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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20年 － 

 

１ ｢海外・日本のIPTV主要事業者の

事業展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２８—  

 

(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㈱ NTTサイバーソリューション研究所 

第一推進プロジェクト 主任研究員        石井 晋司氏 

フランステレコム㈱ CTO             持田 侑宏氏 

H.20.01.16(水) 
(11:00～14:50) 
 

２ ｢WRC-07 での決議と今後の見通

し｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４２９—  

 

(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㈱ 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 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

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 無線標準化推進室長  橋本  明 氏 

H.20.01.17(木) 
(13:00～17:00) 
 

３ ｢NGN時代のテレワーク｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３０—  

 

(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 

㈱ワイズスタッフ 代表取締役           田澤 由利氏 

ソフトバンクテレコム㈱  

プロダクトサービスマネジメント部 担当部長  

米国PMI公認プロジェクト・マネジメントプロフェッショナル 

上村  穣氏 

日本電気㈱ 企業ソリューション企画本部 主任   岩田真由美氏 

H.20.02.15(金) 
(13:00～17:00) 
 

４ ｢オープン環境での端末・通信プロ

トコル標準化のあり方｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３１—  

 

(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 電気通信技術システム課長 竹内 芳明氏 

財団法人 情報通信技術委員会 理事長       井上 友二氏 

高度通信システム相互接続推進会議(HATS推進会議) 
実施推進部会長                 高呂 賢治氏 

(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

ステム本部 統括部長) 

H.20.02.27(水) 
(13:00～17:00) 
 

５ ｢ワイヤレスブロードバンドの展

望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３２—  

 

(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) 
ワイヤレスブロードバンド企画㈱ 技術部長     要海 敏和氏 

(KDDI㈱ 技術開発本部 技術戦略部 ワイヤレスブロ－ドバンド

開発室 室長) 
㈱ウィルコム 電波企画部             矢野 陽一氏 

H.20.03.06(木) 
(13:00～16:50) 
 

６ ｢SaaS はNGN のキラーアプリと

なるか？｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３３—  

 

(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 

㈱セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長  宇陀 栄次氏 

(米国セールスフォース・ドットコム 上級副社長 兼任) 
日本電信電話㈱ 研究企画部門 ﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｽ担当    端山  聡氏 

日本電気㈱ 

 システム・サービス事業本部 副事業本部長    安中 正弘氏 

H.20.03.26(水) 
(13:00～17:00) 
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７ ｢モバイルネットワークにおける

通信品質技術の最新動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３４—  

 

(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) 
㈱富士通研究所 ITシステム研究所 

IPサービスシステム研究部長           奥山  敏氏 

沖電気工業㈱ ネットワークシステムカンパニー 

ワイヤレスシステムマーケティング部 担当部長  林  雅彦氏 

H.20.03.27(木) 
(13:00～16:50) 
 

８ ｢携帯電話を使った認証ソリュー

ションとアプリケーションの動

向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３５—  

 

(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㈱ ソリューション事業統轄本部 

ソリューション商品企画本部 

モバイル商品企画部長              中島 昭浩氏 

㈱富士通研究所  

画像・バイオメトリクス研究センター 主管研究員 新崎  卓氏 

日本ヒューレット・パッカード㈱ 

コンサルティング・インテグレーション統括本部 

テクノロジ・ソリューション部  

ソリューション担当部長             小早川直樹氏 

H.20.04.10(木) 
(13:00～17:00) 
 

９ ｢新世代ネットワークへの期待と

位置付け｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３６—  

 

(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 電気通信技術システム課長 竹内 芳明氏 

独立行政法人 情報通信研究機構  

新世代ネットワーク研究センター センター長   久保田文人氏 

東京大学 大学院 情報理工学系研究科 

電子情報学専攻 教授              浅見  徹氏 

H.20.04.17(木) 
(13:00～17:00) 
 

10 ｢立ち上がるSaaS日本市場｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３７—  

 

(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㈱ ソリューション戦略本部 

アプリケーション推進部 部長          大貫 祐嗣氏 

マイクロソフト㈱ デベロッパー＆プラットフォーム統括本部 

プラットフォームテクノロジー推進本部 

アーキテクトエバンジェリズム部 部長      平野 和順氏 

マイクロソフト㈱ 通信・メディアインダストリー統括本部 

ソリューションビジネス推進本部 本部長     岡  知子氏 

イー・キャッシュ㈱ 代表取締役・CEO       玉木栄三郎氏 

H.20.05.16(金) 
(13:00～17:00) 
 

11 ｢平成 20 年を向かえ、新たな視点

でのＲ＆Ｄ戦略及び展望を語る｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３８—  

 

(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 モバイル社会研究所 

副所長                     荒木 浩一氏 

日本電気㈱ C＆C イノベーション研究所 研究所長 山田 敬嗣氏 

H.20.05.23(金) 
(13:00～15:50) 
 

12 ｢IMT-2000高度化システム『LTE』
の最新動向と展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４３９—  

 

(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(CTO)     藤岡 雅宣氏 

富士通㈱ モバイルシステム事業本部 

ソリューション統括部 統括部長代理       丸山  聡氏 

㈱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 

H.20.05.28(水) 
(13:00～17:00) 
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13 ｢フェムトセルを実現する最新技

術｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４０—  

 

(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 

picoChip Ltd Chief Technical Officer Dr Dong Pulley 
㈱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 モバイルシステム部 

インビルディングシステムグループ 統括主任技師  柴田 治朗氏 

H.20.06.05(木) 
(10:30～16:25) 
 

14 ｢情報通信法と新たな放送通信融

合サービスの期待｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４１—  

 

(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 情報通信政策局 総合政策課長       鈴木 茂樹氏 

エリアポータル㈱ 代表取締役           加藤 恂一氏 

マイクロソフト㈱ 技術統括室 CTO補佐      楠  正憲氏 

H.20.06.17(火) 
(13:00～17:00) 
 

15 未来は誰のものか？｢NGN時代の

通信と放送、それぞれの事業戦略

を展望する｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４２—  

(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 電気通信事業部 

事業政策課長                  谷脇 康彦氏 

東京放送㈱ 社長室参与／TBSメデイア総合研究所 

代表取締役社長                 前川 英樹氏 

㈱NTTぷらら 代表取締役社長           板東 浩二氏 

大分ケーブルテレコム㈱ 代表取締役社長      佐藤 英生氏 

㈱ジュピターテレコム 取締役           加藤  徹氏 

H.20.07.02(水) 
(10:00～16:50) 
 

16 ｢無線でも有線でもないラストワ

ンインチ二次元通信方式｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４３—  

(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 

東京大学 大学院情報理工学系研究科 

システム情報学専攻 准教授           篠田 裕之氏 

独立行政法人 情報通信研究機構(NICT) 
知識創成コミュニケーション研究センター 

主任研究員                   張   兵氏 

㈱セルクロス 代表取締役社長           清松 哲郎氏 

H.20.07.04(金) 
(13:00～17:00) 
 

17 ｢今、あらためて『FMC』を問う｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４４—  

(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･ドコモ ユビキタスサービス部 

部長                      青山 幸二氏 

KDDI㈱ コンシューマ事業統轄本部  

コンテンツ・メディア本部 メディア開発部長   中島 康之氏 

日本電気㈱ モバイルターミナルプロダクト開発事業本部 

副事業本部長                  西大 和男氏 

H.20.07.25(金) 
(13:00～17:00) 
 

18 ｢可視光通信の可能性とビジネス

展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４５—  

(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 

慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授     中川 正雄氏 

㈱タムラ製作所 ブロードコム事業部 ネットワーク部門 

新製品開発プロジェクト マネージャー      宮下 慎一氏 

㈱サムスン横浜研究所 主席研究員         横井 敦也氏 

日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所 

シニアエキスパート               鈴木 修司氏 

H.20.08.27(水) 
(13:00～16:55) 
 

19 ｢7 兆円の広告ビジネスが動き出

す｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４６—  

(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 

㈱電通総研 コミュニケーション・ラボ 部長    山本 浩一氏 

㈱ジュピターテレコム 上席執行役員 

ジュピターTVカンパニー Coプレジデント 兼 

ジュピターエンタテインメント㈱ 代表取締役社長 中谷 博之氏 

H.20.08.29(金) 
(13:00～16:25) 
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20 ｢ IMT-Advanced に向けた今後の

展望と取り組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４７—  

(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 総合研究所 主幹研究員  吉野  仁氏 

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 

㈱日立コミュニケーションテクノロジー 

モバイルシステム部 専門主任技師        石川 禎典氏 

H.20.09．04(木) 
(13:00～17:00) 
 

21 ｢米国 700MHz 帯オークションに

みる将来サービス動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４８—  

(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) 
Manager, Standards and Regulatory Policy, 

The Office of the CTO, Nokia Japan Co.,Ltd. Mr. Jussi Kahtava 

H.20.09．18(木) 
(13:00～16:15) 
 

22 ｢NGN時代のサービスプラットフ

ォームの構築｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４４９—  

(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 

事業政策課長                  淵江  淳氏 

日本アイ・ビー・エム㈱ SW事業・インダストリー・Sol営業部 

通信・メディア・公益SW営業 担当部長     高島 弘道氏 

マイクロソフト㈱ 

デベロッパー＆プラットフォーム統括本部 

シニアマネージャー プラットフォームストラテジスト 

関田 文雄氏 

H.20.09．19(金) 
(13:00～17:00) 
 

23 ｢サービス開始に向けたモバイル

WiMAXの最新技術動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５０—  

(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) 
UQコミュニケーションズ㈱ ネットワーク技術部長 要海 敏和氏 

富士通㈱ モバイルシステム事業本部 

ブロードバンド事業部長             長谷川淳一氏 

㈱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 

チーフ・テクノロジー・オフィサー        鈴木 俊郎氏 

H.20.10．16(木) 
(13:00～17:00) 
 

24 ｢日本におけるSaaSはいつブレー

クするか？｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５１—  

(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 

㈱NTTデータ ビジネスソリューション事業本部 

ネットワークソリューションBU 

オフィスソリューション担当 課長        山田 達司氏 

富士通㈱ サービスビジネス本部 

SaaSビジネス推進部 部長           横山 耕三氏 

財団法人 全国地域情報化推進協会(APPLIC)    吉本 明平氏 

H.20.10．17(金) 
(13:00～17:00) 
 

25 ｢LTE に向けた今後の展望と取り

組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５２—  

(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 移動通信課長       竹内 芳明氏 

日本電気㈱ キャリアネットワークビジネスユニット 

モバイルネットワーク事業本部 モバイルRAN事業部 

グループマネージャー              田上 勝巳氏 

H.20.11．12(水) 
(13:00～16:55) 
 

26 ｢P2P技術によるコンテンツ配信｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５３—  

(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 

グリッドソリューションズ㈱ 取締役CTO      須澤 通雅氏 

ドリームボート㈱ 技術顧問            金子  勇氏 

ブラザー工業㈱ ネットワークソリューションズSBU 日比野義彦氏 

H.20.11．13(木) 
(13:00～17:00) 
 



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

27 ｢専用線サービスの新たな展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５４—  

(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 

NTTコミュニケーションズ㈱ 

ユビキタスサービス部長             稲葉 雅人氏 

KDDI㈱ ソリューション商品企画本部長      小林 昌宏氏 

日本電気㈱ 

マネージドネットワークアウトソーシング事業部 

グループマネージャー              岩崎  実氏 

H.20.11．19(水) 
(13:00～17:00) 
 

28 ｢公共安全重要無線通信ネットワ

ークの現状と課題｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５５—  

(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 基幹通信課 重要無線室 

課長補佐                    伊沢 好広氏 

㈱日立国際電気 通信事業部 主管技師長      加藤 数衞氏 

モトローラ㈱ 官公庁・法人ビジネス 

シニア・ディレクター          ダニエル・ゲルマン氏 

H.20.12．10(水) 
(10:00～15:35) 
 

29 ｢その後のユビキタス｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５６—  

(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 電波部 移動通信課 

新世代移動通信システム推進室長         坂中 靖志氏 

㈱ATR (国際電気通信基礎技術研究所) 
メディア情報科学研究所 所長          大橋 正良氏 

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱ 

先端 IPアーキテクチャセンタ 

認証・セキュリティP 担当部長         高杉 英利氏 

H.20.12．12(金) 
(13:00～17:00) 
 

30 ｢地球環境に配慮した携帯電話／

通信システム｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５７—  

(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) 
経済産業省 商務情報政策局  

情報通信機器課 課長補佐（通信機器担当）    小笹 健仁氏 

(社)情報通信技術委員会 企画戦略部長（国際担当）  田村 潤三氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 社会環境推進部 担当部長 下条 光永氏 

H.20.12．19(金) 
(13:00～16:40) 
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