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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12年 － 

 
1 ｉモードで始まった情報提供サー

ビス時代の展開を考える(その 2) 
NTTDoCoMo の｢i ﾓー ﾄ ｣゙ｻー ﾋ゙ ｽとその

将来展開 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２７— 

(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  

             ｿﾘｭー ｼｮﾝﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ部長 萩原 英二氏 

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 ｺﾝﾃﾝﾂ企画担当部長 夏目  剛氏 

㈱バンダイ 開発本部  ﾆｭ ﾌー ﾛ゚ﾊ゚ ﾃｨ開発部長 林  俊樹氏 

さくら銀行 ﾈｯﾄﾜ ｸー業務部 企画ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  次長 沖  雅直氏 

松下通信工業㈱   ﾊ゚ ｿーﾅﾙｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ事業部長 脇   冶氏 

H.12.1.14(金) 

(9:30～17:15) 

 

2 —見えてきたＶｏＩＰの実用化— 
｢本格化するＶｏＩＰサービスの

実像に迫る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２８— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

NTTｺﾐｨﾆｹ ｼーｮﾝｽ゙ ㈱ ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾕー ｻﾞ事業部 IPﾈｯﾄﾜー ｸｻ ﾋー ｽ゙部 

ﾈｯﾄﾜ ｸー開発担当部長 西郷 英敏氏 

Clarent Co.ｱｼ゙ ｱﾊ ｼ゚ﾌｨｯｸ 代表取締役社長 Ｍａｈａｎ Ｗｕ氏 

ＫＤＤ㈱              取締役 平田 康夫氏 

H.12.1.18(火) 

(10:00～17:15) 

 

3 実 用 化 が 目 前 に 迫 っ た

Bluetooth(その 2) 
｢次世代無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽとしての

Bluetoothを検証｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１２９— 

(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 大学院 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 

ﾉｷｱｼ ｬ゙ﾊ゚ ﾝ㈱ ﾉｷｱﾘｻ ﾁーｾﾝﾀ ｼﾆｱﾘｻ ﾁー ﾏﾈ ｼー ｬ゙ Dr.Jari.Vaario 

㈱東芝 ﾃ゙ ｨｼ ﾀ゙ﾙﾒﾃ゙ ｨｱ機器社 ﾊ ｿ゚ｺﾝ開発部 主幹  竹林 洋一氏 

NTT移動通信網㈱ 無線ﾈｯﾄﾜ ｸー開発部 主席技師 田中 利憲氏 

H.12.1.20(木) 

(10:30～17:15) 

 

4 ＷＤＭ時代のﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ戦略を展

望する(その 2) 
｢テラビット時代のＷＤＭ構築戦

略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３０— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

東京大学 工学部           教授 青山 友紀氏 

㈱ＫＤＤ研究所           取締役 秋葉 重幸氏 

日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 情報通信研究所  

ﾈｯﾄﾜ ｸーｼｽﾃﾑｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 課長 山崎 吉晴氏 

㈱日立製作所 通信ｼｽﾃﾑ事業本部 光伝送本部 

光ﾈｯﾄﾜ ｸー部 統括部長 尾島 正啓氏 

H.12.1.27(木) 

(9:25～17:00) 

 

5 ＩＴＳから展開する新しい情報通

信システム(その１) 
｢新しいＩＴＳサービスを生み出

す大容量ＤＳＲＣ／ＩＭＴ２００

００の利用｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３１— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

東京大学 工学部           教授 青山 友紀氏 

沖電気工業㈱ 交通システム事業部  技師長 福井良太郎氏 

日本電気㈱ 無線通信事業部 ITS統括ﾏﾈー ｼ゙ ｬ 吉田 泰玄氏 

富士通㈱ ＩＴＳ事業推進本部   技術部長 堀松 哲夫氏 

H.12.2.4(金) 

(9:25～17:00) 

 

6 ｢トライアルからビジネス展開に

入るＤＳＬ｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３２— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

郵政省 電気通信局  電気通信技術ｼｽﾃﾑ課長 久保田誠之氏 

東日本電信電話㈱ 技術部    技術部門長 成宮 憲一氏 

イーアクセス㈱ 代表取締役社長 

(CEO-最高経営責任者) 千本 倖生氏 

イーアクセス㈱ 取締役(CTO-最高経営責任者) 小畑 至弘氏 

ＤＳＬアクセス基盤協議会 事務局 (三井物産㈱ 

ﾃﾚｺﾑ事業部 通信事業営業部 ﾏﾈ ｼー ｬ゙) 鴨下 隆一氏 

H.12.2.16(水) 

(9:30～17:15) 
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7 実 用 化 が 目 前 に 迫 っ た

Bluetooth(その３) 
｢次世代無線インタフェースとし

てのBluetoothを検証｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３３— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

東京大学 工学部           教授 青山 友紀氏 

㈱ＫＤＤ研究所           取締役 秋葉 重幸氏 

日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 情報通信研究所  

ﾈｯﾄﾜ ｸーｼｽﾃﾑｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 課長 山崎 吉晴氏 

㈱日立製作所 通信ｼｽﾃﾑ事業本部 光伝送本部 

光ﾈｯﾄﾜ ｸー部 統括部長 尾島 正啓氏 

H.12.2.18(金) 

(12:30～17:20) 

 

8 ＷＤＭ時代のネットワーキング戦

略を展望する(その３) 
｢テラビット時代のＷＤＭ構築戦

略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３４— 

(座長－総合司会)東京大学 大学院 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 

日本電信電話㈱ ネットワークサービスシステム研究所 

STM系ﾈｯﾄﾜー ｸ構造改革ﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ 担当部長 中山 久男氏 

東京通信ネットワーク㈱(TTNET)   技術部長 宮崎 光夫氏 

ＮＴＴエレコトロニクス㈱     技術部長 本杉 常治氏 

H.12.2.29(火) 

(12:25～17:15) 

 

9 次世代移動通信の展開と課題を予

測する(その１) 
｢ｉモード｣からIMT-2000の｢ﾓﾊ ｲ゙ﾙ

ｲﾝﾀﾈｯﾄ｣への展開 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３５— 

(座長－総合司会) 

東京大学 先端科学技術研究センター  教授 安田  浩氏 

東京大学 大学院 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 

ＮＴＴ移動通信網㈱       常務取締役 進藤 秀一氏 

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㈱ ﾓﾊ ｲ゙ﾙｺﾐｭﾆｹ ｼーｮﾝ事業部  本部長 松尾 良雄氏 

H.12.3.2(木) 

(10:00～17:15) 

 

10 ワイヤレスネットワーク構築展開 
｢インタネット時代に向けて機体

されるワイヤレスアクセスへの取

り組みと事業戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３６— 

(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 

(基調講演) 東京大学 大学院 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 

ＮＴＴ移動通信網㈱   無線リンク開発部長 橋本  明氏 

日本電気㈱ Ｃ＆Ｃ基盤研究所  統括ﾏﾈ ｼー ｬ゙ 野田 誠一氏 

富士通㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸー事業本部 第二ｼｽﾃﾑ統括部長 中村 昴三氏 

H.12.3.6(月) 

(10:00～17:15) 

 

11 ｅ－ビジネスとインタネット(その

１) 
｢ｅ－ビジネスがもたらすインタ

ネットビジネスの構造変化｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３７— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 先端科学技術研究センター  教授 安田  浩氏 

(ご挨拶)東京大学 大学院 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 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱    取締役 井上 英夫氏 

日本電気㈱ ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱｻー ﾋ゙ ｽ構築運営本部 

本部長 瀧澤 三郎氏 

ＡＯＬジャパン㈱        常務取締役 北原 保之氏 

H.12.3.13(月) 

(9:30～17:15) 

 

12 ｢トライアルからビジネス展開に

入るＤＳＬ｣(その２) 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３８— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

富士通㈱ ﾄﾗﾝｽﾎ゚ ﾄー事業本部 基盤技術統括部長 土屋  彰氏 

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  主任研究員 松本 一也氏 

(米)ｾﾝﾄﾘｱﾑ社 ＣＴＯ(技術最高責任者)  Mr.Shahin Hedeyat 

H.12.3.23(木) 

(9:30～17:15) 

 

13 第四世代移動通信の展開と課題を

予測する(その１) 
｢次次世代のモバイルインタネッ

トにおける第４世代移動体通信方

式を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１３９— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 先端科学技術研究センター  教授 安田  浩氏 

(ご挨拶)東京大学 大学院 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 

ＫＤＤ㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸー事業本部 ﾜｲﾔﾚｽﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ推進部 

ＩＭＴ－２０００推進室長 安田  豊氏 

ＮＴＴ移動通信網㈱ 取締役  ﾜｲﾔﾚｽ研究所長 中嶋 信生氏 

H.12.4.7(金) 

(12:30～17:15) 
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14 ｢次世代インタネットにおけるＱ

ＯＳ戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４０— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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)東京大学 工学系研究科  助教授 森川 博之氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ ビジネスユーザ事業部 

IP ﾈｯﾄﾜ ｸーｻー ﾋ゙ ｽ部 ﾈｯﾄﾜー ｸ開発 担当部長 西郷 英敏氏 

日本電気㈱ 伝送事業本部  

第一伝送通信事業部長 広崎膨太郎氏 

H.12.4.14(金) 

(12:30～17:20) 

 

15 ｅ－ビジネスとインタネット(その

２) 
｢成熟社会がインタネットビジネ

スを更に加速させる｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４１— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 

先端ビジネス開発センター 所長 遊佐  洋氏 

ニフティ㈱           常務取締役 下浦 敏治氏 

H.12.4.17(月) 

(12:30～17:15) 

 

16 時代がＰＨＳにマッチしてきた 
｢俄然注目され出したＰＨＳの新

展開を探る｣(1) 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４２— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

ＮＴＴ移動通信網㈱       常務取締役 野村 秀樹氏 

ＤＤＩポケット㈱ 取締役     技術部長 平澤 弘樹氏 

東京通信ネットワーク㈱ 専務取締役 

アステル事業本部長 吉川  稔氏 

松下通信工業㈱  

マルチメディア通信事業開発センター 所長 村田栄一郎氏 

H.12.4.24(月) 

(9:20～17:10) 

 

17 ｢Internet to the Home(ITTH)への

新たな展開｣(1) 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

㈱ＮＴＴ－ＭＥ     代表取締役 副社長 石川  宏氏 

日本インターネット協会 

          (㈱インターネット戦略研究所 会長) 高橋  徹氏 

H.12.4.25(火) 

(12:30～17:10) 

 

18 次世代移動通信の展開と課題を予

測する(その２) 
｢日／欧／米で多角展開するモバ

イルインタネットサービスを探

る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４４— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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) 上智大学 理工学部    教授 服部  武氏 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄ ｺ゙ﾓ     ﾌ ﾗ゚ｯﾄﾎー ﾑﾋ ｼ゙ﾞﾈｽ部長 坪井  了氏 

第二電電㈱ 移動体通信本部  

商品企画部 担当部長 高橋  誠氏 

テレコム イタリア CSELTﾃ ｨ゙ﾚｸﾀー   

欧州ACTS標準化責任者 Colombo Giovanni 

H.12.5.15(月) 

(9:00～17:00) 

 

19 第四世代移動通信の展開と課題を

予測する(その２) 
｢移動体インタネットサービスの

展開｣(1) 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４５— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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)東京大学 工学系研究科  助教授 森川 博之氏 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄ ｺ゙ﾓ   マルチメディア研究所長 中野 博隆氏 

ボーダフォン アエタッチ社 

         ﾊ ｲ゙ｽﾌ ﾚ゚ｼ゙ ﾃ゙ ﾝﾄ ﾁ ﾌーｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ Dr.William C.Y.Lee 

ロンドン大学 ﾃﾚｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ研究ｾﾝﾀ 教授 

          (兼 キングス大学 教授) Hamid Aghvami 

H.12.5.18(木) 

(9:00～17:00) 

 

20 Internet to the Home(ITTH)への

新たな展開(1) 

｢動き出した ITTH 市場－競争の激

化と各社の事業展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４６— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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 

東京大学 先端科学技術研究センター  教授 安田  浩氏 

日本電信電話㈱    ｱｸｾｽｻー ﾋ゙ ｽｼｽﾃﾑ研究所長 白川 英俊氏 

エル・シー・ブイ㈱       常務取締役 小松 秀重氏 

㈱ＫＤＤテクノロジー    代表取締役社長 斉藤 利治氏 

H.12.5.22(月) 

(9:30～17:15) 
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21 新しいＩＴＳの展開 
｢21 世紀に向けた車への情報提供

サービスを探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４７— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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 

(財)道路交通情報通信システムセンター 

(ＶＩＣＳセンター)常務理事 青木 知之氏 

㈱日本緊急通報サービス(HELPNET)  業務部長 市川 幸雄氏 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄ ｺ゙ﾓ ゲートウェイビジネス部  

ＩＴＳ事業推進室長 黒川 勢一氏 

H.12.5.26(金) 

(12:30～17:15) 

 

22 インタネット時代の必須条件 
｢ますます必要性の高まるセキュ

リティ事業｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４８— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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 

通商産業省 機械情報産業局 

情報セキュリティ政策室長 東井 芳隆氏 

情報処理振興事業協会(ＩＰＡ) 

セキュリティーセンター 研究員 田淵 治樹氏 

㈱日立製作所 サービス事業部 ﾈｯﾄﾜ ｸーｼｽﾃﾑ本部 

インターネット設計部長 畠山 靖彦氏 

㈱ﾗｯｸ 不正ｱｸｾｽ対策事業本部  取締役本部長 三輪 信雄氏 

日本電気㈱ ＮＥＣソリューションズ 支配人 発田  弘氏 

H.12.6.9(金) 

(9:40～17:15) 

 

23 第四世代移動通信の展開と課題を

予測する(その３) 
｢移動体インタネットサービスの

展開｣(２) 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１４９— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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 

上智大学 理工学部          教授 服部  武氏 

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㈱ ＮＥＣソリューションズ 

ＢＩＧＬＯＢＥサービス事業本部長 三谷 一二氏 

富士通㈱ 常務取締役 

ﾈｯﾄﾜ ｸー本部長 (Nifty担当を含む) 古河 建純氏 

H.12.6.12(月) 

(10:15～17:15) 

 

24 －注目が集まる 新たなネットワ

ーク付加価値事業 
｢ＩＰネットワーク上に急がれる

データセンター構想｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５０— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

グローバルセンター・ジャパン㈱   副社長 大和田廣樹氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 取締役 

メディア技術開発センター 所長 富田 修二氏 

日本電気㈱           専務取締役 吉川 英一氏 

富士通㈱            常務取締役 古河 建純氏 

H.12.6.21(水) 

( 9:30～17:10) 

 

25 －ネットワークのサービスと品質

を展望する－ 
｢次世代インターネットにおける

ＱＯＳ戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５１— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 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 

ＮＴＴアドバンステクノロジー㈱ 

トラヒックサーチセンタ 所長 川島幸之助氏 

日本テレコム㈱ 情報通信研究所 研究部門 課長 米田  進氏 

シスコシステムズ㈱ エンタープライズ マーケティング部 

プロダクトマネージャ 江坂 英夫氏 

富士通㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸー事業本部 ｿﾌﾄｳｪｱ事業本部長付 宮澤 君夫氏 

H.12.6.26(月) 

(10:00～17:00) 

 

26 次世代移動通信の展開と課題を予

測する(その 3) 
｢モバイルインターネットにおけ

るＱＯＳを検証する｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５２— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

東京大学 工学系研究科       助教授 森川 博之氏 

日本電信電話㈱ ｻー ﾋ゙ ｽｲﾝﾃｸ゙ ﾚー ｼｮﾝ基盤研究所 情報流通ｻ ﾋー ｽ゙ 

ｱｸｾｽﾒﾝﾄﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ       ﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄﾏﾈ ｼー ｬ゙ 杉岡  寛氏 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄ ｺ゙ﾓ 取締役   ﾈｯﾄﾜー ｸ研究所長 弓場 英明氏 

H.12.7.7(金) 

(10:45～17:00) 
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27 ｅ－ビジネスとインターネット(そ
の 3) 
｢社会・経済変革に向けたｅ－ビジ

ネスの展望｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 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 

通商産業省 機械情報産業局 電子政策課 課長  安延  申氏 

㈱ＮＴＴデータ 取締役 

新世代情報サービス事業本部長 宇治 則孝氏 

ＮＴＴソフトウェア㈱    代表取締役社長 鶴保 征城氏 

日本アイ・ビー・エム㈱ 常務取締役 

ｅ－ビジネス事業担当 木村 正治氏 

H.12.7.14(金) 

( 9:20～17:10) 

 

28 アクセスネットワークを展望する 
｢新たな局面を迎えた高速インタ

ーネットアクセスの展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５４— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 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  久保田誠之氏 

㈱東急ケーブルテレビジョン 取締役 

ネットワークシステム部長 有馬 尉彰氏 

東京めたりっく通信㈱    代表取締役社長 小林 博昭氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 

光ネットワーク事業本部 アクセス事業部長 井上 憲治氏 

H.12.7.21(金) 

( 9:00～17:00) 

 

29 ｢インターネット革新に向けたオ

プティカルネットワークの展望｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５５— 

(座長－総合司会) 

東京大学 大学院 工学研究科 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)電気通信大学 情報通信工学科 教授 三木 哲也氏 

日本電信電話㈱    ｱｸｾｽｻー ﾋ゙ ｽｼｽﾃﾑ研究所長 白川 英俊氏 

ＫＤＤ㈱ 執行役員 ネットワーク事業本部 

ワイヤレスビジネス推進部長 伊藤 泰彦氏 

富士通㈱ トランスポート事業本部  

光システム事業部 担当部長 副島 哲男氏 

ＭＣＩワールドコム・ジャパン㈱ 

マーケティング部長 高岡 利光氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 光ネットワーク事業本部 

トランスポート事業部 ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ｴｷｽﾊﾟー ﾄ  明石  文雄氏 

H.12.7.26(水) 

( 9:20～17:15) 

 

30 ＷＬＬとＦＷＡによるアクセス網

の構築 

｢インターネットアクセスとして

の無線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－ラム

ＰＡＲＴ１５６— 

(座長－総合司会) 

東京大学 大学院 工学研究科 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)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏 

ＮＴＴコミニュケーションズ㈱ 経営企画部 

ローカルアクセスタスクフォース 担当部長 田代 道郎氏 

ＫＤＤウインスター㈱    代表取締役社長 阿部 宗男氏 

㈱東芝 情報･社会システム社 

通信システム事業部 副事業部長 閏井  清氏 

H.12.8.21(月) 

(10:00～17:00) 

 

31 全てが無線接続になるのか 

｢ブルーツースをコアに展開する

次世代無線インタフェース｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５７— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

(社)電波産業会 ＭＭＡＣ ５GHz特別部会 主査 大澤 智喜氏 

㈱東芝 デジタルメディアネットワーク社 

Bluetooth事業推進室長 日比 健二氏 

H.12.8.29(火) 

(13:00～17:00) 
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32 通信／放送癒合時代の幕開け 

｢デジタル放送をトリガに始まる

放送事業大変革への展望｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５８— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

郵政省 放送行政局 放送政策課   企画官 安藤 友裕氏 

日本放送協会 総合企画室(デジタル放送推進) 

統括担当部長 三宅  誠氏 

㈱東京放送 ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ局 企画開発担当部長 白根 英路氏 

㈱ジュピターテレコム    代表取締役社長 石橋 庸敏氏 

日本電信電話㈱ サービスインテグレーション基盤研究所 

衛星通信プロジェクト リーダ・主幹研究員 風間 宏志氏 

日本電気㈱ 放送映像事業本部 

企画統括マネージャ 高橋  博氏 

H.12.8.30(水) 

(9:00～17:25) 

 

33 次世代移動通信の展開と課題を予

測する(その３) 

｢事業化が決定したｃｄｍａ２０

００の課題と戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１５９— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

第二電電㈱ 移動体通信本部  事業戦略部長 冲中 秀夫氏 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

㈱日立製作所 社会・ネットワークシステム事業部 

副事業部長 古川 一夫氏 

日本ルーセント・テクノロジー㈱    顧問 宮田 良明氏 

三星電子㈱         理事 Ｍｒ.Ｈｕｎｇ Ｓｏｎｇ 

H.12.9､4(月) 

(9:00～17:15) 

 

34 －動き出したデータ・音声統合ア

クセス市場－ 

｢統合アクセスに向けたＤＳＬ展

開への展望｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６０— 

(座長－総合司会) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 経営企画部 

ローカルアクセスタスクフォーズ 担当部長 田代 道郎氏 

日本テレコム㈱         専務取締役 松尾益二郎氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス ネットワークスソリュー

ション推進本部 

ソリューション戦略・統括マネージャー 清水  洋氏 

H.12.9.18(月) 

(10:00～17:00) 

 

35 ＩＴＵ－Ｒで議論が始まった 

｢第四世代移動体通信の取り組み

と展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６１— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

(社)電波産業会          常務理事 佐々木秋穂氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 理事  

ワイヤレス研究所長 室田 和昭氏 

日本電気㈱ ＮＥＣネットワークス 

モバイルネットワーク事業部 システム開発部長 鬼頭 英二氏 

H.12.10.2(月) 

(10:30～17:00) 

 

36 グローバルなモバイルインターネ

ット展開 

｢次世代ＷＡＰによるモバイルイ

ンターネットの現状と今後の展

開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６２— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

第二電電㈱ 移動体通信本部 商品企画部 

担当部長 高橋  誠氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

マルチメディア開発部長 石垣昭一郎氏 

フォンドットコムジャパン㈱ 

プロダクト・マーケティング部 マネージャー 常山 宏彰氏 

Ｊ－フォーン㈱         常務取締役 橋野  武氏 

H.12.10.10(火) 

(10:00～17:00) 
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37 Ｅ－ビジネス成功の鍵」は何か！ 

｢インターネット社会とサービス

展開の課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

国際大学 グローコム         教授 青柳 武彦氏 

慶応義塾大学 大学院 経営管理研究科 教授 

兼ビジネススクール 教授 国領 二郎氏 

㈱第一興商 衛星放送事業部      次長 桃井 隆良氏 

㈱モバイル・ネット・ラボ(※ジェイサイド・ドット・コム関連) 

              代表取締役社長 松本  裕氏 

㈱デジキューブ 社長室広報担当 

アシスタントマネージャー 立川 泰志氏 

H.12.10.16(月) 

(９:00～17:00) 

 

38 注目が集まる 新たなネットワー

ク付加価値事業 

｢データセンタビジネスと新しい

ネットワークサービス｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６４— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

モビマジック㈱       代表取締役社長 廣野 正彦氏 

インターネットマルチフィード 技術部 次長 外山 勝保氏 

東日本電信電話㈱ 取締役 法人営業本部 副本部長 

システムサービス部長 中嶋登喜雄氏 

ＭＣＩﾜー ﾙﾄ ｺ゙ﾑ･ｼ゙ ｬﾊ ﾝ゚㈱ 経営企画部  次長 生田 隆由氏 

H.12.10.26(木) 

(９:00～17:05) 

 

39 21世紀に向けた日本のIT戦略課題

を検証する(1) 

｢｢ケイタイ｣移動通信端末で展開

するＩＴ社会｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６５— 

(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 大学院 工学研究科 教授 齊藤 忠夫氏 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長)   

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

ゲートウェイビジネス部 担当部長 高木 一裕氏  

㈱ディディアイ(KDDI) 理事 移動体事業企画部 

技術戦略グループリーダ 沖中 秀夫氏 

日本電気㈱ 執行役員 ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾀ ﾐーﾅﾙ事業本部長 中村  勉氏 

松下通信工業㈱   ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱｿﾘｭー ｼｮﾝ研究所長 落合 秀広氏 

H.12.11.20(月) 

(９:00～17:00) 

 

40 注目が集まる電話サービス事業の

将来展開 

｢次世代ネットワークとＶｏＩＰ

サービス｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６６— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｻー ﾋ゙ ｽｼｽﾃﾑ研究所 

プロジェクトマネージャー 担当部長 三宅  功氏 

日本テレコム㈱ 情報通信研究所   副所長 弓削 哲也氏 

日本電気㈱ NECﾈｯﾄﾜー ｸｽ ﾈｯﾄﾜー ｸｼｽﾃﾑ事業本部 

IP ﾈｯﾄﾜ ｸー事業部 技術統括ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 松本  隆氏 

富士通㈱ 移動・ワイヤレスシステム事業部 

ＩＰプロジェクト部 プロジェクト課長 樋口  守氏 

H.12.11.24(金) 

(９:00～17:00) 

 

41 ﾈｯﾄﾜー ｸﾌ゚ ﾛｾｯｻはﾈｯﾄﾜー ｸ革命の担い

手か(その1) 

｢ネットワークプロセッサ(NPU)と

次世代網｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６７— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

大阪大学 ｻｲﾊ゙ ﾒーﾃ゙ ｨｱｾﾝﾀー  先端ﾈｯﾄﾜ ｸー環境研究部門 

教授 工学博士 村田 正幸氏 

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開発センター長 斎藤 馨一氏 

インテル㈱         通信技術本部長 高橋 恒雄氏 

IP ﾈｯﾄﾜ ｸー事業部 技術統括ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 松本  隆氏 

モトローラ㈱ 半導体セクタ ＮＣＳＧ－ジャパン 

ﾈｯﾄﾜ ｷーﾝｸ ･゙ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝｽ ･゙ｼｽﾃﾑ製品部長 伊南 恒志氏 

H.12.11.28(火) 

(９:00～17:00) 

 

42 IT社会の一翼を担う 

｢ＤＳＲＣ(information-shower)

で飛躍する21世紀に向けたＩＴＳ

展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６８— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課 課長  筬島  専氏 

(社)電波産業会          常務理事 若尾 正義氏 

日本電気㈱ NEC ﾈｯﾄﾜ ｸーｽ ITSｿﾘｭ ｼーｮﾝ推進本部長 前川   誠氏 

㈱デンソー        ＩＴＳ技術一部長 時津 直樹氏 

H.12.12.５(火) 

(10:10～17:00) 
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43 トリノ世界大会を終えて 

｢ＩＴＳ市場に新しい展開はある

のか｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１６９— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 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        ＩＴＳ推進室 木村 昌司氏 

通商産業省 機械情報産業局 自動車課 

ＩＴＳ推進室長 荒田 良平氏 

東京都 環境局 自動車公害対策本部 

                副参事(交通需要ﾏﾈｼ ﾒ゙ﾝﾄ担当) 藤井 寛行氏 

三菱重工業 機械事業本部 ITS推進室 副室長 野口 直志氏 

H.12.12.18(月) 

(９:30～17:00) 

 

44 21世紀に向けた日本のIT戦略課題

を検証する(1) 

｢ＩＴ革命に向けた光通信網の展

開戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１７０— 

(座長－総合司会) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 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 久保田誠之氏 

日本電信電話㈱      代表取締役副社長 立花 佑介氏 

㈱ユーズコミュニーケーションズ   取締役 藤本 篤志氏 

イー・アクセス㈱      取締役 ＣＴＯ 小畑 至弘氏 

H.12.12.19(火) 

(９:00～17:00) 

 

45 21世紀に向けた日本のIT戦略課題

を検証する(2) 

｢拡大をつづける移動体事業への

各社の対応戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ１７１— 

(座長－基調講演) 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

(郵政省～電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏 

(総合司会)東京大学 先端科学技術ｾﾝﾀー  教授 安田  浩氏 

上智大学 理工学部          教授 服部  武氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ   常務取締役 小野 伸治氏 

日本電気㈱  取締役常務 カンパニー副社長 馬場 征彦氏 

三菱電機㈱ 移動通信統括事業部 統括事業部長 岡田 東亞氏 

H.12.12.22(金) 

(９:00～17:00) 

 

 


