マルチメディア推進フォーラム開催テーマ／ご講演者等一覧
― 平成 10 年 −

1

(座長)東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)上智大学
服部
武氏
日本電気㈱
Ｃ＆Ｃメディア研究所研究専門課長 大澤 智喜氏
日本無線㈱ システム情報技術部
情報通信課 課長 藤田
昇氏
(米)モトローラ社 Messaging、Information & Media Sector
Radio Research Laboratory､Member of Technical Staff
Jim McDonald
｢新しい局面を迎えたＩＴＳの実 (座長及び基調講演)東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
態と今後の展望｣
建設省 道路局 道路環境課
専門官 徳山日出男氏
― マルチメディア推進フォーラム 上智大学
理工学部 服部
武氏
ＰＡＲＴ７１―
㈱日立製作所
理事 平井 浩二氏
ITSｱﾒﾘｶ Director,System Integration RAYMOND E.STSRMAN

H.10.1.26(金)
(9:00〜17:30)

3

｢急拡大を見せる無線ｱｸｾｽ市場とﾜ
ｲﾔﾚｽﾛーｶﾙﾙーﾌﾟ(WLL)を巡る熾烈
な闘い！｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７２―

H.10.2.25(水)
(9:00〜17:30)

4

｢ＷーＣＤＭＡの世界標準化と今
後の展開｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７３―

5

｢第三世代移動通信(IMT2000)の戦
略と展開｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７４―

6

｢いよいよ現実なものになった通
信のビックバン｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７５―

2

｢いよいよ動き出した 5.8GHz 帯次
世代高速無線ＬＡＮの実用化展
望｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７０―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部
服部
武氏
日本電気㈱ 無線事業本部
海外マイクロ波衛星通信ｼｽﾃﾑ本部 本部長代理 小松
正氏
日本電信電話㈱ 理事
設備企画部長 森下 俊三氏
海外キャリア(ﾒｼﾞｬー、ﾍﾞﾝﾁｬー)メーカ等
(人選中)
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業界
常務取締役 若尾 正義氏
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ移動通信網㈱
代表取締役副社長 立川 敬二氏
米クアルコム社
日本代表 松本 徹三氏
日本電気㈱ 理事
支配人 大久保敬二氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部
教授 服部
武氏
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ移動通信網㈱ 研究開発部
第一開発部 担当部長中島 昭久氏
NOKIA TELECOMMUNICATIONSﾆｭーﾃﾞｨｵｼｽﾃﾑｽﾞ･ﾏﾈーｼﾞｬー
Pertti Lukander
(社)電波産業会 研究開発本部
移動通信ｸﾞﾙーﾌﾟ部長 佐々木秋穂氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 常務取締役
再編成室次長 石川
宏氏
中央大学 総合政策学部
教授 直江重彦氏
日本電気㈱
代表取締役副社長 横山清次郎氏
(代 取締役 伝送事業本部長 矢野
薫
氏)
ワールドコム・ジャパン㈱
代表取締役社長 池内 健浩氏
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H.10.2.20(金)
(9:00〜17:30)

H.10.3.30(月)
(9:00〜17:30)

H.10.4.10(月)
(9:00〜17:30)

H.10.4.16(木)
(9:00〜17:30)

マルチメディア推進フォーラム

7

｢待ったなし｣の局面を迎えた ITS
の通信標準化政策と今後の展開
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７６―

(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課
専門官 徳山日出男氏
通商産業省 機械情報産業局
自動車課 課長補佐 渡邊 昇治氏
東京大学 法学部
教授 石黒 一憲氏
建設省 土木研究所
主任研究員 奥谷
正氏
米 Viggen社 副社長 ITS ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
RichardDenney,JR.PE

H.10.4.28(火)
(9:00〜17:30)

8

｢アクセスネットワークの将来展
開と日米で計画されるＸＤＳＬサ
ービス提供の進展｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７７―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 取締役
ネットワーク部長 沖見 勝也氏
日本電信電話㈱ ｱｸｾｽ網研究所
ﾒﾀﾘｯｸ高度化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘーﾀﾞ 芦谷 文博氏
日本電気㈱
支配人 日比野雅夫氏
米ｾﾝﾄﾘｱﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞー社 代表取締役社長 カムラン・エラヒアン
｢ＰＨＳ通信事業の危機回避と新 (座長−総合司会)及び講演
たな発展を目指す戦略｣
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
― マルチメディア推進フォーラム 日本電信電話㈱ ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ研究所
ＰＡＲＴ７８―
ﾜｲﾔﾚｽﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ研究部長 田中 利憲氏
NTT中央ﾊﾟーｿﾅﾙ通信網㈱ 取締役
経営企画部長 小林 忠男氏
(代 経営企画部 担当部長 中村 康久氏)
ＤＤＩ東京ポケット電話㈱ 取締役
副社長 小野寺 正氏
(代 技術企画部長 平澤 弘樹氏)
松下通信工業㈱ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ通信事業開発ｾﾝﾀ
所長 村田栄一郎氏

H.10.5.26(火)
(9:00〜17:30)

10

｢実用化に向け本格的に動き出し
た高速・広帯域無線ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜーｸｼｽ
ﾃﾑ｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ７９―

H.10.6.30(火)
(9:00〜16:30)

11

｢移動通信の新たな展開と戦略｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８０―

12

｢実現に向けて大きく動き出した
地上放送のディジタル化の進展｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８１―

13

｢21 世紀へ飛躍が期待されるＩＴ
Ｓとモバイルマルチメディア｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８２―

9

(座長−総合司会)及び講演
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ研究所
無線方式研究部長 村瀬 武弘氏
日本テレコム㈱ 情報通信研究所
部長 弓削 哲也氏
㈱富士通研究所 取締役 ﾈｯﾄﾜーｸｼｽﾃﾑ研究所長 持田 侑宏氏
(座長−総合司会)及びご挨拶
奈良先端科学技術大学院大学
副学長 山本 平一氏
上智大学 理工学部
教授 服部
武氏
ＮＴＴ移動通信網㈱ 研究開発部 研究部門長 中嶋 信生氏
日本電気㈱ ﾊﾟーｿﾅﾙC&C開発研究所
第二開発部長 古谷 之綱氏
(米)クアルコム社副会長 Ａｎｄｒｅｗ．Ｖｉｔｅｒｂｉ博士
(座長−総合司会)及び基調講演
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 放送行政局
放送技術政策課長 重田 憲之氏
東京大学 工学部
教授 羽鳥 光俊氏
日本放送協会 ディジタル放送推進室
専任部長 稲本 佳昭氏
日本電気㈱ ﾎーﾑﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ開発本部本部長代理 柳瀬 智夫氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課
専門官 徳山日出男氏
ＮＴＴ移動通信網㈱
ｹﾞーﾄｳｪｲﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 榎
啓一氏
日本電気㈱ (ITS担当)
主席技師長 西原 寿之氏
ＩＴＳアメリカ Director,System Application RickSchuman
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H.10.6.24(水)
(9:00〜17:30)

H.10.7.9(木)
(9:00〜17:30)

H.10.7.24(金)
(9:00〜17:30)

H.10.7.28(火)
(9:00〜17:30)

マルチメディア推進フォーラム

14

15

｢21 世紀に向け多様化するモバイ
ルコンピューティングの動向と各
社の戦略｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８３―

(座長−総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学
副学長
(基調講演)上智大学 理工学部
教授
ＮＴＴ移動通信網㈱
取締役
ぴあ㈱ 営業開発事業本部
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発部長
ｼｬーﾌﾟ㈱ 情報ｼｽﾃﾑ事業本部
副事業本部長兼携帯ｼｽﾃﾑ事業部長
日本電気㈱ ﾊﾟーｿﾅﾙﾜーｸｽﾃーｼｮﾝ事業部
販売推進部長

山本 平一氏
服部
武氏
進藤 秀一氏
唐沢

H.10.9.8(火)
(9:00〜17:30)

徹氏

中川 博英氏
成澤 祥治氏

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
コロンビア大学
主任研究員 小尾 敏夫氏
日本ＢＴ㈱
代表取締役会長 北里光司郎氏
ＮＴＴ国際ネットワーク㈱
代表取締役社長 藤田
聰氏
富士通㈱
常務取締役 森寺 章夫氏
｢第三世代移動通信(IMTー2000)の (座長−ご挨拶)東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
新たな展開と戦略｣
(総合司会及び基調講演)
― マルチメディア推進フォーラム 上智大学 理工学部
教授 服部
武氏
ＰＡＲＴ８５―
ＮＴＴ移動通信網㈱
無線ネットワーク開発部長 歌野 孝法氏
日本電気㈱
移動通信システム事業部長 松尾 義武氏
第二電電㈱ 取締役 技術本部
移動体技術部長 酒井
博氏
(米)クアルコム社(技術担当) 副社長 ｴﾄﾞﾜーﾄﾞ･ﾃｨーﾄﾞﾏﾝ氏

H.10.9.21(月)
(9:00〜17:30)

17

｢インターネット／Voice･Data 統
合ネットワーク市場｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８６―

H.10.10.8(木)
(9:00〜17:30)

18

｢定着期から発展期に突入したイ
ンタネットの新展開(ＮＧＩ)｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８７―

19

｢スマートウェイ構想でいよいよ
本格的に動き出した ITS の今後を
探る｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８８―

16

｢さらに加速をつけてきた通信ビ
ツクバン｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ８４―

(座長−総合司会ご挨拶)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
東京大学先端科学技術研究センター
教授 安田
浩氏
㈱ｲﾝﾀーﾈｯﾄ総合研究所 代表取締役社長
(工学博士)藤原
洋氏
日本電信電話㈱ 技術部
技術評価担当部長 我妻 新吉氏
日本高速通信㈱
シリウス事業推進部長 二宮 和彦氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 ﾃﾞーﾀ通信事業部
ｿﾌﾄｳｪｱ開発部技術ﾏﾈーｼﾞｬ 平口 正義氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局
技術政策課長 寺崎
明氏
東京大学 工学部
教授 青山 友紀氏
日本電信電話㈱
ＯＣＮ事業部長 横井 省吾氏
㈱ｲﾝﾀーﾈｯﾄ総合研究所
代表取締役所長 藤原
洋氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 ﾃﾞｰﾀ通信事業部長 秋葉 賢一氏
(座長−ご挨拶)東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路環境課
専門官 徳山日出男氏
通商産業省 機械情報産業局
自動車課長 大道 正夫氏
上智大学 理工学部
教授 服部
武氏
トヨタ自動車㈱
ＩＴＳ企画部長 長尾
哲氏
沖電気工業㈱ ＩＴＳ事業推進本部 副本部長 福井良太郎氏
(米)ＩＴＳアメリカ顧問
(㈱ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞー推進研究所常務取締役) 岡本 正博氏
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H.10.9.30(水)
(9:00〜17:30)

H.10.10.28(水)
(9:00〜17:30)

H.10.11.12(木)
(9:00〜17:30)

マルチメディア推進フォーラム

20

｢インターネットの発展がもたら (座長−総合司会及び基調講演)
す電話通信の新しい波｣
東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
― マルチメディア推進フォーラム (米)ノーザンテレコム社 Vice President
ＰＡＲＴ８９―
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｷｬﾘｱﾈｯﾄﾜーｸ事業担当) Ｃａｒｙ Ｌｕｄｗｉｇ
(米)シスコシステムズ社
Vice President ＡｎｄｙＬｏｃｋＨａｒｔ
日本シスコシステムズ㈱ マーケティング本部
製品企画部長 木下
剛氏
日本電気㈱ 交換移動通信事業本部
ビジネス通信事業部長 山本 正彦氏
日本電信電話㈱ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ情報流通推進部
主幹技師 園田 雅文氏

H.10.11.30(月)
(9:00〜17:30)

21

野田聖子郵政大臣を迎えて｢21 世
紀のマルチメディア社会における
コア産業を展望｣
― マルチメディア推進フォーラム
ＰＡＲＴ９０と名刺交換懇親会

H.10.12.14(月)
(9:00〜19:00)

(特別講演)郵政大臣
野田 聖子氏
(座長−基調講演)東京大学 工学部
教授 齊藤 忠夫氏
(総合司会ー挨拶)東京大学先端科学技術研究センタ
教授 安田
浩氏
郵政省 電気通信局
データ通信課長 吉良 裕臣氏
通商産業省 機械情報産業局
電子政策課長 安延
申氏
建設省 道路局 道路環境課
専門官 徳山日出男氏
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ移動通信網㈱
代表取締役社長 立川 敬二氏
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マルチメディア推進フォーラム

