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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11年 － 

 
1 ｢インタネット時代の光ネットワ

ーキング／ＷＤＭ(波長多重通信)

の動向｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡ 

ＲＴ９１―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学 工学部           教授 青山 友紀氏 

日本電信電話㈱ 光ﾈｯﾄﾜーｸｼｽﾃﾑ研究所 ﾌｫﾄﾆｯｸﾈｯﾄﾜーｸ研究部 

         主幹研究員(ｸ ﾙ゙ーﾌ゚ ﾘーﾀ )゙ 佐藤 健一氏 

日本電気㈱             支配人 下平 理輔氏 

シスコシステムズ社 ｵﾌ ﾃ゚ｨｶﾙ･ｲﾝﾀーﾈｯﾄﾜーｷﾝｸﾞ 

             ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ﾃ゙ ｨﾚｸﾀ  ー トニー・ベイツ氏 

H.11.1.25(月) 

(9:00～17:30) 

 

2 ｢動き出した新たなＰＨＳ事業戦

略｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡ 

ＲＴ９２―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学 工学部 助教授 (郵政省電気通信技術審議会 

           ＰＨＳ高度利用促進技術委員会委員長) 

                      相田  仁氏 

日本電信電話㈱ 常務取締役 

           ＰＨＳ事業推進本部長 野村 秀樹氏 

ＤＤＩ東京ポケット電話㈱ 

        技術企画部長兼技術開発部長 平澤 弘樹氏 

国際電信電話㈱ 取締役 ｸ゙ ﾛーﾊ ﾙ゙ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ事業部長 

           (ＰＨＳーＭｏｕ議長) 村上 仁巳氏 

日本電信電話㈱ ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ研究所  

           ﾜｲﾔﾚｽﾏﾙﾁﾒﾃ ｨ゙ｱ研究部長 田中 利憲氏 

H.11.1.27(水) 

(9:00～17:30) 

 

3 実用化に向けての正念場｢次世代

ＣＤＭＡ実現への最終ハードルを

徹底検証｣ＩＲＰ課題、サービス展

開課題、製品化課題 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９３―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

(社)電波産業会          常務理事 若尾 正義氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱   無線ﾈｯﾄﾜーｸ開発部長 歌野 孝法氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

日本電気㈱ 移動通信システム事業部事業部長 松尾 義武氏 

松下通信工業㈱ 取締役     技術本部長 堀  龍之氏 

H.11.2.22(月) 

(9:00～17:30) 

 

4 緊急フォーラム(再編で変革する

新生ＮＴＴの)｢資材調達／研究開

発／ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱｻーﾋﾞｽの新たな方針

と具体戦略｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９４―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

(総合司会) 

ＮＴＴエレコトロニクス㈱     特別顧問 豊田 博夫氏 

日本電信電話㈱ 持株会社移行本部 

        第二部門 資材調達担当部長 草原 寛司氏 

日本電信電話㈱ 取締役 研究開発本部 

                 副本部長 鈴木 滋彦氏 

日本電信電話㈱ 顧問    Ｍ＆Ｅ準備室長 池田  茂氏 

H.11.2.24(水) 

(9:00～17:30) 

 

5 カーマルチメディアとＷーＣＤＭ

Ａ時代に向けた｢ＩＴＳにおける

情報提供サービスの展開｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９５―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

警察庁 交通局        交通規制課長 東川  一氏 

松下通信工業㈱   ＩＴＳ開発センター所長 浮穴 浩二氏 

日産自動車㈱        ＩＴＳ推進課長 石川 雅博氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾏﾙﾁﾒﾃ ｨ゙ｱ推進本部 

            ｹ゙ ーﾄｳｪｲﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ部長 榎  啓一氏 

H.11.3.1(月) 

(9:00～17:30) 

 

6 ｢急速な普及が進むＡＴＭネット

ワーク｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９６―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学 工学部           教授 青山 友紀氏 

日本電信電話㈱ 長距離・国際会社移行本部 

 ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾕーｻﾞ事業部 ﾃﾞーﾀﾈｯﾄﾜーｸｻーﾋ゙ ｽ部長 野村 雅行氏 

日本電気㈱ 企業通信ﾈｯﾄﾜーｸ事業部 

               事業部長代理 都筑 一雄氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ 取締役 

           ネットワーク研究所長 弓場 英明氏 

ｻﾞｲﾗﾝ･ｼ゙ ｬﾊ ﾝ゚㈱ 代表取締役 ﾁー ﾌ ｵﾌ  ゙ﾃｸﾉﾛｼﾞー  桑田 正輝氏 

H.11.3.24(水) 

(9:00～17:30) 
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7 ｢加速を迫られるエレクトロニッ

クコマース(電子商取引)の実現｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９７―  

(座長－基調講演)東京大学 工学部   教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学 法学部           教授 石黒 一憲氏 

通商産業省 機械情報産業局 

             情報政策企画室長 稲垣 史則氏 

(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀー 

            建設CALS/EC ｾﾝﾀー長 藤崎  強氏 

㈱ＮＴＴデータ 取締役   技術開発本部長 荒川 弘熙氏 

日本電気㈱ ＥＣ推進本部   販売推進部長 市川 清一氏 

H.11.3.31(水) 

(9:00～17:30) 

 

8 ｢次世代ＬＡＮを巡る熾烈な開発

競争ーＡＴＭ／ギガビットイーサ

／ファイバチャンネルの将来展

開｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９８―  

(ご挨拶)東京大学 工学部       教授 齊藤 忠夫氏 

(座長－総合司会)と基調講演 

東京大学先端科学技術研究センタ    教授 安田  浩氏 

㈱ＮＴＴデータ 技術開発本部 オープンシステムセンタ  

         ネットワーク技術担当部長 松田 栄之氏 

富士通㈱ ネットワークビジネス本部 

           ネットワーク企画部長 是友 春樹氏 

日本電信電話㈱ 長距離国際会社移行本部 ｿﾘｭーｼｮﾝ事業部 

        システムサービス部担当部長 松尾 直樹氏 

㈱ﾈｯﾄﾏーｸｽ 事業企画本部 技師長兼ﾌｧｲﾊ ﾁ゙ｬﾝﾈﾙ技術部長 

     (日本ﾌｧｲﾊ゙ ﾁｬﾝﾈﾙ協議会技術委員長) 新井 悠一氏 

日本ＩＢＭ㈱ ＥＳ事業 

         ﾓﾊ ｲ゙ﾙ&ﾈｯﾄﾜーｸ製品開発部長 青木 直孝氏 

H.11.4.6(火) 

(9:00～17:30) 

 

9 ｢本格導入に向けて動き出したＷ

ＤＭを展望する｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ９９―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

郵政省 通信政策局 技術政策課   調査官 雨宮  明氏 

高知工科大学 情報システム工学科   教授 島村 和典氏 

日本電信電話㈱ 理事 長距離国際会社移行本部  

          ビジネスユーザ事業部長 飯塚 久夫氏 

富士通㈱ 基幹通信事業本部   本部長代理 太田 幸一氏 

ＮＴＴエレクトロニクス㈱  代表取締役社長 伊澤 達夫氏 

H.11.4.16(金) 

(9:00～17:30) 

10 ｢２１世紀型社会の構築に向けた

情報通信インフラへの重点投資と

その課題｣(その１) 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１００―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

郵政省        政務次官(自由民主党) 佐藤 剛男氏 

郵政省 通信政策局        政策課長 小笠原倫明氏 

日本電信電話㈱           取締役 加藤 邦紘氏 

ユーユーネットジャパン㈱  代表取締役社長 杉山 逸郎氏 

日本電気㈱           専務取締役 杉山 峯夫氏 

H.11.4.27(火) 

(9:00～17:30) 

 

11 ｢情報化時代における物流システ

ムとＩＴＳの多角展開｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０１―  

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

通商産業省 産業政策局  産業流通政策課長 稲見 雅寿氏 

(社)日本ﾛｼ ｽ゙ﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ協会 ﾛｼ ｽ゙ﾃｨｸｽ情報化推進会議(CLIP) 

             主席 ｼｽﾃﾑ研究職 大久保秀典氏 

㈱セイノー情報サービス 取締役 

               企画推進部長 臼井  功氏 

富士通㈱ ＩＴＳ事業推進本部  本部長代理 中邨  浩氏 

三菱電機㈱ 理事 情報システム事業本部 

    副事業本部長 情報システム製作所長 香取 和之氏 

H.11.5.20(木) 

(9:00～17:30) 

 

12 ｢ＷーＣＤＭＡとマルチメディア

時代の次世代携帯端末の展開｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０２―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

東京大学先端科学技術研究センタ    教授 安田  浩氏 

上智大学 理工学部          教授 服部  武氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ 理事 研究開発本部  

              移動機開発部長 室田 和昭氏 

松下通信工業㈱                (人選中)氏 

富士通㈱ 移動通信端末事業本部 

           移動通信端末事業部長 都甲 昌邦氏 

H.11.5.25(火) 

(9:00～17:30) 
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13 ｢21 世紀の通信事業発展の鍵を握

るアクセスネットワークサービス

の政策と事業戦略｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０３―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

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 

              業務課課長補佐 藤野  克氏 

郵政省 電気通信局 電気通信事業部 

            データ課 課長補佐 玉田 康人氏 

日本電信電話㈱ ＮＴＴ東日本会社移行本部 

                 設備部長 橋本  信氏 

中央コリドー高速通信実験プロジェクト推進協議会 

                 事務局長 北村 彰啓氏 

H.11.6.9(水) 

(10:00～17:15) 

14 ｢ＩＭＴ2000／ＷーＣＤＭＡ・ｃｄ

ｍａ2000実現への最終局面｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０４―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

(社)電波産業会          常務理事 若尾 正義氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

H.11.6.15(火) 

(13:00～17:15) 

 

15 ｢ＩＭＴ2000／ＷーＣＤＭＡ・ｃｄ

ｍａ2000実現への最終局面｣(その

2) 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０５―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ 取締役 研究開発本部 

                 副本部長 木下 耕太氏 

富士通㈱            常務取締役 森寺 彰夫氏 

H.11.7.2(金) 

(13:00～17:15) 

 

16 ｢マルチ展開で実用化への飛躍を

迎えるＩＴＳ｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０６―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

建設省 道路局高度道路交通システム推進室長 

             (ＩＴＳ推進室長) 木村 昌司氏 

㈱東芝 情報・社会システム社 

            ＩＴＳ事業推進室長 曽我部正躬氏 

H.11.7.14(水) 

(13:00～17:15) 

 

17 ｢相次ぎ発表された次世代通信網

構想を展望する｣(その2) 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０７―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

日本電信電話㈱ 理事 ＮＴＴ長距離国際会社移行本部  

        メディア技術開発センタ所長 富田 修二氏 

      (7月1日付・NTT ｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝｽ゙ ㈱取締役就任予定) 

ＫＤＤ㈱ 常務取締役  ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ事業本部長 平田 康夫氏 

H.11.7.21(水) 

(13:00～17:15) 

18 ｢相次ぎ発表された次世代通信網

構想を展望する｣(その１) 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０８―  

(座長ー総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

日本テレコム㈱ 情報通信研究所   副所長 弓削 哲也氏 

第二電電㈱ 取締役       技術本部長 橘   薫氏 

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ 

            企画部 マネージャ 米山 直志氏 

H.11.7.26(月) 

(10:00～17:15) 

 

19 ｢次世代ネットワーク構想の狙い

と期待｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１０９―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

   (郵政省～次世代ネットワーク構想に関する懇談会座長) 

郵政省 電気通信局 

         電気通信技術システム課長 河内 正孝氏 

中央大学 総合政策学部        教授 直江 重彦氏 

H.11.8.5(木) 

(13:00～17:05) 

 

20 ｢ＩＰネットワーク時代に向けた

先進ＣＩＳＣＯ／ＮＥＣ等内外ベ

ンダの次世代技術・製品戦略｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１１―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

日本シスコシステムズ㈱ 

        ｻーﾋ ｽ゙ﾌ゚ ﾛﾊ ｲ゙ﾀ゙ ﾏーｹﾃｨﾝｸﾞ部長 木下  剛氏 

㈱日立製作所 通信ｼｽﾃﾑ事業本部 事業戦略統括ｾﾝﾀ 

             事業戦略企画部長 高瀬 昌彦氏 

富士通㈱ ネットワーク事業本部 

               開発統括部長 是友 春樹氏 

日本電気㈱ 伝送事業本部 

            ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ｴｷｽﾊﾟーﾄ 秋葉 賢一氏 

H.11.8.30(月) 

(10:00～17:00) 
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21 ｢(NTT ﾄﾞｺﾓ関連～実証実験の初公

開)IMT2000/WーCDMA･cdma2000 実

証実験の現状(その１)ｻーﾋ゙ ｽｲﾝの

鍵を握るキー技術と実現状況｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１０―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

奈良先端科学技術大学院大学      教授 山本 平一氏 

(ご挨拶)東京大学 工学部       教授 齊藤 忠夫氏 

NTT移動通信網㈱ 無線ﾈｯﾄﾜーｸ開発部 

                 主幹技師 大野 公士氏 

日本電気㈱ 理事 移動通信システム事業部長 松尾 義武氏 

富士通㈱ ネットワーク事業本部 

          移動ワイヤレス事業部長 岩淵 英介氏 

松下通信工業㈱ 

   移動通信ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀ所長兼ﾃﾚｺﾑ研究所長 本間 光一氏 

H.11.9.6(月) 

(10:30～17:00) 

ＹＲＰ 

 

22 ｢急速に進む！電話網からＩＰ網

へのマイグレーションシナリオ｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１２―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 工学部           教授 齊藤 忠夫氏 

日本電信電話㈱ 常務理事 

        情報流通ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫーﾑ研究所長 伊土 誠一氏 

日本電気㈱ 支配人 (交換移動通信事業本部) 木内 和宣氏 

日本ﾙーｾﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞー㈱ ｲﾝﾀﾈｯﾄﾜーｷﾝｸ゙ ･ｼｽﾃﾑ事業部 

    ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄ･ﾏーｹﾃｨﾝｸ  ゙ IP ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄﾏﾈーｼ ｬ゙ 根岸 竜也氏 

H.11.9.13(月) 

(10:00～17:00) 

 

23 ｢(KDD､日本ﾃﾚｺﾑ､DDI/IDO関連～実

証実験フォーラム)IMT2000/Wー

CDMA･cdma2000実証実験の現状(そ

の２)通信事業者と参加メーカが

見せる実験状況｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１３―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

奈良先端科学技術大学院大学      教授 山本 平一氏 

(ご挨拶)東京大学 工学部       教授 齊藤 忠夫氏 

ＫＤＤ㈱ ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ推進部 

         ＩＭＴ－２０００推進室長 安田  豊氏 

㈱日立製作所 通信システム事業本部 

      ＣＤＭＡシステム本部 副技師長 鈴木 俊郎氏 

日本テレコム㈱ 情報通信研究所 

        IMTー2000ﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ担当部長 松矢 幸丸氏 

日本エリクソン㈱ IMTー2000ﾌ ﾛ゚ﾀ゙ ｸﾄﾏﾈｼ ﾒ゙ﾝﾄ部 

 無線ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ担当 ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄﾏﾈーｼ ｬ゙ ピータブトヴィッチ氏 

第二電電㈱ 技術本部     技術開発部長 丸山 辰夫氏 

日本移動通信㈱ 技術部 

        IMTー2000実験ｸ ﾙ゙ーﾌ゚ ﾘーﾀ゙  相澤  進氏 

(富士通/沖電気/松下通工ｸ ﾙ゙ーﾌ゚ /ﾓﾄﾛーﾗ社、ﾙーｾﾝﾄ社)(代表者) 

H.11.9.17(金) 

(10:00～17:10) 

 

24 ｢市内通信網の早期構築展開イン

タネット時代に向けて急展開する

無線アクセスシステムへの取り組

みと事業戦略｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１４―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学先端科学技術センタ      教授 安田  浩氏 

(ご挨拶)ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ推進ﾌｫーﾗﾑ委員長 

         (東京大学 工学部 教授) 齊藤 忠夫氏 

NTTｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝｽﾞ㈱ ｿﾘｭーｼｮﾝ事業部 

           ﾊ゙ ﾘｭーﾃ゙ ﾍ゙ ﾛｯﾌ゚ ﾒﾝﾄ室長 谷本 佳巳氏 

ＫＤＤ㈱ 執行役員   ﾜｲﾔﾚｽﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ推進部長 伊藤 泰彦氏 

日本電気㈱ 無線事業本部 マイクロ波衛星通信システム本部  

                本部長代理 池田 紀芳氏 

H.11.9.21(火) 

(10:05～17:00) 

 

25 ｢ＩＭＴー２０００実現への最終

局面を徹底検証エリクソン／クア

ルコムのキーパーソンを交えたパ

ネル討論を含めて｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１５―  

(座長－ご挨拶)ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ推進ﾌｫーﾗﾑ委員長 

         (東京大学 工学部 教授) 齊藤 忠夫氏 

(総合司会及び基調講演)上智大学 理工学部 

                   教授 服部  武氏 

エリクソン社 ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾏーｹﾃｨﾝｸ゙ 本部 

  IMT ｰ2000 ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄﾏﾈｼ ﾒ゙ﾝﾄ部長 ダスタブ ブリスクリン氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

H.11.9.28(火) 

(9:40～17:15) 
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26 ｢定額料金/常時接続通信ネットワ

ークーを取り巻く環境の激変と事

業の抜本的構造改革郵政省～2005

年に向けた次世代ネットワーク構

想の狙いと期待｣ 

― マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ１１６―  

(座長－ご挨拶)ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱ推進ﾌｫーﾗﾑ委員長 

         (東京大学 工学部 教授) 齊藤 忠夫氏 

郵政省 電気通信局  電気通信システム課長 久保田誠之氏 

中央大学 総合政策学部        教授 直江 重彦氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 取締役 

          ビジネスユーザ事業部長 飯塚 久夫氏 

H.11.9.30(木) 

(10:00～17:15) 

 

27 ｢本格導入に向けていよいよ動き

出たＤＳＬ｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１１７―  

(座長－総合司会及び基調講演) 

郵政省｢高速ﾃ ｼ゙ ﾀ゙ﾙｱｸｾｽ技術に関する研究会座長 

         (東京大学 工学部 教授) 齊藤 忠夫氏 

郵政省 電気通信局  電気通信システム課長 久保田誠之氏 

東京めたりっく通信㈱    代表取締役社長 小林 博昭氏 

H.11.10.21(木) 

(13:00～17:15) 

28 ｢本格導入に向けていよいよ動き

出したＤＳＬ｣(その２) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１１８―  

(座長－総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 

(郵政省｢高速ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙｱｸｾｽ技術に関する研究会｣座長) 

                      齊藤 忠夫氏 

東日本電信電話㈱ 技術部    技術部門長 成宮 憲一氏 

ｱﾙｶﾃﾙｲﾝﾀ ﾈーｯﾄﾜー ｷﾝｸ゙ ㈱   ﾁー ﾌ ｵﾌ゙  ﾃｸﾉﾛｼﾞー  桑田 政輝氏 

住友電気工業㈱ ｼｽﾃﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究開発ｾﾝﾀー  

         ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ開発ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  部長 村瀬  亨氏 

日本電気㈱ データ通信事業部 第三開発部長 久保田雄二氏 

H.11.10.26(火) 

(9:35～17:15) 

 

29 ｢定額ＩＰ接続サービスに向けた

ＩＳＰ各社の戦略｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１１９―  

(座長－総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 

         (ﾏﾙﾁﾒﾃ ｨ゙ｱ推進ﾌｫー ﾗﾑ委員長) 齊藤 忠夫氏 

東日本電信電話㈱         営業部長 古賀 哲夫氏 

ＮＴＴサテライトコミュニケーションズ㈱ 

              代表取締役社長 鮫島 秀一氏 

ダイレクトインターネット㈱ 代表取締役社長 花岡 隆一氏 

武蔵野三鷹ケーブルテレビ㈱     取締役 宮地  孝氏 

H.11.10.29(金) 

(9:30～17:10) 

 

30 ｢ＩＴＳのビジネス展開と 60 兆円

市場を展望する｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２０―  

(座長－総合司会及び基調講演) 東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

建設省道路局 高度道路交通システム推進室長 

             (ＩＴＳ推進室長) 木村 昌司氏 

通商産業省 機械情報産業局 自動車課 

               ＩＴＳ進室長 荒田 良平氏 

日本電気㈱      ＩＴＳ事業推進本部長 古屋  守氏 

H.11.11.4(木) 

(10:55～17:00) 

 

31 ｢ＷＤＭ時代のネットワーキング

戦略を展望する｣(その１) 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２１―  

(座長－総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

日本電気㈱ 伝送事業本部 第三伝送通信事業部 

               事業部長代理 上河  深氏 

日本ﾙー ｾﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼ゙ ｰ㈱ ｵﾌ゚ ﾃｨｶﾙ ﾈｯﾄﾜ ｷーﾝｸ ｸ゙ ﾙ゙ ﾌーﾟ 

             シニアエンジニア 宮下 泰彦氏 

富士通㈱ ﾄﾗﾝｽﾎ゚ ﾄー事業本部 光ﾈｯﾄﾜ ｸーｼｽﾃﾑ事業部 

             ｼｽﾃﾑ部 担当部長 谷村 勝博氏 

H.11.11.9(火) 

(10:00～17:15) 

 

32 ｢実用は始まった端末間を無線で

結ぶ次世代技術｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２２―  

(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 

(ご挨拶)東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

インテル㈱ ﾊ゚ ｯｹ ｼーﾞ技術開発武ﾏﾈー ｼ゙ ｬ&ﾓﾊ ｲ゙ﾙｻﾎ゚ ﾄーｵﾍ ﾚ゚ ｼーｮﾝｽ゙  

                マネージャ 石田 謙三氏 

シャープ㈱ 技術本部 

       ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀー  NBﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄﾘ ﾀー  ゙ 宇野 裕史氏 

日本アイ・ビー・エム㈱ ＥＳ事業 ﾓﾊ ｲ゙ﾙ&ﾈｯﾄﾜ ｸー製品担当 

                   部長 青木 直孝氏 

H.11.11.18(木) 

(10:25～17:15) 
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33 ｢地域からのＩＴＳ展開戦略と課

題を考える｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２３―  

(座長－総合司会)東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

(基調講演)名古屋大学 大学院 工学研究科 

 土木学専攻社会資本計画学講座 都市計画・交通計画 

                   教授 河上 省吾氏 

関西経済連合会 ＩＴＳ研究会座長 

   (西日本電信電話株 代表取締役副社長) 上野 至大氏 

建設省 北陸地方建設局 新潟国道工事事務所 

                   所長 徳山日出男氏 

H.11.11.26(金) 

(12:45～17:15) 

 

34 ｢ＩＰネットネットワーク時代の

ソリュウーション／システムマネ

ージメントビジネスを展望する｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２４―  

(座長－総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

㈱インタネット総合研究所 取締役  

           ネットワーク事業部長 大和田廣樹氏 

ＮＴＴ－ＭＥ㈱      代表取締役副社長 石川  宏氏 

沖電気工業㈱          常務取締役 畑  和徳氏 

ノーテルネットワーク社(加)     (カナダ本社～人選中) 

H.11.11.30(火) 

(９:05～17:15) 

 

35 ― クアルコム副会長 ｱﾝﾄ゙ ﾘｭｰ・ﾋ゙ ﾀ

ｰﾋﾞ博士が将来戦略を語る―  

｢次世代システムへと発展する

cdmaOne｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２５―  

(座長－総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授 

   (郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

クアルコム        副会長 アンドリュー・ビタービ 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

㈱東芝 ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙﾒﾃ ｨ゙ｱ機器社 移動通信技術部長 沢 豊太郎氏 

㈱日立製作所 情報ﾒﾃ ｨ゙ｱ本部    副技師長 岡本 貞二氏 

三洋電機㈱ ﾊ゚ ｿーﾅﾙ通信事業部  副事業部長 鵜狩 武則氏 

H.11.12.７(火) 

(10:00～17:10) 

 

36 本格的なﾓﾊ ｲ゙ﾙｲﾝﾀﾈｯﾄ時代の到来 

｢ｉモードで始まった情報提供サ

ービスおその将来展開／｢ｉ｣の次

は何か？どう飛躍するのか？｣ 

― マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２６―  

(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 

東京大学 先端科学技術センタ     教授 安田  浩氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾏﾙﾁﾒﾃ ｨ゙ｱ事業本部  

             ｹ゙ ﾄーｳｪｲﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ部長 榎  啓一氏 

日本電気㈱                      氏 

ｺﾝﾊ゚ ｯｸｺﾝﾋ゚ ｭー ﾀ㈱ ｼｽﾃﾑ統括本部  

      東日本第三ｼｽﾃﾑ本部 ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 押田 賢一氏 

デジタルストリート社      代表取締役 今泉 隆照氏 

デジタルストリート社        取締役 今泉 毅彦氏 

H.11.12.17(金) 

(10:00～17:10) 

 

 


