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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26年 － 
 

1 ｢NFV｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２３— 

(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㈱ ネットワーク基盤技術研究所  
ネットワーク技術SEプロジェクト 主幹研究員   高谷 直樹氏 

ジュニパーネットワークス㈱ 
サービスプロバイダービジネス統括本部  
営業開発本部 チーフアーキテクト       長滝 信彦氏 

シスコシステムズ合同会社  
プリンシパル システムズ エンジニア       河野 美也氏 

H.26.01.22(水) 
(13:00～17:00) 

2 ｢新たなUI/UXへの挑戦｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２４— 

(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 環境情報学部 教授         増井 俊之氏 
東京大学大学院 情報学環 教授          暦本 純一氏 

(CSL研究員 クウジット役員) 
㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ 先進技術研究所 
先端技術研究G                 堀越  力氏 

H.26.01.24(金) 
(13:00～17:00) 

3 ｢無線LANビジネスの最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２５— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 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･ブロードバンドプラットフォ－ム㈱ 
取締役 サービス開発部長            北條 博史氏 

ソフトバンクモバイル㈱ ネットワーク本部 
ネットワーク戦略推進部 担当部長        松嶋  聡氏 

シスコシステムズ合同会社 
エンタープライズネットワーキング事業 
ユニファイドアクセスソリューション担当     荒谷  渉氏 

H.26.01.29(水) 
(13:00～17:00) 

4 ｢ソーシャルリスニングプラット

フォームの最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２６— 

(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 
トランスコスモス・アナリティクス㈱ 取締役副社長 萩原 雅之氏 
㈱エヌ･ティ･ティ･データ 第三法人事業本部 
ソーシャルビジネス推進室            佐藤勇一郎氏 

㈱東急ハンズ ITコマース部 EC課 ディレクター  緒方  恵氏 
㈱ローソン 広告販促企画部            白井 明子氏 

H.26.01.30(木) 
(13:00～17:00) 

5 ｢通信ビッグデータの活用による

新たなビジネス創出｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２２— 

(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 データマイニング応用グループ 
研究主査                    黒川 茂莉氏 

㈱NTTドコモ スマートライフビジネス本部 
スマートライフ推進部 ビジネス基盤推進室 
ビジネス戦略担当部長              江藤 俊弘氏 
(代理) 

㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ スマートライフ推進部 
ビジネス戦略･CRM戦略担当 担当課長      矢野 達也氏 

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱ 経営企画部 
マネージドセキュリティサービス推進室 担当部長 小山  覚氏 

H.26.02.06(木) 
(13:00～17:00) 
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6 ｢公共スペースにおける移動通信

カバレッジの展開と課題｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２７— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
UQコミュニケーションズ㈱ コーポレート部門 
渉外部長                    西川 嘉之氏 

公益社団法人移動通信基盤整備協会 専務理事    眞木 哲也氏 
RFS(Radio Frequency Systems) 

WINS開発チーム マネージャー      Mr. Axel Schroeder氏 

H.26.02.19(水) 
(13:00～17:00) 

7 ｢米国における『情報通信最新事

情』｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２８— 

(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 
㈱情報通信総合研究所 グローバル研究グループ   清水 憲人氏 
ベライゾンジャパン合同会社  
テクニカルソリューション本部 本部長      生田 隆由氏 

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱ 
ネットワークサービス部 テクノロジー部門 
担当部長                    福田 健平氏 

H.26.03.06(木) 
(13:00～17:00) 

8 ｢次世代スマートテレビ｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６２９— 

(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 コンテンツ振興課 調整官 古川 易史氏 
日本放送協会 メディア企画室 副部長       藤沢  寛氏 
日本テレビ放送網㈱ 編成局 
メディアデザインセンター メディアクリエイション部 
担当部長                    宇佐美 理氏 

㈱フォアキャスト・コミュニケーションズ 
システムサービスユニット           世古口恵美加氏 

㈱フォアキャスト・コミュニケーションズ 
システムサービスユニット            岩田 雅也氏 

H.26.03.20(木) 
(13:00～17:00) 

9 ｢第5世代移動体通信システム(5G)
への取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３０— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
Ericsson AB Ericsson Research 

Senior Expert Radio Access Technologies    Erik Dahlman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 

富士通㈱ ネットワークビジネス戦略本部 
事業推進統括部 プリンシパルエンジニア     中村 隆治氏 

H.26.03.28(金) 
(13:00～17:00) 

10 ｢M2Mのグローバル展開における

課題と対策｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３１— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
日立建機㈱ IT推進本部 業務システム統括センタ 
センタ長                    松田富士夫氏 

WBO㈱ 代表取締役           カプリンスキー・ガイ氏 
エリクソン・ジャパン㈱ 
カスタマー・ソリューション＆エンゲージメント統括本部 
コミュニケーション・サービス本部 
シニア・コンサルタント             宮内 ドニ氏 

H.26.04.09(水) 
(13:00～17:00) 

11 ｢デバイス間通信(D2D)を制する

無線はこれだ！｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３２— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
MCPC Bluetooth推進委員会 委員長        酒井 五雄氏 
クアルコム・ジャパン㈱ 事業戦略部長       前田 修作氏 
Broadcom Sr Director, Product Marketing   Mr. David Recker 
日本電気㈱ システムプラットフォームビジネスユニット 
ソリューションプラットフォーム統括本部 
シニアマネージャ                小林 佳和氏 
(山形大学 客員教授、Wi-Fiアライアンス 参画メンバー) 

H.26.05.14(水) 
(13:00～17:00) 
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12 ｢モバイル通信料金は安くなるか｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３３— 

(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 
料金サービス課 課長補佐            芦田 光暁氏 

㈱三菱総合研究所 情報通信政策研究本部 
主席研究員                   西角 直樹氏 

一般社団法人テレコムサービス協会 
MVNO委員会 運営分科会主査          木村  孝氏 
(ニフティ㈱) 

H.26.05.16(金) 
(13:00～17:00) 

13 ｢ICTスマートタウン｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３４— 

(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 融合戦略企画官    中村 裕治氏 
大和ハウス工業㈱ 住宅事業推進部 商品開発部 
統括部長                    有吉 善則氏 

パナソニック㈱ 藤沢SST推進プロジェクト 
プロジェクトマネージャー 
兼 Fujisawa SSTマネジメント㈱ 代表取締役社長 宮原 智彦氏 

H.26.05.23(金) 
(13:00～17:00) 

14 ｢第5世代移動体通信システム(5G)
への取り組み(その2)｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３５— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 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 
新世代移動通信システム推進室長         森下  信氏 

KDDI㈱ 技術統括本部 技術開発本部 
シニアディレクター               松永  彰氏 

日本電気㈱ モバイルRAN事業部  
国際標準化シニアエキスパート        ウン チャンホク氏 

H.26.05.28(水) 
(13:00～17:00) 

15 ｢スマホの次は？ ウェアラブル端

末の最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３６— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
神戸大学大学院 工学研究科 教授         塚本 昌彦氏 

(NPO法人 ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事長) 
セイコーエプソン㈱ 豊科事業所 
ビジュアルプロダクツ事業部 HMD事業推進部   馬塲 宏行氏 

ソニー㈱ デバイスソリューションビジネスグループ 
SIG準備室 統括部長               武川  洋氏 

H.26.06.11(水) 
(13:00～16:35) 

16 ｢仮想通貨は世界共通マネーとな

り得るのか｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３７— 

(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 
国際大学GLOCOM 客員研究員          楠  正憲氏 
㈱ティンバーラインパートナーズ 代表取締役 
／日本デジタルマネー協会 フェロー会員     大石 哲之氏 

㈱野村総合研究所 
ICT･メディア産業コンサルティング部 
上級コンサルタント               田中 大輔氏 

H.26.06.13(金) 
(13:00～17:00) 

17 ｢2GHzを用いた次世代衛星移動通

信システムの取り組み｣(その2) 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３８— 

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

(総務省 情報通信審議会委員) 
(独)宇宙航空研究開発機構 特任参与         辻畑 昭夫氏 
日本電気㈱ 宇宙システム事業部 
プロジェクト推進部 シニアエキスパート     小石 洋一氏 

三菱電機㈱ 宇宙システム事業部 
宇宙開発利用推進室 担当部長          坂井 英一氏 

H.26.06.19(木) 
(13:00～17:00) 
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18 ｢第5世代移動体通信システム(5G)
への取り組み｣(その3) 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６３９— 

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

(総務省 情報通信審議会委員) 
華為技術日本㈱ 
ワイヤレス・マーケティング部 担当部長     鹿島  毅氏 

ノキアソリュ－ションズ＆ネットワ－クス㈱ 
技術統括本部 統括本部長            赤田 正雄氏 

ソフトバンクモバイル㈱ 
電波制度室 技術調査部 部長          野寺 義彦氏 

H.26.07.02(水) 
(13:00～17:00) 

19 ｢迅速・適応的(agile)開発手法で進

化するコミュニティ・標準化｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４０— 

(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 
慶応義塾大学 環境情報学部 教授 
 兼 W3C/Keioサイトマネージャ 取締役      中村  修氏 
㈱KDDIテクノロジー 事業推進部 次長 
 兼 特定非営利活動法人 日本Androidの会 理事長 嶋 是一 氏 
KDDI㈱ 技術開発本部 マネージャ         高木 幸一氏 

H.26.07.11(金) 
(13:00～17:00) 

20 ｢モバイルネットワーク性能向上

に貢献するビッグデータの活用｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４１— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
㈱Agoop 代表取締役               柴山 和久氏 
アクセンチュア㈱ デジタル コンサルティング本部 
アクセンチュア アナリティクス統括  
マネジング・ディレクター            工藤 卓哉氏 

エリクソン・ジャパン㈱ 
 CS&E統括本部 CSIディレクター         真野  淳氏 

H.26.07.23(水) 
(13:00～17:00) 

21 ｢安全な水管理に向けた実世界の

見える化｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４２— 

(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 水管理・国土保全局 水資源部  
水資源計画課 総合水資源管理戦略室長      三輪 準二氏 

群馬大学大学院 理工学府環境創生部門 助教    松本 健作氏 
日本電気㈱ 交通・都市基盤事業部 エキスパート  鴨居  敦氏 

H.26.08.22(金) 
(13:00～17:00) 

22 ｢OTTとキャリアの新たな関係に

向けて｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４３— 

(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 
エリクソン・ジャパン㈱ CTO            藤岡 雅宣氏 
㈱情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 
 主任研究員                   清水 憲人氏 
エヌ･ティ･ティ･コミュニケ－ションズ㈱  
ネットワークサービス部 テクノロジー部門 
担当部長                    福田 健平氏 

H.26.09.12(金) 
(13:00～17:00) 

23 ｢NFV｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４４— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱ 
コアネットワーク技術本部 本部長        幡谷 一哲氏 

日本アルカテル･ルーセント㈱ CloudBand事業部 
ソリューションアーキテクト           内田 篤志氏 

日本電気㈱ 第一キャリアサービス事業部 
ソフトウェアマネージャー            蓮実 利昭氏 

H.26.09.18(木) 
(13:00～17:00) 
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24 ｢クラウド構築を支えるクラウド

基盤ソフトOpenStack｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４５— 

(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OpenStackユーザ会 会長            中島 倫明氏 

(伊藤忠テクノソリューションズ㈱） 
レッドハット㈱ クラウドエバンジェリスト     中井 悦司氏 
米国 ヒューレット・パッカードカンパニー  
クラウドチーフテクノロジスト          真壁  徹氏 

ヤフー㈱ システム統括本部 サイトオペレーション本部 
インフラ技術1部 プライベートクラウド リーダー 伊藤 拓矢氏 

H.26.09.25(木) 
(13:00～17:00) 

25 ｢モバイルインフラベンダーの将

来に向けた戦略｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４６— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
ノキアソリュ－ションズ&ネットワ－クス㈱ 
技術統括本部 統括本部長            赤田 正雄氏 

エリクソン･ジャパン㈱ CTO           藤岡 雅宣氏 
シスコシステムズ合同会社 

PRINCIPAL SYSTEMS ENGINEER       河野 美也氏 

H.26.10.15(水) 
(13:00～17:00) 

26 ｢公衆無線LANサービスの現状と

今後の展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４７— 

(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 データ通信課長      河内 達哉氏 
NECプラットフォームズ㈱ 開発事業本部  
アクセスデバイス開発事業部 マネージャ     大杉 基之氏 

フォン･ジャパン㈱ CIO              金田  宏氏 

H.26.10.22(水) 
(13:00～17:00) 

27 ｢M2M市場拡大の鍵は何か｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４８— 

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

(総務省 情報通信審議会 委員) 
本田技研工業㈱ グローバルテレマティクス部 
サービス研究開発室 室長            田村 和也氏 

㈱日立製作所 通信ネットワーク事業部 事業主管  木下 泰三氏 
富士通㈱ ネットワークサービス事業本部 

IOTビジネス推進室長              須賀 高明氏 

H.26.10.29(水) 
(13:00～17:00) 

28 ｢Beyond 100G 超高速ネットワー

ク時代に向けて｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６５０— 

(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㈱ 
カスタマサービス部 イノベーション部門 
担当部長                    辻  基宏氏 

日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 企画部長    富澤 将人氏 
富士通オプティカルコンポーネンツ㈱  
オプティカルコンポーネンツ事業部  
第三商品部 部長                森  和行氏 

H.26.11.14(金) 
(13:00～17:00) 

29 ｢SIMを取り巻く新たな展開｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６４９— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 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 移動機開発部 
第一イノベーション推進担当 担当部長      村田  充氏 

ジェムアルト㈱ テレコム事業本部長        蔦田 剛士氏 
日本通信㈱ 常務執行役員             田島  淳氏 

H.26.11.19(水) 
(13:00～17:00) 
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30 ｢IoTの現状と将来｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６５１— 

(座長－総合司会) 
東京大学 名誉教授                齊藤 忠夫氏 
(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 
日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所 
グループリーダ                 清水 雅史氏 

ユーピーアール㈱ 常務取締役 スマートパレット推進室長 
ロケーション㈱ 代表取締役社長 工学博士     中村 康久氏 
長野日本無線㈱ 事業本部 新事業推進担当部長   谷屋 明彦氏 

H.26.12.02(火) 
(13:00～17:00) 

31 ｢モバイルソリューションへの新

たな取り組み｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６５２— 

(座長－総合司会及び基調講演) 
上智大学 理工学部 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 法人事業部 
法人ビジネス戦略部 メディカルICT推進室    古野 徳之氏 

日本電気㈱ 企業ネットワーク事業部 
 シニアマネージャ                増子  充氏 
シスコシステムズ合同会社 
 エンタープライズネットワーク事業 
ユニファイドアクセス部 部長          田村 康一氏 

H.26.12.10(水) 
(13:00～17:00) 

32 ｢農業ビジネスの変革：工業製品と

しての農産物｣ 
—マルチメディア推進フォ－ラム

ＰＡＲＴ６５３— 

(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 
 農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 
副機構長・教育部長(情報・社会研究領域)     二宮 正士氏 

富士通㈱ イノベーションビジネス本部 
ソーシャルイノベーションビジネス統括部 
Akisaiビジネス部 シニアマネージャ       深谷 朋昭氏 

日本電気㈱ 第二キャリアサービス事業部 
シニアエキスパート               高津戸史朗氏 

H.26.12.12(金) 
(13:00～17:00) 
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