産化､ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ化などに努め､引き続いて全ﾁｬﾝﾈﾙ受像

機の中間周波数の選定､ﾁｬﾝﾈﾙﾌﾟﾗﾝ策定用受像機の規格の

検討､ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ音声多重方式の開発に従事して成果を上げ､

さらに現在静止画放送､文字放送などの研究開発に指導的役

割を果たす等ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送の進展に寄与し､国際無線通信諮

問委員会(CCIR)の総会及び同研究委員会の諸会合に出席し

てこれら新放送技術に関する研究問題の審議に当たり､わが

国のITU活動に大きく貢献した｡また､42年以降電波技術審議

会の専門委員として､CCIR活動を積極的に推進している｡

沼口 安隆一般賞 日本放送協会 総合技術研究所
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一般財団法人日本ITU協会

国際船舶無線業務(短波)において画期的な通信方法として期

待されているﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ選択呼出し方式の考案､信号の伝送特

性の研究､装置の開発､外国航路船舶との接続実験､運用方

法の確立等に関して中心的役割を果たし､その成果をもとに

国際無線通信諮問委員会(CCIR)に対し寄与文書を作成提出

し､引き続き同第8研究委員会におけるﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ選択呼出し方

式の運用条件および技術的特性に関する勧告案策定作業に

直接参加しCCIR第14回総会(京都)において正式勧告として承

認され､わが国のITU活動に大きく貢献した｡

西澤 太郎著作賞 国際電信電話㈱ 伝送施設部

ﾏｲｸﾛ波通信方式の実用化に当たり､初期の段階から一貫し

てこれに従事し､雑音切替方式､運用中雑音監視方式など多く

の基本技術を確立すると共に2ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯から20ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯

に至る多くの方式を実用化して今日の大容量ｱﾅﾛｸﾞ方式､大

容量ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ方式への飛躍的発展に寄与し､また国際無線通

信諮問委員会(CCIR)に対しこれら方式に関する多数の寄与

文書を自らまた関係者の意見をとり纏めることにより作成提

出して､同委員会の活動に寄与し､わが国のITU活動に大きく

貢献した｡また､53年10月には無線通信規則及び追加無線通

信規則の全般的改正の為の世界無線通信主管庁会議

(WARC-79)のCCIR特別準備会議(SPM)において作業部会C

-5(40ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ以下の宇宙業務及び宇宙･地上の共用:ｽﾍﾟ

ｸﾄﾗﾑ利用の規則に関する技術的基礎)の義著として各国の意

見を調整し､70ﾍﾟｰｼﾞに及ぶ報告書を取り纏めたことは記憶に

新しいところである｡

室谷 正芳著作賞 日本電信電話公社

わが国放送の創始期より多年放送事業に携わり､終始放送技

術の向上､発展に寄与したが､第二次世界大戦後の荒廃時に

際して特殊法人日本放送協会にあって､放送施設･中継回線

の普及整備に全力を傾注し､さらにﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送の基礎研究

の推進､全国ﾗｼﾞｵ･ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送網拡充計画･放送施設設備

計画の策定･推進に尽力し､今日の放送事業隆盛の基礎を築

いた功績は極めて大きい｡

小松 繁特別賞 (財)電波技術協会

昭和25年電気通信事務次官を 後に退官するまで､25年有

余にわたり逓信事業の発展に貢献した｡特に戦後逓信院総務

局長の職にあっては､終戦処理にあたって幾多の難問題を解

決し､逓信次官就任後周波数割り当てに関する重要な諸会議

に数次にわたって責任官をSCAP顧問の資格において出席さ

せ､その間24年1月24日にはｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ･ｼﾃｨ電気通信条約に

加入し､占領下にもかかわらずITU復帰を実現させて､その後

の国際場裡における活動の契機をもたらし､周波数確保を結

果してわが国電波事業隆盛の基礎を築き､さらにはまた電気

通信省の設置引き続いて日本電信電話公社の創設に腐心

し､今日の電気通信事業発展の基を拓いた功績は極めて大き

い｡

鈴木 恭一特別賞 日本船舶通信㈱
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一般財団法人日本ITU協会

昭和11年国際電話諮問委員会(CCIF)報告者委員会および同

第11回総会に出席して活躍し､次いで電気通信技術委員会専

門委員､興亜院技術部長､技術院第一部長等の要職を歴任し

て､わが国電気通信事業の発展に寄与し､引き続いて戦後日

本科学技術団体研究会理事長､電気通信協会理事(東海支部

長)電信電話工事協会理事(東海支部長)に就任､その間日本

電気技術株式会社(現在の日本電話施設株式会社)を創設す

る等電気通信関連事業の発展に貢献した｡さらにまた中京

ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社､株式会社ｴﾌｴﾑ愛知の創設に参画し､放

送事業の発展に寄与した｡

本多 静雄特別賞 日本電話施設㈱

昭和46年9月当協会設立とともに開設された研究集会委員会

の委員として､また､ITU基本問題研究会･CCITT研究会の両

委員も兼ね､54年3月までの長期にわたり､研究集会活動の実

施計画､各研究会の設置改廃などの審議を通じて講演会､ﾊﾟ

ﾈﾙ討論会､各研究会の実施を軌道にのせ､ITUおよび関連国

際機関の諸問題について広く自由討議､意見交流の途を開く

等その充実に貢献し､当協会の発展に寄与した｡

島田 博一褒賞 日本電信電話公社

昭和46年9月当協会設立とともに開設された運営委員会の委

員として､53年7月までの長期にわたり､当協会の運営方針､事

業計画､業務運営等の全般にわたってその審議に参画して協

会の事業運営を軌道にのせ､また､研究集会委員会委員を兼

ね､草創時の11ヶ月間､その審議を通じて講演会､ﾊﾟﾈﾙ討論

会､各研究会の研究集会活動の基盤作りに貢献する等､当協

会の発展に寄与した｡その間また､世界電気通信日行事､ITU

青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参加等協会の行う諸行事にも積極的に協

力した｡

野口 育彦褒賞 日本放送協会 総務室

昭和47年6月から5年11ヶ月の長期に渡り当協会の運営委員

会委員として､協会の運営方針､事業計画､業務運営等の全般

にわたってその審議に参画して協会の事業運営を軌道にの

せ､また､同期間､図書編集委員会委員を兼ね､その審議を通

じて月刊誌｢国際電気通信連合と日本｣および｢ITU研究｣の編

集に参画し､両誌の円滑な発行､内容の充実に貢献する等､当

協会の発展に寄与した｡その間また､世界電気通信日行事､

ITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参加等協会の行う諸行事にも積極的

に協力した｡

原 弘治褒賞 古河電工㈱ 平塚工場



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和53年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和31年海上移動業務用SSB無線電話装置を完成し､世界

に先駆けてわが国の海上業務にSSB方式を導入して通信の

円滑化に寄与したが､そのご海上移動業務の世界無線通信

主管庁会議及び国際無線通信諮問委員会(CCIR)に数次に

渡って出席して活躍し､特にHF･MF帯へのSSB方式の導入に

当たってわが国の実績に基づく技術基準の採用及び導入時

期の決定に尽くし､また無線通信規則の改正に参画して短波

帯の周波数再編成･VHF帯各ﾁｬﾝﾈﾙの使用区分の決定等に

寄与するなど､わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお昭和

42年以降電波技術審議会の専門委員として､わが国における

CCIR活動を積極的に推進している｡

阿部 英三一般賞 安立電気㈱

昭和42年以降引き続いて海外協力活動に携わり､その間ITU

及びわが国の海外技術援助計画に基づき約9ヶ年の長きに渡

り､国情の異なるﾒｷｼｺ･ｲﾗｸ･ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙに在勤して幾多の困

難を克服し､あるいは電気通信訓練ｾﾝﾀｰを開設して要員の育

成に尽くし､あるいは電話網建設計画に参画して適切な管理･

運営･技術上の指導に努めるなど当該各国の電気通信の発

展に大きく貢献した｡

佐治 信男一般賞 日本電信電話公社

昭和46年以降宇宙通信に関する世界無線通信主管庁会議及

び国際無線通信諮問委員会(CCIR)研究委員会の諸会合に数

次に渡って出席し､宇宙通信に関する周波数の分配･共用基

準の作成等の審議､宇宙研究及び電波天文に関する審議に

参画して宇宙通信技術の発展向上､わが国電波権益の確保

に努めるなど､わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお､昭和

45年以降電波技術審議会の専門委員としてわが国における

CCIR活動を積極的に推進している｡

平井 正一一般賞 宇宙開発事業団

1971年及び1975年の二回に渡る国際電気通信連合(ITU)青

少年作品ｺﾝｸｰﾙの実施に当たり､文部省推薦の同ｺﾝｸｰﾙ日

本実行委員会委員として､ｺﾝｸｰﾙの計画･周知及び実施に関

する事項の審議に積極的に参画し､その実行に当たる事務当

局に対しても多くの適切なる助言･指導を与え､さらに各都道

府県知事､同教育長､日本私立中学高等学校連合会理事長

その他関係方面に協力を依頼する等ITU活動に対する新撃な

協力を重ね､これらITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙの成功に大きく貢献

した｡

山岡 元嗣一般賞 ﾕﾈｽｺｱｼﾞｱ文化

ｾﾝﾀｰ



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和49年以降､国際電信電話諮問委員会(CCITT)のCNC合

同作業部会､特別D研究委員会及び第18研究委員会の諸会

合に数次に渡って出席し､伝送方式とりわけ大容量ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ伝

送方式に関するわが国の技術に基づく提案の理解周知に努

め､伝送ふぃ術の国際標準化に関する国際世論の形成に寄

与してきたが､特にCNC合同作業部会､第18研究委員会にお

いて長期間にわたりﾗﾎﾟｰﾀとして活躍し､その間実に40件にの

ぼる寄与文書を自らまた関係者の意見をとり纏めることにより

作成､提出して同委員会の活動に寄与し､わが国のITU活動に

大きく貢献した｡

井上 伸雄著作賞 日本電信電話公社 横須賀電気通信研

究所

国際通信網の設計や運用に際して時差の影響を受ける国際

ﾄﾗﾋｯｸの性質を考慮すべき必要に着目して早くから研究を進

め､幾多の困難を克服して時差ﾄﾗﾋｯｸの時間分布算定法を考

案し､国際ﾄﾗﾋｯｸの性質を明らかにすると共にこの特性を考慮

した回線設計やﾙｰﾃｨﾝｸﾞ方策についても検討を加えその有効

性を実証した｡この研究成果を基に､国際電信電話諮問委員

会(CCITT)第13研究委員会に対し3件の寄与文書が提出され

たが1976年の第6回総会において新勧告｢国際ﾄﾗﾋｯｸの標準

ﾌﾟﾛﾌｨﾙ｣が採択される等同委員会の活動に寄与し､わが国の

ITU活動に大きく貢献した｡

太田 亨著作賞 国際電信電話㈱ ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ海外事務所

昭和26年以降世界無線通信主管庁会議､国際無線通信諮問

委員会等ITU諸会議のほか､国際電波科学連合､ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ､

NASA等の諸会合に数多く出席し､戦後国際無線通信の発展

に幅広い活躍を重ねたが､52年6月｢ITU研究｣誌No.64に掲載

された｢社会の発展と電気通信｣は､開発途上国･先進国双方

における電気通信のかかえる問題点を指摘し､今後の見通し

に関連してかくあれかしと願う独自の意見を開陳したもので

数々の事例･資料を駆使して展開される論旨は実に公正･明

快で説得力に富み一般に裨益するところ大きく､この続編とも

いうべき｢進展する電気通信の環境とｺﾓﾝｷｬﾘｱの役割｣(｢国際

電気通信連合と日本｣誌第7巻No.10)とともに高く評価され､わ

が国のITU活動の推進に大きく貢献した｡

新川 浩著作賞 富士通㈱



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和52年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和26年以降､世界無線通信主管庁会議並びに国際無線通

信諮問委員会(CCIR)及び同研究委員会等の会合に十数回に

渡って出席して活躍し､特に41年よりは､CCIR第三研究委員

会の副議長及び議長を歴任､その卓越した識見と統率力を

もって短波固定通信技術の国際標準の統一につくす等､わが

国のITU活動に大きく貢献した｡なお､25年より通算19年の長き

に渡って､電波技術審議会の専門委員及び委員として尽瘁し､

特にCCIRに関する事項を取り扱う第1部会において豊かな知

識と経験をもとに短波固定通信分野での主査をつとめた｡

有竹 秀一一般賞 国際電信電話㈱

昭和41年以降､国際無線通信諮問委員会の総会及び同研究

委員会の中間会議･ 終会議の会合に数次に渡って出席し､

また､49年及び50年に分けて開催された長中波放送に関する

地域無線通信主管庁会議並びに52年開催の12ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯放

送衛星業務の計画に関する世界無線通信主管庁会議にそれ

ぞれ出席し､卓越した知識と語学力､要ふな経験によって活躍

し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡なお､多年にわたって､

ﾃﾚﾋﾞ関係機器の研究開発につとめ､また40年以降､国際電気

標準会議･国際無線障害特別委員会の諸会合にしばしば出

席して関連分野の国際規格の審議に参画している｡

岡 修一郎一般賞 (社)日本電子機械工

業会

昭和49年および50年に分けて開催された長中波放送に関す

る地域無線通信主管庁会議に出席し､関係国間の違いの錯

綜する困難な状況下において活躍､特に同会議において｢小

電力局用周波数に関する分科会の特別委員会｣の議長をつ

とめ､的確な視点と豊富な知識･経験をもって会議を円滑に運

営しわが国の電波権益の確保､現行中波放送体制の維持に

努めるなど､わが国のITU活動に大きく貢献した｡これに先立

ち､国際無線通信諮問委員会の研究委員会､ｱｼﾞｱ放送連合

及びﾖｰﾛｯﾊﾟ放送連合の技術委員会等に数次に渡り出席して

関係各国の理解に務め､主管庁会議においてﾁｬﾝﾈﾙ間隔

9ｷﾛﾍﾙﾂ､同一ﾁｬﾝﾈﾙ混信保護比30ﾃﾞｼﾍﾞﾙの採用等､放送技

術基準決定の有力な根拠を培った功績は大きい｡

田所 康一般賞 日本放送協会 技術本部

昭和31年12月､日本人として 初のITU職員として招聘を受け

て以来20年余りの長きに渡って､国際周波数登録委員会

(IFRB)において各国から通告される周波数使用の可否､高周

波放送景気あくの審査業務に従事し､また､これらの審査業務

に電子計算機を導入し応用することにも携わり､IFRBにおける

技術審査ﾃｸﾆｯｸの近代化に大きく貢献した｡これらの業務遂

行に当たって､氏の発揮した技術的知識及び能力は､高く評価

され､ITUの日本人職員に対する認識を高めると共に､日本に

おける後輩のITU業務への関心を強めることとなった｡

塚田 壮平一般賞 ITU IFRB計画部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和47年以降､国際電信電話諮問委員会の総会及び第7研

究委員会等の会合に数次に渡って出席し､新ﾃﾞｰﾀ網の国際

標準化に関する提案を行い､この分野におけるわが国の主導

的役割を積極的に推進し､その間実に48件にのぼる寄与文書

を自らまたは関係者を指導して作成し､提出して､同委員会の

活動に寄与し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡特に､ﾌﾚｰ

ﾑ構成と網遅延時間に関しSYN方式の有利性を主張した寄与

文書及びﾊﾟｹｯﾄ交換に関する新しい提案はいずれも高く評価

されている｡

加藤 満左夫著作賞 日本電信電話公社 武蔵野電気通信研

究所

ﾏｲｸﾛ波通信方式の実用化に当たり､初期の段階から一貫し

てこれに従事し､｢超多重電話信号を対象としたFM伝送理論｣

を確立したが､これにより実用化された種々のﾏｲｸﾛ波通信方

式を基に､国際無線通信諮問委員会第9研究委員会に対し､

多数の寄与文書を自らまた菅家社の意見をとり纏めることに

より作成し､提出して､同委員会の活動に寄与し､わが国のITU

活動に大きく貢献した｡また､今日同委員会の中心課題となっ

ているﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ無線方式は1965年､氏の提案に基づくものであ

り､日本よりの寄与文書も多く､この分野でも常に世界をﾘｰﾄﾞす

る立場にあり､この基礎を築いた功績は大きい｡

桑原 守二著作賞 日本電信電話公社 技術局



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和51年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和40年以降､世界無線通信主管庁会議､管理理事会､ITU

全権委員会議その他の主要会議･会合に数次にわたって出

席し､電波技術に関する広汎な知識と豊富な経験によって活

躍し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡また32年から7年間

国際周波数登録委員会職員としてその業務に従事し､無線通

信の国際的発展に寄与した｡

大内 三郎一般賞 日本電信電話公社

昭和28年以降21年間､一貫してITU関係の職務に携わり､その

間国際電信電話諮問委員会(CCITT)､ﾌﾟﾗﾝ委員会､世界無線

通信主管庁会議､ITU全権委員会議その他の主要会議･会合

に数次にわたって出席して活躍し､わが国のITU活動に大きく

貢献した｡特にCCITT第1研究委員会及び第4回総会において

は､電信規則の簡素化などの討議に参画し､電報の運用なら

びにﾃﾚｯｸｽ規則に関する勧告の作成に寄与した｡

北原 武男一般賞 国際電信電話㈱ 社長室

昭和26年以降無線通信主管庁会議､国際無線通信諮問委員

会､ｱｼﾞｱﾌﾟﾗﾝ委員会その他の主要会議･会合に数次に渡って

出席して活躍し､その間郵政省電波技術審議会委員をつとめ

る等わが国のITU活動に大きく貢献した｡またKDD内外の研究

員を動員して国産技術による優れた宇宙通信施設を完成し東

京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸのﾃﾚﾋﾞ世界中継を成功させ､さらに引き続いて

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ関係の諸会議に出席して､世界衛星通信網の技術

計画に参画する等その功績は顕著である｡

新川 浩一般賞 富士通㈱

昭和25年以降ITU関係の国際会議に数次に渡って出席活躍

し､特に34年開催のITU全権委員会議におけるわが国初の管

理理事国当選ならびに同時期開催の通常無線通信主管庁会

議における日本のIFRB委員選出に尽力し､わが国のITU活動

に大きく貢献した｡また42年以降8年有余の長きに渡ってIFRB

委員として周波数のｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの秩序ある国際的利用の促進

につとめた｡

西崎 太郎一般賞 東京芝浦電気㈱

わが国の海外技術協力計画に基づき､昭和38年以降数次に

渡ってｱｼﾞｱ､ｱﾌﾘｶ､中近東地域の開発途上国に技術協力専

門家として派遣され､ﾃﾚﾋﾞ放送網建設計画の策定および放送

機器の運用､保守等の技術指導に専心し､当該国の放送事業

の発展に大きく貢献した｡その間現地技術者の日本への留学

研修の実現に努力し､またｲﾝﾄﾞﾈｼｱ放送網拡充計画の推進の

ため､同国情報省のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾁｰﾑの技術ｽﾀｯﾌとして放送政

策の策定に参画し､同国の期待にこたえた｡

矢口 栄一一般賞 日本放送協会 技術本部



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

前会期に引き続き､国際電信電話諮問委員会第15研究委員

会､特別D研究委員会､CNC合同作業部会に出席して､伝送技

術の国際標準化に関する国際世論の形成に寄与してきたが､

その間第15研究委員会の報告者として活躍し､なかでも50年

度においては実に16件にのぼる寄与文書を作成提出して同

委員会の活動に寄与し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡

前会期において､60ﾒｶﾞﾍﾙﾂ方式および60ﾒｶﾞﾍﾙﾂを越える

FDM方式に対してｼﾞｬﾝﾎﾞ群を経由する多重化を提案し､新研

究課題として採択されたことは記憶に新しいところである｡

岩橋 栄治著作賞 日本電信電話公社 横須賀電気通信研

究所

20年間一貫して電波､無線関係の研究に従事し､その間郵政

省電波技術審議会専門委員として審議に参画しているが､昭

和43年以降国際無線通信諮問委員会に対し､電波および衛

星通信に関するたくの寄与文書を作成提出するとともにその

会議･会合にも出席して活躍し､わが国のITU活動に大きく貢

献した｡特に47年以降提出した寄与文書は実に18件にのぼ

り､第4研究委員会関係の固定衛星業務用地球局ｱﾝﾃﾅに関

する研究および第5研究委員会還啓の降雨減衰に関する研

究等その内容は高く評価され､新ﾚﾎﾟｰﾄの作成に寄与してい

る｡

横井 寛著作賞 国際電信電話㈱ 研究所

昭和2年以降ITUの主要国際会議会合に数多く出席して活躍

し､その間､欧州各国の無線通信技術を導入する等､わが国電

気通信技術の発展に多大の貢献をした｡また､日本放送協会

の技術局工務部長､理事､職員養成所長等を歴任して､わが

国放送技術の発展に尽くし､さらに､電波技術協会常務理事､

郵政省電波技術審議会専門委員として活躍する等､長期にわ

たり一貫して放送､無線通信技術の発展に寄与した｡

穴澤 忠平特別賞 元(財)電波技術協会

昭和12年､国際無線通信諮問委員会第4回総会において､わ

が国の首席代表として活躍し､また､日本放送協会常務理事と

して中波放送用周波数の有効利用､難視聴地域の解消に尽

力した他､戦後逸速くﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ研究を再開してわが国今日の

ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送の隆盛に大きく貢献し､更に郵政省電波技術審

議会委員として電波行政に参画し､また武蔵工業大学学長と

して無線通信技術者の養成に携わる等､長期にわたりわが国

無線通信技術の発展に寄与した｡

荒川 大太郎特別賞 協和電設㈱

昭和7年ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞにおいて開催された第13回万国電信会議及

び第4回国際無線電信会議を初めとして前後数回に渡るITU

の主要会議に出席して活躍し､国際電気通信条約の改正､周

波数割当問題等当時困難な問題の審議に当り､わが国の国

際電気通信事業の基盤確立に大きく貢献した｡また､夙に無線

通信の重要性を強調してその分野の開拓に力を尽くし､通信

の自主性の確立に寄与した｡

飯野 毅夫特別賞 (財)国際通信文化協

会



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

大正14年以降戦前戦後を通じてITUの主要会議会合に数多く

出席して活躍し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡その間ま

た､著作権制度審議会委員･副会長としてわが国著作権関係

の立法に貢献するとともに､著作権､隣接権等の国際会議にも

しばしば出席して活躍する等､内外に渡り､放送文化の発展に

寄与した｡

野村 義男特別賞 日本放送協会 法規室

昭和30年郵政省電波監理局長に迎えられるや､困難な状勢

下にある電波行政および放送事業の進展に務め､その間2回

にわたり国際無線通信諮問委員会総会に出席して活躍し､国

際無線の発展に大きく貢献した｡また､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ協議会副会

長･会長として電子技術の普及発展に尽力し､さらに､郵政省

電波技術審議会委員･会長として電波行政に参画する等､長

期間一貫してわが国電気通信および放送の発展に寄与した｡

濱田 成徳特別賞 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ協議会

昭和46年9月当協会設立とともに開設された研究集会委員会

の初代委員長として､豊富な経験と該博な知識により､研究集

会活動の実施計画､各研究会の設置･改廃などの審議を通し

て講演会､ﾊﾟﾈﾙ討論会､各研究会を軌道にのせ､ITUおよび関

連国際機関の諸問題等について広く自由討論および意見交

流の途を開き､当協会の発展に寄与した｡

小口 文一褒賞 日本電信電話公社

昭和46年9月当協会設立とともに開設された図書編集委員会

委員として､51年1月の長期にわたり､月刊誌｢国際電気通信

連合と日本｣および｢ITU研究｣の編集に参画し､両誌の円滑な

発行､内容の充実に大きく貢献し､当協会の発展に寄与した｡

その間また､世界電気通信日行事､ITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参

加等協会の行う諸行事にも積極的に協力した｡

金子 仁褒賞 日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｮｰ

協会

昭和46年9月当協会設立とともに開設された運営委員会委員

として､51年3月までの長期に渡り､当協会の運営方針､事業計

画､業務運営等の全般にわたってその審議に参画して協会の

事業運営を軌道にのせ､また､同期間､研究集会委員会委員と

して､その審議を通じて講演会､ﾊﾟﾈﾙ討論会､各研究会の研究

集会活動に貢献する等当協会の発展に寄与した｡その間ま

た､世界電気通信日行事､ITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参加等協会

の行う諸行事にも積極的に協力した｡

古里 正蔵褒賞 日本無線㈱

昭和47年以降毎年世界電気通信日所行事の実施に際して

は､式典会場の設営に協力し､また､写真等記念展示にあたっ

ては､展示物の提供､選定､ﾚｲｱｳﾄ､展示ｺｰﾅｰ設備の整備維

持等にその専門的知識を駆使して尽力し､その間また､2回に

わたって開催されたITU青少年作品ｺﾝｸｰﾙ参加作品の展示に

際しても積極的協力を惜しまず､常に当協会行事の円滑な運

営に寄与した｡

逓信博物館

事業課

褒賞



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和50年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和36年ｶｲﾛ事務所長としてｴｼﾞﾌﾟﾄに在任して4年有余ｱﾌﾘｶ

諸国､ｱﾗﾌﾞ地域諸国に対する技術協力を精力的に推進し､ま

た同45年ITU技術協力上級専門家としてｸｳｪｰﾄ郵電省に派遣

され､計画担当技師長補の要職にあって信任厚く5年近くの長

きにわたって同国電気通信の発展に多大の貢献をした｡

京極 英二一般賞 国際電信電話㈱

昭和31年以降国際電信電話諮問委員会､電信電話主管庁会

議･ITU全権委員会議その他の主要会議･会合に数次にわ

たって出席して活躍し､わが国のITU活動に大きく貢献した｡そ

の間日本電信電話公社の初代ﾊﾞﾝｺｸ海外駐在事務所長とし

て､また数多くの国際会議出席､海外出張を通じて国際協力及

び国際親善に積極的に果たした役割は大きい｡

牧野 康夫一般賞 日本通信協力㈱

昭和30年以降､無線通信主管庁会議､国際無線通信諮問委

員会(CCIR)等の主要会議･会合に数次にわたって出席し､放

送技術に関する豊富な知識と経験によってわが国のITU活動

に大きく貢献した｡また過去十数年にわたって､民放連技術委

員としてITU及びCCIRの動向を民放関係者に紹介し､国際的

問題の啓発と放送技術の発展に寄与した｡

森本 重武一般賞 ㈱日本教育ﾃﾚﾋﾞ

(NET)

昭和29年以降､ITU関係国際会議･会合に数次にわたって出

席して活躍し､わが国ITU活動に大きく貢献した｡その間ﾄﾙｺ･ﾊﾟ

ｷｽﾀﾝ間のﾏｲｸﾛ通信網計画の協力調査ならびにｸｳｪｰﾄ国郵

電省とのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約締結の事前調査及び呼び折衝のため

関係国に出張してその実現の推進に寄与したほか4年有余に

わたって日本電信電話公社の海外技術協力の責任者として

国際協力および国際親善に積極的に果たした役割は大きい｡

横井 大六一般賞 日本船舶通信㈱

昭和40年以降放送衛星の研究に従事し､この分野の研究の

開拓者として活躍し､その間郵政省電波技術審議会専門委員

として第1部会の審議に参画し､同部会を経由して､放送衛星

に関連する多くの研究論文を国際無線通信諮問委員会

(CCIR)に寄与文書として提出し､また第13会期のCCIR中間会

議及び 終会議において放送衛星ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの分科会

議長をつとめる等わが国のITU活動に大きく貢献した｡特に

近発表された｢12ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯放送衛星の周波数･軌道有効利

用｣及び｢22ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯における放送衛星業務と地上業務との

周波数共用｣は放送衛星に関する国際的理解の普及に寄与

している｡

松下 操著作賞 日本放送協会 総合技術研究所



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

昭和49年

年度・賞名 受賞者

(敬称略)

所属 部署 功績概要

昭和41年以来､国際電信電話諮問委員会第10研究委員会､

同第1特別自主作業部会(東京会合)､同ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾌﾟﾗﾝ委員会

並びに同第4回および第5回総会において､それぞれ郵政省参

与として活躍し､わが国のITU活動に大きく貢献された｡

勝田 昌宏一般賞 沖電気工業㈱ 技術本部

前後を通じて4年有余､ITU電気通信専門家として､ｲﾗｸ共和国

及びﾍﾞﾄﾅﾑ共和国に派遣され､それぞれ電気通信訓練ｾﾝﾀｰ

の電気通信一般教官､無線教官として該博な専門知識と真撃

卓越した指導態度をもってその職務に尽瘁し､両国の電気通

信技術の向上に貢献された｡殊にﾍﾞﾄﾅﾑにおいては､情勢不

安な非常時体制下においてよくその任務を完逐したことは特

筆に値する｡

小林 嘉雄一般賞 国際電信電話㈱ 海外協力室

前後9回にわたり､国際無線通信諮問委員会総会､同研究委

員会中間会合､及び宇宙通信に関する臨時無線通信主管庁

会議において政府代表として活躍､わが国の電波権益の確保

に努め､その間13年有余の長きにわたって電波技術審議会第

1部会長をつとめる等､わが国のITU活動に大きく貢献された｡

難波 捷吾一般賞 (財)日本情報処理開

発ｾﾝﾀｰ

4年有余の間､国際電信電話諮問委員会第13研究委員会の

報告者として活躍､その間5件にのぼる自動及び半自動電話

網に関する寄与文書を提出して同委員会の活動に寄与し､他

方ITU電気通信専門家として､韓国における自動電話ｼｽﾃﾑ計

画に適切な技術協力を行う等ITU活動に貢献するとともに､対

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ援助ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの調査を行いそれに基づき同国への

援助が具体化する等､同国電気通信の発展に寄与された｡

福井 謙三一般賞 日本電気㈱ 海外事業部

7年有余の長きにわたり､ITU全権委員会議､電信電話主管庁

会議､管理理事会､国際電信電話諮問委員会等の主要会議･

会合において政府代表として活躍し､わが国のITU活動に多

大の貢献をされた｡なかでも昭和34年ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ全権委員会議

においてわが国初の管理理事国当選にあたっての努力と同

年東京で開催されたITUﾌﾟﾗﾝ小委員会及びｴｶﾌｪ電気通信専

門家作業部会の合同会議において議長として発揮された手

腕は特筆に値する｡

松田 英一一般賞 ㈱日本教育ﾃﾚﾋﾞ

(NET)



日本ITU協会賞　受賞者功績概要（年度別）

一般財団法人日本ITU協会

25年間一貫して放送波を中心とする電波伝搬の研究に従事

し中波帯からVHF･UHF及び衛星放送用のSHF帯に至る研究

対象について多大の業績をあげており､これらに関する数多く

の論文を国際会議等においても発表し､またこの分野におけ

る国際的評価によってITU主催のｾﾐﾅｰに講師として再三招聘

を受ける等､ITU活動に積極的に貢献している｡特に 近発表

された｢高仰角伝搬時の12ｷﾞｶﾞﾍﾙﾂ帯電波の降雨減衰の熱帯

地方における測定結果の統計｣及び｢中波における遠距離夜

間空間波伝搬曲線｣は､その内容において国際的にも高く評

価されている｡

木名瀬 亮著作賞 日本放送協会 総合技術研究所
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昭和48年
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国際電気通信行政に従事すること28年余､その間ITU全権委

員会議､電信電話主管庁会議､管理理事会､国際電信電話諮

問委員会等数多くの国際会議に参加､活躍し､また戦後のわ

が国のITU活動を軌道にのせるのに大きく貢献された｡なかで

もわが国が管理理事国に選出されるにあたっての功績は特

筆に値する｡

阿部 暲一般賞 郵政省

ITUの電気通信専門家として､ｸｳｪｰﾄ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱおよびｱﾌﾘｶ地

域に前後4回にわたって派遣され､枢要な職務につき､実に10

年余の間､発展途上にある諸国の電気通信の発展に貢献さ

れた｡

木下 正文一般賞 電電公社 技師長室次長

臨時周波数委員会､第三地帯無線通信主管庁会議に連合軍

司令部代表の顧問として出席､戦後の不利な国際的立場にも

拘らず電波権益の確保に努め､更に国際無線通信諮問委員

会第7回総会および通常無線通信主管庁会議にそれぞれ政

府代表として活躍､また35年から41年までの6年有余にわたっ

て､国際周波数登録委員会委員に選出せられ､周波数ｽﾍﾟ

ｸﾄﾗﾑの秩序ある国際的利用の促進に貢献された｡

長谷 慎一一般賞 日本通信協力㈱

かねてからﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ音声多重方式の研究に従事してFM-FM

方式の優れている根拠を明らかにし､40年以来数次にわたり､

寄与文書を国際無線通信諮問委員会に提出し､また47年には

同方式に関する電波技術審議会の答申に参画し､わが国の

ITU活動に貢献された｡

安東 平一郎著作賞 日本放送協会 総合技術研究所

第6信号方式仕様の改善案と試験ﾃﾞｰﾀを44年以来実に9件に

及ぶ寄与文書として国際電信電話諮問委員会に提出し､同方

式の完成に貢献された｡なかでも合理性検査表は高く評価さ

れ､国際電信電話諮問委員会第5回総会において採択され

た｡

池田 茂樹著作賞 国際電信電話㈱

総合ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｼﾞﾀﾙ網の分野における国際電信電話諮問委員

会での研究のあり方について重要な寄与文書を提出し､ITU

の活動に貢献された｡

島田 博一著作賞 電電公社 技術局


