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23年 －
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｢映像配信サービス／ネットワー (座長－総合司会及び基調講演)
クの最新動向｣
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 Cardinal Consulting International Inc.
Managing Director
黒田
豊氏
ＰＡＲＴ５２５—
シスコシステムズ合同会社 サービスプロバイダー事業
ビデオ／コネクティッドホーム事業推進
シニアマネージャー
土屋
徹氏
エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱
ネットビジネス事業本部 IPサービス部 担当部長 内田 健司氏
｢次世代センサーネットワークへ (座長－総合司会及び基調講演)
の取り組みと展望｣
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 (独)情報通信研究機構
ＰＡＲＴ５２６—
標準化推進グループ マネージャ
黒田 正博氏
NECエンジニアリング㈱ 営業本部 エキスパート 齋藤 和正氏
(ZigBeeSIGジャパン理事長)
オムロン㈱ 技術本部 コアテクノロジーセンタ
主幹
今本 浩史氏
｢マシン通信関連サービス拡大に (座長－総合司会及び基調講演)
向けたモバイルネットワークの展 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
開｣
(総務省 情報通信審議会 委員)
—マルチメディア推進フォ－ラム ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人事業部
ＰＡＲＴ５２７—
マシンコム営業企画担当部長
中村 康久氏
Telenor Connexion
カントリーマネージャ(日本･韓国)
オラ･オルソン氏
｢スマートグリッドの中核を担う (座長－総合司会及び基調講演)
HANの将来｣
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 大和ハウス工業㈱
ＰＡＲＴ５２８—
総合技術研究所 ICT研究グループ
吉田 博之氏
Wireless Glue Networks Inc. 日本代表
日本ブランチ マネージャー
水城 官和氏
｢M2Mソリューションで社会はど (座長－総合司会及び基調講演)
う変わる？｣
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 ㈱ウィルコム 法人事業本部 M2M事業推進部 部長 荒木 健吉氏
ＰＡＲＴ５２９—
日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア
チ－フ･テクノロジ－･オフィサ－
藤岡 雅宣氏
日本電信電話㈱ 先端技術総合研究所
未来ねっと研究所
佐藤 良明氏
｢モバイルクラウドの今と将来展 (座長－総合司会及び基調講演)
望｣
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
—マルチメディア推進フォ－ラム
(総務省 情報通信審議会 委員)
ＰＡＲＴ５３０—
ソフトバンクテレコム㈱ クラウド事業推進本部
クラウド市場開発室 室長
立田 雅人氏
㈱日立製作所 情報･通信システム社 経営戦略室
事業戦略本部 クラウド担当本部長
中村 輝雄氏
㈱ディー･エヌ･エー 執行役員 ソーシャルメディア事業本部
ソーシャルゲーム統括部長
小林 賢治氏
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H.23.01.14(金)
(13:00～17:00)

H.23.01.28(金)
(13:00～17:00)

H.23.02.10(木)
(13:00～17:00)

H.23.02.16(水)
(13:00～16:05)

H.23.03.04(金)
(13:00～17:00)

H.23.03.10(木)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

７ ｢モバイル周波数政策の最新動向｣ (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 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
ＰＡＲＴ５３１—
(総務省 情報通信審議会 委員)
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
課長補佐
中里
学氏
野村総合研究所 上席研究員
横澤
誠氏
(京都大学 客員教授)
８ ｢フェムトセルの最新動向と今後 (座長－総合司会及び基調講演)
の展望(その2)｣
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
—マルチメディア推進フォ－ラム
(総務省 情報通信審議会 委員)
ＰＡＲＴ５３３—
ソフトバンクモバイル㈱ 技術統括
モバイル・ソリューション本部 副本部長
島崎 良仁氏
KDDI㈱ 商品開発統括本部
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
CDMA開発グループリーダー
廣田 徳孝氏
日本電気㈱ キャリアネットワークビジネスユニット
キャリアクラウド事業推進本部 マネージャー
山
哲夫氏
９ ｢Green by ICTを目指した取り組 (座長－総合司会及び基調講演)
み｣
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 日本電信電話㈱ NTT環境エネルギー研究所
ＰＡＲＴ５３２—
環境経営推進DP 主幹研究員ディレクター
染村
庸氏
富士通㈱ 環境本部 環境企画統括部長
朽網 道徳氏
㈱日立製作所 情報･通信システム社
環境推進本部 主任技師
並河
治氏
10 ｢ 実 用 段 階 に 入 っ た SON(Self (座長－総合司会及び基調講演)
Organizing Network) の 最新 動 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
向｣
(総務省 情報通信審議会 委員)
—マルチメディア推進フォ－ラム ノキア シーメンス ネットワークス㈱
ＰＡＲＴ５３４—
SW Solution Manager
安田 康平氏
日本エリクソン㈱ RANプロダクト部
ソリューションマネージャ
ヤン・フレダンダー氏
11 ｢モバイルオペレータの今後の取 (座長－総合司会及び基調講演
り組みと戦略｣－サービス及びネ パネラー及びパネルディスカッション内容)
ットワークの進化への展望と取り 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
組み－
(総務省 情報通信審議会 委員)
＜日本の各移動通信事業者による ㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 執行役員
パネルディスカッション＞
研究開発推進部長
尾上 誠蔵氏
—マルチメディア推進フォ－ラム KDDI㈱ 技術統括本部 ネットワ－ク技術本部
ＰＡＲＴ５３６—
モバイルアクセス技術部長
松永
彰氏
ソフトバンクモバイル㈱ 常務執行役員 渉外本部長 弓削 哲也氏
イー･モバイル㈱ 技術戦略室 室長
諸橋 知雄氏
12 ｢中国における移動通信のサービ (座長－総合司会及び基調講演)
ス｣
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
—マルチメディア推進フォ－ラム
(総務省 情報通信審議会 委員)
ＰＡＲＴ５３７—
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 北京研究所 研究室長
陳
嵐氏
13 ｢実用・普及段階に突入した電子書 (座長－総合司会及び基調講演)
籍サービス及び端末の動向｣
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 ㈱トゥ・ディファクト 代表取締役副社長
中村 雅彦氏
ＰＡＲＴ５３５—
シャープ㈱ 通信システム事業本部
サービス事業推進センター 副所長
矢田 泰規氏
㈱ブックリスタ 取締役 執行役員
圓谷 道成氏
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H.23.04.21(木)
(13:00～16:35)

H.23.05.12(木)
(13:00～17:00)

H.23.05.20(金)
(13:00～17:00)

H.23.05.25(水)
(13:00～17:00)

H.23.06.02(木)
(15:00～17:00)

H.23.06.08(水)
(13:30～16:50)

H.23.06.09(木)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

14 ｢低炭素社会を実現する新たなイ
ンフラストラクチャへのアプロー
チ｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５３８—

15 ｢次世代TDD高速移動通信への取
り組みと可能性｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５３９—

16 ｢トランスポートネットワークの
動向｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５４０—

17 ｢モバイルNW構築の新たなコン
セプト｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５４１—

18 ｢Open Flowの最新技術動向と公
衆網やクラウド適用への期待｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５４２—

19 ｢携帯電話のマルチバンド･マルチ
モード対応の最新動向｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５４３—

(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
日本アイ・ビー・エム㈱
公共事業 スマーターシティ推進 部長
岡村 久和氏
東京大学 グリーンICTプロジェクト
中島 高英氏
(シムックス株式会社 代表取締役)
日本電気㈱ 新事業推進本部
環境エネルギー事業推進部 マネージャー
尾崎多佳代氏
東光東芝メーターシステムズ㈱ 技術部
技術グループ 参事
小川 政雄氏
(座長－総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 委員)
Wireless City Planning㈱
渉外統括部 標準化推進部 部長
上村
治氏
UQコミュニケーションズ㈱ 執行役員副社長
鬼頭 達男氏
ノキア シーメンス ネットワークス㈱
ソリューションビジネス事業本部
ソリューションマネージャー
佐野 真人氏
(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
日本電信電話㈱ NTTネットワ－クサ－ビスシステム研究所
第一推進プロジェクト 超高速光リンクDP
研究主任
小池 良典氏
KDDI㈱ ネットワーク技術本部
IPトランスポート技術部 課長補佐
大黒 將弘氏
㈱日立製作所 通信ネットワーク事業部
ネットワークシステム本部 技師
遠藤 英樹氏
(座長－総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 委員)
アルカテル･ルーセント ベル研究所
ワイヤレス研究部門 リーダー
Theodore (Tod) Sizer II, Ph.D.
ノキア シーメンス ネットワークス㈱
ソリューションビジネス事業本部
ソリューション・マネージャー
野地 真樹氏
(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
日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所 所長
高原
厚氏
日本電気㈱ IPネットワーク事業部
シニアエキスパート
岩田
淳氏
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 技術開発本部
ITアーキテクチャ&セキュリティ技術センタ 部長 磯部 俊洋氏
(座長－総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 委員)
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 先進技術研究所
アンテナ・デバイス研究グループ 主幹研究員
楢橋 祥一氏
クアルコムジャパン㈱ Qualcomm CDMA Technologies
プロダクトマーケティング スタッフマネージャー 根本 健二氏
富士通㈱ アクセスネットワーク事業本部
次世代プラットフォーム開発統括部 部長
前田 満則氏
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H.23.07.01(金)
(13:00～17:00)

H.23.07.07(木)
(13:00～17:00)

H.23.07.08(金)
(13:00～17:00)

H.23.07.21(木)
(13:00～17:00)

H.23.08.03(水)
(13:00～17:00)

H.23.08.25(木)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

20 ｢センサーネットワーク、RFIDの (座長－総合司会及び基調講演)
利活用｣
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 総合通信基盤局
ＰＡＲＴ５４４—
電波部 移動通信課 課長補佐
谷口 宏樹氏
大日本印刷㈱ CBS事業部 製造部 メディア開発課 山田 隆男氏
東京ガス㈱ 技術開発本部 商品開発部
通信･メーター開発グループ 通信インフラ開発チーム
主査
川田 拓也氏
21 ｢コネクテッド･ホーム(ホーム (座長－総合司会及び基調講演)
ICT)の最新動向｣
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 日本電信電話㈱ 研究企画部門 プロデュース担当
ＰＡＲＴ５４５—
担当部長
原田 素子氏
㈱ユビキタス 営業マーケティング本部
ビジネス開発部 シニアマネージャー
小島
茂氏
富士通㈱ ネットワークソリューション事業本部
シニアディレクター
窪田 好宏氏
22 ｢ヘテロジニアスネットワーク (座長－総合司会及び基調講演)
(HetNet)の技術動向と今後の展 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
望｣
(総務省 情報通信審議会 委員)
—マルチメディア推進フォ－ラム クアルコムジャパン㈱ 標準化担当部長
北添 正人氏
ＰＡＲＴ５４６—
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部
無線アクセス方式担当 担当部長
中村 武宏氏
(3GPP TSG-RAN 議長)
エリクソン ジャパン㈱ 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
23 ｢ソーシャル時代にユニファイ (座長－総合司会及び基調講演)
ド・コミュニケーションは花開く 東京大学 名誉教授
齊藤 忠夫氏
か？｣
シスコシステムズ合同会社 コラボレーション事業
—マルチメディア推進フォ－ラム
コラボレーション営業部 部長
大中 裕士氏
ＰＡＲＴ５４７—
日本マイクロソフト㈱ Officeビジネス本部
サーバープロダクトマーケティング部
エグゼクティブプロダクトマネージャ
米野 宏明氏
Jibe Mobile㈱ 代表取締役社長
辻
徳雄氏
24 ｢フェムトセルの最新動向と今後 (座長－総合司会及び基調講演)
の展望(その3)｣
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
—マルチメディア推進フォ－ラム
(総務省 情報通信審議会 委員)
ＰＡＲＴ５４８—
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
システム課 企画官
山路 栄作氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部
担当部長
安部田貞行氏
三菱電機㈱ 開発本部 情報技術総合研究所
通信システム技術部 無線ネットワーク制御グループ
グループマネージャー
武 啓二郎氏
25 ｢無線LANの最新動向｣
(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 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
服部
武氏
ＰＡＲＴ５４９—
(総務省 情報通信審議会 委員)
㈱KDDI研究所 コグニティブ無線グループ
課長補佐
藤本
貴氏
モトローラ・ソリューションズ㈱
シニアテクニカルアーキテクト
川上 弘幸氏
ソフトバンクBB㈱ ネットワーク本部
ネットワーク戦略推進部 担当部長
松嶋
聡氏
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H.23.09.01(木)
(13:00～17:00)

H.23.09.07(水)
(13:00～17:00)

H.23.09.22(木)
(13:00～17:00)

H.23.10.12(水)
(13:00～17:00)

H.23.10.13(木)
(13:00～17:00)

H.23.10.21(金)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

26 ｢光ネットワーク最前線｣
(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
ＰＡＲＴ５５０—
日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所
フォトニックトランスポートネットワーク部
光伝送方式研究グループ 主幹研究員
日本電気㈱ 光ネットワーク事業部 マネージャー
NTTエレクトロニクス㈱ フォトニクス事業本部
光システム事業部 第一開発部 部長
27 ｢スマートフォンのITS／テレマテ (座長－総合司会及び基調講演)
ィクス応用の動向｣
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
—マルチメディア推進フォ－ラム
(総務省 情報通信審議会 委員)
ＰＡＲＴ５５１—
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ ユビキタスサービス部
担当部長
㈱ナビタイムジャパン 代表取締役社長
富士通㈱ インテリジェントテクノロジー本部
サービス開発統括部 シニアディレクター
28 ｢VoLTEの動向と将来展望｣
(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 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授
ＰＡＲＴ５５２—
(総務省 情報通信審議会 委員)
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 研究開発センター
ネットワーク開発部 担当部長
エリクソン･ジャパン㈱
チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)
29 ｢IP/MPLS技術とトランスポート (座長－総合司会及び基調講演)
ネットワーク｣
東京大学 名誉教授
—マルチメディア推進フォ－ラム シスコシステムズ合同会社
Japan Technology Research Center(JTRC)
ＰＡＲＴ５５３—
コンサルティング・エンジニア
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
サービス基盤部 ネットワーク設備部門 担当課長
日本電気㈱ 光ネットワーク事業部 マネージャー

齊藤 忠夫氏

H.23.10.26(水)
(13:00～17:00)

坂野 寿和氏
小熊 健史氏
高知尾 昇氏
服部

武氏

H.23.11.10(木)
(13:00～17:00)

船本 道子氏
大西 啓介氏
福井

覚氏

服部

武氏

H.23.12.01(木)
(13:00～16:45)

萩谷 範昭氏
藤岡 雅宣氏
齊藤 忠夫氏

H.23.12.02(金)
(13:00～17:00)

森川 誠一氏
小林 広記氏
山内 俊郎氏
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