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 13 年 −
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ＩＴ化社会発展の鍵を握る
(ご挨拶) 東京大学 大学院 工学研究科 教授
｢ブロードバンド時代に向けたア
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
クセス光化の進展｣
東日本電信電話㈱ 技術部
技術部門長 成宮 憲一氏
― マルチメディア推進フォ−ラム 日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス アクセス事業部
ＰＡＲＴ１７２―
事業部長代理 里見 直樹氏
住友電気工業㈱
支配人 石田
晶氏
㈱タウンテレビ南横浜
常務取締役 小坂
晋氏
21世紀に向けた日本のIT戦略課題 (座長−基調講演) 東京大学 大学院 工学研究科 教授
を検証する(3)
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
｢拡大をつづける移動体事業への (総合司会)東京大学 先端科学技術ｾﾝﾀｰ 教授 安田
浩氏
各社の対応戦略(2)｣
東京大学 大学院 工学系研究科
助教授 森川 博之氏
― マルチメディア推進フォ−ラム ㈱ディディアイ(ＫＤＤＩ)
(人選中)
ＰＡＲＴ１７３―
㈱富士通
専務取締役 森寺 章夫氏
松下通信工業㈱
専務取締役 倉本
寛氏
㈱日立製作所 常務 通信社会システムグループ
副グループ長 小川 圭祐氏

H.13.1.19(金)
(９:50〜17:00)

21世紀に向けた日本のIT戦略課題
を検証する
｢ＰＤＡによる高度化モバイルイ
ンターネットへの挑戦｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１７４―

H.13.1.25(木)
(９:00〜17:15)

(座長−総合司会)
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
(ご挨拶) 東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 先端科学技術センター
教授 安田
浩氏
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＭＭ事業本部
課長 入鹿山剛堂氏
カシオ計算機㈱ コンシーマ事業部 ＭＮＳ統括部
企画部 次長 守屋 孝司氏
パームコンピューティング㈱ 代表取締役社長 Craig Will
㈱シャープ 通信システム事業本部 モバイルシステム事業部
商品企画部 部長 鈴木
隆氏
21世紀に向けた日本のIT戦略課題 (座長−総合司会及び基調講演)
を検証する(6)
東京大学 大学院 工学研究科 教授
｢ＩＰｖ６技術の動向と各社の展
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
開戦略｣
東京大学 情報基盤センター
助教授 江崎
浩氏
― マルチメディア推進フォ−ラム ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 取締役
ＰＡＲＴ１７５―
ビジネスユーザ事業部長 飯塚 久夫氏
㈱日立製作所 社会・ネットワークシステム事業部
副事業部長 古川 一夫氏
日本電気㈱
ネットワークス研究開発所長 吉田 吉憲氏
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H.13.1.22(月)
(９:50〜17:00)

H.13.2.5(月)
(９:20〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム
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6

7

8

9

新世紀を切り拓く
｢21 世紀の情報通信の展開とグロ
ーバル戦略｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１７６―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
総務省
総務副大臣 小坂 憲次氏
総務省 総合通信基盤局
電気通信事業部長 有冨寛一郎氏
スタンフォード大学 日本研究所長
(前 通商産業省 電子政策課長) 安延
申氏
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 代表取締役社長 立川 敬二氏
自由民主党
筆頭副幹事長(元 郵政大臣) 野田 聖子氏
｢急進展を見せるＤＳＬ｣
(座長−総合司会及び基調講演)
― マルチメディア推進フォ−ラム 東京大学 大学院 工学研究科 教授
ＰＡＲＴ１７７―
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 経営企画部 担当部長 与沢 和紀氏
東京めたりっく通信㈱
代表取締役社長 小林 博昭氏
住友電気工業㈱ ネットワークシステム事業部
ネットワークシステム営業部長 西脇 由和氏
｢ＶｏＩＰ技術を活用した各社の (座長−総合司会)
戦略について｣
東京大学 大学院 工学研究科 教授
― マルチメディア推進フォ−ラム
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１７８―
東京農工大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ工学科
教授 寺田 松昭氏
㈱日立製作所 社会・ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ事業部
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ本部 統括主任技師 青山 健一氏
ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ＥＳＭＢ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 部長 大西 一朗氏
沖電気工業㈱ ネットワークシステムカンパニー
情報通信ネットワーク事業部長 疋田 定幸氏

H.13.2.13(火)
(13:00〜17:20)

｢ＩＴ先進国に向けたＩＰネット (座長−総合司会)
ワーク構想と事業戦略｣
東京大学 大学院 工学研究科 教授
― マルチメディア推進フォ−ラム
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１７９―
㈱ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ｴｸｽﾁｬﾝｼﾞ 代表取締役社長
藤原
洋氏
東日本電信電話㈱ 技術部長
清水
博氏
㈱ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ･ｵﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 取締役(技術担当)
山崎 里仁氏
日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜｰｸｽ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部
本部長代理 清水
洋氏
｢ホームネットワークとディジタ (座長−総合司会)
ル家電の融合とその展開｣
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
ＰＡＲＴ１８０―
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 法人営業本部
通信機器事業部長 河辺 侯一氏
松下電工㈱ ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 主観技師
薦田 美行氏
シャープ㈱ 情報家電開発本部
マルチメディア開発研究所 副所長 千葉
滋氏
㈱東芝 デジタルメディアネットワーク社
技師長 岡本 光正氏

H.13.3.12(月)
(９:00〜17:00)
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H.13.2.19(月)
(９:45〜17:00)

H.13.2.22(木)
(９:00〜17:00)

H.13.3.14(水)
(９:00〜17:00)
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10

｢ブロードバンドサービスに向け
た光ファイバーネットワークの展
開｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１８１―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 設備部 設備高度化部門長 高橋 篤哉氏
東日本電信電話㈱ 設備部 ｻｰﾋﾞｽ技術部門長 成瀬 秀夫氏
東京めたりっく通信㈱
代表取締役社長 小林 博昭氏
国土交通省 都市・地域整備局 下水道部 下水道企画課
課長補佐 岡本誠一郎氏

H.13.４.９(月)
(９:45〜17:00)

11

｢インターネット電話サービスの (座長−総合司会及び基調講演)
ビジネスモデルと技術動向｣
東京大学 大学院 工学研究科 教授
― マルチメディア推進フォ−ラム
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１８２―
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー 第５マーケティング本部
第２営業部門長 稲村美一郎氏
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 理事 ビジネスユーザ事業部
統合ＩＰサービス部長 野村 雅行氏
㈱テレフリー 代表取締役／ＣＥＯ(最高経営責任者)
関
政弘氏
｢ホームネットワークと情報家電｣ (座長−総合司会)
(2)
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (ご挨拶) 東京大学 大学院 工学研究科 教授
ＰＡＲＴ１８３―
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
斉藤 忠夫氏
(基調講演)(財)イメージ情報科学研究所 技術統括 釜江 尚彦氏
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＭＭ事業本部
ＭＭ企画部長 新美 英樹氏
日本電気㈱ 情報通信メディア研究本部
ネットワーキング研究所長 鹿田
實氏
㈱日立製作所
デジタルメディア開発本部長 中川一二夫氏
松下電器産業㈱ 参事 事業戦略室
ネットワーク企画グループ 浅部
勉氏

H.13.４.13(金)
(10:00〜17:00)

｢インターネットを取り巻く情報
家電の動向と各社の展開戦略｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１８４―

H.13.４.27(金)
( 9:25〜17:00)

12

13

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術ｾﾝﾀｰ
教授
(ご挨拶) 東京大学
教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ソニー㈱ インターネット研究所
インターネットシステムラボ 統括部長
㈱日立製作所 システム事業部
サービスシステム本部長
松下電器産業㈱ マルチメディア研究所長
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安田
浩氏
齊藤 忠夫氏

H.13.４.16(金)
( 9:00〜17:00)

大田 直久氏
坂井
戸倉

裕氏
毅氏

マルチメディア推進フォーラム
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15

16

17

18

｢ＡＬＬ−ＩＰ化へのモバイル展 (座長−総合司会及び基調講演)
開｣
上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部
武氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (ご挨拶) 東京大学
教授 齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１８５―
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ネットワーク研究所長 今井 和雄氏
日本エリクソン㈱ モバイルシステムマーケットサポート本部
ＩＭＴ−２０００プロダクトマネジメント部
テクニカルマネージャー 小田 稔周氏
日本電気㈱ ネットワーク開発研究所
第五研究部長 竹内 章平氏
㈱日立製作所
ネットワークプラットホーム事業部長 古川 一夫氏
｢電子政策を支えるＩＣカードの (座長−総合司会及びご挨拶)東京大学
教授 齊藤 忠夫氏
本格導入とその展開｣(その１)
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
― マルチメディア推進フォ−ラム (基調講演)東京工業大学 フロンティア創造共同研究センター
ＰＡＲＴ１８６―
情報系研究機能 教授 大山 永昭氏
経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課
課長補佐 渡邊 昇治氏
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課
課長補佐 三田
啓氏
総務省 郵政事業庁 貯金部 業務課 課長補佐 上田
伸氏
厚生労働省 社会保険庁 運営部 企画課
課長補佐 ・
豊氏
松下電器産業㈱
システムソリューション事業本部 本田 邦夫氏
｢第３世代及びポスト第３世代に (座長−総合司会及びご挨拶)東京大学
教授 齊藤 忠夫氏
向けて展開するモバイルワイヤレ
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
スの行方を探る｣(１)
㈱ＮＴＴドコモ ワイヤレス研究所 主席研究員
― マルチメディア推進フォ−ラム
新世代方式推進研究室長 山尾
泰氏
ＰＡＲＴ１８７―
㈱ＫＤＤＩ 移動体技術本部
技術開発部長 渡辺 文夫氏
㈱クアルコム・ジャパン
代表取締役社長 松本 徹三氏
㈱日立製作所 通信事業部 ＣＤＭＡシステム本部
主管技師 鈴木 俊郎氏
｢第３世代及びポスト第３世代に (座長−総合司会)
向けて展開するモバイルワイヤレ 電気通信大学 電気通信学部 人間コミュニケーション学科
スの行方を探る｣(２)
教授 中嶋 信生氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (基調講演)東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１８８―
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
東京農工大学 工学部
教授 鈴木 康夫氏
慶応義塾大学 環境情報学部
教授 小檜山賢二氏
㈱クアルコム・ジャパン
常務 山田
純氏
｢ＡＤＳＬ市場の成長性｣
(座長−総合司会及び基調講演)
― マルチメディア推進フォ−ラム 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ１８９―
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱アッカ・ネットワークス 代表取締役副社長 湯崎 英彦氏
武蔵野」三鷹ケーブルテレビ㈱
常務取締役 宮地
孝氏
東日本電信電話㈱ 理事
営業部長 古賀 哲夫氏
日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 光ネットワーク事業本部
第二光ネットワーク事業部長 水上 敏彦氏
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H.13.５.11(金)
( 9:00〜17:00)

H.13.５.14(月)
( 9:00〜17:00)

H.13.５.21(月)
( 9:00〜17:00)

H.13.５.28(月)
(10:00〜16:00)

H.13.６.14(木)
(９:00〜16:00)

マルチメディア推進フォーラム

19

｢次世代ネットワークへの展望｣
(座長−総合司会及び基調講演)
― マルチメディア推進フォ−ラム 東京大学
名誉教授
ＰＡＲＴ１９０―
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
東京大学 工学部
教授
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所
ﾌｫﾄﾆｯｸﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ研究部長
日本電気㈱ ＮＥＣラボラトリーズ
ネットワーキング研究所
日本電気㈱ ＮＥＣラボラトリーズ
ネットワーキング研究所長
ＮＴＴエレクトロノクス㈱ 岡本特別開発室長

20

｢デバイス展開からＩＴ社会の発
展を検証する｣
― デバイスサイドがシステムサイ
ドへ発信する最新情報―
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９１―

21

｢ボトルネックになりかねないビ
ル／集合住宅ＩＴ化最前線を探
る｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９２―

22

― 新たな情報通信の展開に変革を
もたらす―
｢次世代情報通信に向けたナノテ
クノロジーの動向と展望｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９３―

齊藤 忠夫氏
青山 友紀氏
佐藤 健一氏
荒木壮一郎氏
鹿田
實氏
岡本 勝就氏

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
日本アイ・ビー・エム㈱ 野洲事業所
ｺﾝﾌﾟｰﾈﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発製造 野洲研究所
半導体技術開発 副部長 西原 道哲氏
日本電気㈱ NECｴﾚｸﾄﾛﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術本部長
兼ﾃﾞﾊﾞｲｽSI事業開発本部長 麻生
明氏
日本電信電話株
物性科学基礎研究所長 石原
直氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
野村総合研究所 情報通信コンサルティング二部
上席コンサルタント 桑津浩太郎氏
都市基盤整備公団(旧 住宅・都市整備公団)
技術監理部 設備課 専門役 寺沢 一郎氏
㈱Ｎｔｔ−Ｍｅ 取締役 第８マーケティング本部長
榊原 一郎氏
日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 国内事業本部
企業通信システム事業部長 都筑 一雄氏
(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(社)経済団体連合会 環境・技術本部
技術グループ長 渡辺
良氏
東芝㈱ 研究開発センター ＬＳＩ基盤技術ラボラトリー室長
兼個別半導体基板技術ラボラトリー室長 黒部
篤氏
日本電気㈱ 光・無線デバイス研究所
統括マネージャー 藤原 雅彦氏
ＴＤＫ㈱ 記録技術開発センター
部長 佐藤 勇武氏
日本電信電話㈱ 物性科学基礎研究所 先端デバイス研究所
Siナノデバイス研究グループ長 高橋 庸夫氏
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H.13.６.18(月)
(９:30〜17:00)

H.13.６.25(月)
(10:00〜17:00)

H.13.７.２(月)
( 9:55〜17:00)

H.13.７.13(金)
( 9:55〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

23

インターネットサービスの新時代
｢ポータルのオープンアクセス化
による今後の飛躍を検証する｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９４―

24

｢ＡＬＬ−ＩＰ化へのモバイル展
開｣(その２)
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９５―

25

｢全面展開へ最終コースに入った
ブルートゥースの状況を検証す
る｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９６―

26

｢動き出した新世代移動体通信へ
の取り組みと戦略｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ１９７―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
総務省 情報通信政策局 情報通信政策課
コンテンツ流通促進室 課長補佐 吉田 恭子氏
東日本電子電話㈱ 営業部
ネットワークサービス部門 担当部長 大賀 公子氏
㈱ＮＴＴドコモ ゲートウェイビジネス部
企画担当部長 高木 一裕氏
富士通㈱ ネットワークサービス本部
本部長代理 伊与田 悠氏
日本電気㈱ ＮＥＣソリューションズ
BIGLOBEサービス事業本部 支配人 小見山太洋氏
(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部
武氏
ＫＤＤＩ㈱ 移動体技術本部 技術開発部
開発企画グループリーダ 課長 野寺 義彦氏
シスコシステムズ㈱ マーケティング統轄本部
ＳＰマーケティング本部 ワイヤレスソリューション部
部長代理 横溝 英俊氏
ノーテルネットワークス㈱
新井
均氏
富士通㈱ ネットワーク事業本部
主席部長 矢代 善一氏
(座長−総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱東芝 研究開発センター
技監 竹林 洋一氏
松下通信工業㈱ モバイルコミュニケーションカンパニー
モバイルターミナル事業部 開発技術部
設計二課長 安野 淳一氏
シャープ㈱ 技術本部 システム開発センター
通信ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 開発プロジェクトチーフ 北口
進氏
沖電気工業㈱ シリコンソリューションカンパニー
ＬＳＩ事業部 ワイヤレス商品開発第二部長 来住 昌介氏
(座長−総合司会及び基調講演)
電気通信大学 電気通信学部
人間コミュニケーション学科 教授 中嶋 信生氏
(ご挨拶)東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(社)電波産業会 常務理事
(新世代モバイル委員会 委員)佐々木秋穂氏
㈱エヌ・ティ･ティ・ドコモ ネットワーク研究所長
今井 和雄氏
ＫＤＤＩ㈱ ａｕ技術本部
無線アクセス技術部長 渡辺 文夫氏
日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス
共通Ｒ＆Ｄソリューション ネットワークス開発研究所
第三研究部 マネージャー 細川 彰久氏
富士通㈱ ＩＰサーバプロジェクト部 統括部長 淺川 和雄氏
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H.13.７.19(金)
( 9:00〜17:00)

H.13.７.23(月)
( 9:00〜17:00)

H.13.８.24(金)
( 9:00〜17:00)

H.13.８.31(金)
( 9:00〜17:10)

マルチメディア推進フォーラム

27

28

29

30

｢ブロードバンドネットワーク環 (座長−総合司会及び基調講演)
境で急展開するＣＤＮ(Contents
東京大学 先端化学技術センター 教授 安田
浩氏
Delivery Network)｣
シスコシステムズ㈱ マーケティング統括
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＥＣＯＭマーケティング本部
ＰＡＲＴ１９８―
エンタープライズ マーケティング部
マーケティングプログラムマネ−ジャ 板野
隆氏
日立ネットビジネス㈱ サービス事業本部
副本部長 小林 偉昭氏
日本ネットワーク・アプライアンス㈱
代表取締役社長 鈴木 康正氏
｢期待されるＰＤＡ利用市場の動 (座長−総合司会及び基調講演)
向と開発状況｣
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
― マルチメディア推進フォ−ラム パームコンピューティング㈱
ＰＡＲＴ１９９―
代表取締役社長 クレイグウィル氏
カシオ計算機㈱ コンシューマ事業部 第一ＭＮＳ統括部
企画部 次長 守屋 孝司氏
シャープ㈱ 通信システム事業本部
モバイルシステム事業部 商品企画部長 鈴木
隆氏
日本電気㈱ ＮＥＣソリューションズ
モバイルソリューション事業部長 足立 啓一氏
｢無線ＬＡＮが可能にするユキビ (座長−総合司会及び基調講演)
ュタスネット環境｣
電気通信大学 電気通信学部
― マルチメディア推進フォ−ラム
人間コミュニケーション学科 教授 中嶋 信生氏
ＰＡＲＴ２００―
(ご挨拶)東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー
第４マーケティング本部長 金田 哲也氏
東日本電信電話㈱ 企画部 担当部 担当部長 小林 忠男氏
日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス
モバイルワイヤレス事業本部 モバイルワイヤレス事業企画部
統括マネージャー 野田 誠一氏
シスコシステムズ㈱
ワイヤレスＬＡＮ営業部長 大金日出男氏
｢ＡＤＳＬの加入拡大を支える技 (座長−総合司会及び基調講演)
術的ルール作りを検証する｣
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ＰＡＲＴ２０1―
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課長 浅見
洋氏
ＴＴＣ スペクトル管理検討ＳＷＧリーダ
(イー・アクセス㈱ ＣＴＯ) 小畑 至弘氏
日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス
ＨＡＴＳ ＤＳＬ相互接続試験実施連絡会
主査 (ＴＴＣ専務理事) 堀崎 修宏氏
住友電気工業㈱ ＩＴ技術研究所 通信技術部
主席 松本 一也氏
東日本電信電話㈱ 技術部
技術部門長 成宮 憲一氏
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H.13.９.17(月)
( 9:45〜17:00)

H.13.９.25(火)
( 9:00〜17:00)

H.13.９.26(水)
( 9:00〜17:00)

H.13.９.28(金)
( 9:00〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

31

｢ボトルネックなりかねないビ
ル・集合住宅のＩＴ化｣(その２)
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２０２―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所
カスタマシステムプロジェクトマネージャー 渕上 健也氏
㈱ＮＴＴファシリティーズ ＦＭ事業本部
副本部長 米川 清水氏
㈱エーエヌエーホテル東京
マーケティング支配人(東京全日空ホテル) 中沢
靖氏
イッツ・コニュニケーションズ㈱ 常務取締役 有馬 尉彰氏
㈱有線ブロードネットワークス
ブロードバンド企画部長 鈴木丈一郎氏

H.13.10.26(金)
( 9:00〜17:00)

32

｢利便性を向上させるネットワー
ク社会を支えるＩＣカード｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２０３―

H.13.10.29(月)
(10:00〜17:00)

33

｢ＶｏＩＰによる電話サービスの
変革に迫る｣
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２０４―

34

｢ブローバンドネットワーク環境
で急展開するＣＤＮ(Contennt
Delivery Network)｣(その２)
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２０５―

(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
電子商取引安全技術研究組合(ECSEC) 理事長 平松 雄一氏
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱
先端ビジネス開発センター 所長 遊佐
洋氏
㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ
モバイルＥＣ推進室 担当部長 木下 真希氏
東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業部 設備部
旅客設備課長 椎橋 章夫氏
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ＮＴＴコミュニケーションズ メディア技術開発センタ
担当部長 小谷野 浩氏
フュージョン・コミュニケーションズ㈱
代表取締役社長 角田 忠久氏
沖電気工業㈱ 情報通信ネットワーク事業部長 千村 保文氏
ワールドアクセル㈱
顧問 太田 昌孝氏
(東京工業大学 大学院 情報処理工学研究所 講師)
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学 先端化学技術センター 教授 安田
浩氏
(ご挨拶)東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー
ブロードバンドメディアビジネス本部長 矢野
厚氏
㈱ブロードバンド・エクスチャンジ
コンテンツグループ 部長 結束 雅雪氏
アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン
取締役副社長 畠中
眞氏
インクトゥミ ジャパン㈱
ブロードバンド推進室長 青柳 恭弘氏
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H.13.10.31(水)
( 9:00〜17:00)

H.13.11.26(月)
( 9:00〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

35

36

37

38

｢実用化に向かうＩＰｖ６技術の (座長) 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
動向とエンドユーザへの適用｣
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
― マルチメディア推進フォ−ラム (総合司会及びご挨拶)
ＰＡＲＴ２０６―
奈良先端科学技術大学院大学
教授 山本 平一氏
(基調講演) 奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科 助教授 門林 雄基氏
マイクロソフト㈱ ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ開発統括部
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ&ｴﾝﾍﾟﾃﾞｨｯﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 及川 拓也氏
横河電機㈱
ＩＴ事業部長 星
哲夫氏
(インターネットノード㈱ 代表取締役社長)
日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜｰｸ ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発事業本部
戦略ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 先進ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 今井 恵一氏
㈱日立製作所 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
ｷｬﾘｱｼｽﾃﾑ推進ｾﾝﾀ 技師 江間 直樹氏
｢常時接続インターネットで開く (座長−総合司会) 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
新たなビジネス｣
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
― マルチメディア推進フォ−ラム (ご挨拶)
ＰＡＲＴ２０７―
東京大学 先端化学技術センター
教授 安田
浩氏
(基調講演) 電機通信大学 情報通信工学科
教授 三木 哲也氏
東日本電信電話㈱
技術部長 清水
博氏
イー・アクセス㈱
社長室長 小林 英夫氏
㈱ジュピターテレコム 企画部
課長 地平 茂一氏
㈱有線ブロードネットワークス
取締役兼ブロードバンド事業企画部長 藤本 篤志氏
ニフティ㈱ 取締役 ｻｰﾋﾞｽ企画統括部長代理 井崎 直次氏
｢ウェアラブル機器技術の最近動 (座長−総合司会及び基調講演)
向とビジネス展開｣
電気通信大学 電気通信学部
― マルチメディア推進フォ−ラム
人間コミュニケーション学科 教授 中嶋 信生氏
ＰＡＲＴ２０８―
(ご挨拶) 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
エヌ・ティ・ティ ドコモ マルチメディア研究所
主任研究員 福本 雅朗氏
ザイブナー㈱
代表取締役 山村 道男氏
㈱東芝研究開発センター 知識メディアラボラトリー
技監 竹林 洋一氏
｢Ｐ２Ｐ技術を用いた次世代通信 (座長−総合司会及びご挨拶)
ネットワークの核心に迫る｣
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
― マルチメディア推進フォ−ラム (総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ＰＡＲＴ２０９―
ＮＴＴソフトウェア㈱ インターネット技術センター
主任研究員 西山 和雄氏
サン・マイクロシステムズ㈱ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業開発統括本部
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ 樋口 貴章氏
日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究所
ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 主幹研究員
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 須永
宏氏
沖電気工業㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ NET ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ本部
ﾈｯﾄﾘｴｿﾞﾝ事業推進ﾕﾆｯﾄ 部長 中澤
修氏
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H.13.11.30(金)
( 9:00〜17:00)

H.13.12.４(火)
( 9:00〜17:10)

H.13.12.14(金)
(10:30〜16:40)

H.13.12.18(火)
(９:00〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

39

｢ブロードバンドネットワークで
急展開するＣＤＮ｣(その３)
― マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２１０―

(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(基調講演) 筑波大学 社会工学系
助教授 津田 和彦氏
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 経営企画部
ﾄﾞｯﾄｺﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾀｽｸﾌｫｰﾄﾞ 担当部長 澤口 文彦氏
㈱アッカ・ネットワークス
副社長 池田 佳和氏
㈱電通 ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ統括局 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部 主務 飯島 彰夫氏
大日本印刷㈱ C&I総合企画開発本部
C&I企画開発ｾﾝﾀｰ ｺﾝﾃﾝﾂ事業開発室 室長 道中 隆久氏
吉本興業㈱ 制作営業統括部 経営戦略室 室長 春山 昭彦氏
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