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 16 年 −

１

２

３

４

｢高速・広帯域・定額制時代の移動
環境でのソリューションを探る｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２７８̶

(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤
(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
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人営業本部
システムサービス部長 木村
ニフティ㈱ 取締役 企画総括部長
井崎
日本テレコム㈱ 専務施行役員
ＣＴＯ兼技術本部長 弓削
｢ホームサーバとホームネットワ (座長−総合司会及びご挨拶)
ークの取り組みと展開｣(その 東京大学
名誉教授 齊藤
１)̶ マルチメディア推進フォ− (総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ラムＰＡＲＴ２７９̶
(基調講演) 東京電機大学 工学部
情報メディア学科 教授 戸辺
ＮＴＴコムウェア㈱ 研究開発部 担当部長
仲西
ＫＤＤＩ㈱ ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品開発本部
ソリューション開発一部長 高橋
｢インターネット時代における国
際ＶｏＩＰサービスの戦略を探
る｣̶ マルチメディア推進フォ−
ラムＰＡＲＴ２８０̶

忠夫氏

武氏
茂氏
直次氏
哲也氏
忠夫氏

H.16.１.16(金)
(12:30〜17:00)

義人氏
秀基氏
幸男氏

(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)
iBasis社 Senior Vice President, Worldwide sales
Mr.Dan Powdermaker
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽ事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIP ﾈｯﾄﾜｰｸ部門長 伊藤 行正氏
㈱ブロードバンド・エクスチェンジ
営業部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 担当部長 小林 直行氏
日本電気㈱ ビジネス開発本部
グループマネージャー 平田 英之氏
｢モバイル・セントレックスへの取 (座長−総合司会及びご挨拶)
り組みと展開戦略｣̶ マルチメデ 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
ィア推進フォ−ラムＰＡＲＴ２８ (総務省 情報通信審議会 事業部会長)
１̶
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人営業本部
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ部 法人ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ担当部長
安田
準氏
ＫＤＤＩ㈱ ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品開発本部
ｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部 ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 椿山 英樹氏
アイピートーク㈱ 取締役 営業部長
木村
俊氏
日本電気㈱ ビジネス開発本部長
松本
隆氏
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H.16.１.14(水)
( 9:30〜16:50)

H.16.１.21(水)
(９:00〜17:00)

H.16.１.23(金)
(９:20〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

５

６

７

８

(座長−総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
先端アーキテクチャセンタ
第２アーキテクチャＰＴ第１Ｐ 担当課長
(兼務)経営企画部技術戦略担当課長 宮川
日本電信電話㈱ 環境エネルギー研究所
環境情報流通プロジェクト
プロジェクトマネージャ 西
沖電気工業㈱
シリコンソリューションカンパニービジネス本部
システムＬＳＩマーケティング部 通信ＢＵ 谷本
清水建設㈱ 技術研究所
施設基盤技術センター 副所長 坂東
｢欧米にみる携帯ウォーキトーキ (座長−総合司会及びご挨拶)
ーサービスの展開を探る｣(その 東京大学
名誉教授 齊藤
１)̶ マルチメディア推進フォ− (総務省 情報通信審議会 会長代理)
ラムＰＡＲＴ２８３̶
上智大学 理工学部 電気・電子工学部 教授 服部
モトローラ㈱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾚｺﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
事業開発部 シニアマネージャ 赤田
クアルコムジャパン㈱ ビジネス開発担当部長 草場
三洋テレコミュニケーションズ㈱ 常務取締役 前田
｢実現間近！センサネットワーク
の普及に向けた展開と課題｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２８２̶

｢医療情報セキュリティの取り組
みと展開｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２８５̶

忠夫氏

晋氏

史郎氏

晃一氏
吉人氏
忠夫氏

H.16.02.18(水)
( 9:00〜16:40)

武氏
正雄氏
匡宏氏
哲宏氏

(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 会長代理)
厚生労働省 医政局 研究開発振興課
医療技術情報推進室 室長補佐 高本 和彦氏
財団法人 医療情報システム開発センター
理事長 開原 成允氏
東京工業大学
フロンティア創造共同研究センター 教授 大山 永昭氏
ＪＡＨＩＳ セキュリティ委員会
委員長 茗原 秀幸氏
(保健医療福祉情報システム工業会)
三菱電機株式会社 情報技術総合研究所
情報セキュリティ部長 勝山光太郎氏
総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室長 谷
史郎氏
神戸大学
教授 坂本 憲広氏
(医学部 附属病院 医療情報部長)
(財団法人 先端医療振興財団 遺伝子データベース研究部長)
｢マネージドインターネットＶＰ (座長−総合司会及び基調講演)
Ｎの展開戦略を探る｣(その１)̶ 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Ｐ (総務省 情報通信審議会 会長代理)
ＡＲＴ２８６̶
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
データサービス事業部長 草原 寛司氏
㈱ＣＲＣソリューションズ
執行役員 データセンター事業部長 大西 恭二氏
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
技術政策ストラテジスト 楠
正憲氏

2/9

H.16.02.12(木)
(10:00〜17:00)

H.16.02.25(水)
( 9:00〜17:00)

H.16.03.05(金)
( 9:30〜16:00)

マルチメディア推進フォーラム

９

｢移動体通信方式ＴＤ−ＣＤＭＡ
の展開を探る｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２８４̶

(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・電子工学部 教授 服部
武氏

H.16.03.12(金)
( 9:00〜17:00)

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

10

｢新たな展開が期待される広域イ
ーサネットサービス｣(その１)̶
マルチメディア推進フォ−ラムＰ
ＡＲＴ２８７̶

11

｢無線アドホックネットワーク｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２８８̶

12

｢光アクセス最前線｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２８９̶

13

｢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２)
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２９０̶

14

｢移動通信の将来像｣̶ マルチメデ
ィア推進フォ−ラムＰＡＲＴ２９
１̶

マルチメディア総合研究所 取締役
信 國 謙 司 氏
イー・アクセス㈱ 新規事業企画本部
副本部長 諸 橋 知 雄 氏
日本電気㈱ モバイルワイヤレス事業部
ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽ技術ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 藤 本 芳 宣 氏
ソフトバンクＢＢ㈱ BB ﾌｫﾝ事業本部長 宮 川 潤 一 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 会長代理)
㈱パワードコム 設備本部
ＩＰ設備部長 小林 昌宏氏
エヌ・ティ・ティ・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
読売新聞 東京本社 制作局 技術第三部 主任 小林 雅彦氏
住友信託銀行㈱ 業務管理部
主任調査役 河村 健司氏
日立電線㈱ 情報システム事業本部
副本部長・理事 武田 和彦氏
(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 会長代理)
㈱スカイリー・ネットワークス 代表取締役ＣＥＯ 梅田 英和氏
日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所
エグゼクティブエキスパート 新井 正伸氏
立命館大学 理工学部 情報学科
助教授 西尾 信彦氏
㈱ＮＴＴデータ 事業戦略部 ユビキタス推進室
課長代理 林
慶士氏
(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 会長代理)
日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究所 担当部長 奥村 康行氏
ＫＤＤＩ㈱ ブロードバンド本部
ブロードバンド企画部 課長 圓谷 道成氏
富士通㈱ 光ﾓｼﾞｭｰﾙ事業部 第二開発部 担当部長 国兼 達郎氏
㈱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 システム部 岡本
学氏
(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)
日本放送協会 総合企画室 デジタル放送推進
担当局長 榎並 和雄氏
㈱東京放送 メディア推進局 担当局次長
デジタル放送企画部長 稲葉
悠氏
㈱フジテレビジョン 技術局
専任局長 上瀬 千春氏
日本テレビ放送網㈱ メディア戦略局
メディア戦略部 副部長 畔柳
裕氏
ボーダフォン㈱ R&D部ﾀｰﾐﾅﾙﾘｻｰﾁ室 課長代理 和田 篤士氏
三洋テレコミュニケーションズ㈱ 商品戦略部長 加納 壽人氏
(座長−総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気・電子工学部 教授 服部
武氏
クアルコムジャパン㈱
代表取締役社長 松本 徹三氏
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H.16.03.17(水)
( 9:30〜17:00)

H.16.03.19(金)
( 9:00〜17:00)

H.16.04.14(水)
( 9:20〜17:00)

H.16.04.15(木)
( 9:00〜17:10)

H.16.04.23(金)
(12:15〜17:00)

マルチメディア推進フォーラム

15

｢移動通信システムの新方式
ＴＤ−ＳＣＤＭＡの展開を探る｣
(その２)
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２９２̶

16

｢ブロードバンドインターネット
におけるＰ２Ｐトラフィック｣̶
マルチメディア推進フォ−ラムＰ
ＡＲＴ２９３̶

17

｢移動通信、ＰＨＳ、無線ＬＡＮの
パケット定額制の展望と課題｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２９４̶

18

｢次世代ネットワークの安全性と
Ｑｏｓ｣̶ マルチメディア推進フ
ォ−ラムＰＡＲＴ２９５̶

19

｢携帯電話の番号ポータビリティ
への期待と課題｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２９６̶

(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・電子工学部 教授 服部
武氏
米テキサス大学 オースチン校 電子情報工学科 教授
Navini Networks社
Co-Founder, Executive Vice President, and CTO
Dr.Guanghan Xu
(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)
㈱ぷららネットワークス 技術開発部 部長
兼 ネットワーク管理部 部長 永田 勝美氏
日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ基盤研究所
情報流通ﾄﾗﾋｯｸｻｰﾋﾞｽ品質ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾄﾗﾋｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
亀井
聡氏
日商エレクトロニクス㈱ 事業推進部門
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 エンジニアリングチーム 不破 譲氏
警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課
(サイバー犯罪対策課) 課長補佐 鈴木 達也氏
(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 会長代理)
ＫＤＤＩ㈱ ａｕ商品企画本部
モバイルサービス部長 重野
卓氏
日本通信㈱
上席執行役員 福田 尚久氏
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発本部
ネットワークマネジメント開発部長 広兼 実俊氏
ＤＤＩポケット㈱ 取締役
技術本部長 近 義起氏
日本電気㈱ モバイルソリューション事業本部
主席技師長 児玉 好史氏
(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 会長代理)
日本電信電話㈱ 情報流通プラットフォーム研究所
主席研究員 ﾕﾋﾞｷﾀｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ基盤ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 兼
ｾｷｭｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基盤ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ 後藤 厚宏氏
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
IT ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ事業部 ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ部 担当部長
清水 伸彦氏
トレンドマイクロ㈱ 営業統括本部
コンサルティングＳＥグループ
シニアシステムエンジニア 渡辺 健志氏
日本電気㈱ エンタープライズソリューション事業本部
ネットワークシステム本部
セキュアネットワークサービス部長 増田 浩一氏
(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 会長代理)
㈱アジアネットワーク研究所
代表 会津
泉氏
東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授 相田
仁氏
早稲田大学 大学院 国際情報通信研究科 教授 三友 仁志氏
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H.16.05.19(水)
(10:00〜16:15)

H.16.05.26(水)
(９:00〜17:00)

H.16.05.27(木)
(９:00〜17:10)

H.16.06.11(金)
(９:00〜17:00)

H.16.06.18(金)
(10:00〜16:35)

マルチメディア推進フォーラム

20

21

22

23

24

｢電力線通信(ＰＬＣ)の現状を探 (座長−総合司会及び基調講演1)
る｣̶ マルチメディア推進フォ− 東京大学 名誉教授
齊藤 忠夫氏
ラムＰＡＲＴ２９８̶
(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 電波環境課 課長補佐 前田 尚久氏
武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 教授 徳田 正満氏
東京電力㈱ 電子通信部
通信ｻｰﾋﾞｽ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬ 谷脇 芳正氏
住友電気工業㈱
ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 ＰＬＣ事業開発部長 徳丸 亀鶴氏
｢ホームネットワーク実現への取 (座長-総合司会)
り組みと展開｣(その１)
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)
ＰＡＲＴ２９７̶
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)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
(兼 ﾕﾋﾞｷﾀｽ･ｵｰﾌﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ･ﾌｫｰﾗﾑ-UOPF-)
常務取締役 飯塚 久夫氏
ＯＳＧｉ Ａｌｌｉａｎｃｅ
(兼 日本電信電話㈱ サイバーソリューション研究所)
Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ 川村 龍太郎氏
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所
映像ネットワーク技術部長 則武 康行氏
｢最新ＷＰＡＮ(ワイヤレスパーソ
ナルエリアネットワーク)動向」
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ２９９̶

「改正された電気通信事業法施行
に伴なう新たな市場の展開｣(その
１)̶ マルチメディア推進フォ−
ラムＰＡＲＴ３００̶

｢新しい放送活用形態の進展｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３０１̶

(座長-総合司会及びご挨拶)
東京大学 名誉教授
齊藤
(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
日本電気エンジニアリング㈱
営業本部 営業部 エキスパート 齋藤
インテル㈱ 通信事業本部
インテルＲ＆Ｄ 日本プランチ 室長 板越
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
総務省 総合通信基盤局
事業政策課長 吉田
(社)日本経済団体連合会 産業本部
情報グループ長 上田
ニフティ㈱ 経営企画室
担当部長 木村
ＫＤＤＩ㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部
ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ国内営業本部 営業企画部長 長尾
(座長−総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
日本電信電話㈱ 第一部門
担当部長(ブロードバンド推進担当) 出口
日本放送協会 総合企画室(デジタル放送推進)
担当部長 元橋
沖電気工業㈱ ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾃﾞｨｱｶﾝﾊﾟﾆｰ
ﾒﾃﾞｨｱｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 山本
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忠夫氏

H.16.07.07(水)
(９:00〜17:00)

H.16.07.09(金)
(10:30〜16:20

H.16.07.16(金)
( 10:25〜16:15)

武氏
和正氏
正彦氏
忠夫氏

H.16.07.26(月)
(９:20〜17:00)

靖氏
正尚氏
孝氏
毅氏
忠夫氏

H.16.07.29(木)
(９:40〜16:20)

秀一氏
圭哉氏
秀樹氏

マルチメディア推進フォーラム

25

26

27

28

29

｢移動通信システムの新方式とし
て期待されるＴＤＤ方式の実用化
の展開を探る｣(その３)
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３０２̶

(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

H.16.08.25(水)
(９:00〜17:00)

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

イー・アクセス㈱ 新規事業企画本部 本部長
兼 技術部長 諸橋 知雄氏
㈱マルチメディア総合研究所
取締役 竹内 一斉氏
ソフトバンクＢＢ㈱
ＢＢフォン事業本部長 宮川 潤一氏
｢ＦＴＴＨ時代の新ビジネスの展 (座長−総合司会及び基調講演)
開｣
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 会長代理)
ＰＡＲＴ３０３̶
東日本電信電話㈱ ｺﾝｼｭｰﾏ事業推進本部
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部 ﾌﾚｯﾂｻｰﾋﾞｽ開発部門長 祖父江和夫氏
㈱パワードコム 専務執行役員
マーケティング・商品統括本部長 新井
均氏
日本電気㈱ BIGLOBE事業本部 統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 ﾊﾟｰｿﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ企画本部 統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 加藤 義文氏
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ本部
R.I.S.ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾝﾊﾟﾆｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰ長 田 雅人氏
｢ＩＴＳ〜セカンドステージへ｣
(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
ＰＡＲＴ３０４̶
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
国土交通省 道路局 道路交通管理課
ＩＴＳ推進室 室長 宮地 淳夫氏
日本道路公団 技術部
調査役 中村 州章氏
㈱ＮＴＴデータ ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部 GIS･ITS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ITSﾋﾞｼﾞﾈｽ企画担当部長 兼 ITS推進室長 田村 成美氏
三菱商事㈱
ＩＴＳ事業企画部長 小池建四郎氏
｢第三ステージを迎えたＩＰ電話｣ (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
ＰＡＲＴ３０５̶
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
日本電気㈱ 執行役員
エンタープライズソリューション事業本部長 都筑 一雄氏
沖電気工業㈱ IP ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ
ＶＰ 千村 保文氏
日本ＢＥＡシステムズ㈱ 営業本部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ営業統括部
情報通信営業部 ｼﾆｱ ｾｰﾙｽ ﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀﾃｨﾌﾞ 藤原 弘之氏
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
常務取締役 飯塚 久夫氏
｢海外ベンダーによるモバイル端 (座長-総合司会及びご挨拶)
末の高機能化・多様化への取り組 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
み戦略」(その１)̶ マルチメディ (総務省 情報通信審議会 会長代理)
ア推進フォ−ラムＰＡＲＴ３０６ 上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)
̶
Motorola PCS, Libertyville, Illinois
Director of Advanced Software Technology
3G Subscriber Business Unit Mr.Scott GLEASON
マイクロソフト㈱ モバイル＆エンベデッドデバイス本部
本部長 千住 和宏氏
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H.16.08.27(金)
(９:00〜17:00)

H.16.09.03(金)
(９:00〜16:20)

H.16.09.10(金)
(９:00〜17:00)

H.16.09.15(水)
(10:00〜16:40)

マルチメディア推進フォーラム

30

31

32

(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 会長代理)
総務省 総合通信基盤局 電波部
新世代移動通信システム推進室長 藤本 昌彦氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ
ワイヤレス研究所 主幹研究員 梅田 成視氏
ＫＤＤＩ㈱ au技術本部
ワイヤレスブロードバンド開発部長 渡辺 文夫氏
日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究所
ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾏﾈｰｼﾞｬ 久保田 周治氏
日本電気㈱ モバイルソリューション事業企画部
エグゼクティブエキスパート 森本 英明氏
｢モバイル・セントレックスの今後 (座長-総合司会及びご挨拶)
の展開戦略｣(その１)̶ マルチメ 東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
ディア推進フォ−ラムＰＡＲＴ３ (総務省 情報通信審議会 会長代理)
０８̶
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ プロダクトビジネス部
第一サービス推進担当部長 安田
準氏
西日本電信電話㈱ ソリューション営業本部
ソリューションビジネス部 担当部長 梶
明夫氏
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー
取締役 兼ＸePhionビジネス本部 副本部長 堺
紀雄氏
日本電気㈱ エンタープライズソリューション事業本部
主席主幹 依田 康男氏

H.16.09.29(水)
(９:00〜17:00)

｢韓国におけるモバイル＆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
ＰＡＲＴ３１２̶

H.16.10.13(水)
(９:00〜16:40)

｢第４世代移動通信(４Ｇ)をとり
まく技術開発・標準化状況｣̶ マル
チメディア推進フォ−ラムＰＡＲ
Ｔ３０７̶

(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

H.16.10.01(金)
(９:00〜16:30)

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

33

KT Freetel社 VP New Business Group
Mr.Lee,Dae San
Hanaro Telecom社 Team Manager(Senior Manager)
Business Planning Team/Portable Internet Business Division
Mr.Hong,Hyeonseong
｢急速に普及するＩＰ電話サービ (座長-総合司会及び基調講演)
H.16.10.15(金)
スの方向性と課題」
東京大学
名誉教授 齊藤 忠夫氏
(９:00〜17:00)
̶ マルチメディア推進フォ−ラム (総務省 情報通信審議会 会長代理)
ＰＡＲＴ３１０̶
社団法人情報通信技術委員会 網管理委員会副委員長
(沖電気工業㈱ IP ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ VP) 千村 保文氏
東日本電信電話㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕｰｻﾞ事業推進本部
ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ部 開発担当部長 赤間 長浩氏
日本電気㈱ ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ事業部長 渡辺 康弘氏
サクサ㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部
第 3開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ統括ﾏﾈｼﾞｬｰ 佐々木 守氏
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マルチメディア推進フォーラム

34

｢3.5Ｇから４Ｇ移動通信への展望
を探る」
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３０９̶

(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

H.16.10.22(金)
(９:00〜17:00)

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

35

36

37

38

｢携帯と固定の垣根を除く
One Phone Solution による電話業
界の激動」
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１１̶

｢キャパシティーの急速な大容量
化とネットワーク機器の進展」
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１３̶

｢デタリフ化がもたらす新たな企
業ネットワーク・ソリューション」
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１４̶

｢モバイル端末の高機能化・多様化
への取り組み戦略｣（その２）
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１５̶

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＩＰ無線ネットワーク開発部長 尾上
㈱ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｱﾝﾄﾞ ﾓﾊﾞｲﾙ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ(TECMO Lab.)
Ｃ.Ｏ.Ｏ プロデューサー 田中
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
マルチメディア研究所長 三木
日本電気㈱ ﾓﾊﾞｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ事業本部
ﾓﾊﾞｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ事業企画部 技術戦略ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 岩橋
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
ＫＤＤＩ㈱ ﾓﾊﾞｲﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部
ﾓﾊﾞｲﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ商品開発本部 商品企画部長 山本
LongBoard Inc. President & CEO Mr.Gary H.Tauss
富士通㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部
ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 部長代理 窪田
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
東京大学 大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎
ジュニパーネットワークス㈱ 技術本部
ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ ｺｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ担当部長 杉山
アラクサラネットワークス㈱
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 技術ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 三村
アライドテレシス㈱ 執行役員
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 NSPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 加藤
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学
名誉教授 齊藤
(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㈱
ﾕﾋﾞｷﾀｽｻｰﾋﾞｽ部 ｷﾞｶﾞｽﾄﾘｰﾑ営業部長 南
ノーテルネットワークス㈱
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾁｬﾈﾙｽﾞ営業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 亀田
松下電器産業㈱ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社
ﾕﾋﾞｷﾀｽｾｷｭﾘﾃｨ事業推進ｾﾝﾀｰ 事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 深澤
住友商事㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ第二部 課長代理
五島
(座長-総合司会及びご挨拶)
東京大学
名誉教授 齊藤
(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

誠蔵氏
泰生氏
俊雄氏
浩司氏
忠夫氏

H.16.10.27(水)
(９:00〜17:00)

泰英氏

好宏氏
忠夫氏

H.16.11.17(水)
(９:00〜16:50)

浩氏
秀次氏
到氏
勝次氏
忠夫氏

H.16.11.19(金)
(９:00〜16:35)

宏二氏
正博氏

宗昭氏
敦氏
忠夫氏

H.16.11.25(木)
(９:00〜16:25)

武氏

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動機開発部長 千葉 耕司氏
ＫＤＤＩ㈱ ａｕ事業本部 ａｕ商品企画本部
プロダクト統括部長 酒井 清一郎氏
ノキア社(フィンランド) Vice President,
Technology Marketing
and Sales, Nokia Technology Platform Mr.Antti Vasara
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39

｢ギガビットミリ波無線ＬＡＮの
現状と今後の展開｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１６̶

(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

H.16.12.１(水)
(９:20〜17:00)

(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

40

｢ローカル測位／位置検知システ
ムの最新技術トレンド及びビジネ
ス応用に向けた展開｣̶ マルチメ
ディア推進フォ−ラムＰＡＲＴ３
１７̶

41

｢ストレージ・ネットワークとその
応用の動向｣(その１)̶ マルチメ
ディア推進フォ−ラムＰＡＲＴ３
１８̶

42

｢新たな電波利用産業の勃興と電
波開放戦略の展開を探る｣
̶ マルチメディア推進フォ−ラム
ＰＡＲＴ３１９̶

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
㈱村田製作所 取締役執行役員
先端技術開発センター センター長 石川 容平氏
日本電気エンジニアリング㈱ ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事業部
第一ﾜｲﾔﾚｽ開発部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 西海 敏夫氏
沖電気工業㈱ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ
無線技術研究開発部長 徳田 清仁氏
(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
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所
ﾕﾋﾞｷﾀｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究部 ﾕﾋﾞｷﾀｽﾜｲﾔﾚｽ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 清水 雅史氏
日本電気㈱ インターネットシステム研究所
ネットワークサービスＴＧ 部長 山崎 俊太郎氏
㈱日立製作所 ﾜｲﾔﾚｽｲﾝﾌｫﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
カンパニー長＆ＣＥＯ 木下 泰三氏
古河機械金属㈱ 産機ｼｽﾃﾑ IT事業推進室 課長 石田 益朗氏
(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 会長代理)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
ﾕﾋﾞｷﾀｽｻｰﾋﾞｽ部 ｷﾞｶﾞｽﾄﾘｰﾑ営業部長 南
宏二氏
ＥＭＣジャパン㈱ ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ事業部
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 哲也氏
日本シエナコミュニケーションズ㈱
シニア システムエンジニア 倉田 裕生氏
住商エレクトロニクス㈱
ストレージネットワーク事業部 副事業部長 阪田 幸二氏
(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 会長代理)
総務省 総合通信基盤局
電波部 電波政策課 企画官 炭田 寛祈氏
(社)電波産業会(ＡＲＩＢ) 専務理事
若尾 正義氏
日本電信電話㈱ ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究所
ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 高速ｱｸｾｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 相河
聡氏
経済産業省 商務情報政策局
情報経済課 調整一係長 山崎
剛氏

H.16.12.３(金)
(９:20〜17:00)

H.16.12.15(水)
(９:30〜16:45)

H.16.12.17(金)
(９:30〜16:50)

2004 年12月 22日更新
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