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 資料42-3 
CISPR上海会議 出席者（案） 

※①下線は代表団長(Head of Delegation)

※②ゴシック体は電波利用環境委員会委員及び各小委員会作業班構成員

１ 全体総会 

山中 幸雄（NICT） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

尾崎  覚（富士電機） 

久保田文人（テレコムエンジニアリングセンタ－） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

徳田 寛和（富士電機ヨーロッパ社） 

前川 恭範（ダイキン工業） 

堀  和行（ソニー） 

２ 各小委員会全体会議 

(1) Ａ小委員会全体会議

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

石上 忍（NICT/東北学院大学） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT）

藤井 勝巳（NICT） 

(2) Ｂ小委員会全体会議

久保田文人（テレコムエンジニアリングセンタ－） 

尾崎  覚（富士電機） 

竹内 恵一（鉄道総合技術研究所） 

徳田 寛和（富士電機ヨーロッパ社） 

徳田 正満（東京大学） 

中村 一城（鉄道総合技術研究所） 

三塚 展幸（テレコムエンジニアリングセンター） 

村上 直弘（電気事業連合会） 

山中 幸雄（NICT） 
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(3) Ｆ小委員会全体会議 

山下 洋治（電気安全環境研究所） 

久保田文人（テレコムエンジニアリングセンター） 

高岡 宏行（日本配線システム工業会） 

徳田 正満（東京大学） 

中野 美隆（日本電機工業会） 

前川 恭範（ダイキン工業） 

 

(4) Ｈ小委員会全体会議 

松本  泰（NICT） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

後藤  薫（NICT） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

徳田 正満（東京大学） 

前川 恭範（ダイキン工業） 

山中 幸雄（NICT） 

 

(5) Ｉ小委員会全体会議 

秋山 佳春（NTTアドバンステクノロジ） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

千代島敏夫（PFUテクノコンサル） 

廣瀬 一郎（JEITA） 

星野 拓哉（CIAJ） 

堀  和行（ソニー） 

牧本 和之（日本品質保証機構） 
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３ 作業班等への出席予定者 

(1) Ａ小委員会 

ア 第１作業班（WG1） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

石上  忍（NICT/東北学院大学） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT） 

藤井 勝巳（NICT） 

イ 第２作業班（WG2） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

石上  忍（NICT/東北学院大学） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT） 

藤井 勝巳（NICT） 

ウ 第５合同作業班（JWG5） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

エ 第１アドホックグループ（AHG1） 

石上  忍（NICT/東北学院大学） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT） 

藤井 勝巳（NICT） 

オ 第２アドホックグループ（AHG2） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

石上  忍（NICT/東北学院大学） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT） 

藤井 勝巳（NICT） 

カ Ａ／Ｉ小委員会第６合同アドホックグループ（A/I Joint AHG6） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

チャカロタイ ジェドヴィスノプ（NICT） 

千代島敏夫（PFUテクノコンサル） 
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(2) Ｂ小委員会 

ア 第１作業班（WG1） 

尾崎  覚（富士電機） 

木下 正亨（電子情報技術産業協会） 

久保田文人（テレコムエンジニアリングセンター） 

徳田 寛和（富士電機ヨーロッパ社） 

中田 和成（ふくしま医療機器産業推進機構） 

三塚 展幸（テレコムエンジニアリングセンター） 

山中 幸雄（NICT） 

吉岡 康哉（富士電機） 

イ 第２作業班（WG2） 

尾崎  覚（富士電機） 

竹内 恵一（鉄道総合技術研究所） 

徳田 正満（東京大学大学院） 

徳田 寛和（富士電機ヨーロッパ社） 

中村 一城（鉄道総合技術研究所） 

宮島 清富（電力中央研究所） 

村上 直弘（電気事業連合会） 

ウ 第５及び第６アドホックグループ（AHG5&6）（第７作業班（WG7）） 

尾崎  覚（富士電機） 

司城  徹（東芝） 

田島 公博（NTTアドバンステクノロジ） 

徳田 寛和（富士電機ヨーロッパ社） 

中田 和成（ふくしま医療機器産業推進機構） 

松本 博明（日本電機工業会） 

三塚 展幸（テレコムエンジニアリングセンター） 

吉岡 康哉（富士電機） 

 

(3) Ｆ小委員会 

ア 第１作業班（WG1） 

久保田文人（テレコムエンジニアリングセンター） 

高岡 宏行（日本配線システム工業会） 

徳田 正満（東京大学大学院） 

中野 美隆（日本電機工業会） 

前川 恭範（ダイキン工業） 

山下 洋治（電気安全環境研究所） 

イ 第２作業班（WG2） 

高岡 宏行（日本配線システム工業会） 

徳田 正満（東京大学大学院） 

中野 美隆（日本電機工業会） 

山下 洋治（電気安全環境研究所） 
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(4) Ｈ小委員会 

ア 第７メンテナンスチーム（MT7） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

後藤  薫（NICT） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

徳田 正満（東京大学大学院） 

松本  泰（NICT） 

山中 幸雄（NICT） 

イ 第２アドホックグループ（AHG2） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

後藤  薫（NICT） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

徳田 正満（東京大学大学院） 

松本  泰（NICT） 

山中 幸雄（NICT） 

 

(5) Ｉ小委員会 

ア 第７メンテナンスチーム（MT7） 

秋山 佳春（NTTアドバンステクノロジ） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

千代島敏夫（PFUテクノコンサル） 

廣瀬 一郎（JEITA） 

星野 拓哉（CIAJ） 

堀  和行（ソニー） 

牧本 和之（日本品質保証機構） 

イ 第８メンテナンスチーム（MT8） 

秋山 佳春（NTTアドバンステクノロジ） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

千代島敏夫（PFUテクノコンサル） 

廣瀬 一郎（JEITA） 

星野 拓哉（CIAJ） 

堀  和行（ソニー） 

牧本 和之（日本品質保証機構） 

ウ Ａ＆Ｉ小委員会第６合同アドホックグループ（A&I Joint AHG6） 

雨宮不二雄（VCCI協会） 

長部 邦広（VCCI協会） 

島先 敏貴（VCCI協会） 

千代島敏夫（PFUテクノコンサル） 

 

 

 


