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■マルチメディア推進フォーラムの前身としての活動(1991 年〜1997 年)

1991 年設立

｢人間中心の次世代情報システムを考える｣フォーラム委員会
委員長 慶應義塾大学 理工学部 教授 松

1992 年設立

温

工学部 教授 齊 藤

忠 夫

｢情報化社会のインフラストラクチャを考える｣フォーラム委員会
委員長 東京大学

1993 年設立

下

｢変革期を迎えた半導体産業を考える｣フォーラム委員会
委員長 ＮＴＴエレクトロニクス(株) 相談役 豊 田

博 夫

活動実績一覧
開 催 日

テーマ

1991/ 4/16 ｢グループウェアとそのインパクト｣
慶應義塾大学 理工学部 教授
鹿児島大学 工学部 助教授
日本電信電話㈱ ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｲｽ研究所 主幹研究員

開 催 日
-先端技術講座松下 温氏
宗森 純氏
島村 和典氏

1992 年
1992/ 4/ 3 ｢創造設計とその支援｣
東京大学 教授 総長特別補佐
東京工業大学 総合理工学研究科
ﾆﾁﾒﾝﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ㈱ 知能情報ｼｽﾃﾑ部長
1992/ 7/24 ｢国際調達活動の現状と展望｣
外務省 経済局 国際機関第一課長
通商産業省 貿易局 輸入課長
ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学 主任研究員 兼 日本代表
(社)経済団体連合会 産業政策部 次長
日本電信電話㈱ 理事 国際調達室長
日本電気㈱ 国際資材部長

-先端技術講座吉川 弘之氏
伊藤 公俊氏
中島 裕生氏
北島
仁坂
小尾
立花
松本
松本

信一氏
吉伸氏
敏夫氏
宏氏
慎二氏
周治氏

1992/10/ 9 ｢1990 年代の情報化社会の発展と技術展望｣ -インフラフォーラム 1/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 技術調査部 技術評価部門部長
飯塚 久夫氏
東海大学 教授
島崎 誠彦氏
1992/10/20 ｢パーソナル通信の現状と将来展望｣ -講演とパネルディスカッション(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
鬼頭 達男氏
(財)電波ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 常務理事
若尾 正義氏
日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀ 次長
小川 圭祐氏
第二電電㈱ 専務取締役
千本 倖生氏
日本ｴﾘｸｿﾝ㈱ 携帯移動通信ｼｽﾃﾑ事業部長
遠藤 正信氏
Motorola, Inc. Vice President, Marketing
(TIA MobileCommunications Section chairman) Mr.Jim Caile
松下通信工業㈱ 代表取締役専務
川田 隆資氏
1992/11/11 ｢コモンキャリアの考えるＩＳＤＮ｣
-インフラフォーラム 2/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 取締役 関東支社長
立川 敬二氏
日本電信電話㈱ 伝送ｼｽﾃﾑ研究所 光通信研究部長
石尾 秀樹氏
藤倉電線㈱ 研究開発本部 光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究所長
稲田 浩一氏
1992/11/27 ｢来たるべきパーソナル通信を展望する｣
-ＰＨＳフォーラム Part1東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術ｼｽﾃﾑ課長
竹田 義行氏
日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀ 主幹技師
小林 忠男氏
日本電信電話㈱ 交換ｼｽﾃﾑ研究所 高機能処理研究部長 鈴木 滋彦氏

1993 年
1993/ 1/11 ｢1993 年情報・通信−技術と産業を展望する｣
-新春徹底討論会と懇親パーティ東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
東京大学 教授 総長特別補佐
吉川 弘之氏
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課長
林 良造氏
郵政省 通信政策局 政策課長
高原 耕三氏
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
宮津純一郎氏

テーマ

1993/ 1/20 ｢高度情報化社会を目指す諸政策と課題の解法｣
-インフラフォーラム 3/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術ｼｽﾃﾑ課長
竹田 義行氏
日本電信電話㈱ 理事 交換ｼｽﾃﾑ研究所長
石川 宏氏
日本電気㈱ C&C 基盤開発研究所長
山口 武彦氏
1993/ 2/18 ｢２１世紀の産業ディジタルＡＶの中心課題に応える｣
-インフラフォーラム 4/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 理事 ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究所長
釜江 尚彦氏
日本ﾋﾞｸﾀｰ㈱ 理事 中央研究所 副所長
日高 恒義氏
三菱電機㈱ 通信ｼｽﾃﾑ研究所 画像通信開発部 GR
村上 篤道氏
1993/ 4/ 7 ｢人間化社会の情報通信を目指して｣
-インフラフォーラム 5/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
慶應義塾大学 理工学部 教授
松下 温氏
総務庁 行政情報ｼｽﾃﾑ企画課長
坂野 泰治氏
日本電信電話㈱ ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀ
光加入者ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ研究部長 石原 浩志氏
1993/ 4/14 ｢パーソナル通信−諸外国の実情・わが国のあり方と行方｣
-ＰＨＳフォーラム Part2東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀ 次長
小川 圭祐氏
第二電電㈱ 専務取締役
千本 倖生氏
日本電信電話㈱ 無線ｼｽﾃﾑ研究所 ﾊﾟｰｿﾅﾙ通信研究部長 服部 武氏
1993/ 5/20 ｢ユーザネットワークの新しい展開と興隆を目指して｣
-ユーザネットワークフォーラム Part1東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀ 次長
小川 圭祐氏
伊藤忠商事㈱ 取締役 情報ｼｽﾃﾑ統轄部長
北畠 光弘氏
1993/ 6/ 8 ｢２１世紀に向けた半導体産業発展のシナリオ｣
-半導体フォーラム Part1NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
通商産業省 機械情報産業局 電子機器課長
三宅 信弘氏
日本電気㈱ 常務取締役
佐々木 元氏
日経BP社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ局 総務
西村 吉雄氏
元東ﾚﾘｻｰﾁｾﾝﾀ㈱ 代表取締役社長
川口 達郎氏
1993/ 6/23 ｢ＰＨＳシステム−郵政省研究会｣(中間報告会)
-ＰＨＳフォーラム Part3東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 事業政策課長
平井 正夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術ｼｽﾃﾑ課長
竹田 義行氏
1993/ 7/20 ｢新世代(光ファイバ)通信網の構築はこうなる｣
-新世代通信網フォーラム Part1東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 宇宙通信調査室
中田 睦氏
日本電信電話㈱ 理事 技術調査部長
牧野 詔一氏
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開 催 日

テーマ

1993/ 7/22 ｢２１世紀に向けた半導体技術開発戦略を探る｣
-半導体フォーラム Part2NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
慶應義塾大学 理工学部 教授
松下 温氏
沖電気工業㈱ 常務取締役
東 忠男氏
㈱日立製作所 中央研究所 ULSIｾﾝﾀ長
下東 勝博氏
日本電気㈱ ULSI ｼｽﾃﾑ開発研究所長
森野 明彦氏
1993/ 9/22 ｢広がるマルチメディアへの期待-ＬＳＩに新市場を開くか｣
-半導体フォーラム Part3NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信事業部
通信網高度化推進室長 吉崎 正弘氏
日本電信電話㈱ ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究所
画像情報研究部長 岸本登美夫氏
㈱ｱｽｷｰ 代表取締役社長
西
和彦氏
ｿﾆｰ㈱ 理事 半導体事業部長
越智 成之氏

開 催 日

テーマ

1994/ 3/25 ｢巨大新市場を開く！日／米ＰＣＳの最新動向と今後の展開｣
-ＰＣＳフォーラム Part2(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科 教授 山本 平一氏
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教授 山口 英氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信企画官
稲田 修一氏
松下通信工業㈱ 情報通信事業本部
特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 村田栄一郎氏
Motorola,Inc. Wireless Data Group,
Marketing Manager Mr.John Mitchell
1994/ 3/31 ｢通信の大変革！急展開する通信とＣＡＴＶの融合｣
-｢通信とＣＡＴＶ｣の融合フォーラム Part1/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
㈱情報通信総合研究所 第一産業研究部長
堀 伸樹氏
ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学 主任研究員 兼日本代表
小尾 敏夫氏
東京大学 社会情報研究所 教授
小林 宏一氏

1993/ 9/28 ｢ＰＨＰシステム-実用化実験フォーラム｣ -ＰＨＰフォーラム Part4東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 事業政策課長
平井 正夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
鬼頭 達雄氏
簡易型携帯電話ｼｽﾃﾑ実用化実験協議会 副会長
飯田 徳雄氏
日本電信電話㈱ 理事 ｻｰﾋﾞｽ生産本部 ﾕｰｻﾞｼｽﾃﾑ部長 小川 圭祐氏
第二電電㈱ 専務取締役
千本 倖生氏
日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 取締役 移動体通信事業部長
松尾益次郎氏

1994/ 4/ 5 ｢事業化目前！ＰＨＰ実用化実験成果と今後の新展開｣
-ＰＨＰフォーラム Part5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信事業部 事業政策課長
平井 正夫氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課長
鬼頭 達男氏
簡易型携帯電話ｼｽﾃﾑ実用化実験協議会 副会長
飯田 徳雄氏
日本電信電話㈱ 理事 ｻｰﾋﾞｽ生産本部 ﾕｰｻﾞｼｽﾃﾑ部長 小川 圭祐氏
第二電電㈱ 専務取締役
千本 倖生氏

1993/10/ 1 ｢新世代(光ファイバ)通信網を支える新サービス｣
-新世代通信網フォーラム Part2東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 交換ｼｽﾃﾑ研究所 広帯域ｼｽﾃﾑ研究部長 濃沼 健夫氏
日本電信電話㈱ ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究所 研究企画部長 徳永 幸生氏
日本電気㈱ C&C 研究所 ﾈｯﾄﾜｰｸ研究部長
阪田 史郎氏

1994/ 4/19 ｢ＬＳＩ産業を牽引するマイクロプロセッサ｣-半導体フォーラム Part7(座長-総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ LSI研究所 回路技術研究部長
堀口 勝治氏
ｲﾝﾃﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 半導体ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長
東 光明氏
日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ 開発製造事業本部 OEM事業部長
飛澤 宏氏
LSIﾛｼﾞｯｸ㈱ 取締役会長
矢幡 惠介氏
㈱日立製作所 半導体事業部ﾏｲｺﾝASIC本部
ﾏｲｺﾝ製品技術部長 立木 卓夫氏

1993/10/29 ｢発展するＬＡＮの現状と将来展望｣
-ＬＡＮフォーラム Part1東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 企業通信ｼｽﾃﾑ本部 開発部長
安田 浩氏
日本電信電話㈱ 関東支社 企業通信ｼｽﾃﾑ本部長
小林 哲夫氏
住友電気工業㈱ 情報通信ｼｽﾃﾑ事業部 技師長
原 信吾氏
1993/11/11 ｢変革を求められるこれからのＬＳＩ生産技術を解明する｣
-半導体フォーラム Part4NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ LSI研究所 主席研究員
荒井 英輔氏
沖ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 常務取締役
溝上 裕夫氏
㈱東芝 半導体生産技術推進ｾﾝﾀ所長
住友 康祐氏
ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 副社長
赤坂 洋一氏
富士通㈱ 常務取締役
増永彦太郎氏
1993/12/ 3 ｢グローバル化・多様化時代における半導体産業の戦略を探る｣
-半導体フォーラム Part5NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
通商産業省 機械情報産業局 電子機器課長
中島 一郎氏
VLSI ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 代表取締役社長
中井 純氏
川崎製鉄㈱ 取締役LSI事業部長
富島 正氏
㈱東芝 専務取締役
江川 英晴氏

1994 年
1994/ 1/19 ｢情報通信の大変革と情報通信産業再生策を明かす｣
-新春徹底討論会と懇親パーティ東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
衆議院議員 自由民主党 通信部 会長
自見庄三郎氏
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課長
杉山 秀二氏
郵政省 通信政策局 政策課長
有冨寛一郎氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
日本電信電話㈱ 理事 技術企画部長
加藤 邦紘氏
富士通㈱ 取締役 基幹通信事業本部長
藤崎 道雄氏
1994/ 2/ 1 ｢これからの半導体メモリ産業はこうなる！｣-半導体フォーラム Part6(座長ｰ総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
沖電気工業㈱ 理事
向井 久和氏
㈱野村総合研究所 研究員ｰ電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｺｱﾘｰﾀﾞ
直野 典彦氏
日本電気㈱ 半導体事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 支配人
松江 繁樹氏
三洋電機㈱ 常務取締役
大原 省爾氏
㈱日立製作所 常務取締役
牧本 次生氏
1994/ 2/ 2 ｢巨大新市場を開く！日／米ＰＣＳの最新動向と今後の展開｣
-ＰＣＳフォーラム Part1(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科 教授 山本 平一氏
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
鬼頭 達男氏
AT&T ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 顧問
柳井 朗人氏
ｼｬｰﾌﾟ㈱ 取締役 情報ｼｽﾃﾑ事業本部長
御手洗 顕氏

1994/ 5/12 ｢通信の大変革！急展開する通信とＣＡＴＶの融合｣
-｢通信とＣＡＴＶ｣の融合フォーラム Part2/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 政策課長
有冨寛一郎氏
日本電信電話㈱ 理事 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ推進室 次長
田邊 正通氏
日本電信電話㈱ 理事 伝送ｼｽﾃﾑ研究所長
三木 哲也氏
新世代通信網実験協議会(BBCC) 専務理事
松本 壯夫氏
1994/ 5/24 ｢急進展するパーソナル通信とそれを支える
革新的半導体技術の戦略指針｣-半導体フォーラム Part8NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電気㈱ ULSIｼｽﾃﾑ開発研究所長
森野 明彦氏
日本電信電話㈱ 無線ｼｽﾃﾑ研究所 ﾊﾟｰｿﾅﾙ通信研究部長 服部 武氏
日本ﾓﾄﾛｰﾗ㈱ 半導体事業部 ｼｽﾃﾑ技術部長
柳沼 英行氏
松下通信工業㈱ 情報通信事業本部
特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 村田栄一郎氏
日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱ ASP事業部 DSP製品部長
高見沢 隆氏
1994/ 6/ 1 ｢巨大新市場を拓！日／米ＰＣＳ戦略と今後の進展｣
-ＰＣＳフォーラム Part3東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 ﾃﾞｰﾀ通信課長
蝶野 光氏
ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ日本研究所 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬ
諏訪 泉氏
日本電気㈱ 交通移動通信事業本部 支配人
田中 稔氏
1994/ 6/ 3 ｢次世代情報通信基盤整備の基本構想｣(電気通信審議会答申)
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 政策課長
有冨寛一郎氏
日本電信電話㈱ 常務取締役
宮脇 陞氏
㈱日立製作所 代表取締役副社長
福富禮治郎氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
1994/ 6/17 ｢通信の大変革！急展開する通信とＣＡＴＶの融合｣
-｢通信とＣＡＴＶ｣の融合フォーラム Part3/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 放送行政局 有線放送課長
塚田 為康氏
(財)新世代通信網利用高度化協会 専務理事
榊原 盛吉氏
㈱東急ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 取締役 業務部長
奥津 尚武氏
伊藤忠商事㈱ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ事業部長
松本 徹三氏
富士通㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽ通信事業本部 主任部長
宇佐美 尚氏
1994/ 6/22 ｢事業化目前！ＰＨＰ実用化実験成果と今後の新展開｣
(地域系事業者の実験と戦略)
-ＰＨＰフォーラム Part6東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課長
鬼頭 達男氏
簡易型携帯電話ｼｽﾃﾑ実用化実験協議会 副会長
飯田 徳雄氏
日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 取締役 移動体通信事業部長
松尾益次郎氏
東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 理事 技術部長
築山 宗之氏
日本高速通信㈱ 商品開発部長
後藤 豊氏
㈱四国情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ PHP実用化実験ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副主査 冨吉 宏氏
関西ﾊﾟｰｿﾅﾙﾊﾝﾃﾞｨﾎﾝ研究会 事務局
泉
正勝氏
東京ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ㈱ 取締役 技術部長
藤原 功三氏
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1994/ 7/ 6 ｢次世代情報通信ネットワーク-利用技術の開発と課題｣
-電気通信審議会答申検証フォーラム Part2東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 政策課長
有冨寛一郎氏
郵政省 電気通信局 ﾃﾞｰﾀ通信課 調査官
岡山 淳氏
日本電信電話㈱ 企業通信ｼｽﾃﾑ本部 開発部長
安田 浩氏
松下電器産業㈱ 東京通信ｼｽﾃﾑ研究所長
塚田 啓一氏
1994/ 7/15 ｢通信とＣＡＴＶ(放送)の
融合時代に向けた映像アプリケーションと映像ソフト｣
-｢通信とＣＡＴＶ｣の融合フォーラム Part4/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
通商産業省 機械情報産業局 電子機器課長
中島 一郎氏
㈱西洋 環境開発顧問
鈴木 稔氏
松下電器産業㈱ ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｱ事業部長
立花 博之氏
新潟大学 法学部 教授
名和小太郎氏
1994/ 9/ 6 ｢巨大市場ＰＨＳの事業展開に向けて
-郵政省の新体制が事業化への具体方針を明かす｣
-ＰＨＳフォーラム Part7東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
簡易型携帯電話ｼｽﾃﾑ実用化実験協議会 副会長
飯田 徳雄氏
郵政省 電気通信局 事業政策課長
森
清氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
1994/ 9/13 ｢通信とＣＡＴＶの融合-徹底パネル討論による総括｣と懇親会
-｢通信とＣＡＴＶ｣の融合フォーラム Part5/5東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 放送行政局 総務課長
清水 英雄氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
日本電信電話㈱ 取締役 設備企画部長
石原 廣司氏
伊藤忠商事㈱ 宇宙･情報部門長代行
松本 徹三氏
東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 理事 企画部 部長
山川 昭男氏
住友電気工業㈱ 代表取締役副社長
福富 秀雄氏
日本電気㈱ 理事 伝送事業本部長
矢野 薫氏
(代̶ NECｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ㈱) 副社長
大橋 康隆氏)
1994/ 9/14 ｢マルチメディア時代を展望した
-通信ネットワークの革新とその半導体技術と戦略｣
-半導体フォーラム Part9NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ 取締役 通信網総合研究所長
青木 利晴氏
日本電信電話㈱ 光ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究所
光加入者ｼｽﾃﾑ研究部長 山下 一郎氏
日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ製品開発統括本部
通信ｼｽﾃﾑ開発 通信技術推進担当副部長 青木 直孝氏
日本電気㈱ LSI事業本部 ULSIｼｽﾃﾑ開発研究所
C&C ｼｽﾃﾑLSI開発部長 赤塚 泰生氏
1994/10/20 ｢マルチメディアとＬＳＩ-急展開する市場と技術を明かす｣
-半導体フォーラム Part10(座長-総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ 理事 LSI研究所長
酒井 保良氏
ｼﾞｰ･ｼｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 代表取締役社長
藤原 洋氏
㈱ｾｶﾞ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｾﾞｽ 常務取締役
佐藤 秀樹氏
富士通㈱ ﾊﾟｰｿﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ本部
ｿﾌﾄｳｪｱ開発統括部 第三開発部 担当部長 浦野 昇氏
三菱電機㈱ ｼｽﾃﾑLSI開発研究所
設計技術開発第二部長 角
正氏

テーマ

1994/11/18 ｢事業化に大きく踏み出した簡易型携帯電話の今後の展開｣
(ＮＴＴ、ＤＤＩ、テレウォーカ３社の事業戦略とその進め方)
-ＰＨＳフォーラム Part8東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 事業政策課長
森
清氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
簡易型携帯電話ｼｽﾃﾑ実用化実験協議会 副会長
飯田 徳雄氏
NTT中央ﾊﾟｰｿﾅﾙ通信網企画㈱ 代表取締役社長
福元 俊久氏
第二電電㈱ 専務取締役
(㈱DDIﾎﾟｹｯﾄ企画 代表取締役社長) 千本 倖生氏
㈱ﾃﾚｳｫｰｶ東京企画 代表取締役社長
江口 威氏

1995 年
1995/ 4/19 ｢変貌著しいＬＳＩの設計環境を探る
-デマンドドリブン新時代のＬＳＩ設計環境はこうなる！｣
-半導体フォーラム Part11(座長̶ 総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ LSI研究所 高機能LSI研究部長
唐津 修氏
㈱東芝 半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術研究所
ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ技術開発部長 岩村 淳氏
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ 取締役 ATE事業本部 ATE第一事業部長 菅森 茂氏
(代̶ ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ 取締役 ATE営業本部
ATE販売推進部長 丸山 利雄氏)
㈱ｱｽｷｰ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑ事業推進部
ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 小川 大樹氏
ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長
藤森 研作氏
1995/ 7/27 ｢ダウンサイジングで急展開するコンピュータ戦略とＬＳＩの課題｣
-半導体フォーラム Part12(座長-総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱相談役
豊田 博夫氏
沖電気工業㈱ 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業本部 理事
向井 久和氏
日経BP社 編集委員
西村 吉雄氏
日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ㈱ 事業本部
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 主任 伊豆 智幸氏
日本電気㈱ 第二ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ事業本部 LAN事業部
事業部長代理 永井 正大氏
広島県立大学 経営学部 教授
中前栄八郎氏
1996/ 2/29 ｢離陸を始めたＳＩＭＯＸ技術･市場を展望する｣
-半導体フォーラム Part13(座長-総合司会及び基調講演)
NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 相談役
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ LSI研究所 ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究部長
泉 勝俊氏
ｼｬｰﾌﾟ㈱ IC事業本部 超LSI開発研究所 第二開発室長 崎山 恵三氏
三菱電機㈱ ULSI開発研究所 LSIﾌﾟﾛｾｽ開発第四部
第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬ 井上 靖朗氏
日本電信電話㈱ LSI研究所 第二ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
主席研究員 酒井 徹志氏
1997/ 3/ 5 ｢サブミクロンシステムＬＳＩ時代を迎えて｣
ＬＳＩの変革とそのシステム変革へのインパクト
-半導体フォーラム Part14(座長-総合司会)NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 相談役
豊田 博夫氏
(基調講演)沖電気工業㈱ 理事
向井 久和氏
日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱ ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀ所長
喜多川儀久氏
VLSI ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長
北原 佳郎氏
VLSI ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 技術部長
堀内 伸郎氏
㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 専務取締役
久多良木健氏
ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ 代表取締役社長
三輪 晴治氏

（事務局 ハイテクノロジー推進研究所 http://www.ahri.co.jp）
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