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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19年 － 

 

１ ｢大きな転換期をむかえた移動通

信環境と通信事業者と取り組み｣

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９０—  

 

(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 

KDDI㈱ 

技術統轄本部 技術開発本部本部長 理事     渡辺 文夫氏 

イー・アクセス㈱ CTO WiMAX推進室      諸橋 知雄氏 

㈱NTTドコモ 常務理事 

研究開発本部研究開発推進部長          山本 浩治氏 

H.19.01.19(金) 
(13:00～17:00) 
 

２ ｢柔軟性と多様性を増す近距離・大

容量無線技術を探る｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９１—  

 

(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 

高度通信網振興課 課長             江村 興治氏 

東日本電信電話㈱ 福島支店 法人営業部長     佐保  光氏 

日本放送協会 技術局 技術主幹          久保田啓一氏 

H.19.01.24(水) 
(10:30～15:35) 
 

３ ｢ホームAVネットワークにおける

コンテンツ流通のあり方につい

て｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９２—  

 

(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 

㈱東芝 デジタルメディアネットワーク社 

 渉外担当 参事                 野中 康行氏 

インテル㈱ マーケティング本部 本部長      阿部 剛士氏 

ソニー㈱ 技術開発本部 共通要素技術部門 

MT開発部 シニアネットワークアーキテクト   鈴木 博之氏 

H.19.02.01(木) 
(13:00～17:00) 
 

４ ｢大きく変化する移動通信環境と

ベンダーの取り組み(その２)｣ 
— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９３—  

 

(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) 
モトローラ㈱  

ネットワーク・エンタープライズ キャリアビジネス本部 

ブロードバンドソリューション部 部長      赤田 正雄氏 

日本電気㈱ キャリアネットワ－クビジネスユニット  

キャリアネットワ－ク企画本部 シニアエキスパ－ト 

後川 彰久氏 

シャープ㈱ 情報通信技術開発本部 

通信商品開発センター 所長           加藤 洋一氏 

H.19.02.08(木) 
(13:00～17:00) 
 

５ ｢次世代PONの技術動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９４—  

 

(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 教授        北山 研一氏 

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                   吉本 直人氏 

Novera Optics社 アドバイザー          郷右近一彦氏 

沖電気工業㈱ 研究開発本部 

ネットワークデバイスラボラトリ         鹿嶋 正幸氏 

H.19.02.09(金) 
(10:30～17:00) 
 

６ ｢SDP(Service Delivery Platform)
による次世代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

ＰＡＲＴ３９５—  

 

(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 IBM㈱ システム製品事業・先進システム事業部 

事業部長 理事                 星野  裕氏 

日本電気㈱ ネットワークサービスシステム事業部 

事業部長                    田中 利明氏 

日本エリクソン㈱ Director SI & Multimedia, Tommy Karlsson氏 

日本エリクソン㈱ General Manager Solution Management, 
SI & Multimedia,              Guido Zavagli氏 

H.19.02.16(金) 
(10:30～16:15) 
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７ ｢柔軟性と多様性を増す近距離・大

容量無線技術を探る｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９６—  

(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) 
㈱ビーテーキュー 取締役             酒井 五雄氏 

nokia Head of Technology Out-Licensing Corporate Strategy 
Harri Tulimaa氏 

Nokia Competence Area Manager Nokia Research Center 
Antti Lappetelainen氏 

H.19.03.01(木) 
(13:00～16:50) 
 

８ ｢ビジネス向けモバイルソリュー

ションの最新動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９７—  

(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 ソリューションビジネス部 

ソリューション統括担当部長           松木  彰氏 

KDDI㈱ ソリューション事業統轄本部 

モバイルソリューション事業本部 

モバイルソリューション商品開発本部 

商品企画部長                  中島 昭浩氏 

㈱日立コミュニケーションテクノロジー 

営業本部 営業企画部 担当部長         氏家  誠氏 

H.19.03.08(木) 
(13:00～17:00) 
 

９ ｢新時代を迎えた光通信技術｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９８—  

(座長－総合司会及びご挨拶) 
東京大学 名誉教授                齊藤 忠夫氏 

(基調講演) 
電気通信大学 情報通信工学科 教授        三木 哲也氏 

NTTエレクトロニクス㈱ 取締役 技術開発本部 

本部長 工学博士                河内 正夫氏 

日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 

フォトニックトランスポート研究部 部長     日比野善典氏 

㈱富士通研究所 フェロー             桑原 秀夫氏 

H.19.03.09(金) 
(10:30～16:45) 
 

10 ｢WiMAX によるブロードバンド

ワイアレスアクセス実現への事業

者の期待｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ３９９—  

(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) 
東日本電信電話㈱ ブロードバンドサービス部 

フレッツユビキタスサービス開発担当 担当部長  小林 幸蔵氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発推進部 

ワイヤレスブロードバンド技術担当 担当部長   朝倉 弘光氏 

㈱KDDI 技術統轄本部 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 

イー・アクセス㈱ WiMAX事業本部 

最高技術責任者(CTO)              諸橋 知雄氏 

H.19.03.22(木) 
(10:30～16:45) 
 

11 ｢携帯電話の GPS 機能による位置

情報技術とサービスの展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４００—  

(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 電気通信事業部 

電気通信技術システム課 課長補佐        荻原 直彦氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチメディアサービス部 

コンシューマサービス企画 

コミュニケーションサービス企画担当 担当課長  正垣  学氏 

㈱ナビタイムジャパン 代表取締役社長       大西 啓介氏 

H.19.04.19(木) 
(13:00～17:00) 
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12 ｢WiMAX アクセス系とシステム

の開発を推進する機器べンダーの

動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０１—  

(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) 
日本電気㈱ 海外キャリアソリューション事業本部 

モバイルネットワークソリューション事業部 

エキスパート                  森川  裕氏 

日本無線㈱ 研究開発本部 BWAプロジェクト 

グループ長                   村上 文夫氏 

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 プロジェクト部長  石川  均氏 

H.19.05.10(木) 
(13:00～17:00) 
 

13 ｢次世代ネットワークを支える技

術の動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０２—  

(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 

NTTサイバーソリューション研究所 主席研究員   端山  聡氏 

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 

シスコシステムズ㈱ サービスプロバイダー営業 

システムエンジニアリング＆マーケティング 

次世代ネットワーク技術本部 担当部長      人見 高史氏 

H.19.05.22(火) 
(10:00～15:40) 
 

14 ｢世界一安全な道路交通社会の実

現に向けた IT 新改革戦略の取り

組み状況｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０３—  

(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推進室長 塚田 幸広氏 

総務省 総合通信基盤局 移動通信課 課長     奥  英之氏 

ITS Japan 常務理事               緑川 雅志氏 

H.19.05.31(木) 
(13:00～17:00) 
 

15 ｢ホームゲートウェイはどこまで

進化するのか? そしてこれを征

するのは?｣ 
— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０４—  

(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㈱ サイバーコミュニケーション総合研究所 

サイバーソリューション研究所 主幹研究員    川村龍太郎氏 

マイクロソフト㈱ 最高技術責任者補佐       楠  正憲氏 

ソニー㈱ B2Bソリューション事業本部 

技術開発部門 デジタルリンク技術部 主任技師  國頭 義之氏 

H.19.06.01(金) 
(13:00～17:00) 
 

16 ｢メッシュネットワークの最新動

向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０６—  

(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 基幹通信課 

課長補佐                    今井 清春氏 

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 ネットワークグループ 

担当部長                    井上 雅雄氏 

モトローラ㈱ ネットワークス＆エンタープライズ 

エンタープライズ・エンジニアリング・オペレーションズ 

事業開発マネージャ               川上 弘幸氏 

H.19.06.07(木) 
(13:00～17:00) 
 

17 ｢2.5GHz帯広帯域移動無線アクセ

スへの取り組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０５—  

(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) 
㈱アッカ・ネットワークス 代表取締役副社長    湯﨑 英彦氏 

㈱ウィルコム 執行役員 副社長          近  義起氏 

H.19.06.20(水) 
(13:00～16:30) 
 

18 ｢地上波TV電波の跡地利用｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０７—  

(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 電波政策課  

周波数調整官                  小泉 純子氏 

㈱日立国際電気 通信事業部 統括部長       加藤 数衞氏 

メディアフロージャパン企画㈱ 代表取締役社長   増田 和彦氏 

H.19.07.11(水) 
(13:00～17:00) 
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19 ｢NGNサービスモデルの検証｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０８—  

(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 

NTTコミュニケ－ションズ㈱ ネットワーク事業部 

ネットワークグランドデザイン室 担当部長    岡田 雅也氏 

日本ヒューレット・パッカード㈱ 

通信・メディア営業統括本部 

シニアエクゼクティブコンサルタント       伊藤 亮三氏 

㈱日立製作所 情報・通信グループ 

ネットワーク事業戦略室 部長          平岩 賢志氏 

H.19.07.13(金) 
(13:00～17:00) 
 

20 ｢商用期に入った P2P コンテンツ

配信｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４０９—  

(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 課長補佐         飯村由香理氏 

(飯村氏は小笠原氏の代理講師) 
ソフトバンクBB㈱ ネットワーク本部技術企画部 

シニアプロフェッショナル            山西 正人氏 

㈱角川デジックス 代表取締役社長         福田  正氏 

H.19.07.27(金) 
(13:00～17:00) 
 

21 ｢次世代ネットワーク(NGN)にお

ける新しいIDサービス｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１０—  

(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 

(講師変更) 

総務省 情報通信政策局 通信規格課 総括補佐  沼田 文彦氏 

YRPユビキタスネットワーキング研究所       越塚  登氏 

日本電気㈱ 中央研究所 標準化推進本部 

エキスパート                  江川 尚志氏 

H.19.08.01(水) 
(13:00～17:00) 
 

22 ｢携帯電話における位置情報技術

とサービスの多様展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１１—  

(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 ユビキタスサ－ビス部 

ITS推進部長                  中村 康久氏 

KDDI㈱ コンシューマ事業統轄本部 

コンシューマ商品企画本部 auサービス企画部長  竹之内 剛氏 

H.19.08.02(木) 
(13:00～15:50) 
 

23 ｢携帯ワイヤレスブロードバンド

技術の展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１２—  

(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 

部長                      尾上 誠蔵氏 

KDDI㈱ 技術渉外室 企画調査部 標準戦略グループ 

グループリーダー 担当部長           古賀 正章氏 

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 

H.19.08.29(水) 
(10:30～16:00) 
 

24 ｢実用化に向けて進展する高速

PLCシステム｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１３—  

(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 

㈱KDDI研究所 光アクセスネットワークグループ  

グループリーダー                堀内 幸夫氏 

シャープ㈱ 技術本部 プラットフォーム開発センター 

副所長 兼 ネットワークプラットフォーム開発室長 北口  進氏 

住友電気工業㈱ ブロードバンド機器開発部 

PLC機器開発部長                弘津 研一氏 

H.19.09.05(水) 
(13:00～17:00) 
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25 ｢IMT-Advanced に向けた今後の

展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１４—  

(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 

新世代移動通信システム推進室長         森   孝氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

総合研究所 主幹研究員             吉野  仁氏 

㈱富士通研究所 

ネットワークシステム研究所所長代理       福田 英輔氏 

H.19.09.12(水) 
(13:00～17:00) 
 

26 ｢あらたな『公衆無線LANの時代』

が到来！｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１５—  

(座長－総合司会及び基調講演) 
東京大学 名誉教授                斉藤 忠夫氏 

エヌ・ティ・ティ・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 

NPO法人 日本サスティナブル･コミュニティ･センター  

みあこネット事業統括責任者           岡部 寿男氏 

(京都大学 学術情報メディアセンター 教授) 
Skype Technologies S.A. General Manager, Japan Office 

岩田 真一氏 

H.19.09.21(金) 
(13:00～17:00) 
 

27 ｢インビルディングソリューショ

ンとフェムトセルの展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１６—  

(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) 
KDDI㈱ コンシューマ技術統括本部 

モバイルネットワーク開発本部 モバイルアクセス技術部 

RANシステム企画グループ 担当部長       五水井一浩氏 

日本エリクソン㈱ コンサルティング＆エデュケーション 

無線ネットワーク・シニアコンサルタント     元野 秀一氏 

H.19.09.27(木) 
(13:00～16:40) 
 

28 ｢センサーネットワークが切り開

くNGNの世界｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１７—  

(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 

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 

人間情報研究部 部長              前田 英作氏 

日本コムシス㈱ 執行役員 ITビジネス事業本部 

副本部長 ソリューション部長          小野 展義氏 

㈱日立製作所 基礎研究所 

人間・情報システムラボ 主任研究員       森脇 紀彦氏 

H.19.10.16(火) 
(13:00～17:00) 
 

29 ｢コグニティブ無線の展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１８—  

(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                    中北 裕士氏 

㈱KDDI研究所 開発センター 

ITS・ワイヤレスグループ グループリーダー    野原 光夫氏 

独立行政法人 情報通信研究機構 新世代ワイヤレス研究センター 

ユビキタスモバイルグループ 研究マネージャー  原田 博司氏 

H.19.10.25(木) 
(13:00～17:00) 
 

30 ｢映像グループウェアサービス、 

次世代ネットワークで何が変わ

る、何が期待できる｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４１９—  

(座長－総合司会及び基調講演) 
東京大学 名誉教授                斉藤 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長          松田 栄一氏 

日本電気㈱ ネットワークソフトウェア事業本部 

第一ネットワークソフトウェア事業部 

ネットワークサービスターミナルグループ 

エキスパート                  村井 好信氏 

ポリコムジャパン㈱ 代表取締役社長        奥田 智巳氏 

H.19.10.30(火) 
(13:00～17:00) 
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31 ｢IPv6の最新動向と今後の展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２０—  

(座長－総合司会及び基調講演) 
東京大学 名誉教授                斉藤 忠夫氏 

総務省 総合通信基盤局 データ通信課企画官 

インターネット基盤企画室長           柳島  智氏 

マイクロソフト㈱ 最高技術責任者補佐       楠  正憲氏 

エヌ・ティ・ティ コミュニケーションズ㈱ 

ブロードバンド IP事業部 サービスクリエーション部 

担当部長                    貞田 洋明氏 

H.19.11.07(水) 
(13:00～17:00) 
 

32 ｢携帯電話プラットフォームの開

発動向と技術戦略｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２１—  

(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) 
エスティーモ㈱ 代表取締役副社長         杉村 領一氏 

シンビアン㈱ シンビアン テクニカルディレクター 兼 

CTO                      小西 一弘氏 

クアルコム ジャパン㈱ 代表取締役社長       山田  純氏 

H.19.11.08(木) 
(13:00～17:00) 
 

33 ｢ソフトウェア無線への期待｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２２—  

(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) 
㈱KDDI研究所                  武内 良男氏 

PicoChip社 CTO&Founder          Dr. Doug Pulley 

H.19.11.14(水) 
(13:00～16:50) 
 

34 ｢流通システムに大きな変革をも

たらす電子タグの活用｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２３—  

(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 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 係長   森田 和敏氏 

(財)流通システム開発センター 電子タグ事業部 

特別研究員                   宮原 大和氏 

家電電子タグコンソーシアム 主査         金田 浩司氏 

(ソニー㈱ SCM企画室 RFID標準推進課 統括課長) 

H.19.11.15(木) 
(13:00～17:00) 
 

34 ｢FON は公衆無線 LAN サービス

を救うか｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２４—  

(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) 
フォン・ジャパン㈱ Chairman          千川原智康氏 

H.19.12.06(木) 
(13:00～15:45) 
 

34 ｢NGN における QoS 実現への新

潮流｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２５—  

(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 

ANAGRAN社 Senior Systems Engineer     柳橋 達也氏 

Sable Networks, Inc. CTO,         Geoffrey Mattson氏 

H.19.12.13(木) 
(13:00～16:50) 
 

35 ｢通信・放送連携｣はどこに向か

う？ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２６—  

(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 

マイクロソフト㈱ デジタルエンターテイメント統括本部 

戦略事業開発部                 岸田 茂晴氏 

日本電信電話㈱ 研究企画部門 プロデュース担当 

兼 中期経営戦略推進室 サービス戦略担当    松岡 達雄氏 

日本放送協会 総合企画室 

〔経営計画〕統括担当部長            藤沢 秀一氏 

H.19.12.19(水) 
(13:00～17:00) 
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35 ｢携帯ビジネスを牽引する端末の

将来像｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２７—  

(座長－総合司会及び基調講演、デモレータ) 
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) 
 

｢(パネルディスカッション)｣ 
デモレータ： 

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) 
 

パネラー： 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

プロダクト部 第一商品企画担当部長       板倉 仁嗣氏 

KDDI㈱ コンシューマ事業統轄本部 

コンシューマ商品企画本部 プロダクト企画部長  重野  卓氏 

シャープ㈱ 通信システム事業本部 副本部長 

兼 パーソナル通信第1事業部長         新井 優司氏 

ノキア・ジャパン㈱ 

マルチメディア事業部 ディレクター       三宅 良昌氏 

イー・モバイル㈱ 執行役員副社長         阿部 基成氏 

H.19.12.20(木) 
(13:30～16:00) 
 

 

2007年12月20日更新 


