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次世代ＩＰネットワーク推進フォーラム 
研究開発・標準化部会構成員名簿 

平成２１年３月１３日現在 

(五十音順、敬称略、◎は部会長) 

◎ 淺谷 耕一 工学院大学 

 相澤 桂 綜合警備保障株式会社 

 青木 勝典 日本放送協会 

 青木 輝男 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 

 浅倉 利光 株式会社フジクラ 

 浅見 徹 東京大学大学院 

 雨宮 寛二 株式会社情報通信総合研究所 

 安藤 啓二 社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 

 安藤 高任 株式会社ウィルコム 

 石原 浩志 株式会社アドバンストケーブルシステムズ 

 石部 和彦 アンリツ株式会社 

 伊集院 直人 クオンタムリープ株式会社 

 和泉 俊勝 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 

 井上 一郎 日本電信電話株式会社 

 岩田 秀行 社団法人情報通信技術委員会 

 鵜沢 裕一 イー・アクセス株式会社 

 江見 裕明 株式会社損害保険ジャパン 

 大久保 喜司 日商エレクトロニクス株式会社 

 小川 誠 シグマデザインズ 

 奥瀬 俊哉 株式会社メイクウェーブ・ジャパン 

 小田原 壮 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 

 柏崎 和久 株式会社関電工 

 加納 敏行 日本電気株式会社 

 川口 弘毅 アイ・アクレディット ＩＴＧコンサルティング 東京事務所 

参考資料３ 
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 川西 素春 沖電気工業株式会社 

 菊地 克昭 三菱電機株式会社 

 木島 貴志 株式会社ナノコネクト 

 木全 正之 マスプロ電工株式会社 

 木下 剛 シスコシステムズ合同会社 

 久保田 文人 独立行政法人情報通信研究機構 

 高呂 賢治 情報通信ネットワーク産業協会 

 高呂 賢治 ＨＡＴＳ推進会議 

 小林 忍 スリーイーグルス株式会社 

 坂井 康展 株式会社タニタヘルスリンク 

 作田 健二 セイコーエプソン株式会社 

 迫 則光 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 

 佐藤 和紀 株式会社ソフトフロント 

 澤口 文彦 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 

 澤田 寛 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 白濱 律雄 パナソニック コミュニケーションズ株式会社 

 染谷 裕 株式会社デジオン 

 副島 康太 富士通ＬＳＩソリューション株式会社 

 副島 昌二 西日本電信電話株式会社 

 曽根原 登 国立情報学研究所 

 瀧塚 博志 ソニー株式会社 

 竹村 克也 株式会社富士通長野システムエンジニアリング 

 立枝 秀夫 株式会社ネットワーク応用技術研究所 

 丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学 

 中条 孝文 株式会社富士通研究所 

 戸邉 照雄 社団法人テレコムサービス協会 

 渡並 智 セコム株式会社 
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 中尾 彰伸 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

 中尾 幸輔 住友電気工業株式会社 

 永田 和生 横河電機株式会社 

 中西 伸浩 電気通信端末機器試験事業者協議会 

 永見 健一 株式会社インテック・ネットコア 

 鍋島 秀孝 財団法人日本気象協会 

 成田 篤信 ＮＴＴコムウェア株式会社 

 西浦 詳二 株式会社野村総合研究所 

 長谷川 聡 株式会社ユビキタス 

 畑山 佳紀 三洋電機株式会社 

 林 靖彦 ソラン株式会社 

 原 誠一郎 株式会社アルファシステムズ 

 原田 昌彦 関西マルチメディアサービス株式会社 

 平田 哲彦 株式会社日立製作所 

 平野 晋 中央大学 

 平山 尚文 日本情報通信コンサルティング株式会社 

 広池 彰 社団法人電波産業会 

 藤井 寿隆 パナソニック電工株式会社 

 星野 高志 株式会社 ACCESS 

 本田 栄司 株式会社インテックシステム研究所 

 本多 美雄 日本エリクソン株式会社 

 町田 淳 株式会社東芝 

 松下 悦夫 株式会社ベリサーブ 

 松沼 敬二 沖電気ネットワークインテグレーション株式会社 

 御井 敬 関西電力株式会社 

 三木 一茂 シャープ株式会社 

 三澤 康巨 ＫＤＤＩ株式会社 
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 水原 登 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 

 三膳 孝通 株式会社インターネットイニシアティブ 

 村井 朋生 古河ネットワークソリューション株式会社 

 村上 仁己 成蹊大学 

 望月 匠 株式会社ソリトンシステムズ 

 森 洋二 株式会社エディオン 

 八木 伸吾 東日本電信電話株式会社 

 柳原 朋英 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 

 安川 昌毅 ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社 

 安本 吉雄 パナソニック株式会社 

 山口 香 アットネットホーム株式会社 

 山下 治雄 富士通テレコムネットワークス株式会社 

 山下 良蔵 社団法人日本ケーブル連盟日本ケーブルラボ 

 山田 秀昭 株式会社 KDDI 研究所 

 吉岡 顕 株式会社トヨタＩＴ開発センター 

 吉澤 宏 フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社 

 吉田 博之 大和ハウス工業株式会社 

 米田 進 ソフトバンクテレコム株式会社 

 若林 清久 ノキア・ジャパン株式会社 

以上９７名   

 


