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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22年 － 
 

１ ｢電気通信分野における二酸化炭

素排出削減のための調達基準(ガ
イドライン)はどう進んで行くか｣

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９０— 

(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 データ通信課 課長補佐     大西公一郎氏 

ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会 
WG 主査                   錦戸  淳氏 
(日本電信電話㈱ ネットワークサービスシステム研究所 主幹研究員) 

日本エリクソン㈱ 技術本部 
標準化・レギュレーション担当部長        本多 美雄氏 

華為技術日本㈱ ワイヤレス・マ－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 

富士通㈱ 環境本部 環境企画統括部 統括部長   朽網 道徳氏 

H.22.01.14(木) 
(13:00～17:00) 

２ ｢ホームネットワークとそのサー

ビスモデルの検証｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９１— 

(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 
北陸先端科学技術大学院大学 教授         丹  康雄氏 
日本電信電話㈱ 研究企画部門 プロデユース担当 
担当部長                    下村 知叙氏 

㈱東芝 TV＆ネットワーク事業部 TV商品企画部 
参事                      阿部 裕俊氏 

H.22.01.20(水) 
(13:00～17:00) 

３ ｢ITU-RにおけるIMT-Advanced
標準化の最新動向と今後の展望｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９２— 

(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) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線標準化推進室長    橋本  明氏 

(ITU-R SG5 議長) 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課  
企画官 新世代移動通信システム推進室長     坂中 靖志氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 無線アクセス開発部 
無線アクセス方式担当 担当部長         中村 武宏氏 

(3GPP TSG-RAN 議長) 

H.22.01.27(水) 
(13:00～17:00) 

４ ｢ライフログはどのように活用す

べきか？｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９３— 

(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 消費者行政課 課長補佐     中村 朋浩氏 

牧野総合法律事務所弁護士法人 弁護士       牧野 二郎氏 
㈱KDDI研究所 開発センター  

ITS･ワイヤレスグループ 開発主査        小塚 宣秀氏 

H.22.02.04(木) 
(13:00～17:00) 

５ ｢通信事業者等のＡＰＩ公開のト

レンド｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９４— 

(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 
ソフトバンクモバイル㈱ 取締役副社長       松本 徹三氏 
KDDI㈱ 技術統括本部 ネットワーク技術本部 
技術戦略部 課長                千葉 哲也氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ フロンティアサービス部 
スマートフォン事業推進室 担当部長       山下 哲也氏 

H.22.02.12(金) 
(13:00～17:00) 



                           2/6            マルチメディア推進フォーラム 

６ ｢クラウド･コンピューティング新

潮流｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９６— 

(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 
日本アイ・ビー・エム㈱ 
官公庁担当 CTO 技術理事ITアーキテクト    長島 哲也氏 

Nissho Electronics USA Corp. 
Business Development Director          榎本 瑞樹氏 

シスコシステムズ合同会社 
アーキテクチャ&テクノロジー事業 
データセンターソリューション営業部 
シニアセールススペシャリスト          熊谷 慶一氏 

H.22.02.19(金) 
(13:00～17:00) 

７ ｢超高速トランスポート技術｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９５— 

(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㈱ 未来ねっと研究所 部長      松岡 伸治氏 
日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所  
主任研究員                   塩入 智美氏 

㈱オーバム・ジャパン  
取締役・リージョナルスペシャリスト       市田 丈人氏 

東京工業大学大学院 理工学研究科 教授      松澤  昭氏 

H.22.03.05(金) 
(13:00～17:00) 

８ ｢クラウドで企業システムはどう

変わるか？｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９７— 

(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 データ通信課 企画官      中沢 淳一氏 

エヌ･ティ･ティ･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 
ユビキタスコミュニケーション部長        館  隆志氏 

日本電気㈱ システムIPコア研究所 研究部長    西原 基夫氏 

H.22.03.25(木) 
(13:00～17:00) 

９ ｢ホワイトスペースの有効利用を

考える｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９８— 

(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 電波部 電波政策課 
周波数調整官                  平松 寛代氏 

マイクロソフト㈱ 技術標準部 部長        楠  正憲氏 

H.22.03.26(金) 
(13:00～16:15) 

10 ｢次世代ホームネットワークの姿｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ４９９— 

(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 
ソニー㈱ ソフトウェア設計技術センター 
ネットワーク配信技術推進部 DLNA/DTCP課  
シニアネットワークアーキテクト         鈴木 博之氏 

日立ソフトウェアエンジニアリング㈱  
エンベデッドソリューション本部 
エンベデッドパッケージ開発部 
ユニットリーダ・エンベデッドソフトウェアエンジニア 

一瀬 成広氏 
一般社団法人PUCC 技術諮問委員会議長      久保田一成氏 
日本エリクソン㈱ 技術本部  
エリクソン・リサーチ・ジャパン所長       小田 稔周氏 

H.22.04.09(金) 
(13:00～17:00) 

11 ｢日本版スマートグリッドの実現

に向けた取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５００— 

(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 産業技術環境局 基準認証政策課長   中西 宏典氏 
日本電気㈱ エネルギーソリューション事業部  
統括マネージャ                 米田 敏也氏 

九州電力㈱ 執行役員 電子通信部長        山崎 正幸氏 

H.22.04.15(木) 
(13:00～17:00) 
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12 ｢エリクソンの技術責任者から無

線技術展開動向を直接聞く｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０２— 
アイスランドの噴火の影響でエリ

ック氏来日できずフォーラム緊急

中止 

(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) 
エリクソン・リサーチ シニア・エキスパート 

エリック・ダールマン氏 
エリクソン・リサーチ LTE TDDテクニカルコーディネータ 

ダビッド・アステリー氏 

H.22.04.20(木) 
(15:30～18:15) 

13 ｢サイバー攻撃の脅威とその対策

の動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０１— 

(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 
Telecom-ISAC Japan 企画調整部 部長      有村 浩一氏 
日本電信電話㈱ 情報流通プラットフォーム研究所 
セキュアコミュニケーション基盤プロジェクト 
グループリーダ                 三宅 延久氏 

日本電信電話㈱ サービスインテグレーション基盤研究所  
情報流通トラヒックサービス品質プロジェクト 
トラヒックエンジニアリンググループ       森  達哉氏 

㈱サイバーディフェンス研究所 上級分析官     名和 利男氏 
JPCERTコーディネーションセンター  
情報セキュリティアナリスト          Jack YS LIN氏 

H.22.04.22(木) 
(13:00～16:55) 

14 ｢LTE-Advancedに向けたネット

ワーク進化の取り組みと技術の特

徴｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０３— 

(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) 
エヌ･ティ･ティ･ドコモ㈱ 
ネットワーク開発部 担当部長          音  洋行氏 

日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所 
研究マネージャ                 鹿倉 義一氏 

H.22.04.13(金) 
(13:00～16:15) 

15 ｢コンテキストアウェアネスはそ

の後どうなったのか｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０５— 

(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 
東京大学 先端科学技術研究センター 教授     森川 博之氏 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ  
サービス＆ソリューション開発部長        栄藤  稔氏 

クウジット㈱ 取締役CTO             塩野崎 敦氏 

H.22.05.20(木) 
(13:00～17:00) 

16 ｢ITSにおける無線の応用｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０４— 

(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) 
国土交通省 道路局 道路交通管理課 
高度道路交通システム（ITS）推進室長      大庭 孝之氏 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 
企画官 新世代移動通信システム推進室長     坂中 靖志氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 法人事業部  
マシンコムサービス戦略担当部長・工学博士    中村 康久氏 

H.22.06.02(水) 
(13:15～17:00) 

17 ｢エンタープライズ向けクラウド

コンピューティングの取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０６— 

(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㈱  
製造・装置業サービスソリューション事業部長   林  雅弘氏 

NTTコムウェア㈱ サービス事業本部  
サービスプロバイダ部 PFSビジネスユニット 
SmartCloud担当 担当部長           今里  亘氏 

日本ヒューレット・パッカード㈱ 
エンタープライズサービス事業統括 
エンタープライズサービス事業戦略本部 
マーケティングマネージャ            小泉  明氏 

H.22.06.17(木) 
(13:00～16:40) 
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18 ｢3次元TVの普及に向けた課題と

方向性｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０７— 

(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 
㈱ジュピターテレコム 商品戦略本部長補佐     渡辺 一正氏 
シャープ㈱ 研究開発本部 ディスプレイシステム研究所 
副所長 兼 第1研究室長             吉田 育弘氏 

日本放送協会 放送技術研究所 テレビ方式研究部 
多視点立体映像グループ 主任研究員       奥井 誠人氏 
(電波産業会 放送新技術調査研究会 立体テレビ作業班 主任) 

H.22.06.23(水) 
(13:00～17:00) 

19 ｢LTE-Advancedに向けたネット

ワーク進化の取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０８— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
(社)電波産業会 常務理事              佐藤 孝平氏 
㈱KDDI研究所 研究開発フェロー･取締役(戦略担当)  野本 真一氏 
ソフトバンクモバイル㈱ 
ワイヤレスシステム研究センター長        藤井 輝也氏 

H.22.07.07(水) 
(13:00～17:00） 

20 ｢クラウドコンピューティング市

場での起業プレーヤのビジネス戦

略及び日本市場への進出戦略｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５０９— 

(座長－ご挨拶) 
東京大学 名誉教授                齊藤 忠夫氏 
ブレード・ネットワーク㈱ 代表取締役       太田 安信氏 
ヴイエムウェア㈱ マーケティング本部長      篠原 克志氏 
㈱セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長  宇陀 栄次氏 

H.22.07.09(金) 
(13:00～16:35） 

21 ｢TD-LTE～技術と可能性｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１０— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 北京研究所 研究室長   加山 英俊氏 
華為技術日本㈱ ワイヤレス･マ－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.22.07.22(木) 
(13:00～16:40） 

22 ｢携帯ビジネスにおける日本の国

際競争力強化戦略｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１１— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
国立情報学研究所 客員准教授           広瀬 弥生氏 
㈱野村総合研究所 情報・通信コンサルティング部 
上席コンサルタント               北  俊一氏 

日本エリクソン㈱ エリクソン北東アジア  
チーフ・テクノロジー・オフィサー CTO     藤岡 雅宣氏 

H.22.08.18(水) 
(13:00～17:00） 

23 ｢  HTML5による携帯電話、

IPTV、クラウドへのインパクト｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１２— 

(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 
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 教授     一色 正男氏 
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課長     小笠原陽一氏 
KDDI㈱ ネットワーク技術本部 技術戦略部 課長 高木  悟氏 
ソニー㈱ 業務執行役員 シニアバイスプレジデント 西谷  清氏 

H.22.08.20(金) 
(13:00～17:00） 

24 ｢スマート・パワー・グリッドにお

ける通信の役割と期待｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１３— 

(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㈱ 環境エネルギー研究所 所長    松岡 茂登氏 
住友電気工業㈱ 材料技術研究開発本部  
パワーシステム研究所 機器・システム部長    弘津 研一氏 

富士通㈱ スマートソリューション事業本部長    山岸 憲一氏 

H.22.08.25(水) 
(13:00～17:00） 

25 ｢携帯電話網でのマネジドサービ

スの展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１４— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
ノキアシーメンスネットワークス㈱  
マネージドサービスAPAC ネットワーク運用事業部  
ソリューションズマネージャ           関口  透氏 

日本エリクソン㈱ マネージドサービス事業開発本部長  
ウリセス・フォンタニニ 氏 

H.22.09.03(金) 
(13:00～16:50） 
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26 Ｇ空間EXPO特別シンポジウム 
｢ユビキタス情報基盤が拓くＧ空

間サービス｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１５— 

(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     森川 博之氏 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 第一法人営業部 担当部長 佐藤 一夫氏 
㈱KDDI研究所 ネットワーク設計グループ 
研究主査                    新井田 統氏 

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授／JSTさきがけ 中西 泰人氏 

H.22.09.21(火) 
(13:00～16:35） 

27 ｢MPLS-TPで通信ネットワークは

こう変わる｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１６— 

(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㈱ 
ネットワークサービスシステム研究所        村上  誠氏 

NTTコミュニケーションズ㈱ ネットワーク事業部  
コアネットワーク部 担当部長           吉田 寿義氏 

日本電気㈱ 光ネットワーク事業部 統括マネージャー 中村 真也氏 

H.22.09.29(水) 
(13:00～17:00） 

28 ｢組込みAndroid機器・ソフトウェ

アが拓く未来の世界｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１７— 

(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 
(社)OESF(Open Embedded Software Foundation) 
代表理事                    三浦 雅孝氏 

㈱KDDI研究所 開発センター 
アプリケーションプラットフォームグループ 
グループリーダ                 柳原 広昌氏 

ITジャーナリスト                 星  暁雄氏 

H.22.10.15(金) 
(13:00～17:00） 

29 ｢Twitterの魅力と企業での活用方

法｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１８— 

(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 
㈱デジタルガレージ 上級執行役員 Twitterカンパニー EVP 
兼 ㈱CGMマーケティング 取締役COO     佐々木智也氏 

㈱インフォバーン 代表取締役 CEO        小林 弘人氏 

H.22.10.22金) 
(13:00～16:00） 

30 ｢携帯端末向けマルチメディア放

送の最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５１９— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱マルチメディア放送 代表取締役社長       二木 治成氏 
㈱マルチメディア放送 技術統括部長        大矢 智之氏 

(ISDB-T マルチメディアフォーラム) 
シャ－プ㈱ 電子デバイス事業本部 システムデバイス第2事業部  
第2開発部 副参事                磯田  浩氏 

シャ－プ㈱ 電子デバイス事業本部 
システムデバイス第2事業部 第3開発部 参事   飯塚 邦彦氏 

H.22.11.04(木) 
(13:00～17:00） 

31 ｢携帯電話IPパケット網上でのマ

ルチメディアサービスの展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５２０— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ ネットワーク開発部 
担当課長                    下川 敦史氏 

KDDI㈱ 商品開発統括本部 
プラットフォーム開発本部 本部長        澤田 和良氏 

日本エリクソン㈱ 技術本部 
エリクソン・リサ－チ・ジャパン所長       小田 稔周氏 

H.22.11.18(木) 
(13:00～17:00） 

32 ｢活況を続ける海底ケーブル市場｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５２１— 

(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㈱ グローバル事業本部 
グローバルソリューション部 
グローバルネットワーク部門 担当部長      福田 健平氏 

日本電気㈱ 海洋システム事業部 事業部長代理    青木 恭弘氏 
㈱OCC 取締役副社長 兼 COO          太田  一氏 

H.22.11.25(木) 
(13:00～17:00） 
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33 ｢クラウド時代の光ネットワーク｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５２２— 

(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㈱ NTT情報流通プラットフォーム研究所 
主幹研究員                   村山 純一氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･データ 技術開発本部 副本部長  木原 洋一氏 
日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所 所長 加納 敏行氏 

H.22.12.03(金) 
(13:00～17:00） 

34 ｢急増するデータトラヒックへの

モバイル・ネットワークの対応｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５２３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
テラブス㈱ Solution Sales Manager        上田 昌広氏 
シスコシステムズ㈱ MITGセールス 
システムエンジニアリング・マネージャー     原田 正吾氏 

日本エリクソン㈱ 
チーフ・テクノロジー・オフィサー        藤岡 雅宣氏 

H.22.12.15(水) 
(13:15～17:00） 

35 ｢LTE及びLTE-Advancedに向け

た取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５２４— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 情報理工学科 教授      服部  武氏 

(総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ  
執行役員 研究開発推進部長           尾上 誠蔵氏 

KDDI㈱ 商品開発統括本部 
モバイルネットワーク開発本部 
モバイルアクセス技術部長            松永  彰氏 

イー・モバイル㈱ 技術戦略室 室長        諸橋 知雄氏 

H.22.12.22(水) 
(13:00～17:00） 
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