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左藤  惠 

昭和 20年 10月逓信院に採用され、同 35年郵政省貯金局国際業務課長、同 36年同省大臣官房

電気通信参事官、同 39年同省大臣官房文書課長、同 41年同省電波監理局放送部長、同 44年同省

松山郵政局長と要職を歴任し、同年に退官するまで、在職 24年の長きにわたり、常に卓越した識

見と強い責任感をもって職務に精励され、郵政事業の発展に大きく寄与されました。 

昭和 44年からは平成 12 年までの３０年超の間、衆議院議員として国政に参画し、自治政務次

官、郵政政務次官、衆議院地方行政委員会委員長、衆議院逓信委員会委員長、郵政大臣、法務大

臣及び国土庁長官を歴任し、特に、昭和 60年には郵政大臣として、郵便事業を取り巻く環境が厳

しくなる中で、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和や

料金後納制度の改善、郵便小包の転送料・還付料を大幅に減額すること等により、利用者の負担

の軽減とともに、多様化する国民のニーズに対応して利用者利便を向上することに努められまし

た。 

また、情報通信分野においても、ＩＴＵ（国際電気通信連合）の理事国への日本の当選に尽力

した他、ＩＦＲＢ（国際周波数登録委員会）の委員への日本人の当選に尽力、郵政大臣時代には

電気事業通信事業法の成立に伴い日米間の意見の相違を調整する等、我が国の国益の観点からも

多大な貢献をされました。 

以上、郵政事業及び情報通信の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

澁谷 昭夫          

昭和３５年５月岩槻郵便局に採用され、平成１３年７月、日本橋郵便局長を最後に退官される

まで４０年有余の長きにわたり始終至誠を尽くして職務に精励され、郵政事業の発展に多大な貢

献をされました。 

副課長、課長の役職にあった際は、長年の経験で培った豊富な業務知識と卓越した指導力を十

二分に発揮し、業務研究会等を活発に開催し、業務知識の向上など部下職員の指導育成に熱意を

もってあたるとともに、各種施策を積極的に講じ、各種業務取扱い方法の改善、事務の効率化に

著しい業績をあげられました。 

さらに、郵便局長となってからは、現業部門の最前線の最高責任者として郵便業務の正常運行

確保を念頭に置き、郵便貯金、保険年金についても各種施策を活発に講じて周知、宣伝活動を行

うほか、事故犯罪の防止にも意を注ぎ、積極的に防犯会議を開催する等、郵政業務の拡大及び業

務の円滑な運行に尽力するとともに、職員育成や地域住民との交流も熱心に推進して、お客さま

のニーズに沿ったサービスの提供を心がけ、喜ばれる郵便局づくりに力を注ぎ、ひいては局務成

績の向上を図られました。 

特に日本橋郵便局長として在任中は、職場環境の整備、業績の向上、事故犯罪の防止、良いサ

ービスの提供等に取り組むと共に、職員の意識改革と職場の活性化を図るためのプロジェクトを

立ち上げ、「業務の見える化」を推進し、局舎の修繕等により効率的な業務運行に資し、もって職

員が働きやすい職場づくりに貢献されました。 

以上、郵政事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

上野 亮平 

昭和３６年４月砺波郵便局に採用され、平成１４年８月、金沢中央郵便局長を最後に

退官されるまで、終始至誠を尽くして職務に精励され、郵政事業の発展に多大な貢献を
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されました。 

  黒部郵便局長として在任中は、名水百選にも選定された「黒部川扇状地湧水群」を郵便利用

増加に何とか利用できないかと考え、黒部市とも協議の上、市内の豊富な水量が流れる「愛本の

橋」と農家の人が足踏み水車で田に水を引く姿「新川郷」の絵が描かれた「書状入れ」を作成し、

お客さま等に配布、地元「黒部の名水」も広くＰＲされました。 

 また、北陸郵政局保険部営業課長として在任中、簡易保険の普及のためには、セールスパーソ

ンの販売技術向上が不可欠であるとの持論から、これまで実施されてきた「簡易保険販売技術研

究会」を管内挙げて大々的に実施する必要があると、自ら臨局し、保険外務員一人ひとりに声掛

けし北陸簡保営業力の底上げに寄与されました。 

 さらに、金沢中央郵便局長として在任中、ＮＰＯ法人「ジャパンテント・ネットワーク」が、

地域住民と留学生がふれあいやさまざまな体験を通じて国際親善を育むことを目的に昭和６３年

から毎年夏に開催（当時１４回目）している国際交流行事「ジャパンテント・イン金沢」におい

て、「手紙は世界を結ぶ愛の架け橋です。この葉書で、家族・友人にさまざまな体験を伝えてほし

い。」と伝え、イベントに参加した留学生に「国際絵入り葉書」と「ふるさと切手『加賀百万石物

語』」を贈呈し、留学生に対する手紙文化の振興に寄与されました。 

 以上、郵政事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

塩澤 雄一郎   

昭和４１年６月飯田郵便局保険課に採用され、平成１５年７月、辰野郵便局長として退職され

るまでの間、優れた業務成績を収めるとともに後進の指導育成にも尽力し、郵政事業の発展に多

大な貢献をされました。 

昭和６１年４月飯田郵便局保険課主任を命ぜられ、以後、同課総務主任等を歴任し、役職者と

して、外務職員全体の奨励技術の向上を図るため、特に若い職員の指導育成に意を注ぎ、自己の

豊富な経験を基に効果的な販売話法を教授する等、保険奨励技術指導の中心的役割を果たされま

した。 

また、自らも部下職員の範となるべく、高い販売目標額を自己に課し、同局保険奨励部門のけ

ん引役として活躍し、日ごろの研さんで培った豊富な知識と持ち前の明るい人柄で、多くのお客

さまに親しまれるとともに、積極果敢に事業所の新規開拓に取り組むなど、同局の業績を大きく

向上させ、同局在籍中、逓信記念日における事業優績者及び業務優績者として飯田郵便局長表彰

及び郵政局長表彰を受賞したほか、保険募集優績者等として、郵政局長表彰、簡易保険局長表彰、

郵政大臣表彰を１６年連続受賞し、全国屈指の保険奨励成績を収められました。 

木曽福島郵便局副局長、岡谷郵便局保険課長を経て、平成１３年７月辰野郵便局長に就任後も、

卓抜した指導力で、三事業ともに優秀な成績を収め、保険営業優績局として郵政事業庁長官表彰

１回、日本郵政公社総裁表彰１回を受賞させるに至らせたほか、同局職員２名が保険営業優績者

として郵政局長表彰を受賞し、自らも保険計画・指導功労者として日本郵政公社総裁表彰を受賞

されました。 

以上、郵政事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 
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高橋 延明 

昭和４５年８月長岡郵便局集配課に採用され、その後、平成２１年８月郵便事業株式会社新潟

西支店第一集配営業課総括課長代理となり、現在に至るまで、一貫して郵便集配業務に精励し、

常に旺盛な責任感と情熱で職務にあたり、郵便事業の発展に多大な貢献をされました。 

(1)  高品質なサービスの提供及びコンプライアンスの徹底並びに社員育成が事業向上の根幹

であると強く認識し、「仕事に対しては、常に厳しさを持ってあたる」を信念に、責任感の

ある社員育成に全力を注がれました。 

(2)  営業収入増収のため、自ら率先して営業活動を行い、自己の営業推進率（目標に対する実

績の割合）は常に支店内でトップクラスの営業実績を挙げた上で、各班の班長等と個別対話

を実施し、営業実績を伸ばすためにはどのような取組みが有効かを、商品別、事業所別にア

ドバイスし、成果が出た班及び社員に対しては、全体朝礼で誉め、本人のやる気を最大限に

引き出すなど、率先して部下社員を牽引し、営業基盤の確保及び販売目標達成に尽力されま

した。 

(3) 安全の確保においては、出発前の集配営業課事務室内で行う「左右安全確認の声だし」を

定着させるとともに、自らが発案・作成した「出発前安全確認マニュアル」に基づき、社員

の交通安全意識を向上させました。 

以上、郵政事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

中川 茂 

昭和３６年６月五所川原郵便局に採用され、同５０年７月五所川原田町郵便局長、同５７年６

月五所川原松島郵便局長となり、平成２０年３月に退職するまでの間、同局局長として職務に精

励するとともに、平成６年には青森県西部特定郵便局長業務推進連絡会会長に就任し、地域活動

はもちろんのこと特定局の業務推進に手腕を発揮し豊かな見識と優れた企画力及び卓越した指導

力をもって弛まぬ努力を傾注し、郵政事業の発展に多大な貢献をされました。 

 また、平成１９年５月からは、全国特定郵便局長会のトップである会長の要職に就いたもの

であり、活動の場は、東北管内にとどまることなく全国レベルにまでに達し、全国の同組織の

活動を指導し、活性化を図られました。 

特に、青森県西部特定郵便局長業務推進連絡会会長在任中は、豊富な業務知識と卓越した手腕

とをもって、各郵便局長の指導に積極的に努め、同連絡会内郵便局の事故犯罪の防止ならびに局

務成績の向上に寄与し、三事業の推進に多大な貢献をされました。 

また、全国特定郵便局長会会長在任中は、地域社会の発展を支援するという郵便局の位置付け

を念頭に置き、それぞれの地域における郵便局の役割を深く認識し、地域に合った活動を展開す

るよう指導を行い、組織の活性化を図ったものであり、東北管内のみならず全国の郵便局の業績

向上に多大な貢献をされました。 

 以上、郵政事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

境    眞 

東日本大震災により、地区連絡会内の郵便局が甚大な被害を受けている中で、地区統括局長と

して「一日でも早く正常に戻し地域の皆さまへの商品・サービスを提供したい」という使命感を

もって地区内の指導に尽力し、震災直後から復旧対応や業務運行の確保などにおいて、次のとお
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り多大な貢献をされました。 

(1) 支社対策本部と連携の上、現地対策本部を立ち上げ、同地区内の郵便局に駐在した支社社員

と同人と連携して、同地区内の被災状況を迅速かつ的確に把握する等復旧・復興に向けた体制

作りに尽力されました。 

(2) 特に陸前高田局の開局に当たっては、地元住民等から「早期に開局してほしい」との要望が

あり、仮設局舎の設置場所の検討及び自治体との調整等を行い、震災から１ヶ月半で、４月２

６日には仮設局舎による開局に尽力されました。 

(3) 被災した地域住民に対して、一日でも早く商品・サービスを提供し、お客さまの要望に応え

たい」との思いから、３月１７日から大船渡猪川局、住田局において非常払いによる取扱いを

開始、３月２４日からは「多目的車両（ミニポス）」を派遣したサービスを開始し、地域住民

への支援に尽力されました。 

また、「多目的車両（ミニポス）」に加えて「移動郵便車」を派遣したサービスを自らが中心

となって拡大を行い、対応に尽力されました。  

以上、郵便局ネットワークの機能を守るために貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

松本 一人 

東日本大震災により、地区連絡会内の郵便局が甚大な被害を受け、また、福島第一原発の爆発

事故等の影響により２４局が閉鎖となった中で、地区統括局長として「一日でも早く正常に戻し

地域の皆さまへの商品・サービスを提供したい」という使命感をもって地区内の指導に尽力し、

震災直後から復旧対応や業務運行の確保などにおいて、次のとおり多大な貢献をされました。 

(1)  支社対策本部と連携の上、現地対策本部を立ち上げ、同地区内の郵便局に駐在した支社社

員と連携して、同地区内の被災状況を迅速かつ的確に把握する等復旧・復興に向けた体制作

りに尽力されました。 

(2)  原発事故の影響から閉鎖していた郵便局の業務再開に際しては、政府見解に基づき、支社

及び関係自治体との調整及び要員確保等の調整等、地区内の指導に尽力し、復旧対応や業務

再開後の円滑な業務運行の確保などについて、多大な貢献をされました。 

(3)  仮設局舎の設置にあたっては、局舎設置場所の検討及び支社と連携の上自治体との調整等

を行い、仮設局舎による開局に尽力されました。 

以上、郵便局ネットワークの機能を守るために貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

 

桑嶋 邦彦 

 東日本大震災により、地区連絡会内の郵便局が甚大な被害を受けている中で、地区統括局長と

して「一日でも早く正常に戻し地域の皆さまへの商品・サービスを提供したい」という使命感を

もって地区内の指導に尽力し、震災直後から復旧対応や業務運行の確保などにおいて、次のとお

り多大な貢献をされました。 

(1) 支社対策本部と連携の上、現地対策本部を立ち上げ、同地区内の郵便局に駐在した支社社

員と連携して、同地区内の被災状況を迅速かつ的確に把握する等復旧・復興に向けた体制作

りに尽力されました。 
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(2) 仮設局舎の設置にあたっては、局舎設置場所の検討及び支社と連携の上自治体との調整等

を行い、仮設局舎による開局に尽力されました。。 

(3)  被災した地域住民に対して、「一日でも早く商品・サービスを提供し、お客さまの要望に

応えたい」との思いから、３月２１日から、「移動郵便車」を派遣したサービス開始に尽力

されました。 

  また、３月２２日からは、石巻部会内郵便局（石巻、石巻立町、石巻双葉町、石巻山下、

蛇田）において非常払いを開始し、地域住民への支援に尽力されました。 

  なお、移動郵便車及び非常払いサービスについても、自らが中心となって拡大を行い、対

応に尽力されました。  

以上、郵便局ネットワークの機能を守るために貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

立川 敬二 

昭和３７年４月日本電信電話公社に入社、以来、平成９年日本電信電話株式会社代表取締役副

社長を最後に退任されるまで、多くの要職を歴任され情報通信事業の発展に貢献されました。 

特に、平成４年取締役関東支社長にあっては、加入契約数の伸びが鈍化する中にあって、全国

の２０％の加入数を擁する関東支社の運営にあたり、「ＳＰＡＲＫＬＥ関東」（継続性･豊かな発想･

分権･結果重視･即応･オープンコミュニケーション･革新）をスローガンとして掲げ、３０数項目

のアクションプログラムを設定し、トラヒック増を目指したキャッチホンや留守番電話等ＮＷ商

品の勧奨、旧型交換機の改修、パソコン通信による２４時間受付サービス等を行うとともに、全

支店にテレコム営業部を設置し、中小企業のお客様に対しテレコムドクターを配置するなど定期

的通信設備の診断とコンサルティングサービスを実施されました。 

平成８年代表取締役副社長・法人営業本部長にあっては、国内の熾烈な競争環境において、「グ

ローバルトータルソリューション」の提供をキーワードに、法人営業の体制強化に向けたＳＥの

育成並びに大幅増員を積極的に行うとともに、各地域事業本部の法人営業ラインと一体となった

営業活動を積極的に推進されました。 

また、ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ移動通信網㈱代表取締役社長、㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ代表取締役社長として、「ｉモ

ード」サービスの開始、第３世代移動通信サービス「ＦＯＭＡ」を提供するなど、国民生活の利

便性の向上に貢献されました。 

以上、情報通信事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

                    

二  

池田  茂 

昭和３９年４月日本電信電話公社に入社、以来、平成１０年日本電信電話株式会社顧問を最後

に退任されるまで、多くの要職を歴任され情報通信事業の発展に貢献されました。 

平成３年理事人事部長、同４年取締役人事部長にあっては、大きく変わりゆく時代の潮流に合

わせて「組織と人」の大改革に着手し新生ＮＴＴの体制作りに取り組まれました。 

平成７年取締役マルチメディアビジネス開発部長、同８年常務取締役マルチメディアビジネス

開発部長、同９年常務取締役マルチメディアビジネス推進本部長にあっては、平成６年に公表さ
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れた「マルチメディア基本構想」に基づき、本格的なマルチメディア時代に向け、海外企業と国

内企業との積極的な提携に取り組むとともに、ネットワーク回線のアナログからデジタルへの移

行及びパソコンと通信の一体化に向けた端末並びにシステムの提供を積極的に実施されました。   

また、アプリケーションにおいては、ビジネス、医療、行政、福祉、教育等幅広い分野での共

同実験を実施するなど、一般利用者、情報産業、企業活動等日本における幅広い分野でインター

ネットの環境整備並びにその発展に多大な功績を残されました。 

以上、情報通信事業の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。  

 

今井 義典 

昭和４３年日本放送協会に入局、以来、平成２３年副会長を最後に退任されるまで、報道局外

信部（現国際部）、経済部、海外支局の勤務を通じ、国際経済ジャーナリストとして多くの番組、

リポートを手がけられました。 

昭和５１年、ベトナム戦争終結後の米大統領選では、無名の候補だったジミー・カーター氏に

長期間密着取材し、現職のフォード大統領を大接戦で破るまでを、ＮＨＫ特集「大統領への道」

で描き、昭和５３年からは、ワシントン特派員としてスリーマイル島原発事故やレーガン政権の

誕生、スペースシャトル第１号打ち上げなど歴史的なニュースを現地からの衛星中継で次々に伝

え、テレビ特派員のライブリポートの形を定着させました。 

昭和６０年代には、日本経済を揺るがした日米貿易摩擦問題に切り込み、次々にＮＨＫ特集を

手がけ、取材記者自らが、豊富な知見と交渉力を生かして番組を企画・進行し、メッセージを発

するキャスターを務め、今日報道番組の主流となっているアンカーマンのさきがけとなりました。 

昭和６１年から平成７年にかけて、朝の「ニュースワイド」や「おはよう日本」などでキャス

ターを務め、ニュースの核心を視聴者に提示して、ＮＨＫの朝の顔として活躍されました。 

また、平成７年からは、ヨーロッパ総局長や解説委員長を歴任し、ＥＵの通貨統合や中東問題

などを自ら取材して、ＮＨＫの国際報道を牽引されました。 

平成２０年、ＮＨＫ副会長に就任し、ＢＳの普及に努めるとともに、海外向け２４時間英語テ

レビ放送「ＮＨＫワールドＴＶ」を立ち上げ、国際発信力を強化され、さらにＡＢＵ・アジア太

平洋放送連合の会長として発展途上国のテレビ局の技術力向上にも貢献されました。 

以上、放送文化の発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

谷岡 健吉 

昭和 41年 4月日本放送協会に入局、以来、平成 20年放送技術研究所長を最後に退職されるま

で、主にテレビカメラに入射する光を電気信号に変換する撮像デバイスの研究に従事し、HARP

（High-gain Avalanche Rushing amorphous Photoconductor）と呼ばれる超高感度・高画質撮像

管を発見し、従来の撮像デバイスでは困難とされていた「超高感度と高画質の両立」を世界で初

めて実現されました。  

これにより、放送における夜間緊急報道やオーロラ撮影などの番組制作技術向上へ大きな前進

を果たしただけでなく、夜間の不審船監視などの安全・安心な社会の実現や X 線医療診断、バイ

オ研究等の放送用途以外の最先端分野の発展へも大きな貢献を果たすなど、社会に幅広く還元し
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ていく技術研究開発をその先頭に立って推進されました。 

平成 18 年に、放送技術研究所長に就任してからは、「超」の技術や「感じる・つながる放送」

の研究をビジョンとして唱え、将来の映像メディアであるスーパーハイビジョンやインテグラル

立体テレビ、人にやさしい放送技術などの研究開発を推進するとともに、欧州の放送技術研究機

関との連携強化や日本の地上デジタル放送方式の海外普及活動にも取り組まれました。 

以上、放送文化の発展と社会・国民生活向上に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

 

尾 上 規 喜 

昭和33年開局前のフジテレビジョンに入社、以来、技術局長・代表取締役副社長などを歴任し、

民間放送の多局化が進展する中、マイクロ回線による番組ネット、ニュース素材伝送の技術向上

に長年携わり、半世紀にわたり全国規模のテレビ番組中継の発展に寄与するとともに、民間放送

事業の発展に貢献されました。 

平成元年、民間通信衛星のスーパーバードが打ち上げられると、フジテレビ系列は率先してＳ

ＮＧ（Satellite News Gathering）システムを導入。これは通信衛星の利用により、それまで不

可能とされた地域からの映像伝送を可能とし、系列局相互間でニュース素材を集配するもので、

従来のシステムに比べ、速報性や中継可能範囲を飛躍的に進歩させました。また、地上テレビ放

送のデジタル化に対応するため、民放局間のテレビ番組伝送回線として光ケーブル伝送方式の確

定に寄与されました。 

経営分野においても、放送界に新たな境地を開き、フジテレビジョンが平成20年10月に日本で

初めて、改正放送法に基づく認定放送持株会社に移行、「株式会社フジ・メディア・ホールディン

グス」と社名変更するとともに、新たに子会社として株式会社フジテレビジョンを設立、同社に

放送免許を承継した際には、その実現に中心的役割を果たされました。 

また、日本民間放送連盟の財務専門部会長を平成13年から６年間務め、地上テレビ放送の円滑

なデジタル化に向け、デジタル放送設備に対する税制支援をはじめとする公的支援策の実現に向

けて尽力されたほか、国際会計基準に沿って改定された日本の会計基準に合わせるため、民間放

送事業会計における勘定科目基準の改正を数次にわたって行うなど、経営面においても大きな功

績がありました。 

以上、放送技術をはじめとする民間放送事業の発展に貢献された功績は、まことに顕著であり

ます。 

 

 

井口  俊夫 

【衛星搭載降雨レーダのデータからの降雨強度を推定するアルゴリズムの開発】  

1997 年、熱帯降雨観測衛星（TRMM）に搭載された世界初の衛星搭載降雨レーダ(PR)による

降雨の観測が実現しました。受賞者はそのレーダデータから正確な降雨強度の 3 次元分布を高精

度で推定可能なアルゴリズムを開発しました。このアルゴリズムは、NASA(米航空宇宙局)および

JAXA(宇宙航空研究開発機構)での標準処理システムとして採用され、以後このアルゴリズムによ
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り処理された降雨強度の分布データは世界の多数の利用者が用いるようになりました。この手法

で処理されたデータから、今まで観測不可能であった洋上や未開拓地域などでの降雨の 3 次元分

布構造が正確に把握できるようになりました。 

受賞者の開発したアルゴリズムの優れた点は、表面参照法と呼ばれる、降雨エコーの後ろに見

える地表面エコーの降雨減衰による変化を利用する手法を用い、発散することなく正確で安定し

た減衰補正を得ることが可能となったことです。 

また、表面参照法で得られたパラメータを用いて、降雨減衰補正を行うだけでなく、降雨強度

推定に必要な雨滴の粒形モデルのパラメータをも補正し、レーダエコー強度から降雨強度への変

換の精度を向上させました。 

この技術によって、レーダを用いた降雨推定が改善されるとともに、その結果が他の測器によ

る降雨推定の改善に使われ、結果として天気予報、洪水予警報、台風・ハリケーンの進路予報の

改善につながりました。 

以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

佐々木 雅英 

藤原  幹生 

【量子情報通信技術の開拓及び量子暗号ネットワークによる完全秘匿動画伝送の実現】 

受賞者らは 、量子情報通信という研究領域を長年にわたって開拓され、今後のネットワーク社

会を持続的に支えてゆくための量子通信と量子暗号の新原理を次々と実証されました。 

2003年に従来理論の「シャノン限界」を打ち破る低電力・大容量化の新原理「超加法的量子符

号化利得」を世界に先駆けて実証され、その後も実用化に向けた量子符号回路技術の成果を世界

トップジャーナルで次々と発表されました。2009年には、光ファイバ伝送と空間伝送をシームレ

スに統合するハイブリッド量子もつれ伝送という次世代量子暗号の原理も世界に先駆けて実証さ

れました。さらに、2010年には絶対に盗聴されない量子暗号ネットワークを東京都内に構築し動

画の完全秘匿伝送に世界で初めて成功されました。 

受賞者らが主導した国際的な産学官連携によって、量子情報通信技術は飛躍的な発展を遂げ、

情報通信分野における我が国の優位性を高め、情報通信研究機構(NICT)を当該分野の世界的拠点

へと押し上げられました。 

 

◎佐々木氏は、従来限界を超える低電力・大容量の量子通信の新原理（量子符号化利得と量子重

ね合わせ制御）とその実現法を発明し、実験チームを率いて世界に先駆け実証されまし

た。また、高速でかつ完全秘匿性を持った量子暗号ネットワークの基本設計を行い、国

際的な産学官連携プロジェクトを組織して、試験運用システム「Tokyo QKD Network」を

構築し、完全秘匿動画伝送を世界で初めて実現されました。 

◎藤原氏は、高感度の光子検出システム技術と光の量子効果の制御技術の研究開発に長年にわた

って取り組まれ、その技術を用いて低電力・大容量通信を可能とする量子符号化利得 

の実証実験に世界で初めて成功されました。 

また、光ファイバ伝送と空間伝送をシームレスに統合するハイブリッド量子もつれ伝送 



 - 9 - 

という新原理を発明、世界に先駆け実証し、次世代量子暗号への突破口を拓かれました。 

 以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。                                             

  

 

三木 俊雄 

保田 佳之 

中村   寛 

中村 武宏 

【LTE の標準化活動への貢献を含む開発・実用化】 

第 3世代移動通信方式の更なる発展を目的とし、Super3G（後の LTE）を 3GPPに提唱し、検討を

立ち上げられました。提案後は標準化活動に積極的に参加し、多くの技術提案の寄書を入力し、

試作装置を用いた屋内外の伝送実験結果から技術的に議論を先導しただけでなく、LTE標準化作業

の全体の調整役としても貢献されました。 

2006年より試作装置の開発に着手し、屋内での伝送実験を経た後、2008年 2月から実施した試

作装置による屋外伝送実験にて下りスループット 250Mbpsを達成し、LTEの実現性、有効性、周波

数利用効率等を世界に先駆けて実機により確認されました。伝送試験結果は 3GPPにおける無線特

性規定の策定に貢献しただけでなく、国内外の学会において発表され、技術の向上に貢献されま

した。 

2007年より商用装置の開発に着手し、ベンダーと共同の屋内機能確認試験を経た後、2010年 1

月から商用装置による先行局試験を実施。本試験において、商用時のサービス項目と共に、スル

ープット、伝送遅延、LTE-3G間のハンドオーバー機能の確認、最終調整を行うことにより世界に

先駆けて LTE-3G間のハンドオーバー機能が開発、導入されました。 

 

◎三木氏は、LTE対応端末通信プラットフォーム開発において、LTEの高速大容量・低遅延通信実

現に向け、グローバル展開を目指した無線プラットフォーム開発方針を策定し、グローバルプ

ラットフォームベンダーを巻き込んだ相互接続性検証を進め、国内ベンダーと共同で標準化に

準拠したグローバル仕様でありLTE-3G間ハンドオーバー機能を有するLTE対応端末通信プラッ

トフォームの開発を推進されました。 

◎保田氏は、LTE の基地局装置の開発において、更なる効率化とパケット交換をベースとする新

たなシステムアーキテクチャへの対応が求められる状況下にて、従来別々の装置であった無線

制御装置 RNCと基地局装置 BTSを機能統合・高密度化した新たな基地局装置 eNBを実用化する

ことにより、LTEエリア外での従来方式の利用を前提としながら、複雑化を回避した LTE無線シ

ステムを構築されました。 

◎中村（寛）氏は、パケットコアで音声とパケットを一元化する LTE/SAE 規格の設計、標準化

に向けた技術規格の提案、移動通信用コアネットワーク装置の開発・実用化を推進されました。  

具体的には、3Gと LTE間を移動しても同一 IPアドレスで通信可能とすると共に、高速パケット

通信に対応し、多数の端末を常時接続で収容するコアネットワーク装置を設計・開発されまし

た。 
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◎中村（武）氏は、3GPP発足時からラポータ､1999年-2001年に 3GPP TSG-RAN(無線仕様検討ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ) WG1副議長、2005年-2009年は TSG-RAN副議長等を歴任し､2004年から LTEラポータ、2008

年からLTE-Advancedラポータを務め、更に2009年 5月からはTSG-RANの議長に就任し､W-CDMA､

HSPA､LTE､LTE-Advanced国際標準化活動の第一人者となり、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されました｡ 

以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

池田 充郎 

岩崎 裕江 

【放送プロ向け映像コーデック LSI及びコーデック装置の研究開発と実用化】 

放送素材伝送に適用可能な高品質映像の規定である H.264/AVC の High4:2:2 プロファイルに対

応し、高圧縮・高画質を実現した世界初のコーデック LSI(SARA)及びコーデック装置の開発に成功

されました。SARAは、デジタル放送や IPTVサービスの普及により課題となるネットワーク帯域や

ストレージシステムの効率的な利用を目指し、 当時最新の映像符号化国際標準規格 H.264/AVCを

用いて符号化効率を大幅に向上させると共に、地上デジタル放送の IP再放送サービスに向けて再

放送審査会の策定したガイドライン基準（システム全体で 2.5 秒以下の遅延によるリアルタイム

処理と、審査会の定める主観評価による厳しい画像品質基準等）の要求に応えるものであります。

複数のチップにより並列処理される分割画像のそれぞれの特徴に応じて符号量の割り当てを制御

する階層制御構成技術・符号量制御技術と、映像符号化特有のノイズを低減するフィルタ処理技

術を考案・実現し、放送プロの品質に要求される High4:2:2 プロファイルに対応して高圧縮・高

画質を実現した世界で初めての LSI・装置の開発に成功されました。 

◎ 池田氏は、 放送素材伝送や映像配信など多様な用途を想定した要求条件の明確化とシステ

ム全体を考慮した LSI・装置仕様決定、および高圧縮・高画質な映像伝送を実現するために膨

大な演算量を必要とするエンコーダ部（映像圧縮部）の設計開発に貢献されました。 

◎ 岩崎氏は、種々の伝送環境での信頼性の高いデコーダ部（映像伸長・再生部）及び、高品質

な映像伝送を実現できるトランスコーダ装置（映像再圧縮装置）の設計開発に貢献されました。 

以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

                                           

日本放送協会 

自動音声読み上げ放送サービスのための音声合成技術開発グループ 

(代表)世木 寛之 

【自動音声読み上げのための高品質音声合成技術の開発】 

定められた時間内に正確に聞き取りやすく情報を伝えることが可能な自動音声読み上げのため

の高品質音声合成技術を開発、実用化されました。違和感のない高品質の音声合成を実現するた

めに、さまざまな合成技術を新規に考案するなど、合成音声作成の効率化と高品質化を図り、さ

らに、話す速さ（話速）を制御して放送時間に合わせる技術を利用して、従来にない革新的な放

送用音声合成装置を実現されました。 

駅のアナウンスなどで広く利用されている従来の音声合成方式では、あらかじめ必要な単語や

短文を全て発声して録音しておき、それらを並べて再生するのが一般的な方法となっています。 
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本グループが開発した株価の音声合成技術は、従来方式と異なり、読み上げに必要な全ての金

額ではなく、約４０００個の限られた録音データから、目的の金額（株価データ）に合うように

桁単位で音声の一部を切り出してつなぎ合わせ、合成音声を読み上げることを可能にされました。    

また、多くの銘柄の株価を決められた放送時間でお伝えするため、作成された合成音声の話す

速さ（話速）を、各文頭でゆっくりにして１文内で緩急をつけながら逐次調整することにより、

聞きやすさを保持しつつ放送時間に合わせて読み終える技術も開発されました。これにより、放

送の残り時間を瞬時に計算しながら速度を微妙に調整しつつ声質を変えることなく、聞き取りや

すい音声を時間内に正確に収めることを可能にされました。 

現在、ラジオ第２放送の「気象通報」への導入に向けた技術開発も進めており、効率的な手段

で正確な情報を分かりやすく伝える自動音声読み上げ技術を実用化することにより、放送技術の

発展に大きく寄与されました。 

以上、放送技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 
 

中島 康之 

滝嶋 康弘  

【携帯電話向けコンテンツ配信サービスの応用技術の開発】 

携帯電話における動画・音楽コンテンツ向けの MPEG応用技術を開発し、関連サービスの発展に

大きく貢献されました。 

当該技術は、MPEG符号化されたマルチメディアコンテンツに対して制作現場はもとより、コン

テンツ配信事業や二次利用などの場面において、編集・変換などの制作・加工処理を、簡易な制

作環境においても高画質でかつ高速に処理できることを目的に開発されました。特に、当時普及

が加速化していた携帯電話向けに、制作済みの大量の映像や音源を携帯電話用コンテンツに効率

的に編集、変換する技術の実用化が急務となっていました。当該技術は、MPEG符号化された素材

映像データに対して、ベースバンド信号への復号を行うことなく、MPEG符号化領域上でコンテン

ツ編集や変換を行うことにより、コンテンツ制作環境の効率化実現に必要な品質劣化の抑制と処

理時間の大幅な短縮を同時に実現しました。また上記技術を活用し、携帯電話用コンテンツ配信

サービスでの利用を想定したワンソース・マルチユース型マルチメディアコンテンツ制作ソフト

ウエアを開発し、コンテンツ制作者で広く活用されました。 

◎ 中島氏は、マルチメディア信号の符号化領域上での編集・変換技術の開発を主導し、高速・

高精度なビデオ・オーディオ編集・変換方式を開発されました。この開発により、編集処理

に関しては約２０倍の高速化を、変換処理では約３倍の高速化を、いずれも知覚できる画質

劣化がない条件で実現され、マルチメディアコンテンツの加工処理の基盤として、幅広く制

作ツールシステムの実現に貢献されました。 

◎ 滝嶋氏は、マルチメディアコンテンツ制作ツールの設計ならびに開発を主導し、携帯電話用

マルチメディアコンテンツ制作事業者向けの効率的制作ソフトウエアツールを開発されま
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した。多様なフォーマットのコンテンツに対して編集・加工を行い、また多様な機種の携

帯電話で再生可能な形式への変換を最適化し、同時に複数の形式のコンテンツを生成する

携帯電話用コンテンツ制作ソフトウエアツールを開発されました。 

以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。 

 

 鈴木 正敏 

枝川  登 

森田 逸郎 

 【光通信における分散制御ソリントン通信方式の考案と実証】 

光海底ケーブルシステムの大容量化に不可欠な、高速光信号の長距離伝送を可能とする革新技

術として、全く新しい分散制御ソリトン通信を提唱し、現在の国内・国際大容量光通信インフラ

の基礎技術を確立されました。 

 光ソリトンは、光ファイバの持つ２つの特性（非線形性と波長分散特性）をバランスさせ光信

号の形を変えずにどこまでも伝送できる「夢の通信」として 1973 年に提案されました。しかし、

光増幅器の雑音と光ファイバの非線形性に起因するタイミングジッタが伝送特性を劣化させ伝送

距離を著しく制限し、光ソリトンの実用化を阻む結果となっていました。光ソリトンは理論上、

「光ファイバの波長分散は正の一定値である」ことが必須条件でしたが、光伝送路中に波長分散

の符号が異なる光ファイバを周期的に配置し積極的に分散制御を行う斬新な新方式を考案し、波

形劣化もタイミングジッタもない安定な高速光信号伝送が可能であることを実証されました。本

方式は、高速・長距離通信のための画期的で実用性の高い新方式として世界中で注目され、広く

普及しました。 

  

◎鈴木氏は、従来の光ソリトン通信理論を一新した画期的な新方式「分散制御ソリトン通信方

式」を提案し、伝送実験によりその有効性を実証されました。伝送実験では、ジッタ対策が

無い場合に伝送可能な距離の約10倍の14,000km伝送後でも、波形劣化もタイミングジッタ

もほとんどない20Gbit/s 光信号パルスが受信できることを実証されました。 

◎枝川氏は、分散制御光ソリトン通信方式の実用性の検証を行われました。実際の大洋横断海

底ケーブルシステムと同等の 8000km 以上の実験用伝送路を実験室内に構築して検証を行い、

光中継器の出力パワー変動に対して格段に耐性が向上し、システム全体の 5%もの光中継器励

起用光源が故障した場合でも、伝送特性にはほとんど影響がないことを確認し、分散制御光

ソリトン通信方式の実用性の向上を図られました。 

◎森田氏は、伝送速度のさらなる高速化の研究開発を行われました。40Gbit/s 信号伝送用に分散

制御を最適化した分散制御光ソリトン通信方式を用いることにより、40Gbit/s信号を10,000km

以上伝送可能であることを世界で初めて実証されました。更に、波長分散だけでなく、波長

分散の波長依存性（波長分散スロープ）の制御も行った分散制御光ソリトンの波長多重伝送

方式を提案し、20Gbit/s 信号を 8 波長多重した 160Gbit/s、4000km 伝送を実証されました。 

 以上、情報通信技術の進歩発展に貢献された功績はまことに顕著であります。                                             

 


