
(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR-I)の歴代役員 １／３
西暦年度 1985～86 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

年度 S60-61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

会長   ○　　→       →       →       → 　　　　→　T   ○　　→          →
(非常勤） 花村 仁八郎 (61.3.22-H9.1.4)　経団連 北岡 　隆 (9.6.20-12.6.22) 三菱電機

社長   ○　　→       →       →       →   ○　　　→          →
日裏　泰弘 (61.3.22)　郵政省 三浦　一郎 (8.6.21-13.10.1) 郵政省

副社長   ○　　→       →       →       →          →   ○　　→          →
吉田　匡雄 (61.3.22)　東洋紡      東　洪利 (10.6.23-18.6.21) 大阪ガス

副社長   ○　　→       →       →       →   ○　　　→          →
葉原　耕平 (61.3.22)　NTT 酒井　保良 (8.6.21-13.6.22)　NTT

取締役相談役   ○　　→       → 　　　　→　T   ○　　→   ○　　→   ○　　→   ○　　→
（非常勤） 日向　方齊 (61.3.22-H5.2.16）　住友金属               宇野 収 (5.6.22) 川上 哲郎 (6.6.23)　住友電工 新宮　康男 (9.6.20) 秋山 喜久

東洋紡 住友金属    (11.6.22-19.6.21) 関西電力

取締役相談役   ○　　→   ○　　→       →       →       →          →
（非常勤） 真藤　恒 (61.3.22)　NTT 山口　開生 (1.6.23-12.6.22) NTT

取締役相談役
（非常勤）

取締役   ○　　→   ○　　→       →       →   ○　　→   ○　　→          →
（非常勤） 宮野　昇太郎 大角　晴康 (63.6.23)関経連 村田　亘弘 (6.6.23)関経連 藤本　明夫 (9.6.20-17.6.21)関経連

 (61.3.22)関経連

取締役   ○　　→       →       →   ○　　→   ○　　→   ○　　→          →
（非常勤） 房野　夏明 (61.3.22)経団連   内田　公三 (7.6.22)経団連 糠沢　和夫 立花　宏 (10.6.23-20.6.23)

 (9.6.20)経団連 　　経団連
取締役   ○　　→   ○　　→       →   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→   ○　　→          →
（非常勤） 城水　元次郎 (61.3.22)NTT 戸田　巌 (63.6.23)NTT 宮脇　陞 (4.6.23)NTT 青木　利晴 伊澤　達夫 東倉 洋一(10.6.23-15.9.30)

 (8.6.21)NTT  (9.6.20)NTT NTT
取締役   ○　　→   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→   ○　　→   ○　　→

吉田　裕 (61.3.22)NTT 岡田　桂治 (1.6.23)NTT 　　松田　晃一 (5.6.22)NTT 　和佐野　哲男 (7.6.22)NTT 唐津　修 (9.6.20)NTT 東田　正信NTT
                  ( 11.6.22-14.6.21)

取締役   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→       →   ○　　→
上田　義矩 (61.3.22)郵政省 粟倉　敏博 (4.6.23) 郵政省 田中　恒 (7.6.22)郵政省 内田　國昭CRL

                  ( 11.6.22-18.6.21)
取締役   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→   ○　　→          →

奥野　藤樹 (61.3.22)住金 西　哲太郎 (2.6.20)住金 平川　邦昭 (5.6.22)住金 石川　克己 (8.6.21-12.6.22)住金

取締役   ○　　→   ○　　→ 　　　　→　T   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→
泉　清二 (61.3.22)NTT 向山　晴凱 (1.6.23-4.2.13)NTT 小林　功 (4.6.23)NTT 石渡　隆人 (8.6.21)NTT 上田　泰男NTT

                  (11.6.22-14.6.21)

監査役   ○　　→   ○　　→   ○　　→   ○　　→       →       →          →
千代田 昭 (常勤) 　都宮　一充（常勤 62.6.22） 福間　利治 (常勤 1.6.23)NTT 角田　順治 (常勤 4.6.23)NTT
 (61.3.20)NTT 　NTT

監査役   ○　　→   ○　　→       →       →       →   ○　　→   ○　　→          →
(非常勤） 亀井　茂和 三宅　章介 (63.6.23)関経連 　　　小島　勝利 (8.6.22)関経連 高橋 信雄(10.6.23)関経連

 (61.3.20)関経連
監査役   ○　　→       →   ○　　→          →
(非常勤） 安川　交二 (6.6.23)KDD 鈴木 健二(10.6.23-12.6.22)

　KDD



(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR-I/ATR)の歴代役員 ２／３
西暦年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

年度 H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
会長 →　三菱電機   ○　　→        →        →   ○　　→        →　T 　○　　　→ 　　　→
(非常勤） 北岡 　隆 荒木　浩 (12.6.22)　東京電力 谷口　一郎 (18.6.21-H21.11.1)　三菱電機 熊谷 信昭（22.6.25）　大阪大学

 (9.6.20-12.6.22)

社長 →       ○　→        →        →   ○　　→             →             → 　　　→
三浦 一郎 (8.6.21-13.10.1) 畚野　信義 (13.10.1)　CRL 平田　康夫 (19.6.21)　KDDI

郵政
副社長 →        →        →             → 　T

東　洪利 (10.6.23-18.6.21) 大阪ガス

副社長 →             → ○→T

酒井　保良 (8.6.21-13.6.22) 畚野　信義 (13.6.22-13.10.1)　CRL

NTT
取締役相談役   ○　　→       →       →   ○　　→             →             → 　○　→
（非常勤） 秋山　喜久  (11.6.22-19.6.21) 関西電力 下妻　博 (19.6.21)住友金属          森 詳介(23.6.24)　関西電力

                
取締役相談役 →   ○　　→       →   ○　　→   ○　　→             →             → 　　　→
（非常勤） 山口　開生 宮津 純一郎 (12.6.22-16.6.22)　NTT 山田　隆持 (16.6.29-19.6.21) NTT 宇治　則孝 (19.6.28)　NTT

(1.6.23-12.6.22)
取締役相談役       ○　→ 　T
（非常勤） 三浦　一郎 (13.10.1-14.6.21)　郵政

常務取締役 　○　　　→ 　　　→
鈴木 博之（22.6.25）　NTT

取締役 →       →   ○　　→ 　T
（非常勤） 藤本　明夫 (9.6.20-17.6.21)関経連 向井　利明 (17.6.21-18.6.21)関経連

取締役 →       →       →   ○　　→             → 　T
（非常勤） 立花　宏 (10.6.23-20.6.23)　経団連 椋田　哲史 (20.6.23)　経団連

取締役 →       → →     T   ○　　→   ○　　→   ○　　→   ○　  　→             → 　　　→
（非常勤） 東倉 洋一(10.6.23-15.9.30)NTT 河内　正夫 市川　晴久 （17.6.21）NTT 板屋　義夫 (19.6.21) 萩本　和男 （21.6.19）NTT

  (16.6.22)NTT
取締役 →   ○　→   ○　→   ○　→             → 　○　　　→ 　　　→

東田　正信  ( 11.6.22-14.6.21)NTT 西田　安秀 (14.6.21)NTT 松岡　茂登 (16.6.22)NTT 鈴木　博之 (19.6.21-22.6.25)NTT 徳岡 樹（22.6.25）近鉄

取締役 →       →       →             → 　T   ○　→             → 　○　　　→ 　　　→
内田　國昭 ( 11.6.22-18.6.21)CRL 阿部　真 (19.6.21)総務省 阪田 正和（22.6.25）総務省

取締役 →   ○　→   ○　→   ○　→             → 　T 　○　　　　→ 　　　→
石川　克己 松浦　利仁 (12.6.22)住金 山本　誠一 (14.6.21)KDDI 正木　信夫 (16.6.22-19.6.21)ATR 正木 信夫（22.6.25）ATR
 (8.6.21-12.6.22)

取締役   ○　　→   ○　　→   ○　　→ 　T 　○　　　　→ 　　　→
上田　泰男 (11.6.22-14.6.21)NTT 西川　智 (14.6.21)NTT 小花　貞夫 (17.6.21-18.6.21)KDDI 萩田 紀博（22.6.25）NTT

取締役   ○　　→   ○　　→   ○　　→   ○　　→             →             → 　　　→
小宮山　牧兒 (14.6.21)CRL 萩田　紀博 (16.6.22-18.6.21)NTT 中村　哲 川人　光男 (20.6.23)ATR

 (19.6.21)NAIST
監査役 →   ○　→       →   ○　→   ○　→             →             → 　○　→
（非常勤） 角田　順治 二谷　明 (常勤 12.6.22)NTT 川口　忠康 (17.6.21)NTT 大島　進 (19.6.21)NTT                古田 崇(23.6.24)NTT

(常勤4.6.23)NTT

監査役 →   ○　→       →   ○　→   ○　→             →             → 　○　→
（非常勤） 高橋　信雄 (10.6.23-14.6.21)関経連 田中　豊 (14.6.21)NHK 渡辺　敏英 (18.6.21)NHK 伊藤　崇之 (20.6.23)NHK 　　　　　　　藤沢 秀一(23.6.24)NHK

監査役 →   ○　→   ○　→   ○　→   ○　→             →             → 　　　→
（非常勤） 鈴木　健二 羽鳥　好律 (12.6.22)KDD 渡辺　裕 (15.6.20)KDDI 水池　健 (17.6.21)KDDI 渡辺　文夫 (19.6.21)KDDI

(10.6.23)KDD



(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の歴代役員 2021.7.1現在 ３／３
西暦年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

年度 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 R2 R3

会長 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→　　　T

(非常勤） 熊谷 信昭（22.6.25）大阪大学 （H30.1.21）

社長 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→

平田　康夫 (19.6.21)KDDI 浅見 徹（29.6.23）　KDDI

取締役相談役 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→

（非常勤） 森 詳介(23.6.24)　関西電力 松本 正義（29.6.23）　住友電工
                

取締役相談役 　　→ 　　→ 　○　→ 　　→ 　T (28.6.24)

（非常勤） 片山 泰祥(24.6.24)NTT 篠原 弘道(26.6.25)　NTT

代取専務 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→

常務取締役 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 鈴木 博之（29.6.23）NTT

鈴木 博之（22.6.25）NTT

取締役   　→  ○　　　→ 　　→ 　○　→ 　○　→ 　　→ 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　　→

（非常勤） 萩本　和男 村瀬 淳(25.6.25)NTT 桑名 栄二(27.7.1) 佐藤 良明(28.6.24)NTT 寒川 哲臣（30.6.26）NTT

（21.6.19）NTT 　NTT

取締役 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→

川人 光男 (20.6.23)ATR

取締役 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　→ 　　→

阪田 正和（22.6.25） 井澤一朗(2.6.25)総務省

取締役 　　→ 　　→ 　　→ 　T (27.6.24) 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○  　→

徳岡 樹（22.6.25） 田中 浩（29.6.23） 山𦚰𦚰 啓司(3.6.29)MUFG

取締役 　→ 　T (25.6.25)

正木 信夫（22.6.25）ATR

取締役 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→           T(31.3.31)

萩田 紀博（22.6.25）

監査役 　　→ 　○　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　○  　→

（非常勤） 古田 崇(23.6.24) 栗田 隆弘(26.6.25)NTT 吉岡 広志（30.6.26）NTT 定池 博之(3.6.29)NTT

監査役 　○　→ 　　→ 　○　→ 　T (27.6.24) 　○　→ 　○　　　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　→ 　　→

（非常勤） 黒田 徹（24.6.26)NHK 菅原 正幸(26.6.25)                      山本 真(28.6.24) 三谷 公二（29.6.23）　NHK 今井亨(2.6.25)　NHK
  　NHK 　NHK

監査役  ○　　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　　→ 　○　　　　→ 　　→ 　○　　　→ 　　→

（非常勤） 宇佐見 正士(25.6.25)　KDDI 中村 元（30.6.26）　KDDI 小西聡(2.6.25)　KDDI
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