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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17年 － 

 

１ ｢ＦＭＣがもたらす移動・固定の今

後の展望を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２０— 
 

(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 

(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発本部 

ﾈｯﾄﾜ ｸーﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ開発部 ﾈｯﾄﾜー ｸｱ ｷーﾃｸﾁｬ担当部長 神代 真琴氏 

ＫＤＤＩ㈱ au事業本部 au技術本部 

 ﾜｲﾔﾚｽﾌ ﾛ゙ ﾄー ﾊ゙ ﾝ゙ﾄ゙ 開発部 ﾈｯﾄﾜ ｸー開発ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙  ー

                   次長 三澤 康巨氏 

H.17.１.14(水) 

(13:00～17:00) 

 

２ ｢モバイルブロードバンド実現に

向けた最新IEEE802の技術と展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２１— 
 

(座長－総合司会及び基調講演１) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(基調講演２) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

日本電気㈱ ﾓﾊ ｲ゙ﾙﾜｲﾔﾚｽ事業部 

          ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽ技術ﾌ ﾛ゚ﾌｪｯｼｮﾅﾙ 藤本 芳宣氏 

Beceem Communications Inc. 

           CEO & Co-Founder Mr.Shahin Hedayat 

Beceem Communications Inc. CTO 

  (スタンフォード大学 教授) Prof.Arogyaswami Paulraj 

H.17.１.25(火) 

(10:00～17:00) 

 

３ ｢Ｗ－ＣＤＭＡ携帯電話をとりま

くチップセットとＯＳの動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２２— 
 

(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 

㈱エヌ・ティ・ティ ドコモ 

 プロダクト＆サービス本部 プロダクト部長 永田 清人氏 

㈱ルネサス テクノロジ ｼｽﾃﾑｿﾘｭー ｼｮﾝ統括本部 

     ｼｽﾃﾑｿﾘｭー ｼｮﾝ第二事業部 副事業部長 川崎 郁也氏 

クアルコムジャパン㈱ UMTSﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽ開発担当部長 安達  賢氏 

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン㈱ 

 ﾜｲﾔﾚｽ&ﾓﾊ ｲ゙ﾙ･ｼｽﾃﾑｸ゙ ﾙー ﾌ゚  ﾜｲﾔﾚｽ･ｿﾘｭ ｼーｮﾝ ｵﾍ ﾚ゚ ｼーｮﾝ 

       ｾﾙﾗー ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑ ﾏ ｹーﾃｨﾝｸ  ゙ﾏﾈ ｼー ｬ゙ 梅村 栄司氏 

H.17.２.16(水) 

( 9:30～17:00) 

 

４ ｢電力線通信の実験結果と実用化｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２４— 
 

(座長－総合司会及び基調講演１) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(基調講演２)総務省 総合通信基盤局 

       電波部 電波環境課 課長補佐 前田 尚久氏 

(基調講演３) 

武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 教授 徳田 正満氏 

社団法人日本アマチュア無線連盟(ＪＡＲＬ) 

           電磁環境委員会委員長 芳野 赳夫氏 

三菱電機㈱ 社会e ｿﾘｭー ｼｮﾝ事業所 

      ITｿﾘｭ ｼーｮﾝ部 PLC開発課 副課長 水谷 良則氏 

(代理-三菱電機㈱ 社会e ｿﾘｭー ｼｮﾝ事業所 

  ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸ ﾚ゙ ｼーｮﾝ部 通信応用ｼｽﾃﾑ担当部長 森田 淳士氏) 

高速電力線通信推進協議会(ＰＬＣ－Ｊ)    高嶋 正也氏 
(関西電力㈱ お客さま本部 ﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬ) 

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ 

     ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜ ｸー事業本部 EMCｾﾝﾀ 次長 服部 光男氏 

H.17.２.21(月) 

(９:00～17:00) 
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５ ｢モバイル放送サービスの新しい

動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２３— 
 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

クアルコムジャパン㈱    代表取締役社長 松本 徹三氏 

H.17.２.23(水) 

(13:00～17:00) 

 

６ ｢情報セキュリティの正念場･･･個

人情報保護法施行迫る！｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２５— 
 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

富士ゼロックス㈱ ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝ事業部   藤本 正代氏 
(中央大学 研究開発機構 客員研究員) 
(情報セキュリティ大学院大学 講師) 

日本電信電話㈱ 第三部門 ｻｲﾊ゙ ｾーｷｭﾘﾃｨﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ 

           チーフプロデューサー 影井 良貴氏 

稲垣隆一法律事務所 弁護士(ＩＳＭＳ主任審査員) 稲垣 隆一氏 

㈱日立製作所 コーポレート・シニアスタッフ 小檜山智久氏 

情報セキュリティ大学院大学 副学長  教授 林 紘一郎氏 

H.17.３.16(水) 

(９:00～17:00) 

 

７ ｢デジタルホームネットワークを

可能にする相互運用性とは｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２６— 
 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

ソニー㈱ ｲﾝﾌｫ ﾒー ｼーｮﾝﾃｸﾉﾛｼ゙ &ーｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝｽ ﾈ゙ｯﾄﾜー ｸｶﾝﾊ ﾆ゚  ー

        ＭＴ開発部 １課 統括課長 本田 康晃氏 

㈱東芝 ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙﾈｯﾄﾜ ｸー社 ｺｱﾃｸﾉﾛｼ゙ ｾーﾝﾀ  ー

 ワイヤレスシステム技術開発部 グループ長 奥山 武彦氏 

㈱ケンウッド ＣＢ開発センター 

           要素技術開発部 主幹 園田 剛男氏 

H.17.３.25(金) 

(13:25～17:00) 

 

８ ｢激化する国内ルータ市場への取

り組みと今後の展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２７— 
 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

 先端ＩＰアーキテクチャセンタ 

     兼 経営企画部 担当課長 工学博士 宮川  晋氏 

シスコシステムズ㈱ 執行役員 ＣＴＯ 

      アライアンス＆テクノロジー担当 大和 敏彦氏 

富士通㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｻー ﾋ゙ ｽ事業本部 本部長代理  高橋 淳久氏 

アラクサラネットワークス㈱ 

    マーケティング本部 統括マネージャ 池田 尚哉氏 

日本電気㈱    ＩＰネットワーク事業部長 竹内  亘氏 

H.17.４.13(水) 

(９:00～17:00) 

 

９ ｢ＩＰ立国を目指す企業の知的財

産権戦略｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２８— 
 

(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㈱ 知的財産センタ    所長 鈴木 孝至氏 

日亜化学工業㈱ 知財部        部長 芥川 勝行氏 

日本電気㈱ 知的資産事業本部   主席主幹 太田 朝生氏 

H.17.４.20(水) 

(10:00～16:30) 

 

10 ｢ＩＰ放送の普及戦略とＩＰ－Ｓ

ＴＢソリューションの動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３２９— 
 

(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 

㈱ぷららネットワークス 取締役 

             サービス企画部長 中岡  聡氏 

ＫＤＤＩ㈱ ブロードバンドコンシューマ事業企画本部 

          プロダクト統括部 課長 雨宮 直彦氏 

クラビット㈱ 取締役 経営企画本部長 

      兼 メディアコンテンツ事業部長 楜澤  悟氏 

モトローラ㈱ ｺﾈｸﾃｯﾄ ﾎ゙ ﾑー ｿﾘｭー ｼｮﾝｼ ｬ゙ﾊ゚ ﾝ 

          ジェネラルマネージャー 鈴木  寛氏 

H.17.４.21(木) 

(９:20～17:00) 
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11 ｢Ｐ２Ｐトラフィックがもたらす

電気通信事業へのインパクト｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３０— 
 

(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 

大阪市立大学 大学院工学研究科 

  電子情報系専攻 情報通信工学講座 講師 阿多 信吾氏 

アリエル・ネットワーク㈱ 

   プロダクトマネジメント室 マネージャ 徳力 基彦氏 

カスピアンネットワークス 日本支社 

         シニアシステムエンジニア 柳橋 達也氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

 先端ＩＰアーキテクチャセンタ 

     兼 経営企画部 担当課長 工学博士 宮川  晋氏 

H.17.４.26(火) 

(９:00～17:00) 

 

12 ｢実現！マシンコミュニケーショ

ンの新たな展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３１— 
 

(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 

㈱ＣＳＣ          代表取締役社長 村田栄一郎氏 

㈱インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原  洋氏  

㈱ウィルコム 執行役員 

    ネットワーク本部長 兼 技術企画部長 平澤 弘樹氏 

クアルコムジャパン㈱     事業戦略部長 前田 修作氏 

H.17.５.10(水) 

(10:00～16:35) 

 

13 ｢携帯電話の番号ポータビリティ

への期待と課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３２— 
 

(座長－総合司会及び基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査)

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ P&S事業本部 

 ﾏﾙﾁﾒﾃ゙ ｨｱｻー ﾋ゙ ｽ部 ｺﾝｼｭー ﾏｻ ﾋー ｽ゙企画 担当部長 高橋  健氏 

イー・アクセス㈱ 移動体技術本部長     諸橋 知雄氏 
(イー・モバイル㈱ 執行役員CTO) 

H.17.５.20(金) 

(13:00～17:00) 

 

14 ｢ソフトウェア開発の効率化をも

たらすオープンソースソフトウェ

アの動向｣(その１) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３３— 
 

(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 

独立行政法人産業技術総合研究所  

      情報技術研究部門 主任研究員  田代 秀一氏 

ＧＮＵプロジェクト             八田 真行氏 
(オープンソースグループ・ジャパン メンバー)  

(東京大学 大学院 経済学研究科 博士課程 企業・市場専攻) 

日本電気㈱ ﾓﾊ ｲ゙ﾙｿﾌﾄｳｪｱ事業本部 主席技師長 城野 公男氏 

H.17.５.25(水) 

(10:30～17:00) 

 

15 ｢放送とインターネットの融合展

開を検証する｣(その１) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３４— 
 

(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 

㈱東京放送 事業本部 コンテンツ事業局 

     モバイル＆ネットセンター 部次長 桂田 裕功氏 

日本電信電話㈱ 第一部門 

     ブロードバンド推進担当 担当部長 出口 秀一氏 

H.17.６.15(水) 

(13:00～17:00) 

 

16 ｢ＰＨＳサービスの動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３５— 
 

(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 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

㈱ウィルコム 執行役員 

    プロダクト統括本部長 兼技術本部長 近  義起氏 

ユーティースターコムジャパン㈱ 

        取締役 マーケティング部長 小津 泰史氏 

京セラ㈱ 執行役員 

       通信システム機器統括事業部長 神野 純一氏  

H.17.６.17(金) 

(９:00～17:00) 
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17 ｢次世代に向けた Home LAN と

IEEE802.11nの動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３６— 
 

(座長－総合司会及び基調講演1) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(基調講演2) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

ソニー㈱ IT&ｺﾐｭﾆｹ ｼーｮﾝｽ゙  ﾈｯﾄﾜ ｸーｶﾝﾊ゚ ﾆー  

  ﾒﾃ ｨ゙ｱﾃｸﾉﾛｼﾞー 開発部 標準化推進担当部長 富樫  浩氏 

シャープ㈱ ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ家電開発本部 ﾌ ﾗ゚ｯﾄﾎー ﾑ開発ｾﾝﾀ  ー

     副所長 兼 ﾈｯﾄﾜー ｸﾌ ﾗ゚ｯﾄﾎー ﾑ開発室長 北口  進氏 

クアルコムジャパン㈱    標準化担当部長 石田 和人氏 

H.17.６.24(金) 

(９:20～17:00) 

 

18 ｢ＡＬＬＩＰに向かって激動する

次世代ネットワークの動向を探

る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３７— 
 

(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㈱ ｻー ﾋ゙ ｽｲﾝﾃｸ゙ ﾚー ｼｮﾝ基盤研究所 

                主幹研究員 黒川  章氏 

ＫＤＤＩ㈱ au事業本部 

 au技術本部 ﾜｲﾔﾚｽﾌ ﾛ゙ ﾄー ﾊ゙ ﾝ゙ﾄ゙ 開発部 

        ﾈｯﾄﾜ ｸー開発ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙  ー 次長 三澤 康巨氏 

ＢＴジャパン㈱ BT ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  ﾃｸﾉﾛｼ゙ &ーｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝ 

           日本・韓国担当 副社長 Mr.Yung Kim 

H.17.７.１(金) 

(９:00～17:00) 

 

19 ｢基本音声通信サービスのＩＰ化｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３８— 
 

(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 

ＨＡＴＳ推進会議 ﾈｯﾄﾜ ｸー･端末ｲﾝﾀ ﾌーｪー ｽ検討ｱﾄ゙ ﾎｯｸｸ ﾙ゙ ﾌー  ゚

    座長 (前 ＨＡＴＳ普及促進部会長) 成宮 憲一氏 
(富士通アクセス㈱ 執行役員) 

東日本電信電話㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸー事業推進本部 

 設備部 ﾌ゙ ﾛー ﾄ゙ ﾊ゙ ﾝﾄ ﾈ゙ｯﾄﾜー ｸｱ ｷーﾃｸﾁｬ 部門長 小出 利一氏 

ＫＤＤＩ㈱ 技術統轄本部 技術企画本部 

 ﾈｯﾄﾜ ｸー計画部 ﾉー ﾄ゙ ｼｽﾃﾑ計画ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  課長補佐 澤田 拓也氏 

㈱パワードコム ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ･商品統括本部 

           IPﾃﾚﾌｫﾆｰ商品企画部長 大貫 祐嗣氏 

H.17.７.６(水) 

(９:15～16:15) 

 

20 ｢『ｅ-文書法』を巡るサービスの

展望とその課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３３９— 
 

(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 

経済産業省 商務情報政策局  情報政策課長 羽藤 秀雄氏 

㈱日立製作所 情報・通信グループ 

      経営戦略室 ＩＴ戦略担当本部長 梶浦 敏範氏 

日本ベリサイン㈱ コンサルティング部 部長 荒谷 茂伸氏 

タイムビジネス推進協議会 

      企画部会 調査研究分科会 主査 清松 哲郎氏 
(㈱日立製作所 情報･通信ｸﾞﾙｰﾌ  ゚

           ｾｷｭﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 主管 ﾁｰﾌｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 

日本電信電話㈱ 第三部門 ﾌ゚ ﾛﾃ ｭ゙ ｽー担当 担当部長 

     ｻｲﾊ゙ ｾーｷｭﾘﾃｨﾌ ﾛ゚ｼ゙ ｪｸﾄ ﾁ ﾌーﾌ゚ ﾛﾃ゙ ｭー ｻー  影井 良貴氏 

H.17.７.８(金) 

(９:00～17:00) 

 

21 ｢放送とインターネットの融合展

開を検証する｣(その２) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４０— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

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 情報政策課長補佐 境  真良氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所 主席研究員        和田 正裕氏 

H.17.７.15(金) 

(13:00～16:20) 
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22 ｢携帯電話の市場動向とグローバ

ルビジネス展開戦略を検証する｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４１— 

(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 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 研究開発本部 

    グローバルネットワーク開発部 部長 田島  淳氏 

クアルコムジャパン㈱      取締役会長 松本 徹三氏 

ノキア・ジャパン㈱ ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄﾏ ｹーﾃｨﾝｸﾞ部 

         ﾃｸﾉﾛｼ゙ ･ーﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙  ﾏﾈ ｼーﾞｬー  大塚 孝之氏 

日本電気㈱ モバイルターミナル事業部 

      商品企画部 グループマネージャ 吉沢 重雄氏 

H.17.８.25(木) 

(９:00～17:00) 

 

23 ｢個人情報保護法施行に伴い脚光

を集め出した『シンクライアント』

の動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４２— 

(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 

㈱ネットマークス セキュリティソリューション事業部 

     副事業部長 シニアコンサルタント 内田 昌宏氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

 ＩＴマネジメントサービス事業部 

    オフィスＩＴサービス部 担当部長 下木場 修一氏 

㈱日立製作所 情報･通信グループ 

 プラットフォームソリューション事業部 

      ｾｷｭｱﾕﾋ ｷ゙ﾀｽｿﾘｭー ｼｮﾝｾﾝﾀ センタ長 岡田  純氏 

サン・マイクロシステムズ㈱ 政策推進営業開発本部 

    インダストリー営業開発部 担当部長 寺澤 慎祐氏 

アディ㈱              取締役 吉田 博直氏 

H.17.８.26(金) 

(９:00～16:35) 

 

24 ｢モバイル機器(携帯電話端末、Ｐ

Ｃ)用燃料電池の開発動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

電気通信大学 電気通信学部 

     人間コミュニケーション学科 教授 中嶋 信生氏 

ＫＤＤＩ㈱ 技術開発本部 開発推進部 

      ﾕﾋ ｷ゙ﾀｽﾈｯﾄﾜ ｸーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  課長補佐 入内嶋 洋一氏 

日本電信電話㈱ 情報流通基盤総合研究所 

 環境ｴﾈﾙｷﾞー 研究所 ｴﾈﾙｷﾞー ｼｽﾃﾑﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄ 

              ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄﾏﾈ ｼー ｬ゙ 桂  浩輔氏 

㈱日立製作所 研究開発本部 

           燃料電池事業推進室長 森原  淳氏 

H.17.９.９(金) 

(10:30～16:05) 

 

25 ｢次世代ブロードバンド構想にお

ける３Ｇ以降の高速無線技術の進

化｣(その１) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４５— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

(基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

       ＩＰ無線ネットワーク開発部長 尾上 誠蔵氏 

クアルコム ジャパン㈱     代表取締役社長 山田 純氏 

イー・モバイル㈱     執行役員 ＣＴＯ 諸橋 知雄氏 

H.17.９.16(金) 

(９:30～16:45) 

 

26 ｢ＡＬＬ ＩＰ時代におけるネッ

トワークマネジメントシステムの

動向｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４４— 

(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㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｻー ﾋ゙ ｽｼｽﾃﾑ研究所 所長 須田 宏一氏 

日本電気㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｿﾌﾄｳｪｱ事業本部 

    第二ﾈｯﾄﾜ ｸーｿﾌﾄｳｪｱ事業部 統括ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 神戸 俊樹氏 

富士通㈱ ﾈｯﾄﾜ ｸーｿﾘｭー ｼｮﾝ事業本部 

      ｷｬﾘｱﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ統括部 ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄ部長 宮崎 隆弘氏 

日本ヒューレット・パッカード㈱ ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ 統括本部  

       ｲﾝﾀ゙ ｽﾄﾘー ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ 本部 本部長 染谷  優氏 

㈱ＫＤＤＩ研究所         執行役員 長谷川 亨氏 

H.17.９.20(火) 

(９:00～17:00) 
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27 ｢マーケティング、電子政府で活用

の進むコミュニティツールの最新

動向を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４６— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

国立情報学研究所 実証研究センター  助手 大向 一輝氏 

マイクロソフト㈱ 技術企画室 主席研究員  楠  正憲氏 

熊本県 八代市 行政管理部 情報推進課   小林 隆生氏 

総務省 自治行政局 自治政策課 

             情報政策企画官  牧 慎太郎氏 

H.17.10.14(金) 

(13:00～17:00) 

 

28 ｢次世代ネットワークに向けた

IPv6の動向の真相を探る｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４７— 

(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 

㈱インテック・ネットコア 専務取締役ＣＴＯ 荒野 高志氏 

西日本電信電話㈱      理事 技術部長 酒井 隆司氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

 ﾌ゙ ﾛー ﾄ゙ ﾊ゙ ﾝﾄﾞIP事業部 ｻー ﾋ゙ ｽｸﾘｴ ｼーｮﾝ部 

                 担当部長 貞田 洋明氏 

㈱日立製作所 ネットワークソリューション事業部 

              主管 理学博士 高瀬 晶彦氏 

日本電気㈱ ＢＩＧＬＯＢＥ構築運営本部 

           グループマネージャー 岸川 徳幸氏 

H.17.10.18(火) 

( 9:00～16:40) 

 

29 ｢ＡＴＣＡ(Advanced Telecom 

Computing Architecture)の展望と

課題｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４８— 

(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 

モトローラ㈱ ｴﾝﾍ゙ ﾃ゙ ｯﾄ ･゙ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝｽ ･゙ｺﾝﾋ゚ ｭー ﾃｨﾝｸ  ゙

         ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾃ゙ ﾍ゙ ﾛｯﾌ゚ ﾒﾝﾄ ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 橋本  武氏 
 (ＰＩＣＭＧ ＪＡＰＡＮ 議長) 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ IP ｺｱﾈｯﾄﾜ ｸー開発部 

          ﾊ゚ ｹｯﾄﾉ ﾄーﾞ担当 担当部長 古川  誠氏 

日本電気㈱ ネットワークプラットフォーム企画本部 

                本部長代理 久木田信哉氏 

㈱ＰＦＵ ﾌ゚ ﾛﾀ ｸ゙ﾄ本部 ｼｽﾃﾑﾌ ﾛ゚ﾀ゙ ｸﾄ事業部 

         第2技術部 ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄﾏﾈｼ゙ ｬー  橋本 芳文氏 

サン・マイクロシステムズ㈱ 産業第一営業本部 

  ﾈｯﾄﾜ ｸーｼｽﾃﾑｽ゙ ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾃ゙ ﾍ゙ ﾛｯﾌ゚ ﾒﾝﾄ 主幹部長 早川 恭二氏 

Intel Corporation Modular Communication Platform 

  Division, Customer Marketing Manager Mr.Kurt Lender 

H.17.10.21(金) 

( 9:00～17:00) 

 

30 ｢ZigBeeチップとセンサネットワ

ークの実用化｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３４９— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

電気通信大学 電気通信学部 

     人間コミュニケーション学科 教授 中嶋 信生氏 

ＺｉｇＢｅｅ ＳＩＧ ジャパン    理事長 坪井  務氏 
(㈱ﾙﾈｻｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞ 事業戦略統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 担当部長) 

㈱日立製作所 ワイヤレスインフォベンチャーカンパニー 

           カンパニー長＆ＣＥＯ 木下 泰三氏 

㈱ルネサス ソリューションズ 

  第一応用技術本部 第三応用技術部 部長 古村  高氏 

㈱アキタ電子システムズ 設計開発本部 

      ｼｽﾃﾑ設計ｾﾝﾀ SLPｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ﾏﾈー ｼ゙ ｬ 田村 雅史氏 

コーンズ ドッドウェル㈱ 第2営業本部 

       半導体営業部 ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 唐沢 慶一氏 

H.17.11.15(火) 

( 9:00～17:00) 

 

31 ｢来春にも電波法改正か？導入前

夜の高速電力線搬送通信(ＰＬ

Ｃ)｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５０— 

(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 

三菱電機㈱ 神戸製作所  PLCｼｽﾃﾑ統轄部長 松崎  正氏 

三菱マテリアル㈱ 開発部門 総合研究所 

 電子ﾃ゙ ﾊ゙ ｲｽ開発部 通信ﾃ゙ ﾊ゙ ｲｽﾁー ﾑ 技術主幹 中村 賢蔵氏 

㈱ゼルライン・ジャパン     常務取締役 森  秀一氏 

H.17.11.17(木) 

(10:00～15:35) 
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32 ｢個人情報保護法施行に伴い導入

が始まった『シンクライアント』

の動向｣(その２) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５１— 

(座長－総合司会及びご挨拶) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

インターネットセキュリティシステムズ㈱ CTO 高橋 正和氏 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ 

       ｵー ﾌ゚ ﾝｿ ｽーｿﾌﾄｳｪｱ推進部 担当課長 小林 勝哉氏 

日本電気㈱ ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ 推進本部    ﾏﾈ ｼー ｬ゙  ー 平  智徳氏 

㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ 

     ソリューション推進本部 副本部長 安達 信男氏 

富士通㈱ ﾊ゚ ｿーﾅﾙﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ本部 

   ﾕﾋ ｷ゙ﾀｽｸﾗｲｱﾝﾄ事業部 ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄ統括部長 足利  靖氏 

H.17.11.29(火) 

( 9:30～16:50) 

 

33 ｢ユビキタスな無線環境を提供す

るコグニティブ無線技術」 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５２— 

(座長－総合司会及び基調講演) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

㈱三菱総合研究所 情報通信技術研究本部 

          次世代社会基盤研究部長 中村 秀治氏 

独立行政法人情報通信研究機構 

 横須賀無線通信研究センター 

       ﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽｸ ﾙ゙ ﾌー  ゚ ｸ ﾙ゙ ﾌー ﾘ゚ ﾀーﾞー  原田 博司氏 

総務省 総合通信基盤局 電波部 

         電波政策課 周波数調整官 小泉 純子氏 

㈱日立国際電気          技術顧問 藤井 拓三氏 

(SDRフォーラム Board of Directors) 

三菱電機㈱ 情報技術総合研究所 

      光・マイクロ波回路技術部 専任 森  一富氏 

H.17.12.7(水) 

( 9:00～17:00) 

 

34 ｢次世代ブロードバンドに向けた

３Ｇ以降の高速無線技術の進化」

(その２) 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５３— 

(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 

㈱ウィルコム       執行役員 ＣＴＯ 近  義起氏 

モトローラ㈱ 日本研究所       所長 細田賢一郎氏 

ＫＤＤＩ㈱ au技術本部 ﾜｲﾔﾚｽﾌ ﾛ゙ ﾄー ﾊ゙ﾞﾝﾄﾞ開発部 

         無線ｼｽﾃﾑ開発ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  課長 河村 政志氏 

京セラ㈱ 通信ｼｽﾃﾑ機器事業本部 

 ﾜｲﾔﾚｽﾌ ﾛ゙ ﾄー ﾊ゙ ﾝ゙ﾄ゙ 事業部 第1技術部 責任者 小山 克志氏 

H.17.12.16(金) 

( 9:00～16:45) 
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35 年末特別企画 

｢新電波法と電波利用の新技術｣ 

－ユビキタス時代のあるべき周波

数利用－ 

—マルチメディア推進フォ－ラム
ＰＡＲＴ３５４— 

(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 

放送大学学園             理事 鬼頭 達男氏 

(前 総務省 大臣官房 技術総括審議官) 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

             代表取締役副社長 野村 雅行氏 

日本電気㈱      取締役 執行役員常務 中村  勉氏 

ＫＤＤＩ㈱    執行役員 技術開発本部長 村上 仁己氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

    取締役常務執行役員 研究開発本部長 歌野 孝法氏 

 

■パネルディスカッション 

(モデレータ) 

上智大学 理工学部 電気・電子工学科 教授 服部  武氏 
(総務省 情報通信審議会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 主査) 

(パネリスト) 

東京大学             名誉教授 齊藤 忠夫氏 

放送大学学園             理事 鬼頭 達男氏 

(前 総務省 大臣官房 技術総括審議官) 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

             代表取締役副社長 野村 雅行氏 

日本電気㈱      取締役 執行役員常務 中村  勉氏 

ＫＤＤＩ㈱    執行役員 技術開発本部長 村上 仁己氏 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

    取締役常務執行役員 研究開発本部長 歌野 孝法氏 

H.17.12.22(木) 

(13:30～18:00 

／懇親会 

 18:00～20:30) 

 

2005年12月 28日更新 


