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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 18 年 － 

 

１ ｢ALL IP 時代におけるビジネスの

展望と課題｣(その1) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５５— 
 

(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 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発本部 

ＩＰコアネットワーク開発部 担当部長 三木 睦丸氏 

日本電気㈱ モバイルソリューション事業本部 

エグゼクティブエキスパート 木村  茂氏 

H.18.01.13(金) 

(13:00～17:00) 

 

２ ｢次世代インターネットの動向と

今後の展望｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５６— 

(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 

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ネットワーク部長 伊藤 幸夫氏 

H.18.01.25(金) 

(14:00～16:40) 

 

３ ｢インターネット転送の実現に向

けたボイスサービス最前線｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５７— 
 

(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 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 番号企画室長 門馬  弘氏 

Skype Technologies S.A. 

日本ビジネス開発部長 Vincent Shortino 氏 

Skype Technologies S.A. Developer Relations 岩田 真一氏 

フュージョン・コミュニケーションズ㈱ 

ＩＰ商品開発部 担当課長 鶴田 光則氏 

H.18.02.03(金) 

(10:00～16:35) 

 

４ ｢ＩＰｖ６の最新動向と今後の動

向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５８— 
 

(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 総合通信基盤局 電気通信事業部 

デ-タ通信課 課長補佐 木村 裕明氏 

マイクロソフト㈱ 技術企画室  主席研究員 楠  正憲氏 

㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ-ズ 

 研究開発本部 主任研究員 山村 晃永氏 

東日本電信電話㈱ 技術部 担当課長 常川  聡氏 

H.18.02.22(水) 

(10:00～16:50) 

 

５ ｢光アクセスシステム(次世代 PON

技術)の進化とトリプルプレイの

今後の動向｣（その１） 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５９— 
 

(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 

日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所 

光多重システムプロジェクト 

プロジェクトマネージャ 今井 崇雅氏 

沖電気工業㈱ ネットワークシステムカンパニー 

 ネットワークシステム開発本部 

システム開発部 担当部長 向島 俊明氏 

H.18.02.24(金) 

(13:00～16:30) 

 

６ ｢自治体情報システムの再構築｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６０— 
 

(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 情報通信政策局 地方情報化推進室 

室長 村手  聡氏 

㈱日立製作所 公共システム事業部 全国公共システム本部 

電子自治体ソリューション統括部 部長 甲斐 隆嗣氏 

H.18.03.03(金) 

(13:00～16:00) 

 

７ ｢WiMAX(IEEE802.16e)とIEEE802.20の
ワイヤレスブロードバンドへの取り組

み｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６１— 

(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 

クアルコムジャパン㈱ 代表取締役社長 山田   純氏 

インテル㈱ 研究開発本部 ワイヤレスシステムグループ 

シニアリサーチャー 工学博士 庄納  崇氏 

H.18.03.15(水) 

(13:00～16:45) 
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８ ｢ＩＴの新改革戦略をバネとした

ＩＴＳの推進｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６２— 
 

(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 

国土交通省 道路局 道路交通管理課 ＩＴＳ推進室 

 企画専門官 森山 誠二氏 

トヨタ自動車㈱ ＩＴ・ＩＴＳ企画部 調査渉外室 

室長  天野  肇氏 

富士通㈱ ＩＴＳ事業本部 技師長 堀松 哲夫氏 

H.18.03.17(金) 

(13:00～17:00) 

 

９ ｢フォトニックネットワークの展

望と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６３— 

(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 

大阪大学 大学院 工学研究科 

電気電子情報工学専攻 教授 北山 研一氏 

日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 所長 萩本 和男氏 

㈱富士通研究所 取締役 

フォトニックネットワーク研究所長 桑原 秀夫氏 

日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所 

主幹研究員 荒木壮一郎氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所 統合コアネットワーク制御グループ 

グループリーダー 大谷 朋広氏 (兼 NICT 特別研究員) 

ＮＴＴエレクトロニクス㈱ フォトニクス事業本部 

取締役 事業本部長 小澤口治樹氏 

H.18.04.13(木) 

(10:00～16:45) 

1

0 

｢ＮＴＴコミュニケーションズが

展開するモバイル・ビジネス・ソ

リューション｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６４— 

(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 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

プラットフォームサービス部 企画開発部長 南  宏二氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

プラットフォームサービス部 

モバイルコネクト担当部長 野村 研仁氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

プラットフォームサービス部 

モバイルコネクト担当課長 関根万紀子氏 

H.18.04.14(金) 

(13:00～16:20) 

1

1 

｢第１回：固定・移動融合と次世代

ネットワークの全体像｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６５— 

(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 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＩＰコアネットワーク開発部 

担当部長 三木 睦丸氏 

ＫＤＤＩ㈱ 技術開発本部 ワイヤレスブロードバンド開発部 

技術戦略グループリーダー 次長 古賀 正章氏 

日本電信電話㈱ 情報流通基盤総合研究所 

サービスシステムインテグレーション基盤研究所 

黒川  章氏 

㈱情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 

主任研究員 岸田 重行氏 

H.18.04.21(金) 

(10:00～17:00) 

 

1

2 

｢ＵＷＢ(Ultra Wide Band)の最新

動向及び今後の展望と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６６— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 名誉教授 齊藤 忠夫氏 

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) 

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン㈱ ワイヤレス グループ 

アドバンスト ワイヤレス コネクティビティー オペレーション 

部長 荒井 康之氏 

日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 

筑波テクノロジー・センター マネージャー 山口 博久氏 

H.18.04.25(火) 

(13:00～17:00) 

 

1

3 

｢ＷｉＭＡＸの最新動向と今後の

展望を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６７— 

(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 

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) 

ＫＤＤＩ㈱ 技術開発本部 技術戦略部 

ワイヤレスブロードバンド開発室 室長 要海 敏和氏 

H.18.04.27(木) 

(13:00～17:00) 
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Beceem Communications Inc.  

VP - Business Development Lars Johnsson氏 

BeCeem Communications Inc. CTO Arogyaswami Paulraj氏 

1

4 

｢柏の葉エリアで始まった産官学

連携のユビキタス実証実験｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６８— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 名誉教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 近山  隆氏 

三井不動産㈱ Ｓ＆Ｅ総合研究所 椎名 一博氏 

東京大学大学院 工学系研究科 環境海洋工学専攻  

設計工学研究室 助手 稗方 和夫氏 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程 杉本 千佳氏 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 相田  仁氏 

柏市役所 企画部 次長 兼 企画調整課長 酒井 美一氏       

H.18.05.16(火) 

(13:00～15:50) 

 

1

5 

｢次世代ネットワーク展開の位置

付けと今後の戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３６９— 

(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 

日本電信電話㈱ サービスインテグレーション基盤研究所 

次世代ネットワーク方式ＳＥプロジェクト  

主幹研究員 森田 直孝氏 

社団法人 テレコムサービス協会 技術委員会  

委員長 加藤 義文氏 

日本電気㈱ キャリアネットワークビジネスユニット  

主席技師長 松本  隆氏 

H.18.05.25(木) 

(13:00～17:00) 

 

1

6 

｢全光アクセスネットワーク実現

に向けた技術と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７０— 

(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 総合通信基盤局 料金サービス課長 谷脇 康彦氏 

東日本電信電話㈱ ネットワーク事業推進本部  

設備部 アクセス高度化部門 部門長 井伊 基之氏 

日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所  

第２推進プロジェクト プロジェクトマネージャー 山内  修氏 

三菱電機㈱ 通信システム事業本部 

コミュニケーション・ネットワーク製作所 所長 中村 元行氏 

H.18.06.02(金) 

(11:00～16:50) 

 

1

7 

｢導入間近の高速電力線搬送通信

(PLC)｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７１— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 教授 徳田 正満氏 

(ご挨拶) 東京大学 名誉教授 齊藤 忠夫氏 

IEEE P1901副議長 

Ilevo - Schneider Electric Powerline Communications 

VP Standardization, Jean-Philippe Faure氏 

コネクサント・システムズ㈱ ＦＡＥ マネージャ 今田 泰以氏 

Design of Systems on Silicon(DS2)  

Director Strategy & Standardization,  

Manager Customer Support Victor Dominguez氏  

Consumer Electronics Powerline  

Communication Alliance(CEPCA) 

Technical Work Group、Chair 黒部 彰夫氏 

(松下電器産業㈱ ネットワーク開発センター) 

H.18.06.12(月) 

(13:00～17:00) 

 

1

8 

｢次世代通信ネットワークへの期

待と安心・安全技術の動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７２— 

(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 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 渡辺 克也氏 

㈱日立製作所 システム開発研究所 第七部 部長 手塚  悟氏 

㈱三菱総合研究所 情報通信技術研究本部  

次世代社会基盤研究部長 中村 秀治氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱  

第二法人営業本部 ｴﾝｼ ﾆ゙ｱﾘﾝｸﾞ部 企画戦略部門長 小山  覚氏  

H.18.06.21(水) 

( 9:50～16:15) 

 

1

9 

｢ワンセグ放送が切り開く放送・通

信の新たなビジネスモデル｣ 

(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 

H.18.07.05(水) 

(13:00～17:00) 
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—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７３— 

(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)

㈱インデックス  

メディア・ソリューション局 専任局長 篠崎 浩一氏 

㈱フジテレビジョン  

デジタルコンテンツ局 モバイルコンテンツ部 野村 和生氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ  

マルチメディアサービス部  

複合メディア・メディア連携担当課長 山内 博隆氏  

 

2

0 

｢母国語(日本語)でのインターネ

ット利用｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７４— 

(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 

Chairman of NLIC  

(Native Language Internet Consortium)  

Dr. Louis Pouzin 

Netpia, Inc.  イ スンユン氏、中川氏 

ＪＷｏｒｄ㈱ 取締役 古梶 秀樹氏 

㈱日本レジストリサービス(ＪＰＲＳ) 企画部 部長 宇井 隆晴氏 

日本語ドメイン名協会(ＪＤＮＡ) 堀田 博文氏 

H.18.07.07(金) 

(13:00～17:00) 

 

2

1 

｢通信と放送の融合における影響｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７５— 

(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 

㈱ガイナックス 統括本部 次長 神村 靖宏氏 

エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ㈱   

代表取締役社長 飯塚 久夫氏 

㈱ＵＳＥＮ グループ事業調整室長 石川 和男氏 

アメリカ在住ＩＴジャーナリスト 小池 良次氏 

H.18.07.12(水) 

(10:00～16:40) 

 

2

2 

｢次世代移動通信技術ＭＩＭＯの

期待と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７６— 

(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 

(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  

無線アクセス開発部 主査 樋口 健一氏 

日本エリクソン㈱ エリクソン・リサーチ ジャパン  

シニア・リサーチ・エンジニア 村井 英志氏 

㈱バッファロー ブロードバンドソリューションズ事業部 

担当部長 加藤 雅人氏 

H.18.07.26(水) 

(13:00～17:00) 

 

2

3 

｢ＮＧＮサービスのビジネスモデ

ルの最新動向を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７７— 

(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 情報通信政策局 通信規格課 企画官 丹代  武氏 

日本電信電話㈱  

第三部門 理事 Ｒ＆Ｄチーフプロデューサ 柿崎 隆夫氏 

ＫＤＤＩ㈱  

技術統轄本部 技術開発本部 技術戦略部長 水池  健氏 

㈱日立製作所  

ネットワークソリューション事業部 主管 高瀬 晶彦氏 

日本電気㈱  

キャリアネットワークビジネスユニット 執行役員 五十川洋一氏 

H.18.08.18(金) 

( 9:00～16:35) 

 

2

4 

｢アプリケーション・アウェア・ネ

ットワーク｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７８— 

(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 

ＮＥＣビッグローブ㈱ 執行役員 古関 義幸氏 

シスコシステムズ㈱ 執行役員ＣＴＯ 大和 敏彦氏 

日本電信電話㈱ 情報流通プラットフォーム研究所 

ユビキタスコンピューティング基盤プロジェクト 

   グループリーダー 主幹研究員 高橋 健司氏 

H.18.09.08(金) 

(13:00～17:00) 

 

2

5 

｢Ｐ２Ｐは、時代の先駆者か、問題

児か｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３７９— 

(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 

Ｗｉｎｎｙ開発者 金子  勇氏 

マイクロソフト㈱ 最高技術責任者補佐 楠  正憲氏 

H.18.09.14(木) 

(13:00～17:00) 
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㈱ぷららネットワークス サービス企画部  

パートナー兼シニアストラテジスト 中岡  聡氏 

2

6 

｢大きく変化する移動通信環境と

ベンダーの取り組み｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８０— 

(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 

(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) 

日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア  

チーフ・テクノロジー・オフィサー 藤岡 雅宣氏 

H.18.09.20(水) 

(14:20～17:00) 

 

2

7 

｢高速広帯域移動無線アクセスシ

ステムの展望と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８１— 

(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 

(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㈱ 最高技術責任者 ＷｉＭＡＸ推進室  諸橋 知雄氏 

富士通㈱ モバイルシステム事業本部   

モバイルネットワーク統括部 統括部長 長谷川淳一氏 

H.18.10.11(水) 

(13:00～17:00) 

 

2

8 

第二回｢ワンセグ放送が切り開く

放送・通信の新たなビジネスモデ

ル｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８２— 

(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 

(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) 

㈱ＴＢＳテレビ コンテンツ事業局デジタルセンター  

モバイル事業部長 湯川 哲生氏 

ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ・メディア事業本部 メディア本部  

メディアビジネス部 クロスメディアグループ グループリーダー 

家中   仁氏 

H.18.10.19(木) 

(13:00～16:45) 

 

2

9 

｢移動通信技術は将来どこまで発

展するか｣＆｢懇親会｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８３— 

(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 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線アクセス開発部 

主査 樋口 健一氏 

日本電気㈱ キャリアネットワークビジネスユニット  

キャリアネットワーク企画本部  

シニア・エキスパート 後川 彰久氏 

米スタンフォード大学 教授 Ａｈｍａｄ Ｂａｈａｉ氏 

H.18.10.25(水) 

(13:00～19:30) 

 

3

0 

｢ＲＦＩＤ応用の新しい展開と実

用化への期待｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８４— 

(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 

(財)流通システム開発センター 特別研究員 宮原 大和氏 

日本アイ・ビー・エム㈱ 開発製造(Yamato Laboratory)  

ソリューションセールス担当 理事 紫関 昭光氏 

東京医科大学 客員教授 秋山 昌範氏 

H.18.10.27(金) 

(13:00～17:00) 

 

3

1 

｢携帯電話のカバレジを改善する

ソリューション｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８５— 

(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 

(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 無線アクセスネットワーク部  

移動無線企画担当部長 小林  宏氏 

(社)移動通信基盤整備協会 事務局長 林  邦宏氏 

(㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電波部長)  

Manager Radio Network Consulting, Ericsson North East Asia, 

Taki Charalambous氏 

H.18.11.08(水) 

(13:00～17:00) 

 

3

2 

｢鉄道における無線ＬＡＮサービ

スの現状に迫る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８６— 

(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 

首都圏新都市鉄道㈱ 経営企画部 経営企画部長 原  喜信氏 

㈱インテル マーケティング本部 本部長 阿部 剛士氏 

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 

H.18.11.10(金) 

(13:00～16:30) 

 

3

3 

｢実現へ向け検討が本格化してき

た放送のＩＰ再送信・放送番組の

ネット配信の最新動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８７— 

(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 情報通信政策局 情報通信政策課           

コンテンツ流通促進室 室長 小笠原陽一氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所 執行役員 和田 正裕氏 

H.18.11.17(金) 

(13:00～17:00) 
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㈱ＴＢＳテレビ 編成制作本部編成局  

コンテンツ＆ライツセンター   

メディアライツ推進担当局 次長 植井 理行氏 

3

4 

｢ＷｉＭＡＸ(ＩＥＥＥ８０２.１

６ｅ)とＩＥＥＥ８０２.２０のワ

イヤレスブロードバンドへの取り

組み｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８８— 

(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 

(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)

インテル㈱ 研究開発本部  

ワイヤレスシステムグループシニアリサーチャー 庄納  崇氏 

クアルコムジャパン㈱  

ワイヤレスブロードバンド事業推進室 ディレクター 川端 啓之氏 

H.18.11.21(火) 

( 9:00～12:00) 

 

3

5 

｢高速広帯域移動無線アクセスシ

ステムの展望と課題(その２)｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３８９— 

(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 

(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) 

総務省 総合通信基盤局 電波部  

移動通信課 課長補佐 新田 隆夫氏 

ＫＤＤＩ㈱ 技術開発本部 技術戦略部  

ワイヤレスブロードバンド開発室 課長 河村 政志氏 

日本電気㈱ モバイルネットワーク事業本部  

モバイルワイヤレスネットワーク事業部 

ワイヤレスアクセス技術プロフェッショナル 藤本 芳宣氏 

H.18.12.14(木) 

(13:00～17:00) 

 

 

2006年 12月14日更新 


