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25年 －
１

２

３

４

５

６

｢Wi-Fiがいっぱい｣
(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
ＰＡＲＴ５８７—
KDDI㈱ 技術統括本部 技術企画本部
モバイル技術企画部 Wi-Fi企画グループ
グループリーダー
江川
正氏
㈱バッファロー 技術渉外室 参事
松浦 長洋氏
エヌ･ティ･ティ･ブロードバンドプラットフォーム㈱
取締役
北條 博史氏
｢テラヘルツ無線の今後の展望｣
(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 客員教授
服部
武氏
ＰＡＲＴ５８８—
(総務省 情報通信審議会 委員)
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課
研究推進室長
松井 俊弘氏
日本電信電話㈱
NTTマイクロシステムインテグレーション研究所
主幹研究員
久々津直哉氏
独立行政法人 情報通信研究機構
未来ICT研究所 副研究所長
寳迫
巌氏
｢フレキシブル・トラヒックエンジ (座長－総合司会及び基調講演)
ニアリング技術の動向｣
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 日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所
ＰＡＲＴ５８９—
メディアイノベーション研究部 主幹研究員
島野 勝弘氏
エリクソン・ジャパン㈱
チーフ･テクノロジー･オフィサー
藤岡 雅宣氏
㈱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
｢ネットワークのレイヤ統合｣
(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
ＰＡＲＴ５９０—
日本電信電話㈱ ネットワークサービスシステム研究所
第一推進プロジェクト 主任研究員
小池 良典氏
シスコシステムズ合同会社 Principal Engineer
河野 美也氏
日本電気㈱ コンバージドネットワーク事業部
マネージャー
青野 義明氏
｢大規模災害等における情報通信 (座長－総合司会及び基調講演)
ネットークの実現への展望と今後 上智大学 理工学部 情報理工学科 客員教授
服部
武氏
の課題｣
(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 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
ＰＡＲＴ５９１—
電気通信技術システム課 企画官
飯村 博之氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 先進技術研究所
主幹研究員
滝田
亘氏
白山工業㈱ 防災システム事業部 副事業部長 稲葉
修氏
｢新たな視聴形態を目指すスマー (座長－総合司会及び基調講演)
トテレビの動向｣
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 ㈱mmbi 代表取締役社長
二木 治成氏
ＰＡＲＴ５９２—
日本放送協会 メディア企画室 副部長
藤沢
寛氏
KDDI㈱ メディア・CATV推進本部
メディアプロダクト技術部 技術開発グループ
課長補佐
新井 智徳氏
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H.25.01.18(金)
(13:00～17:00)

H.25.01.24(木)
(13:00～17:00)

H.25.01.31(木)
(13:00～17:00)

H.25.02.15(金)
(13:00～17:00)

H.25.03.06(水)
(13:00～16:40)

H.25.03.07(木)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

７ ｢ビッグデータはビジネスを革新
するか｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９３—

８

｢VoLTEの得失と導入シナリオ｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９４—

９

｢無線LANは、これから、より速
く、より便利になる｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９５—

10 ｢新クラウド｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９６—

11 ｢NWトラヒック抑制技術の最新
トピックス｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９７—

12 ｢スマートネットワークを支える
ワイヤレス技術｣
—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ５９８—

(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
東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授
稲田 修一氏
富士通㈱ クラウドプラットフォーム開発本部
シニアディレクター
倉知 陽一氏
エヌ･ティ･ティ･コムウェア㈱
エンタープライズビジネス事業本部
第六ビジネス部 営業部門 営業部門長
平野 光徳氏
(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 客員教授
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 研究開発センター
ネットワーク開発部 担当部長
萩谷 範昭氏
クアルコム・ジャパン㈱ 標準化担当部長
城田 雅一氏
エリクソン・ジャパン㈱ VoLTE Director
Eric Ericsson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 客員教授
服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 委員)
㈱アライドテレシス開発センター 取締役
ルート研究室 室長
真野
浩氏
日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所
ワイヤレスシステムイノベーション研究部
電波システム技術研究グループ グループリーダ 溝口 匡人氏
㈱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
(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
㈱エクサ コンサルティング推進部 課長
安藤 幸央氏
Titanium Mobileユーザー会
金野 和明氏
ピーシーフェーズ㈱ 執行役員
二瓶
司氏
ピーシーフェーズ㈱ マネ－ジャ－
荒川 義弘氏
KDDI㈱ 商品統括本部 サービス企画本部
コミュニケーションサービス企画部
企画制度グループ
岡本 敏行氏
(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
㈱KDDI研究所 モバイルネットワークグループGL 横田 英俊氏
CDNetworks Co., Ltd. CTO
丸田
徹氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部
無線制御装置担当 担当課長
山田
曉氏
(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 客員教授
服部
武氏
(総務省 情報通信審議会 委員)
独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)
ワイヤレスネットワーク研究所
スマートワイヤレス研究室 室長
原田 博司氏
(Wi-SUN Alliance Co-chairman, Board)
沖電気工業㈱ 通信システム事業本部
スマートコミュニケーション事業部
シニアスペシャリスト
川西 素春氏
㈱日立産機システム 研究開発センタ 技師
松本 久功氏
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H.25.03.14(木)
(13:00～17:00)

H.25.03.21(木)
(13:00～17:00)

H.25.04.10(水)
(13:00～17:00)

H.25.04.18(木)
(13:00～17:00)

H.25.04.24(水)
(13:00～17:00)

H.25.05.10(金)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

13 ｢『スマートシティ』はエネ･マネ (座長－総合司会及び基調講演)
だけでは終わらない！｣
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 東京電力㈱ 技術部 スマートグリッド戦略グループ
ＰＡＲＴ５９９—
マネージャー
岡本
浩氏
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
森川 博之氏
㈱日立製作所 情報･通信システム社 経営戦略室
IT戦略担当本部長 政策分野上席コンサルタント
梶浦 敏範氏
14 ｢インターネットの構造変化のこ (座長－総合司会及び基調講演)
れまでと今後の展望｣
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 エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱
ＰＡＲＴ６００—
先端IPアーキテクチャセンタ 課長
亀井
聡氏
総務省 情報通信国際戦略局 多国間経済室長
菱田 光洋氏
㈱インターネットイニシアティブ 常務執行役員
ネットワーク本部長
島上 純一氏
15 ｢深刻化する標的型攻撃に備える (座長－総合司会及び基調講演)
セキュリティ対策の最新動向｣
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 エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱
ＰＡＲＴ６０１—
経営企画部 マネージドセキュリティサービス推進室
担当部長
梅本 佳宏氏
三井物産セキュアディレクション㈱ 経営企画部
調査研究グループ シニアコンサルタント
斎藤 博樹氏
一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター
早期警戒グループ 情報分析ライン リーダ
情報セキュリティアナリスト
満永 拓邦氏
16 ｢M2Mクラウドロボット｣
(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
ＰＡＲＴ６０２—
㈱国際電気通信基礎技術研究所 社会メディア総合研究所長
兼 知能ロボティクス研究所長
萩田 紀博氏
㈱エヌ･ティ･ティ･データ 技術開発本部
ロボティクスインテグレーション推進室
シニアエキスパート
渡辺
出氏
㈱日立製作所 情報･通信システム社
通信ネットワーク事業部 兼 スマート情報システム統括本部
事業主管
木下 泰三氏
17 ｢ IMT-Advanced時代の到来｣｣
(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 客員教授
服部
武氏
ＰＡＲＴ６０３—
(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
第二技術係長
西森 宏行氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部
担当部長
河原 敏朗氏
エリクソン･ジャパン㈱ 技術本部
標準化・レギュレーション担当部長
本多 美雄氏
18 ｢携帯／クラウド／EC／Wi-Fi等 (座長－総合司会及び基調講演)
のビジネス展開の助っ人！｣
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 エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱
ＰＡＲＴ６０４—
クラウドサービス部長
田中 基夫氏
クアルコム･ジャパン㈱
ビジネスデベロップメント スタッフマネージャー 小菅 祥之氏
A.T.カーニー㈱ パートナー
吉川 尚宏氏
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H.25.05.20(月)
(13:00～17:00)

H.25.06.06(木)
(13:00～17:00)

H.25.06.14(金)
(13:00～17:00)

H.25.06.27(木)
(13:00～17:00)

H.25.07.04(木)
(13:00～17:00)

H.25.07.05(金)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

19 ｢スマートフォン向けOSの動向｣
(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 客員教授
服部
武氏
ＰＡＲＴ６０５—
(総務省 情報通信審議会 委員)
一般社団法人 Mozilla Japan
テクニカルマーケティング
浅井 智也氏
Tizen Association Chairman
杉村 領一氏
(㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ マーケティング部担当部長)
(有)futomi 代表取締役
㈱ニューフォリア 取締役 最高技術責任者
羽田野太巳氏
20 ｢移動通信システムはどこに向か (座長－総合司会及び基調講演)
うのか｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６０６—
一般社団法人 電波産業会 常務理事
佐藤 孝平氏
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部長
梅田 成視氏
エリクソン・ジャパン㈱ CTO
藤岡 雅宣氏
21 ｢準天頂衛星システムの実用化最 (座長－総合司会及び基調講演)
新状況｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６０７—
(総務省 情報通信審議会
情報通信技術分科会 衛星通信システム委員会 主査)
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
技術参与 統括チーフエンジニア
本間 正修氏
(総務省 情報通信審議会
情報通信技術分科会 衛星通信システム委員会 専門委員)
一般財団法人 衛星測位利用推進センター(SPAC)
専務理事
中島
務氏
(総務省 情報通信審議会
情報通信技術分科会 衛星通信システム委員会 専門委員)
三菱電機㈱ 宇宙システム事業本部
準天頂衛星推進部 事業推進課長
迎
久幸氏
22 ｢SDN技術の最新トピックス｣
(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
ＰＡＲＴ６０８—
KDDI㈱ 運用本部 ITアウトソースセンター
田中
仁氏
KDDI㈱ 技術統括本部 技術開発本部
技術戦略部 研究プロモーション 課長補佐
松崎 徹郎氏
富士通㈱ ネットワークビジネスグループ
ネットワークビジネス戦略本部
SDN事業部 事業部長代理
浦田
悟氏
東京大学 大学院 情報学環 准教授
中尾 彰宏氏
23 ｢ CRAN と Small cell に よ る (座長－総合司会及び基調講演)
HetNet実現の最新動向｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６０９—
㈱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
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
手代木圭一氏
富士通㈱ ネットワークプロダクト事業本部
グローバルアクセス事業部 部長
関野
徹氏
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H.25.07.10(水)
(13:00～17:00)

H.25.07.19(金)
(13:00～17:00)

H.25.08.28(水)
(13:15～16:45)

H.25.08.30(金)
(13:15～16:45)

H.25.09.11(水)
(13:00～17:00)

マルチメディア推進フォーラム

24 ｢モバイルネットワークに対する (座長－総合司会及び基調講演)
SDNの応用と展開｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６１０—
日本オラクル㈱ インダストリー･ビジネス･ユニット
グローバル･クライアント･アドバイザー & ディレクター
伊藤 亮三氏
日本電気㈱ 第一キャリアサービス事業部
SDN推進部 部長
木内 道男氏
エリクソン･ジャパン㈱
カスタマー･ソリューション&エンゲージメント統括本部
IP, BB&コアソリューション本部
IPブロードバンドソリューション
ソリューションマネージャー
森田 正人氏
25 ｢いよいよ動き出したスマートメ (座長－総合司会及び基調講演)
ーターの取り組み｣
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 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 笠間 太介氏
ＰＡＲＴ６１１—
東京電力㈱ スマートメーター推進室長
越谷 健一氏
㈱エヌ･ティ･ティ･データ 第二法人事業本部
スマートメーターシステム推進室 室長
野口
篤氏
26 ｢パーソナルデータの利活用推進 (座長－総合司会及び基調講演)
に向けた課題の整理と新たな枠組 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 課長補佐 宮田 洋輔氏
みの策定｣
—マルチメディア推進フォ－ラム 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課
情報セキュリティ対策室 課長補佐
尾川
豊氏
ＰＡＲＴ６１２—
日本マイクロソフト㈱ 社長室
久保田 成氏
27 ｢耐災害強化のモバイル通信技術 (座長－総合司会及び基調講演)
と迅速なサービス復旧｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６１３—
ソフトバンクモバイル㈱ 研究本部 本部長
藤井 輝也氏
KDDI㈱ 技術企画本部 モバイル技術企画部長
吉田 智將氏
エヌ･ティ･ティ･コムウェア㈱
品質生産性技術本部 研究開発部 担当部長
木全 英明氏
28 ｢O2O(Online to Offline)｣
(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
ＰＡＲＴ６１４—
㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部
金融コンサルティング部 副主任コンサルタント
伊部 和晃氏
ソフトバンクテレコム㈱ パートナー営業本部
O2O事業統括部 O2O戦略企画室長
藤平 大輔氏
NTTコム オンライン･マーケティング･ソリューション㈱
代表取締役社長
塚本 良江氏
29 ｢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
齊藤 忠夫氏
ＰＡＲＴ６１５―
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 画部 部長
富澤 将人氏
日本電気㈱ コンバージドネットワーク事業部
ニアマネージャー
田島
勉氏
NTTエレクトロニクス㈱ エレクトロニクス事業ユニット
一商品開発部 部長
石田
修氏
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H.25.09.19(木)
(13:00～17:00)

H.25.09.20(金)
(13:00～17:00)

H.25.09.26(木)
(13:00～17:00)

H.25.10.09(水)
(13:00～17:00)

H.25.10.11(金)
(13:00～17:00)

H.25.10.24(木)
(13:00～17:00)
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30 ｢広帯域移動無線アクセスシステ (座長－総合司会及び基調講演)
ム(BWA)の取り組み｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６１６―
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
推進官
香月健太郎氏
UQコミュニケーションズ㈱
コーポレート部門渉外部長
西川 嘉之氏
華為技術日本㈱ ワイヤレス・マーケティング部
担当部長
鹿島
毅氏
31 ｢超臨場感コミュニケーション｣
(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
ＰＡＲＴ６１７―
東京大学大学院 情報理工系研究科 教授
廣瀬 通孝氏
独立行政法人 情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所
超臨場感映像研究室 室長
山本 健詞氏
日本放送協会 NHK放送技術研究所 立体映像研究部
部長
岩舘 祐一氏
32 G空間EXPO2013特別シンポジウ (座長－総合司会及び基調講演)
ム｢社会基盤を支えるICT｣
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
森川 博之氏
—マルチメディア推進フォ－ラム 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
布施 孝志氏
ＰＡＲＴ６１８―
㈱日経BP 日経コンストラクション編集 記者
木村
駿氏
㈱エヌ･ティ･ティ･データ 公共システム事業本部
e-コミュニティBU 課長
土井 利次氏
33 ｢スマートフォン向けサービスを (座長－総合司会及び基調講演)
巡る通信事業者、OTTの最新動向｣ 上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６１９―
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ スマートライフ推進部
担当部長
太口
努氏
KDDI㈱ 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部
auスマートパス推進部 部長
繁田 光平氏
ヤフー㈱ 執行役員 CMO
村上
臣氏
(㈱カカオジャパン 取締役)
34 ｢モバイルブロードバンドネット (座長－総合司会及び基調講演)
ワークのインテリジェント化｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６２０―
エリクソン･ジャパン㈱ CTO
藤岡 雅宣氏
ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱
RAN技術本部 Senior Solution Manager
冨永
剛氏
35 ｢2GHzを用いた次世代衛星移動通 (座長－総合司会及び基調講演)
信システムの取り組み｣
上智大学 理工学部 客員教授
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)
ＰＡＲＴ６２１―
ソフトバンクモバイル㈱ 技術総合統括
技術管理本部 事業管理部 部長
木村
潔氏
日本電気㈱ 宇宙システム事業部
宇宙システム部 マネージャー
高橋
環氏
クアルコムジャパン㈱ 標準化担当部長
城田 雅一氏

H.25.11.06(水)
(13:00～17:00)

H.25.11.08(金)
(13:00～17:00)

H.25.11.15(金)
(13:45～16:15)

H.25.11.27(水)
(13:00～17:00)

H.25.12.11(水)
(13:00～17:00)

H.25.12.19(木)
(13:00～17:00)

2013年12月18日更新
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