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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14年 － 

 

1 ｢本格展開に向けてのモバイルサ

ービスへの取り組み状況を検証す

る｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１１―  

 

(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) 

㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ マルチメディア事業本部  

企画部長 新美 英樹氏 

ジェイフォン㈱ サービス開発本部  

３Ｇ推進部長 笹屋 常憲氏 

松下通信工業㈱  

モバイルコミュニケーションカンパニー 部長 行武  剛氏 

日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜー ｸ 戦略ﾏ ｹーﾃｨﾝｸﾞ本部 

                統括ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 吉川 康治氏 

H.14.１.15(火) 

(９:20～17:00) 

 

2 ｢ブロードバンドインターネット

に向けたバックボーン構築戦略｣

(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１２―  

 

(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) 

日本インターネットエクスチャンジ㈱  

代表取締役社長 小林  洋氏 

東日本電信電話㈱ 設備部 サービス技術部門  

部門長 成瀬 秀夫氏 

レベルスリー・コミュニケーションズ㈱  

経営企画部・商品企画部 部長 古市 克典氏 

ケーブルネット埼玉㈱     取締役副社長 矢口  猛氏 

H.14.１.17(木) 

(９:20～16:55) 

 

3 ｢ますます本格化を続ける無線Ｌ

ＡＮの行方を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１３―  

 

(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) 

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 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱  

ネットワーク事業部長兼経営企画部 担当部長 田代 道郎氏 

モバイルインターネットサービス㈱  

代表取締役社長 真野  浩氏 

㈱日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部  

部長 雫 二公雄氏 

H.14.１.29(火) 

(10:00～17:00) 

 

4 ｢実用化段階に入ったストレージ

ネットワークスの動向と今後の展

望｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１４―  

 

(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) 

㈱日立製作所 システム開発研究所 主任研究員 大枝 高氏 

Alacritus Founder and Chief Strategic Officer  

Mr.Donald Trimmer 

Legato Systems,Inc. VP of Product  

Managemenent and Marketing Mr.Scott Mclntyre 

東京大学 生産技術研究所  

概念情報工学研究センタ長 教授 喜連川 優氏 

イーエムシー ジャパン㈱ マーケティング本部 

プログラムマネージメント部 部長 宮  治彦氏 

H.14.２.12(火) 

( 9:05～17:10) 
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5 ｢高機能かつ高速大容量化で注目

されるＰＨＳの新展開｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１５―  

 

(座長－総合司会及び基調講演1) 

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２)  

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 

ＤＤＩポケット㈱ 取締役 技術本部長    平澤 弘樹氏 

ＤＤＩポケット㈱ 技術開発部長       近  義起氏 

三洋テレコミュニケーションズ㈱ システム事業推進部 

ネットワーク設計部 システム開発一課 課長 赤塚 康典氏 

セイコーインスツルメンツ㈱ 移動通信システム事業部 

営業部長 浮谷 俊一氏 

日本通信㈱       上席執行役員兼ＣＴＯ中井  純氏 

H.14.２.20(水) 

( 9:00～17:00) 

 

6 ｢ブロードバンドインターネット

環 境 進 展 で 急 展 開 す る

IEEE802.11(無線 LAN)利用ネット

ワークサービス｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１６―  

 

(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) 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課  

課長補佐 山内 智生氏 

日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所  

主幹研究員 守倉 正博氏 

シャープ㈱ 技術本部 システム開発センター  

主任研究員 上田  徹氏 

㈱アギア・システムズ クライアント・システムズ・グループ  

ワイヤレスＬＡＮ／エンジニアリング  

シニアマネージャー 鈴木 敦彦氏 

H.14.２.26(火) 

( 9:00～17:00) 

 

7 ｢ブロードバンドネットワークで

急展開するＣＤＮ｣(その４) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１７―  

 

(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) 

㈱東京放送            開発局長 福井 省三氏 

㈱ギャガ・コミュニケーションズ  

ＩＴグループ グループマネージャー 太田 幸利氏 

㈱ＷＯＷＯＷ 経営企画室   経営企画課長 連   努氏 

㈱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 

H.14.３.４(月) 

( 9:00～17:00) 

 

8 ｢ブロードバンドインターネット

に向けたバックボーン構築戦略｣

(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１８―  

 

(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㈱ ネットワーク事業部  

ＩＰネットワーク部 担当部長 南  宏二氏 

㈱パワードコム 企画本部 ＣＳＤ部 

ＣＳＤグループ 課長 小島 章裕氏 

㈱ブロードバンド・エクスチャンジ 経営企画部  

担当部長 内野 義生氏 

グローバルアクセス㈱ 

   Senior Vice President 企画・営業担当 寺本 雅夫氏 

ＫＤＤＩ㈱ ＩＰ事業本部  

ＩＰネットワーク技術部長 澤田 和良氏 

H.14.３.７(木) 

( 9:00～17:00) 
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9 ｢ブロードバンド時台のＩＰ電話

サービスの動向｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２１９―  

 

(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) 東京工業大学 大学院 理工学研究科  

教授 酒井 善則氏 

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 

㈱日立製作所 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 センタ長 堀田  巌氏 

イー・アクセス㈱ 取締役  

チーフテクニカルオフィサー 小畑 至弘氏 

H.14.３.18(月) 

( 9:30～16:45) 

 

10 ｢変貌するオフィス環境と今後の

展開｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２０―  

 

(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) 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ ソリューション事業部  

ＩＴビジネス推進室 ＮＷソリューショングループ  

担当部長 磯村 嘉伯氏 

㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ 法人営業部  

システムサービス部長 萩原 英二氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

企業通信システム事業部長 都筑 一雄氏 

㈱竹中工務店  情報エンジニアリング本部長 中山 康志氏 

H.14.３.19(火) 

( 9:25～16:45) 

 

11 ｢ＦＯＭＡのよるモバイルサービ

ス展開とその戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２１―  

 

(座長－総合司会及びご挨拶)  

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 

(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) 

㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ 移動機開発部  

企画担当 担当部長 小野  隆氏 

富士通㈱ ｿﾘｭー ｼｮﾝ事業本部 CRM ｿﾘｭー ｼｮﾝ事業部  

システム部 担当部長 後藤 正憲氏 

日本電気㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｽ開発研究所 第四研究部 部長  

 兼 ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾀ ﾐーﾅﾙ事業部 商品企画部 ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 辻澤 隆彦氏 

日本アイ・ビー・エム㈱  

パーベイスブワイヤレス事業推進部長 洪  政国氏 

日本アイ・ビー・エム㈱ ワイアレス  

ｅ－ビジネスソリューション 部長 小川 圭一氏 

H.14.４.15(月) 

( 9:00～16:50) 

 

12 ｢ＶｏＩＰ時代の電話網の変容を

検証する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２２―  

 

(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 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 番号企画係長 斉藤  永氏 

早稲田大学 理工学部 情報学科    教授 後藤 滋樹氏 

日本電信電話㈱ ｻｰﾋ゙ ｽｲﾝﾃｸ ﾚ゙ ｼーｮﾝ基盤研究所 情報通信ﾄﾗﾌｨｯｸ

ｻｰﾋ゙ ｽ品質ﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ        主幹研究員 四宮 光文氏 

ＮＥＣカスタムテクニカ㈱ ＢＢ＆Ｍ開発本部  

主席技師 鶴田 七郎氏 

H.14.４.16(火) 

( 9:00～17:00) 

 

13 ｢ＶｏＩＰ時代の電話網の変容を

検証する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２３―  

 

(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) 

ＫＤＤＩ㈱ ａｕ事業本部 技術企画部長 理事 沖中 秀夫氏 

クアルコムジャパン㈱ 常務執行役員  

事業戦略部長 山田  純氏 

㈱日立製作所 通信事業部     主管技師 鈴木 俊郎氏 

H.14.４.24(水) 

( 9:30～16:40) 
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14 ｢ますます高度化・多様化する無線

ＬＡＮを探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２４―  

 

(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)上智大学 理工学部  

電気・電子工学科 教授 服部  武氏 

東日本電信電話㈱          技術部長 清水  博氏 

ＫＤＤＩ㈱ 理事 技術開発本部  

ブロードバンド事業推進部 部長 嶋谷 吉治氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

戦略マーケティング本部長代理 清水  博氏 

H.14.５.９(木) 

( 9:30～17:00) 

 

15 ｢ＶｏＩＰのサービスと品質概観

する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２５―  

 

(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㈱ 情報流通基盤総合研究所  

主幹研究員 前田 洋一氏 

㈱ＮＴＴ－ＭＥ 取締役  

第５マーケティング部長 稲村美一郎氏 

㈱メディア         代表取締役社長 笠牟田建二氏 

㈱メディア 技術本部       副本部長 伴   歩氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

ＩＰネットワーク事業本部 ＩＰネットワーク事業部  

ソリューション支援部長 平田 英之氏 

H.14.５.23(木) 

( 9:20～17:00) 

 

16 ｢ブロードバンド時代を担う新た

な通信メディア｢光無線｣の可能性

を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２６―  

 

(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) 

浜松ホトニクス㈱ 光通信事業グループ  

専任部員 若森 和彦氏 

キャノン㈱ 光学機器事業本部 放送機器事業部  

放送機器開発センター 放送機器第一開発部  

担当課長 鈴木 敏司氏 

H.14.５.24(金)) 

(10:00～17:00) 

 

17 ｢位置情報の展開とアプリケーシ

ョンコアの各社の戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２７―  

 

(座長－総合司会及び基調講演)  

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部   武氏 

(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) 

ＫＤＤＩ㈱ ａｕ商品企画本部長  上席理事 井上 幾由氏 

㈱ナビタイムジャパン    代表取締役社長 大西 啓介氏 

㈱ロケーション・エージャント 代表取締役社長 島 健一氏 

㈱ローカス         代表取締役社長 神島 博昭氏 

日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜー ｸｽ ｿﾘｭー ｼｮﾝ開発事業本部 

   戦略マーケティング 統括マネージャー 吉川 康司氏 

H.14.６.６(木) 

(９:00～17:00) 

 

18 ｢ブロードバンド時代に向けたＦ

ＴＴＨサービスの課題と将来展

望｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２８―  

 

(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) 

東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門  

技術評価担当部長 坪川  信氏 

ＫＤＤＩ㈱ 理事 技術開発本部  

ブロードバンド事業推進部長 嶋谷 吉治氏 

東京電力㈱ 光ﾈｯﾄﾜ ｸー･ｶﾝﾊ ﾆ゚  ー ｾ ﾈ゙ﾗﾙﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー  田代 哲彦氏 

㈱有線ブロードネットワークス ブロードバンド企画部  

ゼネラルマネージャー 鈴木丈一郎氏 

㈱日立製作所 ﾈｯﾄﾜ ｸーｿﾘｭー ｼｮﾝ事業部  

     ｷｬﾘｱｿﾘｭー ｼｮﾝ本部 第一部 主任技師 石川 一郎氏 

H.14.６.20(木) 

(９:00～17:00) 
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19 ｢新たなモバイルネットワークオ

ペレータの可能性を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２２９―  

 

(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) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

ＤＤＩポケット㈱       技術企画部長 近  義起氏 

日本通信㈱            執行役員 福田 尚久氏 

H.14.６.28(金) 

(９:00～15:45) 

 

20 ｢ノンＰＣ情報端末とサービスの

今後｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３０―  

 

(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) 

㈱ＡＣＣＥＳＳ        取締役副社長 鎌田 富久氏 

中国電信集団 上海市電信公司  

市場部新業務処長 季  路易氏 

東日本電信電話㈱ サービス開発部  

Ｌモード推進室長 大賀 公子氏 

カブドットコム証券㈱  最高業務執行責任者 斎藤 正勝氏 

シャープ㈱ 国内営業本部  

ＳＳＴ推進センター 所長 谷口  実氏 

山梨交通㈱          運輸事業部長 雨宮 正英氏 

鳥取三洋電機㈱ ﾈｯﾄﾜ ｷーﾝｸﾞ事業本部  

販売事業部 情報企画部 部長 原田 利之氏 

パイオニア㈱ ﾎー ﾑｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄｶﾝﾊ ﾆ゚  ー  

ＡＶ事業統括部長兼ネットワーク開発部長 王丸 克彦氏 

H.14.７.９(火) 

(９:00～17:00) 

 

21 ｢新たな展開が期待される広域イ

ーサネットサービス｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３１―  

 

(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) 

東日本電信電話㈱ サービス開発部  

ビジネスユーザサービス推進室長 数藤  崇氏 

ＪＥＮＳ㈱        法人営業部 部長 高野 辰哉氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

戦略マーケティング本部長代理 清水  洋氏 

H.14.７.22(月) 

(11:05～16:45) 

 

22 ｢ＶＤＳＬ、その実力と将来性を検

証する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３２―  

 

(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㈱ サービスインテグレーション基盤研究所 

サービスネットワークイノベーションＳＥプロジェクト  

主任研究員 菊島 浩二氏 

㈱キンデン         代表取締役社長 吉本 幸男氏 

住友電気工業㈱ ＩＴ技術研究所  

通信技術部 主席 松本 一也氏 

ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Senior Manager, 

Access Network Gr,Garrier’s Network Division Mr.Kab Bong 

Nho 

H.14.７.24(水) 

( 9:00～17:00) 

 

23 ｢モバイル・ブロードバンドの鍵を

握るＩＰモビリティ技術の最新動

向を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３３―  

 

(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) 

㈱東芝 研究開発センター 通信ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑﾗﾎ゙ ﾗﾄﾘー   

主任研究員 井上  淳氏 

東京工業大学 情報処理工学研究科   講師 太田 昌孝氏 

(モバイルインターネットサービス㈱ ＣＴＯ) 

みあこネット㈱       事業統括責任者 高木 治夫氏 

慶應義塾大学 理工学部 情報工学科  教授 寺岡 文男氏 

独国三菱商事会社 Senior Viec Prseident  

Corporate Business Development 園田 嗣朗氏 

H.14.８.22(木) 

( 9:00～17:00) 
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24 ｢実用化に入った公衆無線ＬＡＮ

サービス(802.11)と本格運用に入

った第三世代携帯システム(3G)の

棲み分けを探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３４―  

 

(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) 

㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ クロスメディアビジネス部  

Ｗ－ＬＡＮ担当部長 木下  誠氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 取締役  

先端ＩＰアーキテクチャセンタ 所長 飯塚 久夫氏 

㈱鷹山        取締役 知的財産部長 半間謙太郎氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

日本エリクソン㈱ 事業開発本部 営業本部長 鈴木  寛氏 

H.14.８.28(水) 

( 9:00～17:00) 

 

25 ｢ｅマーケットプレイスの市場動

向と今後の形態｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３５―  

 

(座長－総合司会及びご挨拶)  

奈良先端科学技術大学院大学      教授 山本 平一氏 

(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) 

Ｅ２ｏｐｅｎ Ｊａｐａｎ   代表取締役会長 四角 利和氏 

野村総合研究所 新流通システムサービス事業部  

上級コンサルタント 郡司浩太郎氏 

㈱東芝 ｉバリュー クリエーション社 社長 河田  勉氏 

㈱日立製作所 ｉ．ｅ．ネットワービス事業部 

EC ｼｽﾃﾑ本部 ｅ－サービス事業開発部長 中島  洋氏 

H.14.９.３(火) 

( 9:00～17:00) 

 

26 ｢ＡＤＳＬの次世代サービスに向

けた展開｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３６―  

 

(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) 

東日本電信電話㈱ 研究開発センタ 担当部長 石井比呂志氏 

㈱アッカ・ネットワークス      副社長 池田 佳和氏 

セントリアムジャパン㈱  

ディレクタープロダクト・プランニング 郷右近一彦氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

第二光ネットワーク事業部 統括マネージャー 山下 幹夫氏 

パラダイン・ワールドワイド・コーポレーション  

日本支社 顧問 梅山 伸二氏 

H.14.９.９(月) 

( 9:00～17:00) 

 

27 ｢(無線ＬＡＮ／携帯を含めた)ワ

イヤレスインターネットとオール

ＩＰ化の進展｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３７―  

 

(座長－総合司会及び基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

(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・ドコモ ネットワーク研究所長 

今井 和雄氏 

㈱ＫＤＤＩ 技術開発本部  開発推進部次長 大橋 正良氏 

日本エリクソン㈱   先端モバイル技術部長 藤岡 雅宣氏 

日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜー ｸｽ ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾜｲﾔﾚｽ事業本部 

            ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾈｯﾄﾜー ｸ開発部長 木村  茂氏 

H.14.10.２(水) 

( 9:00～17:05) 

 

28 ｢ユビキュタス時代へ向けた展開

課題を探る｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３８―  

 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

奈良先端科学技術大学院大学      教授 山本 平一氏 

(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) 

東京大学 新領域創成科学研究科   助教授 森川 博之氏 

㈱ＮＴＴドコモ 取締役  ﾕﾋ ｷ゙ﾀｽﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ部長 三石 多門氏 

㈱ＫＤＤＩ 取締役 執行役員専務  

技術開発本部長 平田 康夫氏 

㈱東芝 ｅ－ソリューション社  

ＳＩ技術開発センター長 遠藤 直樹氏 

㈱日立製作所 ネットワークソリューション事業部  

ＩＰソリューション本部 ＩＰシステム部長 高瀬 晶彦氏 

H.14.10.16(水) 

( 9:00～17:05) 
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29 ｢実用化に向けて動き出したＵＷ

Ｂ方式の現状と商品化戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２３９―  

 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

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 

(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) 

横浜国立大学 大学院 工学研究科   教授 河野 隆二氏 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

エー・アール・ティー・ラボラトリー社  

代表取締役 イクラモフ ガイライト氏 

日本エリクソン㈱ 事業開発本部  

        ﾓﾊ ｲ゙ﾙｲﾝﾀ ﾈーｯﾄｿﾘｭー ｼｮﾝ ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 宮津 和弘氏 

H.14.10.18(金) 

( 9:00～16:45) 

 

30 ｢さらに多様に展開する無線ＬＡ

Ｎの取り組みと展開｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４０―  

 

(座長－総合司会及び基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

(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 総合通信基盤局 電波部  

基幹通信課 課長補佐 中沢 淳一氏 

日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所 

ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ ﾏﾈー ｼ゙ ｬー  担当部長 松江 英明氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱  

理事 ユーザアクセス部長 榎並  誠氏 

日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜー ｸ ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾜｲｱﾔﾚｽ事業本部  

ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾜｲﾔﾚｽ事業部長代理 手島俊一郎 氏 

H.14.11.８(金) 

( 9:00～17:10) 

 

31 ｢ブローバンド時代に向けた電力

系通信事業者の取り組みと戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４１―  

 

(座長－総合司会及び基調講演１) 

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２) 

武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 教授 徳田 正満氏 

住友電気工業㈱ エレルギー環境技術研究所  

エネルギー機器研究部 主任研究員 弘津 研一氏 

東京電力㈱ 情報通信事業部  

通信放送事業グループ マネージャー 吉田 哲也氏 

㈱ケイ・オプティコム      専務取締役 土森 紀之氏 

㈱パワードコム 企画本部 ＣＳＤ部  

ＣＳＤグループ 課長 大野 景司氏 

東京通信ネットワーク㈱ お客様本部  

インターネット事業部長 畑間 正規氏 

H.14.11.15(金) 

( 9:00～17:20) 

 

32 ｢ＩＰ新時代～ブロードバンドネ

ットワークの構築戦略｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４２―  

 

(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㈱ ネットワーク事業部 

ＩＰネットワーク部 部門長 伊藤 幸夫氏 

シスコシステムズ㈱ 品質本部    本部長 木下  剛氏 

富士通㈱ ＩＰシステム事業部 システム部 部長 伊東 和彦氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

戦略マーケティング本部本部長代理 清水  洋氏 

H.14.11.27(水) 

( 9:00～17:00) 

 



8/8             マルチメディア推進フォーラム 

 

33 ｢ブロードバンドアクセスの展開

と無線ＬＡＮの進展｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４３―  

 

(座長－総合司会) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

(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－ＭＥ ブロードバンドビジネス本部  

サービスイノベーション本部 ネオモバイル事業部  

部門長 竹下 健一氏 

㈱東芝 デジタルメディアネットワーク社  

ＢＴ＆ワイアヤレス事業推進室長 伊藤 春彦氏 

㈱日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ  

ソリューション統轄本部  

インターネットソリューション本部 部長 雫 二公雄氏 

シスコシステムズ㈱ マーケティング  

エマージングテクノロジー本部  

アクセスソリューションズ部 部長代理 杉江 智之氏 

H.14.12.３(火) 

( 9:00～17:15) 

 

34 ｢広帯域・常時接続時代の加入者セ

キュリティーの最新動向を展望す

る｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４４―  

 

(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)経済産業省 商務情報政策局 

情報セイキュリティ政策室長 大野 秀敏氏 

社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 

事務局長 中村龍太郎氏 

トレンドマイクロ㈱ マーケティング本部  

プロダクトマーケティング部長 山崎 裕二氏 

マイクロソフト㈱ 製品ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ 本部 Windows ｻー ﾊ゙ ｰ製品部  

シニア・プロダクト・マネージャー 古川 勝也氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱    取締役 飯塚 久夫氏 

㈱ラック セキュアネットサービス事業本部  

取締役本部長 西本 逸郎氏 

H.14.12.13(金) 

( 9:00～17:15) 

 

35 ｢3.5世代高速パケットデータサー

ビスの実現が迫る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４５―  

 

(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) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

㈱ＮＴＴドコモ     ワイヤレス研究所長 正村 達郎氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

カシオ計算機㈱ 通信事業部 開発部  次長 末高 弘之氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス  

ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾀ ﾐーﾅﾙ事業本部 ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾀ ﾐーﾅﾙ事業部  

商品企画部 商品企画マネージャー 吉沢 重雄氏 

H.14.12.20(金) 

( 9:00～17:05) 

 

 


