
生年月日　　昭和14年4月1日

（学歴）

昭和32年3月31日 東京都立小山台高等学校卒業

昭和37年3月31日 早稲田大学第一理工学部電気通信学科卒業

昭和39年3月31日 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了

昭和48年2月 工学博士（早稲田大学）学位授与

（職歴）

〈専任歴〉

昭和39年4月1日 日本電信電話公社勤務（昭和46年3月31日まで）

昭和46年4月1日 早稲田大学理工学部助教授（昭和51年3月31日まで）

昭和51年4月1日 早稲田大学理工学部教授（平成１９年3月31日まで）

平成10年6月1日 早稲田大学国際情報通信研究センター教授(兼任）（平成21年3月31日まで）

平成12年4月1日 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授(兼任）（平成21年3月31日まで）

平成19年4月1日 早稲田大学理工学術院教授（平成21年3月31日まで）

平成21年9月1日 早稲田大学理工学部名誉教授（現在まで）

〈大学役職歴〉

昭和４７年9月15日 早稲田大学教務部参与（平成8年5月31日まで）

昭和46年6月1日 早稲田大学コンピュータセンター管理委員（平成8年5月31日まで）

昭和57年3月 早稲田大学100周年記念シンポジウム総括責任者（MITとの連携対応）　（終期

不明）

昭和57年3月 早稲田大学100周年記念シンポジウム企画委員（第2分科会第1部担当10月21・

23日実施）

昭和61年4月1日 早稲田大学情報科学研究教育センター管理委員（平成6年5月31まで）

昭和61年9月16日 早稲田大学理工学部電子通信学科主任（昭和63年9月14日まで）

平成6年 早稲田大学情報システムセンター所長（平成8年5月31日まで）

平成6年6月1日 早稲田大学評議員（平成10年11月31日まで）

平成6年6月1日 早稲田大学商議員（平成10年5月31日まで）

平成6年6月1日 早稲田大学コンピュータセンター所長(平成8年5月31日まで)

平成7年1月 早稲田大学大学院理工学研究科教授（平成12年3月31日まで）

平成8年4月1日 早稲田大学情報科学研究教育センター研究部門委員会委員（平成10年3月31

日まで）

昭和61年4月1日 早稲田大学理工学研究所管理委員（平成6年5月31日）

平成6年 早稲田大学ＢＮＲ（Bell Ｎｏｒｔｈｅｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）寄付講座運営委員会委員長（平

成7年2月まで）

日付不明 早稲田大学大川寄付講座運営委員会委員長（終期不明）

日付不明 早稲田大学電気通信普及財団寄付講座運営委員会委員長（終期不明）

平成8年6月1日 早稲田大学アジア太平洋センター管理員（平成10年5月31日まで）

平成8年4月 早稲田大学通信・放送機構早稲田リサーチセンター・リーダー（平成10年5月31

日まで）

平成8年6月1日 早稲田大学教務部GITI設立準備室長（平成10年5月31日まで）

平成9年3月24日 早稲田大学主催：GII/NIIにおける教育・研究の国際協同に関する国際シンポ

ジューム総括責任者

平成10年6月1日 早稲田大学国際情報通信研究センター（ＧＩＴＩ）　初代所長（平成16年9月まで）

平成12年4月1日 早稲田大学大学院国際情報通信研究科（独立大学院）教授（平成21年3月31

日まで）

平成14年9月15日

平成12年3月 早稲田大学主催：地球的ネットワーク環境における教育・研究の国際協同に関

する国際シンポジウム総括責任者（平成12年3月17日まで）

〈兼担・兼任歴〉

昭和46年4月1日 日本国有鉄道中央学園大学部講師（昭和53年3月31日まで）

昭和46年4月1日 日本電信電話公社大学部講師（昭和54年3月31日まで）

昭和48年4月1日 国際電信電話会社大学部講師（昭和55年3月31日まで）

昭和51年4月1日 東北大学電気通信研究所流動研究員（日本学術振興協会派遣）（昭和52年3

月31日まで）

昭和53年4月1日 英国エセックス大学訪問教授（昭和54年3月31日まで）

平成2年4月1日 郵政省郵政研究所特別研究官（平成8年3月31日まで）

平成15年11月1日 北京工業大学招聘教授（平成17年12月31日まで）

早稲田大学大学院国際情報通信研究科（独立大学院）委員長（平成16年

9月まで）



平成18年4月1日 神奈川工科大学客員教授（平成21年3月31日まで）

（法人歴）

〈内閣府〉

昭和46年9月 財団法人電磁応用研究所（平成24年11月に公益財団法人に移行）理事（現在

まで）

平成13年9月 財団法人電磁応用研究所（平成24年11月に公益財団法人に移行）理事長（現

在まで）

平成23年6月 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力　評議員（現在まで）

〈文部省主管〉

昭和58年10月 財団法人情報通信学会理事(終期不明）

昭和62年8月 財団法人電気・電子情報学術振興財団　評議員（平成27年まで）

平成9年 財団法人ニューテクノロジー振興財団評議会　評議員(平成25年まで）

〈郵政省主管〉

昭和59年10月 財団法人テレコム先端技術研究支援センター　審査員(現在まで）

昭和59年10月 財団法人電気通信普及財団審査委員（平成10年10月21日まで）

昭和61年4月1日 財団法人電気通信端末機器審査協会（平成25年4月一般財団法人に移行）

評議員（現在まで）

昭和63年4月 財団法人情報通信技術研修センター　理事（平成4年5月31日まで）

平成4年5月 財団法人日本ITU協会　評議員（平成25年まで）

平成5年 通信・放送機構研究　顧問（平成9年）

平成23年 財団法人テレコム先端技術研究支援センター　審査委員長（現在まで）

〈自治省主管〉

平成3年10月 財団法人自治体衛星通信機構　評議員（平成26年まで）

平成13年２月 社団法人国際都市コミュニケーションセンター　理事（平成13年）

〈経済産業省主管〉

平成12年4月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO　技術委員（平成

21年まで）

平成12年 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO　提案公募型事業

審査委員（平成14年まで）

〈科学技術庁主管〉

平成13年5月 財団法人セコム科学技術振興財団　評議員（平成21年まで）

〈その他〉

平成13年 社団法人国際都市コミュニケーションセンター　理事（終期不明）

平成2年4月1日 財団法人世界通信開発機構　評議員（平成4年3月31日まで）

平成4年 京都賞先端技術部門専門委員会委員（終期不明）

(国際関係活動）

〈IEEE関連〉

昭和59年 IEEE Tokyo Chapter,  Chairman of Program Committee（東京支部プログラム担

当理事相当）（昭和61年まで）

平成元年 IEEE ComSoc,  Chairman of IWT（研究委員会委員長相当）（平成5年まで）

平成2年 IEEE Tokyo Chapter ComSoc Chairman（東京支部長相当）（平成7年まで）

平成3年8月29日 IEEE，IEICE,  Ｖｉｓｉｃｏｍ91,  4ｔｈ International  Ｗｏｒｋｓｈｏｐ ｏｎ  Ｐａcket Ｖｉｄｅｏ

Ｖｉｃｅ-Ｃｈａｉｒman（共同委員長相当）（平成3年8月30日まで）

平成3年9月9日 IEEE Comsoc. ６ｔｈ IEEE Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａl　Workshop ｏｎ Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ　（ＩＷＴ７

９１　Ｃｈｅｊｕ）（総括委員長相当）（平成3年9月12日まで）

平成4年 IEEE Tokyo Chapter, BT(Broadcast Technology), Chairman（放送技術委員会

委員長相当）（平成8年まで）

平成5年2月 IEEE Tokyo Chapter, CES(Consumer Electronics System）, Vice-Chairman(コ

ンシューマーエレクトロニクスワークショップ副委員長相当）（平成5年7月まで）

平成6年 IEEE Tokyo Chapter, BT(Broadcast Technology), Chairman（放送技術委員会

委員長相当）（平成8年まで）

平成6年 IEEE Tokyo Chapter, COM(Communication), Chairman（通信委員会委員長相

当）（平成8年まで）



昭和57年12月30日 IEEE Asian Pacific Committee Organizer（終期不明）

〈デジタル画像情報とそのネットワークに関する国際標準化活動〉

昭和49年 ISS'76（電子交換国際会議,International Switching Symposium）実行委員会委

員（昭和51年まで）

昭和52年 ICCC'78（世界コンピュータネットワーク会議）実行委員（昭和53年まで）

昭和59年12月3日 ＰＣＣＳ'85,  Seoul（Pacific　Computer Communication Simposium, Seoul, 組織

委員・プログラム委員（昭和60年12月まで）

昭和60年 ISS'92（電子交換国際会議,International Switching Symposium）実行委員会副

委員長（平成4年まで）

昭和61年 DAPA(Digital Audio Picture Architecture)研究会代表（平成3年まで）

平成元年5月 PS'90（光スイッチング国際会議）運営委員会委員（平成2年8月まで）

平成2年 ASIA-CRYPT'91（暗号理論とその応用に関する国際会議）組織委員会委員

（平成3年11月まで）

平成5年 MoMuC(Mobile Multimeia Communication), Steering Committee委員（平成21

年まで）

平成5年 MoMuc 1, Tokyo Meeting, Vice-Chairman

平成5年 1st Asia-PacificConferende on Communication, 1993, Taejon, International

Steering Committee:Chairman:

平成6年 DAVIC（Digital Audio Visual Council)発起人代表（平成8年まで）

平成7年 2nd Asia-Pacific Conference on Communication, 1995, Osaka ,International

Steering Committee:Chairman:

平成7年 Board of DAVIC(Digital Audio Visual Council)設立理事（平成8年まで）

平成7年5月 OECC'96（光エレクトロニクス・光通信国際会議）運営諮問委員会委員（平成8

年12月まで）

平成8年 President of Asian Pacific Conference on Communication（平成21年まで）

平成9年 ICIP'99組織委員会委員（平成10年まで）

平成9年 ３ｒｄ Asia-Pacific Conference on Communication, 1997, Sydny, International

Steering Committee:Chairman:

昭和63年4月28日 AIC（Asian ISDN Council:後にAsian Infor-Comに改称）日本委員会実行委員

長（平成21年3月31日まで）

平成10年 Chairman,Executive Committee for AIC of Japan(総務省情報通信政策局アジ

ア情報通信基盤共同研究会日本委員会実行委員会委員長）（平成21年まで）

平成10年 ４th Asia-Pacific Conference on Communication, 1998, Singapore, International

Steering Committee:Chairman:

平成11年 5th Asia-Pacific Conference on Communication, 1999, Beijing, International

Steering Committee:Chairman:

（国内学会歴）

〈電子情報通信学会〉

昭和53年 電子情報通信学会情報通信網研究会委員（昭和62年まで）

昭和53年 電子情報通信学会交換研究専門委員会委員（昭和61年まで）

昭和57年5月 電子情報通信学会東京支部評議員（昭和59年まで）

昭和58年5月 電子情報通信学会編集幹事（昭和60年まで）

昭和61年 電子情報通信学会編集顧問（平成21年まで）

昭和61年5月 電子情報通信学会評議員（昭和63年まで）

昭和62年5月 電子情報通信学会情報通信網の安全性・信頼性時限研究専門委員会専門委

員（平成元年4月まで）

昭和62年5月 電子情報通信学会篠原記念学術奨励賞委員会委員（終期不明）

昭和62年5月 電子情報通信学会昭和63年春季全国大会委員会委員（昭和63年5月まで）

昭和62年11月 電子情報通信学会光スイッチング時限研究専門委員会専門委員（昭和64年10

月まで）

昭和63年 電子情報通信学会交換システム研究専門委員会委員長（平成1年まで）

昭和63年 電子情報通信学会通信グループ運営委員会副委員長（平成2年まで）

昭和63年5月 電子情報通信学会企画担当理事（平成2年まで）

昭和63年5月 電子情報通信学会昭和63年秋季全国大会委員会幹事（昭和63年11月まで）

昭和63年5月 電子情報通信学会昭和64年春季全国大会委員会幹事（昭和64年5月まで）

昭和63年5月 電子情報通信学会展示会委員会委員長（昭和64年5月まで）

昭和63年10月 電子情報通信学会大学シリーズ特別委員会委員（昭和65年9月まで）

昭和63年11月1日 電子情報通信学会広帯域ネットワーク論文特集編集委員会委員(昭和64年11

月30日まで）



平成元年4月 電子情報通信学会　「ネットワークシステムにおける制御技術」論文小特集編集

委員会委員（終期不明）

平成元年5月20日 電子情報通信学会情報セキュリティー研究専門委員会委員長（平成3年まで）

平成元年5月20日 電子情報通信学会通信グループ運営委員会副委員長（平成2年5月まで）

平成元年5月20日 電子情報通信学会平成2年春季全国大会委員会幹事（平成2年まで）

平成元年5月20日 電子情報通信学会通信ネットワーク研究専門委員会委員長　（平成3年5月18

日まで）

平成元年5月 電子情報通信学会通信高度情報通信網の安全・信頼性時限研究専門委員会

専門委員（平成3年4月まで）

平成2年5月 電子情報通信学会評議員（平成4年まで）

平成2年5月 電子情報通信学会編集担当理事（平成４年まで）

平成4年5月23日 電子情報通信学会総務理事（平成6年5月14日まで）

平成5年5月20日 電子情報通信学会情報セキュリティー研究専門委員会顧問（平成25年5月24日

まで）

平成5年5月22日 電子情報通信学会交換システム研究専門委員会顧問（終期不明）

平成5年5月22日 電子情報通信学会情報ネットワーク研究専門委員会委員　（平成13年5月29日

まで）

平成6年5月14日 電子情報通信学会通信グループ運営委員会委員長（平成7年まで）

平成6年5月14日 電子情報通信学会英文論文誌B編集委員会英文アドバイザリー（平成8年5月

17日まで）

平成7年5月20日 電子情報通信学会通信ソサイエティ会長（平成8年5月17日まで）

平成8年9月25日 電子情報通信学会アジア太平洋連携問題委員会委員（平成9年5月まで）

平成9年5月17日 電子情報通信学会東京支部長（平成10年5月22日まで）

平成11年5月22日 電子情報通信学会英文論文誌編集長（平成13年5月29日まで）

平成11年5月22日 電子情報通信学会通信ソサイエティ編集長（平成14年5月27日まで）

平成12年2月21日 電子情報通信学会教科書委員会委員（終期不明）

平成12年9月25日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成13年4月16日まで）

平成13年4月1日 電子情報通信学会モバイルマルチメディア通信研究専門委員会顧問（平成25

年5月24日まで）

平成13年9月25日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成14年4月15日まで）

平成14年5月28日 電子情報通信学会副会長（平成１６年5月28日まで）

平成19年5月25日 電子情報通信学会会長（平成20年5月26日まで）

平成5年5月22日 電子情報通信学会ソサイエティ制発足準備委員会幹事（平成6年5月14日まで）

平成5年10月25日 電子情報通信学会功績賞・業績賞委員会幹事（平成6年2月21日まで）

平成6年5月14日 電子情報通信学会理事会研究グループ運営委員長（平成7年5月19日まで）

平成6年10月24日 電子情報通信学会功績賞・業績賞委員会委員（平成7年2月20日まで）

平成7年4月1日 電子情報通信学会技術と社会・倫理研究専門委員会専門委員（平成10年5月

22日まで）

平成7年9月18日 電子情報通信学会功績賞・業績賞委員会委員（平成8年2月19日まで）

平成9年5月17日 電子情報通信学会学術奨励賞投票委員（平成10年2月28日まで）

平成10年5月23日 電子情報通信学会技術と社会・倫理研究専門委員会顧問（平成13年5月29日まで）

平成11年9月27日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成12年4月24日まで）

平成14年5月28日 電子情報通信学会編集顧問会編集顧問（平成17年5月27日）

平成14年5月28日 電子情報通信学会大会委員会委員長（平成16年5月28日まで）

平成14年5月28日 電子情報通信学会代議員会代議員（役員）（平成16年5月28日まで）

平成14年9月24日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成15年4月14日まで）

平成15年9月16日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成16年4月19日まで）

平成16年9月13日 電子情報通信学会論文賞委員会投票委員（平成17年4月18日まで）

平成18年5月27日 代電子情報通信学会議員会代議員（役員）（平成20年5月26日まで）

平成18年5月27日 電子情報通信学会次期会長（平成19年5月24日まで）

平成25年5月25日 モバイルネットワークとアプリケーション研究専門委員会顧問（現在まで）

〈情報処理学会〉

昭和54年 情報処理学会マイクロコンピュータ研究専門委員会委員（平成4年まで）

昭和58年５月 情報処理学会総務担当理事（昭和60年まで）

平成3年 情報処理学会SC29/WG11/MPEG-4小委員会委員（平成14年まで）

平成3年 情報処理学会幹事会委員（平成14年まで）

平成3年 情報処理学会技術委員会委員（平成14年まで）

平成3年 情報処理学会表彰委員会委員（平成14年まで）

平成3年 情報処理学会オーディオビジュアル複合情報処理特別研究専門委員会主査

（平成5年まで）

平成3年 情報処理学会情報規格調査会SC29専門委員会幹事（平成14年まで）



平成5年 情報処理学会オーディオビジュアル複合情報処理研究専門委員会委員長（平

成6年まで）

平成7年3月10日 情報処理学会情報規格調査会SC29専門委員会委員長（終期不明）

平成7年3月10日 情報処理学会情報規格調査会表彰委員会委員（終期不明）

平成7年４月1日 情報処理学会情報規格調査会3号委員（終期不明）

平成7年４月1日 情報処理学会情報規格調査会技術委員会委員（終期不明）

平成14年 情報処理学会オーディオビジュアル複合情報処理研究運営委員会運営委員

（平成16年まで）

〈画像電子学会〉

昭和57年5月 画像電子学会評議員（平成3年まで）

昭和60年5月 画像電子学会テレマティクス研究専門委員会委員長（平成3年まで）

昭和61年5月 画像電子学会編集理事（平成3年まで）

昭和63年 画像電子学会庶務担当理事（平成2年まで）

平成元年6月1日 画像電子学会DAPA運営委員会委員（終期不明）

平成2年 画像電子学会20周年記念事業委員会委員（平成4年4月まで）

平成2年 画像電子学会第18回全国大会実行委員（終期不明）

平成3年5月 画像電子学会編集長（平成8年まで）

平成15年 画像電子学会会長（平成16年まで）

〈その他の学会〉

昭和52年9月8日 電気学会電子回路技術委員会委員（終期不明）

平成15年２月 日本社会情報学会理事（平成18年）

平成元年1月 情報理論とその応用学会評議員（平成2年12月まで）

平成3年9月 テレビジョン学会ハイビジョン専門研究部会委員（平成5年3月まで）

平成3年10月 日本工学会企画理事（平成7年まで）

（審議会歴）

〈内閣府関係〉

昭和58年 日本学術会議情報工学研究連絡会幹事（平成6年9月30日まで）

昭和62年9月 日本工学アカデミー情報専門部会専門委員（平成4年まで）

昭和62年9月 日本工学アカデミー情報専門部会幹事（平成4年まで）

平成12年 内閣官房内閣内政審議室IT21評価・助言会議委員（終期不明）

平成13年 内閣府IT21推進プロジェクト評価・助言会議委員（平成15年まで）

昭和58年4月1日 日本学術会議中央選挙管理会臨時委員（58年12月31日まで）

昭和62年3月13日 日本学術会議情報工学研連幹事として出張、国際電子交換会議に参加（昭和

62年3月23日まで）

昭和62年3月14日 日本学術会議情報工学研連幹事として出張、ISS87　Phenix（目的： ISS93の日

本誘致の表明)（昭和62年3月22日まで）

〈郵政省関係〉

昭和61年12月 郵政省電気通信分野における国際経済問題研究会（国際通信研究会）委員

昭和62年1月 郵政省宇宙通信開発研究会委員（終期不明）

昭和62年5月7日 郵政省電気通信審議会専門委員（平成6年9月30日まで）

昭和62年5月 郵政省電気通信技術審議会CCITT委員会第4専門委員会委員　（平成元年5

月まで）

昭和62年5月 郵政省電気通信技術審議会CCITT委員会第5専門委員会主査　（平成元年5

月まで）

昭和62年5月 郵政省電気通信技術審議会移動体通信衛星委員会委員長　　　（平成元年5

月まで）

昭和62年5月 郵政省電気通信技術審議会衛星放送データ伝送委員会委員長（平成元年5月

まで）

昭和62年5月 郵政省電気通信技術審議会推奨通信方式委員会委員（平成元年5月まで）

昭和63年 郵政省電気通信制度審議会専門委員（平成6年まで）

昭和63年 郵政省電気通信審議会電気通信事業部小委員会主査（平成7年まで）

昭和63年5月 郵政省国際的ISDN国内共同研究会委員（終期不明）

昭和63年5月30日 郵政省ISDN国際共同研究会(AIC)日本委員会部会長（終期不明）

昭和63年9月 郵政省衛星パイロット計画に関する調査研究会主査（平成7年まで）

昭和63年 郵政省電気通信技術審議会専門委員（平成13年まで）

昭和63年 郵政省ITU-T委員会第6専門委員会委員（平成4年まで）

平成元年2月 郵政省ネットワークエンジニア人材育成に関する調査研究会委員（終期不明）



平成元年3月 郵政省「国際防災10年」における電気通信分野の協力の在り方に関する調査

研究会委員（平成元年7月まで）

平成元年5月16日 郵政省電気通信技術審議会CCITT委員会第6専門委員会委員（平成5年5月

15日まで）

平成元年5月16日 郵政省電気通信技術審議会CCITT委員会第9専門委員会委員（平成5年5月

15日まで）

平成元年5月16日 郵政省電気通信技術審議会推奨通信方式委員会委員（平成5年5月15日まで）

平成4年 郵政省ITU-T委員会第9専門委員会主査（平成8年まで）

平成7年5月16日 郵政省電気通信技術審議会CCITT委員会第6専門委員会委員（平成9年5月

15日まで）

平成7年5月16日 郵政省電気通信技術審議会推奨通信方式委員会委員（平成9年5月15日まで）

平成7年6月1日 郵政省通信・放送機構早稲田リサーチセンター総括責任者（平成14年3月31日

まで）

〈文部省関係〉

平成11年4月 文部省大学設置審議会専門委員、工学視学委員（平成15年3月）

平成3年 文部省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員（平成12年3月31

日まで）

平成7年5月16日 文部省学術審議会専門委員（平成7年7月31日まで）

平成12年

〈文部科学省関係〉

平成10年 文部科学省（通信・放送機構）先進的教育用ネットワークモデル地域事業（学校

における複合アクセス網活用インターネットに関する研究開発）サブリーダー

（平成14年3月まで）

平成12年 文部科学省科学技術振興事業団参与（平成16年まで）

平成14年 文部科学省私立大学教育研究高度化推進専門委員（終期不明）

〈通商産業省関係〉

昭和61年11月7日 通商産業省機械情報産業の将来展望に関する懇談会通信機器部会専門委員

（昭和62年11月6日まで）

平成7年7月15日 通商産業省　日本工業標準調査会委員（終期不明）

平成8年 通商産業省民生用電子機器検討会委員（終期不明）

平成8年5月16日 通商産業省（社団法人日本機械工業連合会）「21世紀の情報家電端末のコン

セプトに関する調査」委員会委員長(平成10年3月まで）

昭和61年7月15日 通商産業省（財団法人日本規格協会）ＯＳＩ調査研究委員会委員（昭和62年3

月31日まで）

〈建設省関係〉

昭和61年 建設省ニューフロンティア懇談会委員（昭和62年まで）

昭和61年3月 建設省インテリジェントビル研究委員会委員（昭和62年3月31日まで）

〈国土庁関係〉

昭和60年 国土庁中央防災無線網調査委員会主査（昭和61年まで）

昭和59年6月 国土庁大都市圏情報化社会懇談会委員（昭和61年まで）

〈自治省関係〉

昭和63年7月5日 自治省（財団法人消防科学総合センター）防災情報の伝達機能強化方策に関

する調査研究委員会（昭和64年3月31日まで）

平成2年10月 自治省衛星通信を利用した新しい消防防災無線ネットワークに関する調査研

究委員会委員長（終期不明）

〈経済産業省関係〉

昭和63年12月 経済産業省情報化による産業・経済・社会変革の展望と問題点の検討会主査

（終期不明））

〈経済企画庁関係〉

昭和61年9月8日 経済企画庁情報経済委員会委員（昭和62年3月25日まで）

昭和62年12月1日 経済企画庁情報政策委員会主査（昭和63年3月25日まで）

昭和59年10月9日 経済企画庁援助プロセス研究会委員長（昭和60年2月まで）

文部省教育助成局教育情報ナショナルセンター機能の整備に関する研究開発

委員会委員（終期不明）



〈科学技術庁関係〉

平成元年12月 科学技術庁（財団法人原子力安全研究協会）緊急時情報伝達高度化調査専

門委員会委員（平成2年3月31日まで）

平成3年10月2日 科学技術庁（新技術事業団、後の科学技術振興事業団）新技術審議会専門委

員（終期不明）

〈総務省関係〉

平成11年 総務省（通信・放送機構）「成果展開等研究開発事業評価委員会」委員　（終期

不明）

平成13年 総務省（通信・放送機構）「通信・融合技術開発促進助成金交付業務に係る評

価委員会」委員（平成15年まで）

平成14年 総務省（通信・放送機構）「ミレニアム・プロジェクト教育の情報化」総括責任者

（平成15年まで）

平成14年 総務省「ユビキタス社会における住民サービスの高度化・多様化に関する懇談

会」委員（平成15年まで）

平成15年 総務省「企業と大学の連携による人材育成検討会（ITコンテンツワーキンググ

ループ）（終期不明）

平成16年 総務省情報政策局「戦略的情報通信研究開発推進制度」評価委員会委員（終

期不明）

〈沖縄開発庁関係〉

平成11年 沖縄開発庁沖縄振興開発審議会総合部会専門委員（平成12年まで）

〈消防庁関係〉

平成元年6月 消防庁（財団法人電波システム開発センター）衛星通信を利用した新しい消防

防災無線ネットワークに関する調査研究委員会委員長（終期不明）

平成7年4月1日 消防庁（財団法人日本消防設備安全センター）緊急通報装置等のあり方検討

委員会委員（平成8年3月31日まで）

昭和57年6月9日 消防庁地震時パニック対策検討委員会委員（終期不明）

昭和63年 消防庁（財団法人日本消防設備安全センター）自動通報システム調査研究委

員会委員（平成2年3月まで）

〈東京都関係〉

昭和52年9月21日 東京都防災情報システム検討会委員（昭和53年3月31日まで）

平成6年10月25日 「テレポート'96東京」開催委員会専門委員（終期不明）

平成13年 西東京市地域情報化計画策定審議会委員（終期不明）

〈広島県関係〉

平成18年 広島県産業科学技術研究所企画評価委員会書面審査委員（平成19年）

〈住宅都市整備公団関係〉

平成元年12月 住宅団地における情報通信基盤整備水準に関する研究委員会委員長（財団

法人電波技術協会）（平成3年3月31日まで）

〈その他〉

昭和62年4月 基盤技術研究促進センター技術評価委員会委員（平成3年3月31日まで）

昭和62年12月 NTT電気通信技術委員会特別部会専門委員（平成5年2月28日まで）

昭和63年 日本放送協会放送技術研究専門委員会副座長（平成6年まで）

昭和63年 NTT通信網特別専門委員会委員（平成6年まで）

昭和63年6月 財団法人ニューテクノロジー振興財団　調査研究委員会委員（昭和64年まで）

昭和63年8月 財団法人日本情報処理開発協会　ISDN利用研究会委員（平成4年3月まで）

昭和63年8月1日 財団法人日本消防設備安全センター　自動通報システム調査研究委員会委員

（平成3年3月31日まで）

昭和63年10月 NTT高速広帯域交換システム部会専門委員（平成2年9月まで）

平成元年6月1日 日本学術振興会　特別研究員等審査会専門委員（平成2年5月31日まで）

平成元年7月4日 東京電力㈱　ISDN技術検討会委員（終期不明）

平成元年11月30日 社団法人電信電話技術委員会（ＴＴＣ）　標準化フォーラム委員　（平成3年11

月29日まで）

平成2年6月1日 NTT公正市場懇談会委員（平成4年5月31日まで）

平成2年 財団法人都市みらい推進機構　新都市拠点における都市基盤施設の総合的

一体的管理に関する調査委員会委員（平成3年3月31日まで）

平成3年4月 財団法人東電記念科学技術研究所審査委員会委員（平成5年3月まで）

平成3年10月2日 新技術事業団　新技術審議会専門委員（平成5年10月1日まで）



平成4年2月26日 秋田公立美術工芸短期大学創設委員会委員（終期不明）

平成5年12月17日 NTT電気通信技術委員会委員（平成7年3月31日まで）

平成6年2月16日 社団法人電気通信協会　「高齢化社会における電気通信の役割」委員会委員

（終期不明）

平成6年7月29日 日本学術振興会　次世代映像メディア第１５９委員会委員　　（平成11年3月31

日まで）

平成6年10月1日 日本学術振興会　光情報通信技術に関する研究開発専門委員会委員（平成9

年9月30日まで）

平成7年4月1日 日本マルチメディアフォーラム　アドバイザリー・ボード委員（終期不明）

平成9年 マルチメディア住宅共同研究開発評議会評議員（終期不明）

平成16年 独立行政法人情報通信研究機構「通信・放送融合技術開発促進に係る評価委

員会」委員（終期不明）

平成16年 独立行政法人情報通信研究機構「情報家電のIPv6化関連研究開発事業に関

する評価委員会」委員（終期不明）

昭和58年11月 NTT電気通信技術委員会デジタルネットワークに関する関係部会合同審議会

委員（昭和60年12月まで）

（賞罰）

昭和38年 電気通信学会稲田賞

昭和43年 日本電信電話会社総裁表彰

昭和43年 日本電信電話会社梶井賞

平成2年5月19日 電子情報通信学会業績賞（イ項）

平成2年 画像電子学会論文賞

平成3年 ITU協会賞

平成3年 情報化月間郵政大臣賞

平成7年5月20日 電子情報通信学会業績賞（ロ項）

平成10年 エリクソンテレコミュニケーションアワード'98

平成12年 画像電子学会論文賞

平成12年 電子情報通信学会フェロー

平成14年 画像電子学会論文賞

平成15年 画像電子学会フェロー

平成16年 電子情報通信学会功績賞

平成20年 早稲田大学大隈記念学術褒賞

平成29年11月 瑞宝中綬章受章（平成29年度秋の叙勲）


