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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15年 － 

 

1 ｢ＩＰ新時代～ブロードバンドネ

ットワークの構築戦略｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４６―  

 

(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) 電機通信大学 情報通信工学科 

教授 三木 哲也氏 

ＫＤＤＩ㈱ ｿﾘｭー ｼｮﾝ事業本部 ｿﾘｭ ｼーｮﾝ技術本部  

ＩＰネットワーク技術部 部長 澤田 和良氏 

㈱日立製作所 中央研究所 情報ネットワーク研究センタ 

ネットワークプラットフォーム研究部 部長 三村  到氏 

アライドテレシス㈱     技術本部長代理 明石 文雄氏 

H.15.１.24(金) 

( 9:40～17:00) 

 

2 ｢光 新世代に向けたブロードバン

ドの展開を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４７―  

 

(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) 

日本電信電話㈱ 取締役     第二部門長 橋本  信氏 

日本電信電話㈱ 情報通信総合研究所  

サービスインテグレーション基盤研究所長 花澤  隆氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱    取締役 飯塚 久夫氏 

東日本電信電話㈱ 理事      設備部長 矢澤 久司氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 執行役員兼 

ブロードバンド推進事業室長 木内 和宣氏 

富士通㈱ 執行役 ネットワーク事業本部  

副本部長 中村  隆氏  

H.15.２.５(水) 

( 9:00～17:20) 

 

3 ｢ＵＷＢ開発・標準化の現状と実用

化動向｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４８―  

 

(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 1) 

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 2) 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 

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 

東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授 小林 岳彦氏 

インテル㈱ 通信事業部 Ｒ＆Ｄ 

日本ブランチ室長 遠藤 千里氏 

㈱ライフセンサー   代表取締役 イクラモフ・ガイラト氏  

H.15.２.13(木) 

( 9:00～17:00) 

 

4 ｢ＶＤＳＬのシステム技術と市場

展開戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２４９―  

 

(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) 

(米)イカノス・コミュニケーションズ社 ＣＴＯ 

Ｂｅｈｒｏｏｚ Ｒｅｚｖａｎｉ氏 

東日本電信電話㈱ 研究開発センタ アクセスシステム開発担当  

システム開発Ｇ 担当部長 林   明氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 第二光ネットワーク事業部 

マーケティンググループ マネージャー 島田 義孝氏 

シスコシステムズ㈱ ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙  ｴﾏ ｼー ﾝ゙ｸ゙ ﾃｸﾉﾛｼﾞー 本部  

アクセスソリューションズ部・部長代理 杉江 智之氏 

富士通アクセス㈱ アクセスネットワーク事業部 

第一統括部 第二技術部長 福田    節氏  

H.15.２.21(金) 

( 9:00～17:00) 
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5 ｢ＩＴ社会を支える通信向け新世

代最先端技術の動向｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５０―  

 

(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) 

三菱総合研究所 先端科学研究センター 

センター長代行兼ナノテクノロジー研究チームリーダ 

主任研究員 亀井 信一氏 

東日本電信電話㈱   物性科学基礎研究所長 石原  直氏 

日本電気㈱          基礎研究所長 曽根 純一氏 

㈱日立製作所 中央研究所  

システムＬＳＩ研究部 部長 矢野 和男氏  

H.15.３.５(水) 

( 9:20～17:00) 

 

6 ｢ＤＳＲＣ(狭域無線通信)を基軸

に飛躍を図るＩＴＳ新時代｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５１―  

 

(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 電波部  

移動通信課 課長補佐 翁長  久氏 

国土交通省 道路局     ＩＴＳ推進室長 下保  修氏 

㈱アイ・ティー・エス総合研究所  

代表取締役社長 菊地仙一郎氏 

㈱デンソー ＩＴＳ事業部  ＩＴＳ開発部長 時津 直樹氏 

松下電器産業㈱ パナソニック システムソリョーションズ社 

官公庁ソリューション本部 事業計画グループ  

グループマネージャー 福地 孝志氏  

H.15.３.７(金) 

( 9:20～17:00) 

 

7 ｢マルチメディア携帯端末の将来

展開｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５２―  

 

(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) 

(座長－総合司会及び基調講演１) 

奈良先端科学技術大学院大学      教授 山本 平一氏 

(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 

㈱エヌ・ティ・ティドコモ ＭＭ事業部  

ＭＭターミナル開発部 課長 入鹿山剛堂氏 

マイクロソフト㈱ ﾆｭ ﾒーﾃ゙ ｨｱ&ﾃ ｼ゙ ﾀ゙ﾙﾃ ﾊ゙ ｲ゙ｽ本部 

ﾓﾋ ﾘ゙ﾃｨﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  ｼﾆｱﾏﾈー ｼ゙ ｬー  倉石 英典氏 

シャープ㈱ 技術本部 システム開発センター  

副所長 古谷  保氏 

㈱日立製作所 ﾕﾋ ｷ゙ﾀｽﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑｸ ﾙ゙ ﾌー  ゚ ﾓﾊ゙ ｲﾙ端末事業部 

事業企画本部 Net-PDAﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽﾕﾆｯﾄ 担当部長 荒井 達郎氏  

H.15.３.17(月) 

( 9:00～17:00) 

 

8 ｢マルチメディア携帯端末の将来

展開｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５３―  

 

(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) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部    武氏 

パームソース㈱ デベロッパサービスジャパン 

シニアマネージャー 矢内 健治氏 

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㈱ 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 商品マネージャ 成澤 祥治氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏  

H.15.４.16(水) 

( 9:00～17:00) 
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9 ｢通信事業活性化に向けての新し

い展開を探る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５４―  

 

(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 会長代理) 

日本電信電話㈱      第三部門担当部長 小橋 喜嗣氏 

ＫＤＤＩ㈱          執行役員専務 平田 康夫氏 

㈱パワードコム 企画本部    ＣＳＤ部長 坂井 良三氏 

日本テレコム㈱ 専務執行役員 

ＣＴＯ件技術本部長 弓削 哲也氏 

イー・アクセス㈱ 常務執行役員 

経営企画本部長 庄司 勇木氏  

H.15.４.18(金) 

( 9:00～17:10) 

 

10 ｢インターネット時代の自動車を

基軸にした情報サービス｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５５―  

 

(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 会長代理) 

(基調講演２) 

経済産業省 製造産業局  

自動車課 ＩＴＳ推進室 課長補佐 石橋 延弘氏 

インターネットＩＴＳ協議会    事務局長 時津 直樹氏 

㈱ＮＴＴドコモ マルチメディア事業本部 

エマージングビジネス部 ＩＴＳ事業推進室長 黒川 勢一氏 

ＫＤＤＩ㈱ 技術開発本部  ＩＴＳ開発部長 阿部 宗男氏 

日本電気㈱ ＩＴＳソリューション推進本部 

グループマネージャー 高橋 邦彦氏  

H.15.４.25(金) 

( 9:00～17:00) 

 

11 ｢マルチメディア携帯端末の将来

展開｣(その３) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５６―  

 

(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 会長代理) 

(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 

ノキア社 Senior Marketing Manager Mr.Asela Gunawardena 

三菱電機㈱ 通信システム事業本部 ＮＴＴ事業部 

副事業部長 濱村 正夫氏  

H.15.５．14(水) 

(10:10～17:00) 

 

12 ｢パブリックユースタイプのブロ

ードバンドサービスの動きを探

る｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５７―  

 

(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 会長代理) 

(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ブロードバンドプラットフォーム㈱ 

代表取締役社長 小林 忠男氏 

㈱ＮＴＴファシリティーズ 

ＦＭ事業推進本部 副本部長 米川 清水氏 

京浜急行電鉄㈱  情報ビジネス企画部 課長 平光 正樹氏  

H.15.５．23(金) 

(10:10～17:00) 

 

13 ｢光 新世代ブロードバンドの具体

的展開を探る｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５８―  

 

(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 会長代理) 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ ｺﾝｼｭ ﾏー&ｵﾌｨｽ事業部 

企画部長 ＩＰサービス部長兼務 澤田  純氏 

東日本電信電話㈱     サービス開発部長 河辺 候一氏 

西日本電信電話㈱         設備部長 尾崎 幸博氏 

日本電気㈱ ﾌ゙ ﾛー ﾄ゙ ﾊ゙ ﾝﾄ ｿ゙ﾘｭ ｼーｮﾝ事業本部 

ﾋﾞｼ゙ ﾈｽ開発本部長 松本  隆氏 

富士通㈱ ネットワーク事業本部 

フォトニクスシステム事業部長 近間 輝美氏  

H.15.５．28(水) 

( 9:00～17:00) 
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14 ｢第三世代移動体通信の現状と今

後の展開戦略を徹底検証｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２５９―  

 

(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 会長代理) 

(基調講演) 

京都大学 大学院 情報学研究科    教授 森広 芳照氏 

㈱ＮＴＴドコモ 

常務理事 マルチメディア開発部長 大貫 雅史氏 

Ｊ－フォン㈱ 執行役員 ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ･営業本部 

ﾌﾟﾛﾀ ｸ゙ﾄﾏﾈｼ ﾒ゙ﾝﾄ統括部長兼ﾀー ﾐﾅﾙﾏﾈｼ ﾒ゙ﾝﾄ部長 マイカＪ．今村氏 

ＫＤＤＩ㈱ 執行役員    ａｕ技術本部長 安田  豊氏 

日本エリクソン㈱ 事業開発本部 

マーケットサポート・先端技術部長 藤岡 雅宣氏 

富士通㈱ ネットワーク事業本部 本部長代理 岩渕 英介氏  

H.15.７．１(火) 

( 9:00～17:00) 

15 ｢ＡＤＳＬの高速化とその展開戦

略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６０―  

 

(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 会長代理) 

総務省 電気通信技術システム課  課長補佐 松井 俊弘氏 

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 

東日本電信電話㈱  

サービス開発部 フレッツサービス推進室長 祖父江和夫氏 

イー・アクセス㈱   ネットワーク設計部長 諸橋 友雄氏 

㈱アッカ・ネットワークス 代表取締役副社長 湯崎 英彦氏  

H.15.７．９(水) 

( 9:00～17:00) 

16 ｢ＦＴＴＨの展開に向けたオプテ

ィカルネットワークアーキテクチ

ャ｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６１―  

 

(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 会長代理) 

日本電信電話㈱ ブロードバンド推進室 

担当部長 出口 秀一氏 

日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 

フォットニックトランスポート研究部長 佐藤 健一氏 

日本電気㈱ ブロードンド企画本部 

事業戦略担当エキスパート 久木田信哉氏  

H.15.７．16(水) 

(13:00～17:10) 

17 ｢ユビキタス時代に向けた無線タ

グ・非接触ＩＣカードの可能性と

課題｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６２―  

 

(座長－総合司会) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(総務省 情報通信審議会 会長代理) 

(基調講演)電子商取引安全技術研究組合 理事長 平松 雄一氏 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

課長補佐 吉川 徹志氏 

国土交通省 政策統括官付 

貨物流通システム高度化推進調整官 泉田 裕彦氏 

大日本印刷㈱ ＩＣタグ事業化センター 

副センター長 石川 俊治氏  

H.15.７．24(木) 

(13:00～17:00) 

18 ｢ＦＴＴＨの展開に向けたオプテ

ィカルネットワークアーキテクチ

ャ｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６３―  

 

(座長－総合司会) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(総務省 情報通信審議会 会長代理) 

ＫＤＤＩ㈱ ブロードバンド本部 

ブロードバンド企画部長 片岡 浩一氏 

㈱パワードコム サービス開発本部 

サービス企画部長 井関  浩氏 

㈱日立コミュニケーションテクノロジー 

キャリアネットワーク事業部 

光ネットワーク部 担当部長 中野 博行氏 

H.15.８．26(火) 

(13:00～17:00) 



 

                           5/7            マルチメディア推進フォーラム 

 

19 ｢再飛躍するＰＨＳ～最新の市場

展開を検証する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６４―  

 

(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 会長代理) 

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 近  義起氏 

上海巨通電子有限公司         社長 趙   輝氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 取締役 

ユーザアクセス部長 田代 道郎氏 

日本電気㈱ ビジネスネットワーク事業部 

ＩＰＸソフトウェア開発グループ 

エキスパート 藤井 茂雄氏 

H.15.８．28(木) 

( 9:00～17:00) 

 

20 ｢携帯電話サービスにおける地上

波デジタル放送サービスへの対

応｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６５―  

 

(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         名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(総務省 情報通信審議会 会長代理) 

(基調講演)奈良先端科学技術大学院大学 助教授 岡田 実氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所          取締役 松本 修一氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 開発研究本部 

モバイルサービス開発研究部長 加藤  明氏 

三菱電機㈱ モバイルターミナル製作所 営業部 

マーケティングＧ 商品企画担当課長 永田 隆二氏 

H.15.９．10(水) 

( 9:50～17:00) 

 

21 ｢多様なユビキタスの具体的検討

状況を検証する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６６―  

 

(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 会長代理) 

日本電信電話㈱     未来ねっと研究所長 市川 晴久氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所     代表取締役 所長 浅見  徹氏 

日本電気㈱            執行役員 伊久美功一氏 

凸版印刷㈱ 経営企画本部  ＩＣ事業推進部 新井  要氏 

H.15.９．12(金) 

( 9:00～17:00) 

 

22 ｢18 年ぶりに抜本改正された電気

通信事業法とネットワーク市場の

再活性化｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６７―  

 

(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 会長代理) 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部  

事業政策課 調査官 古市 裕久氏 

ＫＤＤＩ㈱ ソリューション事業推進本部  

プロダクト統括部長 塚田 俊文氏 

ニフティ㈱ 取締役      企画統括部長 井崎 直次氏 

日本電気㈱ ＢＩＧＬＯＢＥ企画本部 

シニアエキスパート 田島 彰二氏 

日本電気㈱ ブロードバンドソリューション事業本部 

企業第一シリューション事業部長 都筑 一雄氏  

H.15.９．30(火) 

( 9:00～17:00) 

23 ｢ホームネットワーク市場の出現

に向けて－その直前状況を検証す

る｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６８―  

 

(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 

(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 会長代理) 

日本電信電話㈱ サイバーソリューション研究所 

主幹研究員 伊藤 昌幸氏 

日立ホーム＆ライフソリューション㈱ 

ネットワーク家電システム事業ユニット長 加藤 隆夫氏 

シャープ㈱ 技術本部 副本部長 兼システム技術統括 

兼システム技術開発センター 所長 千葉  徹氏 

イカノス・コミュニケーションズ社  

ＣＴＯ Behrooz Rezvani氏 

H.15.10．２(木) 

( 9:00～17:00) 



 

                           6/7            マルチメディア推進フォーラム 

 

24 ｢ＵＷＢ(Ultra Wide Band)の最新

動向と展開戦略｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２６９―  

 

(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 会長代理) 

(基調講演２)総務省 総合通信基盤局  

電波部 移動通信課 課長補佐 松井 俊弘氏 

インテル㈱ 通信事業本部 

ワイヤレス・コンピタンス・センター 部長 遠藤 千里氏 

米スタンフォード大学    教授 Ａｈｍａｄ Ｂａｈａｉ氏 

独立行政法人通信総合研究所         河野 隆二氏 

(横浜国立大学 大学院 工学研究科 教授) 

H.15.10．９(木) 

( 9:00～17:00) 

25 ｢今後の高速・広帯域インターネッ

ト時代に向けた無線通信システム

の対応及びＩＳＰの展開戦略｣(そ

の１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７０―  

 

(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 会長代理) 

ＫＤＤＩ㈱ ソリューション事業部 

ソリューション事業推進本部 ＩＴＳ企画部長 阿部 宗男氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 

ユーザアクセス部 企画グループ 担当部長 舩橋 哲也氏 

日本電気㈱ ＢＩＧＬＯＢＥ事業本部  

ＳＯＨＯソリューション事業部長 本庄  中氏 

H.15.10.14(火) 

( 9:30～16:30) 

26 ｢電話とデータを一本化する構内

モバイルによるオフィス革命｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７１―  

 

(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 会長代理) 

シスコシステムズ㈱ マーケティング 

アドバンストテクノロジー本部長 平木 幸人氏 

上智大学 理工学部 電気・電子工学部 教授 服部  武氏 

マイクロソフト㈱  

サーバープラットフォームビジネス本部 

Windows Server製品部  

シニアプロダクトマネージャ 内野  彰氏 

日本電気㈱ ネットワーク開発研究本部 

統括マネージャ 藤原 隆平氏 

H.15.11.04(火) 

( 9:30～17:00) 

 

27 ｢急速な技術進歩に対応するハー

ドウェア技術の革命｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７２―  

 

(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 会長代理) 

慶應義塾大学 理工学部 情報工学科  教授 天野 英晴氏 

アイピーフレックス㈱ 代表取締役社長 ＣＥＯ 中井  純氏 

日本電気㈱ マルチメディア研究所   主任 粟島  亨氏 

クイックシルバー・テクノロジー・ジャパン㈱ 

                代表取締役 河南 公宣氏 

H.15.11.25(火) 

(10:00～17:00) 

 

28 ｢本格化するＩＰ電話サービスと

急増する法人の利用｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７３―  

 

(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 会長代理) 

東日本電信電話㈱     サービス開発部長 河辺 候一氏 

㈱日立コミュニケーションテクノロジー 

企業ﾈｯﾄﾜ ｸー事業部 ｼｽﾃﾑ部 主任技師 氏家  誠氏 

富士通㈱ IP ﾈｯﾄﾜ ｸー事業本部 ｴﾝﾀﾌ ﾗ゚ｲｽ゙ ﾈｯﾄﾜ ｸー統括部 

第二ﾈｯﾄﾜ ｸー部 ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄ部長 児玉 道夫氏 

沖電気工業㈱ IPｿﾘｭ ｼーｮﾝｶﾝﾊ゚ ﾆー  IPｼｽﾃﾑ企画開発本部長兼 

ＩＰ電話普及推進センタ長 千村 保文氏 

H.15.11.26(水) 

( 9:15～17:00) 
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29 ｢新しい電波政策ビジョンの全体

像と産業界(通信事業者、ベンダ

ー)の取り組みと期待｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７４―  

 

(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 

(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 会長代理) 

日本電気㈱ モバイルターミナル事業部 

 標準化戦略プロフェッショナル 大原 正明氏  

ＫＤＤＩ㈱ 執行役員    技術開発本部長 村上 仁己氏  

東日本電信電話㈱ 研究開発センタ   所長 中山 久男氏  

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 取締役 

 ネットワーク企画部長 二木 治成氏  

総務省 総合通信基盤局 電波部 

          電波政策課 検定試験官 塩崎 充博氏 

H.15.11.28(金) 

( 9:00～17:00) 

 

30 ｢ＵＷＢ(Ultra Wide Band)の最新

動向と展開戦略｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７５―  

 

(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 会長代理) 

(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 

日本電気㈱ ネットワーキング研究所 

ネットワークサービス基盤研究部長 山崎俊太郎氏 

シャープ㈱ 技術本部 システム技術開発センター 

第五開発室長 北口  進氏 

モトローラ㈱ WMSG ジャパン 

ストラテジー＆アドバンスト テクノロジー  

オペレーション 技術担当マネージャー 倉持 雄三氏 

H.15.12.12(金) 

( 9:00～16:10) 

31 ｢Ｐ２Ｐの市場動向と今後の発展

形態｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７６―  

 

(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 会長代理) 

ネットイヤーグループ㈱   コンサルタント 川崎 裕一氏 

㈱ビットメディア      代表取締役社長 高野 雅晴氏 

日本電気㈱ ﾈｯﾄﾜ ｷーﾝｸﾞ研究所   主任研究員 小西 弘一氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱  

先端IPｱ ｷーﾃｸﾁｬ 2-1PT Ipv6 ｸ ﾙ゙ ﾌー ﾘ゚ ﾀーﾞ・経営企画部  

技術戦略担当兼務担当課長 宮川  晋氏 

マイクロソフト アジアリ ミテッド 法務・政策企画統括本部 

政策企画本部 技術戦略部長 楠  正憲氏 

㈱日立製作所 情報・通信ｸ゙ ﾙー ﾌ゚   

ﾈｯﾄﾜ ｸーｿﾘｭー ｼｮﾝ事業部 IPｿﾘｭ ｼーｮﾝｾﾝﾀ長 高瀬 晶彦氏 

H.15.12.16(火) 

( 9:00～17:00) 

32 ｢今後の移動通信環境の高速・広帯

域への展望と課題｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ２７７―  

 

(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 １)東京大学       名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(総務省 情報通信審議会 会長代理) 

(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 

ＫＤＤＩ㈱ ａｕ技術本部 無線ｱｸｾｽ技術部長 渡辺 文夫氏 

Flarion Technologies社      日本代表 川端 啓之氏 

Flarion Technologies社  

Executive Director of Standards Mr.Mark Klerer 

(IEEE 802.20ワーキンググループ初代チェアマン)  

日本電気㈱ ネットワーク開発研究本部  

モバイルワイヤレス開発研究部長 後川 彰久氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

H.15.12.17(水) 

( 9:00～17:00) 

2003年12月 22日更新 


