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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21年 － 

 

１ ｢ディジタルデバイド解消の切り

札登場｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５８—  

 

(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) 
総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課 

課長補佐                    近藤 玲子氏 

㈱NTT西日本-九州 沖縄支社 ITビジネス部 

ITソリューション担当 主査           大城 盛浩氏 

アルバリオン㈱ 

ビジネス・ディベロップメント・マネージャー   霜越  潔氏 

H.21.01.15(木) 
(13:00～16:45) 
 

２ ｢デジタルサイネージの最新動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４５９—  

 

(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 

デジタルサイネージコンソーシアム 理事長     中村伊知哉氏 

(慶應義塾大学 教授／融合研究所 代表理事) 
㈱ジェイアール東日本企画 交通媒体局 

媒体開発部長                  山本  孝氏 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 

プラットフォームサービス部 担当部長      内川 昌平氏 

H.21.01.16(金) 
(13:00～17:00) 
 

３ ｢地理空間情報活用推進構想｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６０—  

 

(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 情報プロジェクト室長        野口  聡氏 

(財)日本情報処理開発協会 データベース振興センター 

副センター長                  坂下 哲也氏 

日本電信電話㈱ 情報流通プラットフォーム研究所 

情報セキュリティープロジェクト 

セキュリティー社会科学グループ グループリーダ 

主幹研究員                   高橋 克巳氏 

H.21.01.21(水) 
(13:00～17:00) 
 

４ ｢MVNOの展望と取り組み戦略｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６１—  

 

(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) 
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 

事業政策課 企画官               高地 圭輔氏 

UQコミュニケーションズ㈱ コーポレート部門長   小池 竜太氏 

日本通信㈱ 取締役 工学博士           田島  淳氏 

H.21.02.12(木) 
(13:00～17:00) 
 

５ ｢個人情報活用システムとプライ

バシーの保護｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６２—  

 

(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 

日本電気㈱  

共通基盤ソフトウェア研究所 主席研究員     佐古 和恵氏 

㈱日立製作所 システム開発研究所 主任研究員   佐藤 嘉則氏 

マイクロソフト㈱ 技術統括室 CTO補佐      楠  正憲氏 

H.21.02.19(木) 
(13:00～17:00) 
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６ ｢モバイルブロードバンドから

FMCへの展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６３—  

 

(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 ユビキタスサ－ビス部長  青山 幸二氏 

KDDI㈱ コンシューマ技術統括本部  

モバイルネットワーク開発本部 au技術企画部 

次世代企画グループリーダー 担当部長      横田 孝弘氏 

日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア 

チ－フ･テクノロジー･オフィサー         藤岡 雅宣氏 

H.21.03.05(木) 
(13:00～17:00) 
 

７ ｢子どもが安心して安全にネット

を使える社会へ向けて｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６４—  

(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 総合通信基盤局 消費者行政課 課長    二宮 清治氏 

財団法人マルチメディア振興センター 理事長    有冨寛一郎氏 

財団法人インターネット協会 

インターネット・ホットラインセンター 

副センター長                  吉川 誠司氏 

H.21.03.12(木) 
(13:00～16:45) 
 

８ ｢海外市場に向けた移動通信シス

テムの展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６５—  

(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) 
日本電気㈱ 海外キャリアソリューション事業本部 

主席技師長                   久木田信哉氏 

華為技術日本㈱ ワイヤレス・マーケティング部 

エグゼクティブスペシャリスト          宇野新太郎氏 

H.21.03.26(木) 
(13:00～17:00) 
 

９ ｢FTTHのキラーアプリを探せ｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６６—  

(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 総合通信基盤局 

電気通信事業部 事業政策課 企画官       高地 圭輔氏 

日本放送協会  

NHK総合企画室〔経営計画〕統括担当部長     藤沢 秀一氏 

H.21.03.27(金) 
(13:00～16:20) 
 

10 ｢人体近傍電界通信の動向と新市

場発掘に向けたアプリケーショ

ン｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６７—  

(座長－ご挨拶) 
東京大学 名誉教授                齊藤 忠夫氏 

(総合司会－基調講演) 
日本電信電話㈱ マイクロシステムインテグレーション研究所 

第一推進プロジェクト部長            門  勇一氏 

首都大学東京大学院 理工学研究科 

電気電子工学専攻 教授             多氣 昌生氏 

日本電信電話㈱ マイクロシステムインテグレーション研究所 

第一推進プロジェクト ディレクター       品川  満氏 

JR東日本研究開発センター フロンティアサービス研究所 

ユビキタスソリューショングループ 

グループリーダー                中川 剛志氏 

㈱内田洋行 マーケティング本部 

次世代ソリューション開発センター        田中 宏一氏 

H.21.04.10(金) 
(13:00～17:00) 
 

11 ｢映像監視システム及びネットワ

ークの動向とソリューション｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６８—  

(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 

国土交通省 河川局 河川情報対策室 室長     五道 仁実氏 

パナソニックコミュニケーションズ㈱  

国内マーケティンググループ 参事        寺内 宏之氏 

㈱ウィルコム 次世代事業推進室長         上村  治氏 

H.21.04.17(金) 
(13:00～17:00) 
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12 ｢LTEに向けた通信事業者の取り

組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４６９—  

(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) 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

課長補佐                    山口 修治氏 

ソフトバンクモバイル㈱ 電波制度部 部長     石原  弘氏 

イー・モバイル㈱ 次世代モバイルネットワーク企画室 

室長                      諸橋 知雄氏 

H.21.04.17(金) 
(13:00～17:00) 
 

13 ｢モバイルNFC展開の位置付けと

今後の戦略｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７０—  

(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 フロンティアサービス部 

NFC推進担当部長                中村 典生氏 

㈱KDDI研究所 開発センター 執行役員      猪澤 伸悟氏 

ソフトバンクモバイル㈱ 事業戦略推進本部  

モバイルペイメント企画室長           木下 直樹氏 

㈱NTTデータ ビジネスソリューション事業本部 

ICメディア＆Webサービスビジネスユニット 

ICメディア開発担当 課長代理         鍵山 俊二氏 

H.21.05.20(水) 
(13:00～17:00) 
 

14 ｢100Gbイーサネットはいつ来る

か？｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７１—  

(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 光ネットワークアーキテクチャーグループ 

グループリーダ                 森田 逸郎氏 

ジュニパーネットワークス㈱ マーケティング本部  

サービスプロバイダーマーケティングマネージャー 佐宗 大介氏 

シスコシステムズ合同会社 

米国本社 テレプレゼンスシステム・ビジネスユニット 

シニアビジネスディベロップメントマネージャー 菊田 弘之氏 

H.21.05.22(金) 
(13:00～17:00) 
 

15 ｢Green ITの動向と取り組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７２—  

(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 情報通信機器課 

参事官                     星野 岳穂氏 

日本電信電話㈱ NTT環境エネルギー研究所  

所長                      丸野  透氏 

㈱日立製作所 経営戦略室 事業戦略本部  

Harmonius Computing統括部 担当部長     伊藤 雅樹氏 

H.21.05.27(水) 
(13:00～17:00) 
 

16 ｢電波資源拡大に向けたコグニテ

ィブ無線の展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７３—  

(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) 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

 課長補佐                    井出 真司氏 

独立行政法人 情報通信研究機構  

新世代ワイヤレス研究センター ユビキタスモバイルグループ 

グループリーダー               原田 博司氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 先進技術研究所  

ワイヤレス方式研究グループ 主任研究員     三浦 俊二氏 

KDDI㈱ ソリューション事業本部  

ソリューション推進本部 ボイスソリューション部 

8グループ グループリーダー          竹内 和則氏 

H.21.06.10(水) 
(10:30～16:50) 
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17 ｢ID～共通認証基盤の動向と取り

組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７４—  

(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 情報通信国際戦略局 

情報通信政策課 課長補佐            中里  学氏 

日本電信電話㈱ 情報流通プラットフォーム研究所 

ユビキタスコンピューティング基盤プロジェクト 

プロジェクトマネージャ             高橋 健司氏 

野村総合研究所／Open ID ファウンデーション・ジャパン 

発起人代表                   崎村 夏彦氏 

H.21.06.18(木) 
(13:00～17:00) 
 

18 ｢SON(Self-Organizing Network)
の最新動向｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７５—  

(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) 
モトローラ㈱ ホーム・ネットワークス・モビリティ 

セルラー技術本部 プロダクトマネージメント部 

部長                      赤田 正雄氏 

日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア 

チ－フ・テクノロジ－・オフィサ－(CTO)     藤岡 雅宣氏 

日本電気㈱ モバイルネットワーク事業本部 

モバイルRAN事業部 事業部長          橋本 和弥氏 

H.21.07.09(木) 
(13:00～17:00) 
 

19 ｢日米におけるWiMAXサービスの

現状と今後の取り組み｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７６—  

(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) 
Clearwire Corporation Vice President     Peter Cannistra氏 

変更→ Beceem Lars Johnsson氏 

UQコミュニケーションズ㈱ 

マーケティング戦略部長             坂口  肇氏 

Beceem                   Lars Johnsson氏 

WiMAX デモンストレーション 

H.21.07.23(木) 
(10:00～16:50) 
 

20 ｢実世界の見える化はどこまで進

んでいるか｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７７—  

(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 

マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 

客員教授                    秋山 昌範氏 

㈱日立製作所 中央研究所 主管研究長       矢野 和男氏 

富士通㈱ クラウドサービスインテグレーション室 

センシングプラットフォーム企画部 部長     河嶋 英治氏 

H.21.07.30(木) 
(13:00～17:00) 
 

21 ｢グリーンICTの動向と新たなビ

ジネスの広がり｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７８—  

(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 情報流通行政局 情報流通振興課長     安藤 英作氏 

シスコシステムズ合同会社 Managing Partner 
IBSG日本統括 

Internet Business Solutions Group, Japan Lead 
入江 仁之氏 

アラクサラネットワークス㈱ CTO         林  剛久氏 

H.21.08.19(水) 
(13:00～17:00) 
 

22 ｢HSPA+はどこまで進化するか｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４７９—  

(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) 
ソフトバンクモバイル㈱ 渉外本部 電波制度部 

電波制度課 課長                大橋 教生氏 

イー･モバイル㈱ 次世代モバイルネットワーク企画室 

室長                      諸橋 知雄氏 

日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア 

ネットワークス本部長              櫻井 宏治氏 

H.21.08.26(水) 
(13:00～17:00) 
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23 ｢企業向けモバイルソリューショ

ンの展開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８０—  

(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) 
KDDI㈱ ソリューション商品企画本部  

モバイル商品企画部1グループ グループリーダー  牛島 克弥氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 

ソリューションビジネス部長           中西 雅之氏 

NTTコミュニケーションズ㈱ 

プラットフォームサービス部 担当部長      野村 研仁氏 

H.21.09.09(水) 
(13:00～17:00) 
 

24 ｢AR(拡張現実)は現実のビジネス

になるのか｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８１—  

(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  

サービス＆ソリューション開発部 主査      忍頂寺 毅氏 

慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 稲見 昌彦氏 

㈱KDDI研究所 特別研究員            小林 亜令氏 

H.21.09.11(金) 
(13:00～17:00) 
 

25 ｢地域WiMAX活性化への正念場｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８２—  

(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)  
地域WiMAX推進協議会 技術部会長        金辺 重彦氏 

(玉島テレビ放送株式会社 取締役副社長) 
KDDI㈱ 理事 ソリューション事業本部 顧問   鬼頭 達男氏 

㈱嶺南ケーブルネットワーク 常務取締役      西野 幸二氏 

㈱ハートネットワーク 代表取締役         大橋 弘明氏 

H.21.10.14(水) 
(13:00～17:00) 
 

26 ｢光通信システムを支える光デバ

イス｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８３—  

(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㈱ フォトニクス研究所 所長     日比野善典氏 

NTTエレクトロニクス㈱ フォトニクス事業本部 

光システム事業部 事業部長           鳥羽  弘氏 

日本電気㈱ 光デバイス事業部 シニアエキスパート 朱家 幹司氏 

古河電気工業㈱ 情報通信カンパニー 

FITEL海外事業推進部 マネージャー       太田 寿彦氏 

H.21.10.16(金) 
(13:00～17:00) 
 

27 ｢テレビ×ネット｣で何が起きるの

か 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８４—  

(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 執行役員  

コンシューマサービス部長            阿佐美弘恭氏 

㈱フォアキャスト・コミュニケーションズ 

技術開発室 エグゼクティブエンジニア      市川 雄一氏 

㈱ドワンゴ ニコニコ事業部 副本部長       杉本 誠司氏 

(㈱ニワンゴ 代表取締役) 

H.21.10.16(金) 
(13:00～17:00) 
 

28 ｢スマートフォンの需要はあるか｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８５—  

(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 委員) 
日本電気㈱ モバイルターミナル事業部 

グループマネージャー              國土 順一氏 

Research In Motion Limited 
 Standards Manager             Mike Rybak氏 

㈱東芝 モバイルコミュニケーション社 

商品戦略企画部              部長 田中 政法氏 

H.21.11.11(水) 
(10:30～16:05) 
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29 ｢フェムトセルの最新動向と今後

の展望｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８７—  

(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 委員) 
総務省 総合通信基盤局 移動通信課 

移動通信企画官                 坂中 靖志氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ ユビキタスサービス部長  青山 幸二氏 

日本電気㈱ モバイルRAN事業部 

エグゼクティブエキスパート           永田 善紀氏 

H.21.11.19(木) 
(13:00～17:00) 
 

30 ｢広域イーササービスの新たな展

開｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８６—  

(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 

NTTコミュニケーションズ㈱ 

ビジネスネットワークサービス事業部長      原  隆一氏 

日本電信電話㈱ アクセスサービスシステム研究所 

主席研究員                   宇野 浩司氏 

日立電線㈱ 執行役 CIO(Chief Innovation Officer) 三上 哲郎氏 

H.21.11.26(木) 
(13:00～16:50) 
 

31 ｢携帯電話プラットフォーム競争｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８８—  

(座長－総合司会及び基調講演) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ プロダクト部 担当部長  板倉 仁嗣氏 

日本Androidの会 幹事 関西支部長         杉本 礼彦氏 

(㈱ブリリアントサービス 代表取締役) 
マイクロソフト㈱ モバイルコミュニケーション本部 

シニアエグゼクティブ プロダクトマネージャー  石川 大路氏 

H.21.12.9(水) 
(13:00～17:00) 
 

32 ｢予防医療情報システムとボディ

アエリアセンサーネットワーク｣ 

— マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４８９—  

(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 

横浜市立大学大学院 医学研究科 

情報システム予防医学 特任教授         杤久保 修氏 

(独)情報通信研究機構 研究推進部門 標準化推進G 
マネージャー                  黒田 正博氏 

アドバンスドメディカル㈱ 社長          彌永 秋彦氏 

横浜市立大学大学院 医学研究科 

情報システム予防医学 特任助教         山末耕太郎氏 

H.21.12.17(木) 
(13:00～17:00) 
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