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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27年 ― 
 

1 ｢『電波政策ビジョン懇談会』最終

報告を受けて｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５４— 

(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 電波政策課 課長  田原 康生氏 
名古屋大学大学院 法学研究科 教授         林  秀弥氏 
MCPCモバイルコンピューティング推進コンソーシアム 

畑口 昌洋氏 
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 
 専務理事                     大木 一夫氏 

H.27.01.14(水) 
(13:00~17:00) 

2 ｢光コンポーネント技術が拓くこ

れからの光通信｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５６— 

(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 
㈱フジクラ 光電子技術研究所 部長         松尾昌一郎氏 
日本電気㈱ 光デバイス統括部 シニアエキスパート  山崎 裕幸氏 
日本電信電話㈱ NTT未来ねっと研究所        福徳 光師氏 

H.27.02.06(金) 
(13:00~17:00) 

3 ｢ビッグデータに関する人流・交通

流データの活用動向｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５５— 

(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 空間情報科学研究センター センター長   柴崎 亮介氏 
㈱日立製作所 情報・通信システムグル-プ 
社会イノベーション事業開発室 担当部長      森岡 道雄氏 

㈱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 

(㈱ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役副社長) 

H.27.02.12(木) 
(13:00~17:00) 

4 ｢第4世代移動通信システム

(TD-LTE Advanced)に向けた

3.5GHz帯技術とサービスの動向｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５７— 

(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 
㈱NTTドコモ 無線アクセス開発部長          前原 昭宏氏 
KDDI㈱ 技術統括本部 技術企画本部 
モバイル技術企画部 部長             吉田 智將氏 

ソフトバンクモバイル㈱ 周波数企画室 室長     石原  弘氏 

H.27.02.18(水) 
(13:00~17:00) 

5 ｢世界の先端を走る韓国における

5Gの最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５８— 

(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 
KAIST/SC Chairman, 5G Forum       Prof. Youngnam Han 
ETRI                      Dr. Young-Jo Ko 

H.27.03.18(水) 
(13:00~16:45) 

6 ｢超小型衛星開発により拓かれる

宇宙産業の行方&パネルデッスカ

ッション｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６５９— 

(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 
和歌山大学 宇宙研究所 所長            秋山 演亮氏 
㈱アクセルスペース 代表取締役           中村 友哉氏 
次世代宇宙システム技術研究組合 理事長       山口 耕司氏 

H.27.03.19(木) 
(13:00~17:00) 

7 ｢インドアポジショニングの進化

と応用｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６０— 

(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 
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 

慶應義塾大学大学院 
システムデザイン・マネジメント研究科 准教授   神武 直彦氏 

㈱リライ社 代表取締役社長 兼 CEO         照井 知基氏 

H.27.03.25(水) 
(13:00~17:00) 
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8 ｢5Gにむけたモバイルコアネット

ワークの展開｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６１— 

(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 
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 所長       高原  厚氏 
㈱KDDI研究所 
 モバイルネットワーク・グループ マネージャー   北辻 佳憲氏 
Director Systems & Technology, BU Cloud & IP, 

Ericsson Hans Mickelsson 氏 

H.27.04.10(金) 
(13:00~17:00) 

9 ｢ドローンが開く新しい世界｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６２— 

(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 
千葉大学 特別教授                 野波 健蔵氏 

(㈱自律制御システム研究所 代表取締役) 
㈱ジェノバ 経営企画室               鵜飼 尚弘氏 
東日本電信電話㈱ ネットワーク事業推進本部 部門長 

佐々木清治氏 

H.27.04.17(金) 
(13:00~17:00) 

10 ｢3G/LTEと無線LANの連携｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６３— 

(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 
KDDI㈱ 技術統括本部 ネットワーク技術本部 
モバイルアクセス技術部 副部長          酒井清一郎氏 

モバイルブロードバンド本部 日本担当マネージャー  滝沢 耕介氏 
クアルコム･ジャパン㈱ 標準化担当部長        城田 雅一氏 

H.27.04.22(水) 
(13:00~17:00) 

11 
 

｢クラウドとネットワークエッジ｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６４— 

(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 
シスコシステム合同会社 グローバルサービスプロバイズ 
ダグループ NTT事業本部 
シニアストラテジックアカウントマネージャ     尾方  説氏 

日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所 
フォトニックトランスポートネットワーク研究部 
部長                       川村龍太郎氏 

㈱Preferred Networks 
代表取締役社長 最高経営責任者          西川  徹氏 

H.27.05.28(木) 
(13:00~17:00) 

12 ｢Mobile World Congressにみるモ

バイルの将来｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６５— 

(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 
エリクソン・ジャパン 
チーフテクノロジー・オフィサー          藤岡 雅宣氏 

ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱ 
テクノロジー・ディレクター            赤田 正雄氏 

華為技術日本㈱ 
マーケティング&ソリューションセールス本部 
モバイルネットワーク担当最高技術責任者      鹿島  毅氏 

日本電気㈱ 海外ビジネスユニット 主席技師長    久木田信哉氏 

H.27.06.10(水) 
(13:00~17:00) 

13 ｢5Gモバイルアクセスでのミリ波

の役割と技術進展｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６７— 

(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 
㈱NTTドコモ先進技術研究所 所長          梅田 成視氏 
ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱ 
テクノロジー・ディレクター            赤田 正雄氏 

三菱電機㈱ コミュニケーション・ネットワーク製作所 
無線通信システム部 次長             友江 直仁氏 

H.27.06.24(水) 
(13:00~17:00) 

14 ｢IoTが拓く製造業の新時代｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６６— 

(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 
経済産業省製造産業局 ものづくり政策審議室 室長  西垣 淳子氏 
ベッコフオートメーション㈱社長           川野 俊充氏 
一般財団法人 日本OMG 代表理事         吉野 晃生氏 
三菱電機㈱ 名古屋製作所 

e-F@ctory推進プロジェクトグループ 主管技師長  河田  薫氏 

H.27.06.26(金) 
(13:00~17:00) 
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15 ｢iBeacon普及の最前線｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６８— 

(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 
㈱アプリックス 取締役チーフエコノミスト      長橋 賢吾氏 
㈱ACCESS 取締役執行役員 
兼 最高技術責任者(CTO)兼 研究開発本部長 
兼 ACCESS Seoul Co., Ltd. Director       植松 理昌氏 

㈱エンプライズ 開発部 部長            長橋 大蔵氏 

H.27.07.08(水) 
(13:00~17:00) 

16 ｢5Gに向けたモバイルシステムの

消費電力削減への展望｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６６９— 

(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 
㈱NTTドコモ 5G推進室 主幹研究員        奥村 幸彦氏 
エリクソン・ジャパン㈱ CTO           藤岡 雅宣氏 
㈱富士通研究所 R&D戦略本部           福田 英輔氏 

H.27.07.15(水) 
(13:00~17:00) 

17 ｢SDN最前線｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６７０— 

(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㈱ 技術開発部 
担当部長                     柏   大氏 

㈱KDDI研究所 
統合コアネットワーク制御グループグループリーダ  林  通秋氏 

日本電気㈱ キャリアサービス事業部 部長      新井 智也氏 

H.27.07.22(水) 
(13:00~17:00) 

18 
 

｢海洋環境とグリーンイノベーシ

ョン｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６７１— 

(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 
九州大学 応用力学研究所 教授           磯辺 篤彦氏 
東京農工大学 環境資源科学科 教授         高田 秀重氏 
Race for water Odyssey 

the president of the foundation         Marco Simeoni氏 
Scientific supervisor              Kim VAN ARKEL氏 
Media Producer                  Atsuko Quirk氏 
環境省 水・大気環境局 水環境課海洋環境室 
室長補佐                     森田 紗世氏 
(パネルディスカッションのみ参加) 

H.27.07.29(水) 
(13:00~18:00) 

19 
 

｢VoLTEと新たなIMSサービス｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６７２— 

(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 
㈱NTTドコモ ネットワーク開発部 
 IMSコア担当                   望田 英生氏 
Senior Consultant, Communication Services, 

Ericsson North East Asia      Cissy Yeung氏 
シャープ㈱ 通信システム事業本部 
要素技術開発センター モバイルシステム開発部部長 

山本 裕彦氏 

H.27.08.05(水) 
(13:00~17:00) 

20 ｢パケットオプティカル統合トラ

ンスポートネットワーク｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ６７３— 

(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㈱ 技術開発部 
担当部長                     柏   大氏 

㈱富士通研究所 ネットワークシステム研究所 
次世代ネットワークアーキテクチャPJ 
主管研究員                    朝永  博氏 

日本電信電話㈱ 先端集積デバイス研究所 
 主幹研究員                    高橋  亮氏 

H.27.08.20(木) 
(13:00~17:00) 
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21 ｢近距離無線通信技術の最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ674— 

(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 
NFCフォーラム Chairman 
 ソニー㈱ FeliCa事業部 

グローバル標準化渉外 ゼネラルマネージャー   田川 晃一氏 
TransferJetコンソーシアム             清水 雅史氏 
パナソニック㈱ 
 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 
プラットフォーム技術開発センター 無線技術開発部 

高橋 和晃氏 

H.27.08.26(水) 
(13:00~17:00) 

22 ｢IoT時代の『日本版インダストリ

ー4.0』｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ675— 

(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 
富士通㈱ 産業・流通営業グループ 
プリンシパルコンサルタント            熊谷 博之氏 

日本電気㈱ 執行役員 エンタープライズ 
BU担当(副)                   松下  裕氏 

H.27.09.04(金) 
(13:00~15:50) 

23 ｢5Gにむけたモバイルネットワー

クの展開｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ676— 

(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 
ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱ 
コア技術本部 本部長               柳橋 達也氏 

シスコシステムズ合同会社 SP Routing Architecture 
 Principal Engineer                 河野 美也氏 
日本電気㈱ キャリアサービス事業部 部内部長    塚越  努氏 
 

H.27.09.09(水) 
(13:00~17:00) 

24 ｢3GPP RAN Workshop on 5G
で見えてきた各社の 5G ビジョ

ンと技術提案(その 1)｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ677— 

(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 総合通信基盤局 新世代移動通信 
システム推進室長                 中村 裕治氏 

㈱NTTドコモ 5G推進室 主任研究員 
3GPP RAN1議長                 永田  聡氏 

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 

H.27.09.30(水) 
(13:00~17:00) 

25 ｢3GPP RAN Workshop on 5G
で見えてきた各社の 5G ビジョ

ンと技術提案(その 2)｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ678— 

(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 
エリクソン・ジャパン㈱ エリクソン北東アジア地区 
研究開発部 担当部長               村井 英志氏 

華為技術日本㈱ 
ワイヤレスマーケティング&ソリューションセールス本部 
シニアプロダクトマネージャー       崔  洋(Cui Yang)氏 

㈱富士通研究所 ネットワークシステム研究所 
次世代ワイヤレスPJ 主管研究員           田中 良紀氏 

シャープ㈱ 研究開発本部 通信・映像技術研究所 
主任研究員                    今村 公彦氏 

H.27.10.15(木) 
(13:00~17:00) 

26 ｢3GPP RAN Workshop on 5G
で見えてきた各社の 5G ビジョ

ンと技術提案(その 3)｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ679— 

(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 
ノキアソリューションズ&ネットワークス㈱ 
グローバル技術標準化部門 シニアスペシャリスト  小野 沢庸氏 

クアルコム・ジャパン㈱ Principal Engineer     北添 正人氏 
日本電気㈱ モバイルRAN事業部 
国際標準化エキスパート              笹木 高広氏 

パナソニック㈱ AVCネットワークス社イノベーションセンター 
無線ソリューション開発部 技術渉外統括主幹    加藤  修氏 

H.27.10.21(水) 
(13:00~17:00) 
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27 ｢パーソナルロボット｣ 
―ロボットに関する通信事業者の

戦略― 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ680— 

(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 
ソフトバンクロボティクス㈱ プロダクト本部 
 取締役本部長                   蓮実 一隆氏 
㈱NTTドコモ R&Dイノベーション本部 
 サービスイノベーション部 部長          大野 友義氏 
日本電信電話㈱ サ-ビスイノベーション総合研究所 
サービスエボリューション研究所 主席研究員    山田 智広氏 

H.27.10.30(金) 
(13:00~17:00) 

28 ｢M2M無線アクセスと 
IoTビジネスの新たな展開｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ681— 

(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 
㈱NTTドコモ 無線アクセス開発部 
無線方式担当部長                 安部田貞行氏 

エリクソン GSM,WCDMA, 
マルチスタンダードRAN開発部 
テクニカルマネジメント 標準化担当        上坂 和義氏 

㈱ソラコム 最高技術責任者             安川 健太氏 

H.27.11..4(水) 
(13:00~17:00) 

29 ｢電力自由化が齎(もたら)す新しい

世紀(1)｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ682— 

(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 
東京電力㈱ 常務執行役 経営技術戦略研究所長 
 兼 新成長タスクフォース事務局長 
 兼 次世代サービス担当 工学博士         岡本  浩氏 
KDDI㈱ 技術統括本部 技術開発本部 技術戦略部 
担当部長                     宮原 泰徳氏 

H.27.11.13(金) 
(13:00~16:40) 

30 ｢無線LANの新たな展開と 
IEEE802.11標準化の最新動向｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ683— 

(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 総合通信基盤局 電波政策課 課長      田原 康生氏 
NTTアクセスサービスシステム研究所 
無線アクセスプロジェクト 主幹研究員       鷹取 泰司氏 

クアルコム・ジャパン㈱ 標準化担当部長       城田 雅一氏 

H.27.11.18(水) 
(13:00~17:00) 

31 ｢ICTが超高齢化社会を豊かにす

る｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ684— 

(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㈱ 研究企画部門プロデュース担当    東  正造氏 
日本郵便㈱ 営業部 トータル生活サポート事業室長  西嶋  優氏 
日本電気㈱ NEC医療ソリューション事業部 
マネージャー                   田中 正人氏 
開発主幹                     佐々木文夫氏 

H.27.12.11(金) 
(13:00~17:00) 

32 ｢パブリックセーフティネット

ワークにおける公共ブロード無

線システムによる高度化｣ 
—マルチメディア推進フォーラム

ＰＡＲＴ685— 

(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 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課 
重要無線室 室長                 越後 和徳氏 

ノキアソリューソンズ&ネットワークス 
Business Development Public Safety APJ      霜越  潔氏 

サムスン電子ジャパン 執行役員 技術Team長 
Network事業本部                  赤田 正雄氏 

㈱日立国際電気 映像・通信事業部 技師長      加藤 数衞氏 

H.27.12.17(木) 
(13:00~17:00) 
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