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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24年 － 
 

１ ｢モバイルの急増するトラフィッ

クにおける無線LANの効果的利

用方法｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５４— 

(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 ネットワーク部 担当部長 

平松 孝朗氏 
エリクソン･ジャパン㈱ カスタマーソリューション本部 
テクニカル･アドバイザー           Erik Haberger 氏 

日本電気㈱ システムプラットフォーム研究所  
所長代理                    岩田  淳氏 

H.24.01.18(水) 
(13:00～17:00) 

２ ｢ビッグデータはビジネスを革新

するか｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５５— 

(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㈱ ソフトウェア事業 理事  
インフォメーション・マネージメント事業部長   塚本 眞一氏  

㈱エヌ･ティ･ティ･データ 技術開発本部 IT活用推進センタ 
ビジネスインテリジェンスソリューション担当 
部長                      中川慶一郎氏 

㈱日立製作所 情報・通信システム社 
ソフトウェア事業部 大量データ処理ビジネス推進室 
担当部長                   山口 俊朗氏 

H.24.01.19(木) 
(13:00～17:00) 

３ ｢ワイヤレス充電の技術進化と実

用化｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５６— 

(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) 
㈱NTTドコモ 先進技術研究所 主幹研究員     竹野 和彦氏 
㈱村田製作所 技術･事業開発本部 新規事業推進統括部  
応用技術商品部 企画課 係長          郷間 真治氏 

㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン 
知的財産・システム標準本部 
システム標準部 部長              黒田 直祐氏 

H.24.01.25(水) 
(13:00～17:00) 

４ ｢ビジネスチャンスとしての『IPv4
アドレス在庫枯渇問題』｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５７— 

(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             田邉  大氏 

NTTコミュニケーションズ㈱ 先端IPアーキテクチャセンタ 
経営企画部サービス戦略担当兼務 担当部長    宮川  晋氏 

Google Japan                  Erik Kline氏 

H.24.01.27(金) 
(13:00～17:00) 

５ ｢災害等緊急事態における情報通

信の在り方と取り組み｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５８— 

(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) 
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部  
電気通信技術システム課 課長補佐        篠澤 康夫氏 

KDDI㈱ 技術統括本部 技術企画本部  
ネットワーク技術企画部長            斎藤 重成氏 

スカパーJSAT㈱ 技術運用本部 通信技術部長    笹沼  満氏 

H.24.02.22(水) 
(13:00～17:00) 
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６ ｢NFCは電子マネー市場を拡大さ

せるか｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５５９— 

(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 
㈱野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部  
コンサルタント                 伊部 和晃氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ フロンティアサービス部 
おサイフケータイ事業推進 NFC推進担当 
主査                      菅野 利博氏 

H.24.03.01(木) 
(13:00～16:10) 

７ ｢災害復興に向けた事業継続計画 
(BCP=Business Continuity  
Planning)支援ソリューションの

展開｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６０— 

(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 
東京大学大学院 工学系研究科 
電気系工学専攻 教授              相田  仁氏 

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱ クラウドサービス部  
データセンターサービス部門 担当部長      佐田 敦彦氏 

㈱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 
㈱日立製作所 経営戦略室 事業戦略本部 
 担当本部長                   梶浦 敏範氏 

(特定非営利活動法人 事業継続推進機構 理事) 

H.24.03.15(木) 
(13:00～17:00) 

８ ｢デマンドレスポンスは電力不足

を救うか？｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６１— 

(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 
経済産業省 
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 
新産業・社会システム推進室長 
兼 燃料電池推進室長              小見山康二氏 

米国ローレンス・バークレー・ナショナル・ラボラトリー(LBNL) 
デマンド・レスポンス・リサーチ・センター(DRRC) 

Sila Kiliccote氏 

H.24.03.26(月) 
(13:00～17:00) 

９ ｢プラチナバンド最新動向と利活

用ビジョン｣ 

—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６２— 

(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) 
総務省 総合通信基盤局 
電波部 移動通信課 推進官           豊嶋 基暢氏 

ソフトバンクモバイル㈱ 技術統括 電波制度室 
室長                      石原  弘氏 

H.24.04.05(木) 
(13:00～16:45) 

10 ｢音声中継網のIP化動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６３— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
東京大学 名誉教授                齋藤 忠夫氏 
日本電信電話㈱ 情報流通基盤総合研究所 
ネットワークサービスシステム研究所 主幹研究員 平木 健一氏 

日本ソナス･ネットワーク社 システム技術部 
テクニカル･ディレクター             安田 欣只氏 

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱ 
ボイス＆ビデオコミュニケーションサービス部 
サービス企画部門 担当課長           村上  修氏 

H.24.04.19(木) 
(13:00～17:00) 

11 ｢HTML5はわれわれに何をもた

らすか｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６４— 

(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 
慶應義塾大学大学院  
政策・メディア研究科 特任助教         深見 嘉明氏 
(W3C/Keio, SFC研究所次世代Web応用技術・ラボ) 

㈱シーエー・モバイル Web先端技術フェロー    白石 俊平氏  
日本電信電話㈱ 研究企画部門 プロデュース担当  西條 直樹氏 

H.24.04.25(水) 
(13:00～17:00) 

12 ｢世界的無線技術者が語る無線技

術展開動向と将来展望｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６５— 

(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) 
Senior Expert, Ericsson Research        Erik Dahlman氏 

H.24.05.10(木) 
(13:00～16:00) 
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13 ｢次世代クラウドを支えるネット

ワーク仮想化技術とSoftware 
Defined Networkの展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６６— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
東京大学 名誉教授                齋藤 忠夫氏 
日本電信電話㈱ NTTソフトウェアイノベーションセンタ 
第三推進プロジェクト 主幹研究員        坂井  博氏 

㈱ボスコ･テクノロジーズ 代表取締役社長      林  經正氏 
独立行政法人 情報通信研究機構 ネットワーク研究本部 
ネットワークシステム総合研究室長        西永  望氏 

H.24.05.18(金) 
(13:00～17:00) 

14 ｢モバイルクラウドの動向と事業

者、サービスプロバイダの取り組

み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６７— 

(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) 
KDDI㈱ ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 
スマートソリューション部長           原田 圭悟氏 

日本電気㈱ キャリアサービス事業本部 
 副事業本部長                  奥屋  滋氏 
アカマイ･テクノロジーズ合同会社  
技術本部 ソリューションズ･エンジニアリング部  
ソリューションエンジニア           渡邉 圭太氏 

H.24.05.24(木) 
(13:00～17:00) 

15 Ｇ空間EXPO2011特別シンポジウ

ム｢アンビエント社会基盤｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６８— 

(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 
東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 教授   田中 秀幸氏 
㈱日立製作所 研究開発本部 技術戦略室 
担当部長                    新谷 洋一氏 

新日鉄ソリューションズ㈱ システム研究開発センター 
上席研究員                   桜井  新氏 

H.24.06.21(木) 
(13:30～16:30) 

16 ｢ビッグデータを有効活用するた

めのデータ解析の最新手法｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５６９— 

(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 
㈱JANAソリューション 事業開発本部長      竹本  毅氏 
コスモ石油㈱ 千葉製油所 生産管理課       上原 広樹氏 
IMIS研究所合同会社 技術顧問           大隈 慎吾氏 

H.24.06.28(木) 
(13:00～17:00) 

17 ｢DPIがもたらすディープインパ

クト｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７０— 

(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 
虎ノ門南法律事務所 弁護士            上沼 紫野氏 
ノキア シーメンス ネットワークス㈱  
ソリューションビジネス技術部長         幡谷 一哲氏 

フリーランス、ブロガー、インターネット評論家    あきみち氏 

H.24.07.12(木) 
(13:00～17:00) 

18 ｢モバイルトラフィック急増に対

するネットワーク、端末の取り組

み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７１— 

(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 客員教授    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 ネットワーク部 
技術企画部門 担当部長             平松 孝朗氏 

エリクソン･ジャパン㈱ CTO            藤岡 雅宣氏 

H.24.07.26木) 
(13:00～16:55) 

19 ｢放送･通信融合時代のホームメデ

ィアサービスの最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７２— 

(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 
NHK放送技術研究所  
次世代プラットフォーム研究部 副部長      藤井亜里砂氏 

㈱東芝 デジタルプロダクツ&サービス社 商品統括部 
プロダクト&ソーシャル･インターフェース部 部長 片岡 秀夫氏 

アリスグループジャパン㈱ 事業開発本部 
SE部 部長                   友松 和彦氏 

H.24.08.01(水) 
(13:00～17:00) 
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20 ｢プラチナバンド最新動向と 
LTE-Advanced導入に向けた取り

組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７３— 

(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 客員教授    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 移動通信課 課長 田原 康生氏 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 執行役員 
ネットワーク部長                入江  恵氏 

KDDI㈱ 技術統括本部 技術企画本部 副本部長  藤咲 友宏氏 
イー･アクセス㈱ 技術戦略室 室長        諸橋 知雄氏 

H.24.08.21(火) 
(13:00～16:55) 

21 ｢スマートメーターとHEMSイン

タフェースの動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７４— 

(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 情報経済課 課長補佐 笠間 太介氏 
パナソニック㈱ エコソリューションズ社 
エナジーシステム事業グループ R&Dセンター  
信号処理研究グループ 室長           鈴木 淳一氏 

㈱東芝 研究開発センター  
ネットワークシステムラボラトリー 研究主幹   正畑 康郎氏 

H.24.08.29(水) 
(13:00～17:00) 

22 ｢モバイル技術を活用したモバイ

ルヘルスの最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７５— 

(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 客員教授    服部  武氏 
 (総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱KDDI総研 調査一部 海外市場･政策グループ   沖 賢太郎氏 
NPO法人 コンティニュア･ヘルス･アライアンス 
日本地域委員会 日本地域技術分科会 
副委員長                   足立 克己氏 
(㈱東芝) 

ドコモ･ヘルスケア㈱ 代表取締役社長        竹林  一氏 

H.24.08.30(木) 
(13:00～17:00) 

23 ｢BYOD—企業における私物スマ

ートデバイスの活用｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７６— 

(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 
シスコシステムズ合同会社 

CISSP-ISSJP 公認情報システム監査人      楢原 盛史氏 
トレンドマイクロ㈱ 執行役員 事業開発部 部長  斧江 章一氏 
ソフトバンクBB㈱ C&S本部 MD第1統括部 
モバイルビジネスマーケティング部 担当課長   幸良 有浩氏 

H.24.09.07(金) 
(13:00～17:00) 

24 ｢SDN/Open Flowを活用した新し

いビジネスの展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７７— 

(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･コミュニケーションズ㈱ 
クラウドサービス部 担当部長          飯田健一郎氏 

日本電気㈱ UNIVERGEサポートセンター 
グローバル主席事業主幹             渡辺 裕之氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･データ 基盤システム事業本部 
システム方式技術ビジネスユニット 
第三技術統括部 部長             磯部 俊洋氏 

H.24.09.14(金) 
(13:00～17:00) 

25 ｢モバイルIT技術をフル活用した

物流革命への取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７８— 

(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 客員教授    服部  武氏 
 (総務省 情報通信審議会 委員) 
日本ユニシス㈱ 公共サービス事業部 
戦略ロジステックス部長             新堀  聡氏 

ユーピーアール㈱ 取締役  
IT事業統括本部 統括本部長           中村 康久氏 

㈱日立製作所 社会イノベーション･プロジェクト本部 
ソリューション推進本部 産業･流通システム本部 
ロジスティクスシステム部           末崎 将司氏 

H.24.10.03(水) 
(13:00～17:00) 
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26 ｢有事と平時、地域WiFi情報ネット

ワークの現状とその展望｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５７９— 

(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 
独立行政法人情報通信研究機構 経営企画部 
企画戦略室 プランニングマネージャー      井上 真杉氏 

ラッカスワイヤレスジャパン合同会社  
テクニカルディレクター             小宮 博美氏 

九州大学大学院 システム情報科学研究院 
情報知能工学部門 教授             古川  浩氏 
(PicoCELA㈱ CTO) 

H.24.10.18(木) 
(13:00～17:00) 

27 ｢スマートフォン時代の移動通信

アプリケーション開発の方向性｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８０— 

(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 客員教授    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           栄藤  稔氏 

KDDI㈱ 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 
オープンプラットフォームビジネス部長      鴨志田博礼氏 

H.24.10.22(月) 
(13:00～16:25) 

28 ｢コンテンツ配信の最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８１— 

(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 
アカマイ･テクノロジーズ合同会社 
技術本部 ソリューションズ･エンジニアリング部 
ソリューションエンジニア           渡邉 圭太氏 

㈱日立製作所 横浜研究所 主任研究員       松原 大典氏 
(独)情報通信研究機構 ネットワーク研究本部 
ネットワークシステム総合研究室         清水  洋氏 

H.24.11.07(水) 
(13:00～16:55) 

29 ｢スマートフォンはカーナビ専用

機、ITS専用システムを超えられる

か｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８２— 

(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 客員教授    服部  武氏 
 (総務省 情報通信審議会 委員) 
インターネットITS協議会 事務局長        時津 直樹氏 
パイオニア㈱ カーエレクトロニクス事業統括部 
カー市販事業部 マルチメディア事業企画部 
企画1課 課長                 山下 元之氏 

UKコンサルタント 代表             浮穴 浩二氏 

H.24.11.15(木) 
(13:00～17:00) 

30 ｢時刻同期サービスの技術動向と

ビジネス展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８３— 

(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ネットワーク基盤技術研究所  
ネットワーク方式SEプロジェクト 主幹研究員   吉田 誠史氏 

㈱KDDI研究所 光アクセスネットワークグループ 
研究主査                    村上 隆秀氏 

一般財団法人 電力中央研究所 システム技術研究所 
通信システム領域 上席研究員          藤川 冬樹氏 

H.24.11.22(木) 
(13:00～16:45) 

31 ｢モバイルバックホールネットワ

ークの発展｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８４— 

(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 
Mr. Andy Sutton 
Principal Network Architect Everything Everywhere Limited, UK 
日本電気㈱ モバイルワイヤレスソリューション事業部 
シニアエキスパート               武藤 秀行氏 

H.24.11.28(水) 
(13:00～16:50) 

32 ｢電波有効利用の促進を支える最

新政策動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８６— 

(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 客員教授    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 
企画官                     菅田 洋一氏 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 電波部 担当部長     古川 憲志氏 
㈱東芝 研究開発センター 
ワイヤレスシステムラボラトリー 研究主幹    庄木 裕樹氏 
(ブロードバンドワイヤレスフォーラム ワイヤレス電力伝送WG リ
ーダー) 

H.24.12.05(水) 
(13:00～17:00) 



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

33 ｢HTML5の携帯端末へのインパ

クト｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ５８５— 

(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 客員教授    服部  武氏 
 (総務省 情報通信審議会 委員) 
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 企画官  塩崎 充博氏 
㈱KDDI研究所 メディア・HTML5応用 
グループリーダー                酒澤 茂之氏 

アドビ システム㈱ マーケティング本部 
クリエイティブ ソリューション 第2部 部長   西山 正一氏 

H.24.12.13(木) 
(13:00～17:00) 

 

2012年12月12日更新 


