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マルチメディア推進フォーラム

1994 年設立

委員会

活動実績(1994 年〜2004 年 7 月)

｢マルチメディア推進フォーラム｣委員会
委員長 東京大学 名誉教授

齊 藤 忠

夫

Ā情報通信基盤整備プログラムā な活動展開で先行している米国をキャッチアップし、
が郵政省から、Ā高度情報化プロ また政界の情報通信基盤整備に対して積極的な貢献
グラムāが通産省から公表された をしていく上でも、わが国のĀマルチメディアāは現
のを契機に、わが国においてもマ 在重大な局面を迎えております。
ルチメディア社会の実現に向けた具体活動が本格的
2010 年には約 120 兆円の市場規模 240 万人以上
に展開されております。 また、去る７月に開催さ の雇用リーディング産業に成長するとのマルチメデ
れたナポリサミットにおいてもĀＧＩＩ(Global Inf ィア産業ビジョンが公表され、多大な期待が寄せら
ormation Infrastracture)構想āが論議される等、 れております。
情報通信基盤の構築は今や世界的な重要共通課題と
しかしながら、マルチメディアの進展は、国境
なっております。
業種 技術等全ての境界を越え、これまでの産業シ
現在わが国では、バブル経済崩壊後の長期に及ぶ ステムや社会システムを飲み込んで進展していくも
構造不況からの脱出 再生と新たな成長に対する経 のであり、言い換えれば新たな社会創造に向けた未
済界の苦悩、高齢化時代を控え、既に成熟段階にあ 知の分野への国家的チャレンジであります。
る社会の活性化の必要性等々、多くの深刻な問題が
したがって、ここに至るプロセスには、マルチメ
顕在化し、経済面でも社会面でも構造的なĀ閉塞状 ディアに対するĀ一過性ブーム論āやĀ過剰期待論ā等
態āに追い込まれております。
が生まれる不透明部分や、予測し得ない潜在課題が
Āマルチメディアāは、これらの構造的な国家課題 残されているのは当然であります。
を解決する最も有力な手段として脚光を浴びており、 米国での急進展に取り残される恐れもあります。
Āマルチメディア社会の実現āが、このĀ閉塞状態āか
このような認識を踏まえ、各界を代表される有力
らの唯一明るい出口であると認識され、国家的な期 リーダーの提唱により、本格的なĀマルチメディア
待が集まっております。
推進フォーラムāを結成 発足することと致しまし
さらには、絶対的な自信をもとに、ダイナミック た。
(1994 年当時のフォーラム案内より抜粋)

活動実績一覧
P a r t

テーマ

P a r t

Part1
｢マルチメディア推進フォーラム
1994/10/ 4
−設立記念特別講演会と懇親パーティ｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局長
五十嵐三津雄氏
通商産業省 機械情報産業局長
渡辺 修氏
建設省 道路局長
藤川 寛之氏
日本電信電話㈱ 取締役
立川 敬二氏
Part2
｢建設省のマルチメディア−情報ハイウェイはこれだ！｣
1994/10/28 東京大学 工学部 教授
齊藤
郵政省 通信政策局 ĭķğİġļĆď振興室長
吉崎
(代-郵政省 通信政策局 ĭķğİġļĆď振興室 室長補佐 伊藤
建設省 道路局 企画課長
伊藤
(代-建設省 道路局 企画課 調整官
横田
建設省 道路局 道路環境対策室長
谷口
慶應義塾大学 理工学部 教授
川嶋

忠夫氏
正弘氏
潔氏)
信彦氏
耕治氏)
博昭氏
弘尚氏

Part3
｢新段階を迎えるマルチメディアの新展開
1994/11/11
−日本のマルチメディア産業は本当に確立できるのか−｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
通商産業省 機械情報産業局 ĭķğİġļĆď政策室長
辻 義信氏
(代-通商産業省 機械情報産業局 ĭķğİġļĆď政策室
室長補佐 森本 英雄氏)
常磐大学 人間科学部 ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授
後藤 和彦氏
日本電信電話㈱ ęĎĩļě生産本部 担当部長
飯塚 久夫氏
㈱情報通信総合研究所 常務取締役
中野 景夫氏

テーマ

Part4
｢日米二大企業のマルチメディア戦略とＢＢＣＣの最新実験レポート｣
1994/12/ 9 東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 取締役 通信網総合研究所長
青木 利晴氏
日本AT&T情報Ěěġį㈱ 代表取締役副社長
高橋 秀明氏
ĒěăĚĎăĒě㈱ 取締役
林 ħĪļē氏
大和Ĩđě工業㈱ 総合技術研究所 管理部長
船城 信也氏
Part5
｢マルチメディア移動体通信
1994/12/22
−行政の方針と日／米を代表する二大企業の戦略を明かす｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 事業政策課長
森
清氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
日本電気㈱ 専務取締役
宮脇 知生氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ 代表取締役社長
古川 享氏

1995 年
Part6
｢２１世紀に向けた
1995/ 1/26
マルチメディアの基本戦略と 1995 年に展開する具体構想｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局長
五十嵐三津雄氏
(代-郵政省 通信政策局 次長
高田 昭義氏)
日本電信電話㈱ 常務取締役
宮脇 陞氏
伊藤忠商事㈱ 常務取締役
森 亮人氏
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Part7
｢マルチメディア時代の本命！
1995/ 2/28 エージェントの出現と普及拡大戦略(マルチメディアパーソナル通信)｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
(代-郵政省 電気通信局 移動通信課 課長補佐
金谷 学氏)
日本AT&T情報Ěěġį㈱ 代表取締役副社長
高橋 秀明氏
ĝĤĎ㈱ 取締役 ĐĻĞĪĉĎĘįĪĽĹĞļĖĢĔĻĨĽĤĎ ĪĽĸĚļġļĻĢ
角田 浩一氏
Part8
｢２１世紀の道路交通環境とマルチメディアの具体計画｣
1995/ 3/ 2 東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
警察庁 交通局 交通規制課 課長補佐
田中 好巳氏
郵政省 電気通信局 移動通信課 課長補佐
金谷 学氏
建設省 道路局 企画課 課長補佐
徳山日出男氏
道路交通情報通信Ěěġį推進協議会 事務局長
宮田 穣氏
通商産業省 機械情報産業局 自動車課 課長補佐
戒能 一成氏
建設省 道路局 企画課 建設専門官 (情報担当)
松井 直人氏
Part9
｢実用化時代を迎えたＡＴＭネットワークの市場展開｣
1995/ 3/10 東京大学 工学部 教授
齊藤
郵政省 通信政策局 技術開発推進課長
吉田
日本電信電話㈱ 企画室 担当部長
山田
日本電信電話㈱ 理事 ĦčĢĺĎĖ部長 兼ĳĎęļĚěġį部長 石川
(代Ď日本電信電話㈱ ĦčĢĺĎĖęĎĩļěĚěġį研究所
広帯域Ěěġį研究部長 濃沼
富士通㈱ 専務取締役
杉岡

忠夫氏
昇氏
隆持氏
宏氏
健夫氏)
良一氏

Part10
｢巨大新市場を目指す(マルチメディア)ＡＴＭ−ＬＡＮ｣
1995/ 4/ 5 東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
㈱超高速ĦčĢĺĎĖăĘĻĩĽċĎĞ技術研究所 所長
高 正博氏
日本電信電話㈱ ĳĎęļĚěġį部 担当部長
吉田慎一郎氏
日本電気㈱ 交換第一ĦčĢĺĎĖĚěġį事業部 事業部長
乾 吉雄氏
慶應義塾大学 環境情報学部 教授
斎藤 信男氏
日本電信電話㈱ 法人営業本部 ĚěġįęĎĩļě部
開発部長 安田 浩氏
Part11
｢ＰＨＳ−事業認可とサービス展開｣
1995/ 4/11 東京大学 工学部 教授
郵政省 電気通信局 業務課長
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課長
日本電信電話㈱ 理事ĦčĢĺĎĖ部長 兼ĳĎęļĚěġį部長
NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 取締役
DDI東京ĬĽėčĢ電話㈱ 代表取締役社長
㈱ďěġķ東京 代表取締役社長

齊藤 忠夫氏
小笠原倫明氏
寺崎 明氏
石川 宏氏
小林 忠男氏
千本 倖生氏
江口 威氏

Part12
｢マルチメディア移動体通信の戦略と動向
1995/ 5/24
〜携帯情報端末とアプリケーションの新たな展開｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 情報Ěěġį事業本部 携帯Ěěġį事業部長
中川 博英氏
日本ıĢĹĎĵ㈱ ĺĐĲĸěġļĎĞ部長
堤 竹彦氏
Part13
｢ＧＩＩと情報アプリケーションの展開
1995/ 5/26
−世界に押し寄せる情報通信革命のビックウェーブ｣
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
通商産業省 機械情報産業局 情報政策企画室長
石黒 憲彦氏
情報処理振興事業協会 開発振興部長
伊藤 章氏
㈱日立情報Ěěġįěļ ĝĶċĎĚČĻęĎĩļě事業部 副技師長
関根 直弘氏
Part14
｢２１世紀に向けた日本の産業政策と主要情報通信産業の戦略を語る｣
1995/ 6/ 5
(フォーラムと懇親パーティ)
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
通商産業省 機械情報産業局長
渡辺 修氏
通商産業省 機械情報産業局 ĭķğİġļĆď政策室長
辻 義信氏
日本電気㈱ 代表取締役副社長
横山清次郎氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ 代表取締役会長
古川 享氏
Part15
｢ビジネスチャンスの宝庫〜マルチメディア医療の全貌｣
1995/ 6/21 東京大学 工学部 教授
齊藤
厚生省 健康政策局長
谷
厚生省 健康政策局 医療技術情報推進室長
上田
京都大学 医学部 教授 付属病院医療情報部長
高橋
日本電信電話㈱ 光ĦčĢĺĎĖ研究所
信号処理研究部 ĖļķĎĪĽĶĎĞļ 小野
東芝病院 医療情報部長 兼呼吸器内科医長
岡崎

忠夫氏
修一氏
博三氏
隆氏
定康氏
宣夫氏

Part16
｢マルチメディアがもたらす社会の変革と
1995/ 6/23
新しいライフスタイルの創生｣
慶應義塾大学 理工学部 教授
松下 温氏
京都大学 工学部 教授
上林 彌彦氏
明星大学 情報科学研究ĜĻĞ 教授
(元総務庁 行政監理局) 大橋 有弘氏

テーマ

Part17
｢２１世紀に向けた高度道路交通システム
1995/ 6/28
(ＩＴＳ／ＡＲＴＳ)の基本構想｣(フォーラムと懇親パーティ)
(座長-総合司会及び基調講演)
慶應義塾大学 理工学部 教授
川嶋 弘尚氏
東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路局長
橋本鋼太郎氏
建設省 道路局 道路環境課 ITS/ARTS担当専門官
松井 直人氏
日本道路公団 施設部長
藤村 弘志氏
建設省 土木研究所 道路部 道路研 究室長
中村 亮氏
沖電気工業㈱ 専務取締役
西澤 定律氏
Part18
｢ＰＨＳがリードするマルチメディア移動体通信の戦略と展開｣
1995/ 9/ 6
(ＰＨＳ9)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課長
寺崎 明氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĨĽĎĝģķ通信研究部長 服部 武氏
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆď事業開発室長
村田栄一郎氏
日本電気㈱ ĨĽĎĚģķC&CĭĎėġĆĻĖļ本部
新事業推進部 ıĨļĐķ計画専任部長 大原 正明氏
Part19
｢産業インフラの重要な役割を担う
1995/ 9/12
ＣＡＬＳの最新動向と今後の発展・ 展開｣
(座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(基調講演)通商産業省 機械情報産業局
情報政策企画室長 石黒 憲彦氏
CALS 技術研究組合 実証事業推進委員長
窪田 芳夫氏
(社)鋼材倶楽部 鉄鋼EDIĜĻĞ EDI幹事会 委員長
堀内 好浩氏
(社)日本自動車工業会 技術管理委員会
CADġļĎĞ交換標準GW主査 長坂 洵二氏
東京電力㈱ 情報Ěěġį部 Ěěġį技術課課長
國澤 直樹氏
日本電気㈱ 調査開発部 技術調査統括部長
後藤 龍男氏
Part20
｢携帯情報端末とアプリケーション｣の新たな展開
1995/ 9/20 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授
(基調講演)東京大学 工学部 教授
郵政省 電気通信局 移動通信課長
日本ĩċĎĸčĢăĨĽčĔĎĢļ㈱
ĘĻĩĽċĎĞĪĽĹĞļĖĢĭĎėġĆĻĖļ本部長
日本電信電話㈱ ĭķğİġļĆďĚěġį総合研究所
情報通信研究所 知的情報処理研究部長

山本 平一氏
齊藤 忠夫氏
寺崎 明氏
永井 敏雄氏
坂間 保雄氏

Part21
｢道路・ 交通・ 車両分野への情報化を目指した
1995/ 9/29
高度道路交通システム(ＩＴＳ)の整備推進｣
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(座長-総合司会及び基調講演)
慶應義塾大学 理工学部 教授
川嶋 弘尚氏
建設省 道路局 企画課 課長補佐
徳山日出男氏
建設省 道路局 企画課 建設専門官
岩崎 泰彦氏
建設省 東北地方建設局 道路部 道路計画第二課長 大庭 孝之氏
高知県 企画部 情報企画課長
石川 雄章氏
高知県 土木部 道路課技監
栗本 博樹氏
(社)全日本ĢĵčĖ協会 調査室長
大沼 広洲氏
沖電気工業㈱ 公共Ěěġį事業本部 TSE ĜĻĞ長
福井良太郎氏
Part22
日本を揺さぶる｢情報通信革命｣｢情報通信戦争｣
1995/10/23 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
郵政省 通信政策局 技術政策課長
鬼頭 達男氏
日本電信電話㈱ 企画室 担当部長
山田 隆持氏
富士通㈱ 専務取締役
杉岡 良一氏
Part23
｢マルチメディアビジネスを制する
1995/11/ 6
主要コンソーシアムとデファクトスタンダード｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 標準化推進室長
河内 正孝氏
新潟大学 法学部 教授
名和小太郎氏
日本電信電話㈱ 通信網総合研究所 研究企画部長
井上 友二氏
ĚļĎăĚĎăġĖħĹĚļĎ㈱ 代表取締役社長
藤原 洋氏
ĐĻġķăĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
西岡 郁夫氏
Part24
｢米国ＰＣＳ界の最高権威 D.C.コックス教授が語る
1995/11/10
ＰＣＳの現状と今後の展開｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
日本電信電話㈱ 理事 ĦčĢĺĎĖ部長
石川 宏氏
Stanford University,
(former Bellcore Director) Prof.Donald.C.Cox
Part25
｢各界の権威が明かすインターネットとＰＨＳの戦略と展開｣
1995/11/27
(ＰＨＳ10)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
慶應義塾大学 環境情報学部 助教授
村井 純氏
郵政省 電気通信局 ĭķğİİġļĆď移動通信推進室長
稲田 修一氏
㈱野村総合研究所 社会ă地域研究本部
事業企画室 研究員 藤元健太郎氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 常務取締役 技術本部 ĭķğİġļĆď開発本部長 御手洗 顕氏
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Part26
｢エレクトロニックコマースの技術・ 事業化戦略と
1995/11/30
その強烈なインパクト〜経済活動の革新｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
情報処理振興事業協会 技術応用事業部長
伊藤 章氏
日本電信電話㈱ 理事 ĭķğİġļĆď推進本部
ĭķğİġļĆďĚěġį部長 松本 慎二氏
慶應義塾大学大学院 助教授 経営管理研究科
國領 二郎氏
(財)流通Ěěġį開発ĜĻĞ Ěěġį開発部 次長
古川 久夫氏
Part27
ダイナミックに激変する
1995/12/14 ｢２１世紀に向けた情報通信市場の最新動向｣と日本の対応｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
郵政省 電気通信局 電波部 計画課 総括課長補佐
奥 英之氏
伊藤忠商事㈱ 宇宙ă情報部門長代行
松本 徹三氏
ĘĹĻĩļď大学 主任研究員
小尾 敏夫氏

1996 年
Part28
２１世紀を変革する｢電子現金／電子決済｣
1996/ 1/23
〜先進米欧の現状と日本の現状・ 課題〜将来展望(電子現金１)
(座長-総合司会及び講演)日本電信電話㈱
理事 情報通信研究所長 安田 浩氏
(基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
通商産業省 機械情報産業局 情報政策企画室長
石黒 憲彦氏
(財)金融情報ĚěġįĜĻĞ 総務部長
木下 信行氏
日本銀行金融研究所 研究第二課長
岩村 充氏
郵政省 電気通信局 ġļĎĞ通信課長
藤本 栄助氏
㈱日立製作所 ĩļĚļĦěĚěġį開発ĜĻĞ
ĤċĎĩļĚļĦě事業化室 ıĻġļĆĖě推進室長 山下廣太郎氏
Part29
５省庁(警察通産運輸郵政建設)一体で本格的に動き出したわが国
1996/ 1/25 ｢ＩＴＳ戦略と予算｣
(フォーラムと懇親パーティ)
(座長-総合司会及び基調講演)慶應義塾大学
理工学部 教授 川嶋 弘尚氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 企画課 課長補佐
徳山日出男氏
建設省 道路局 企画課 建設専門官
岩崎 泰彦氏
㈱野村総合研究所社 会Ěěġį研究部 担当部長
永宮 直史氏
三菱電機㈱ 自動車機器事業本部 開発企画統括参与 綿谷 晴司氏
ITS America board member 96' 3th ITS World Congress
and Exhibition, Chairman (Navigation Technologies)
Mr.T.Russell shields
Part30
｢２１世紀の日本を支える情報通信インフラのあり方｣
1996/ 2/ 1
(フォーラムと懇親パーティ)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
自由民主党 政務調査会 副会長
(郵政公共事業担当 前ă逓信委員長) 衆議院議員 自見庄三郎氏
郵政省 通信政策局長
山口 憲美氏
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
宮津純一郎氏
日本電気㈱ 代表取締役副社長
横山清次郎氏
Part31
｢新聞テレビ出版業界を襲うマルチメディア化の波｣
1996/ 2/27 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
郵政省 放送行政局 ġļĆĚļĞķ放送技術開発課長
日本ġĸĩļ放送網㈱ 常務取締役 技術局長
朝日新聞社 電子電波İġļĆď局 企画開発ĜĖĚČĻĭĦĎĚļĊ
凸版印刷㈱ 取締役 TIC事業推進本部長

齊藤
安成
杉森
大前
大庭

忠夫氏
知文氏
吉夫氏
純一氏
幸雄氏

Part32
｢急発展するインターネットとその発展を支える
1996/ 3/18
(ＮＴＴの)オープンコンピュータネットワーク｣(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
ĘĹĻĩļď大学 主任研究員
小尾 敏夫氏
日本電信電話㈱ 理事ĦčĢĺĎĖ部長
石川 宏氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 主席技師長
松尾 義一氏
Part33
２１世紀に爆発的なマーケットが期待される
1996/ 3/21 ｢家庭における教育とエンターテイメント｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
通商産業省 機械情報産業局 新映像産業室長
兼ĭķğİġļĆď政策室長
日本ġļĚļĞķ放送ęĎĩļě㈱ 常務取締役 営業本部長
ĭĐăġĸĩļ㈱ 取締役 経営企画部長
㈱ħđļą情報Ěěġį 取締役 CP事業本部長
Part34
｢ＰＨＳの新たな市場展開とサービスの高度化｣
1996/ 4/10 (座長-ご挨拶)東京大学 工学部 教授
(総合司会)NTTĒĸĖĢĹĤĖěġĖħĹĚļĎ㈱ 相談役
郵政省 電気通信局 移動通信課長
NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 取締役 経営企画部長
㈱ďěġķ東京 企画部長
DDI東京ĬĽėčĢ電話㈱ 専務取締役 技術企画部長
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĨĽĎĝģķ通信研究部長
日本電気㈱ ĨĽĎĝģķC&CĭĎėġĆĻĖļ本部 新事業推進部
ıĨļĐķ計画専任部長

齊藤 忠夫氏
辻 義信氏
真藤 豊氏
水野 豊氏
猿橋 泉氏
(ＰＨＳ11)
齊藤 忠夫氏
豊田 博夫氏
寺崎 明氏
小林 忠男氏
長田 幹夫氏
小野寺 正氏
服部

武氏

テーマ

Part35
｢急発展するインターネットとその発展を支える
1996/ 4/19
オープンコンピュータネットワーク｣(その２)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 ġļĎĞ通信課長
藤本 栄助氏
日本電信電話㈱ 理事情 報通信研究所長
安田 浩氏
富士通㈱ 理事 ĦčĢĺĎĖ開発統括部長
山口 宏二氏
ĤĪġĆ㈱ 代表取締役社長
岡田 智雄氏
Part36
｢爆発的普及をみせるインターネット／イントラネットの最前線｣
1996/ 5/14 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
㈱ĐĻĞĎĦčĢĐĤĚďġĆĪļ 取締役 会長
深瀬 弘恭氏
日本ēĵĖķ㈱ 取締役
吉田 明充氏
日本ęĻăĭĐĖĹĚěġįěļ㈱ 専務取締役
山田 博英氏
㈱野村総合研究所 情報技術本部 ĭķğİġļĆď部室長 小野喜代志氏
Part37
｢サイバーマネー時代の幕開けに向けて｣
1996/ 5/28 (座長-総合司会及び講演)東京大学 法学部 教授
(基調講演)東京大学 工学部 教授
日本銀行金融研究所 研究第二課長
日本電信電話㈱ 理事 情報通信研究所長
㈱さくら銀行 ĦčĢĺĎĖ業務部 副部長
三菱電機㈱ 情報技術総合研究所
情報ĜĕċĶġĆ技術部 開発第二ğĎįĶĎĞļ

石黒 一憲氏
齊藤 忠夫氏
岩村 充氏
安田 浩氏
眞壁 修氏
勝山光太郎氏

Part38
｢ＰＨＳの国際展開とアジアにおけるＰＣＳの現状と今後の展開｣
1996/ 6/ 7
(ＰＨＳ12)
(座長及び基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(前半司会)(社)電信電話技術委員会 専務理事
飯田 徳雄氏
(後半司会)日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĨĽĎĝģķ通信研究部長 服部 武氏
郵政省 電気通信局 ĭķğİġļĆď移動通信推進室長
稲田 修一氏
PHSMOUĖļķĎĪĽ設立準備会 議長
(日本電信電話㈱ 理事ęĎĩļě生産本部 ĦčĢĺĎĖ部長) 石川 宏氏
PHSMOUĖļķĎĪĽ設立準備会 ĐĻĞĎĪĈĐě仕様 国際化WG主任
(日本電気㈱ 交換移動通信事業本部 主席技師長) 柏村 卓男氏
Hongkong Telecm Project Director
Fixed-Mobile Integration Mr.Peter Wong
Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI),
Mobile Telecommunication Division,
Vice President Hong Gu Bahk, Ph.D.
Part39
｢衛星サービスと衛星マルチメディアビジネス｣
1996/ 6/28 (座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
郵政省 通信政策局 宇宙通信政策課長
日本電信電話㈱ ĭķğİġļĆďĩļĚļĦě開発部 担当部長
日本ĐĶĚļđį㈱ 技術部 次長
日本ġļĚļĞķ放送ęĎĩļě㈱ 常務取締役 営業本部長

齊藤
松井
正村
岩佐
真藤

Part40
｢メガキャリアの再編とその国際戦略｣
1996/ 7/ 9 (座長-総合司会及び講演)東京大学 法学部 教授
(基調講演)東京大学 工学部 教授
ėĎĪļķăďĻĢļăĺĐĲĸěăĚļĊĨĽĻ㈱ 取締役
ĖļĹĎĨļķĺĻ㈱ 上席副社長
ĘĹĻĩļď大学 通信ă情報研究所 客員特別研究員

石黒 一憲氏
齊藤 忠夫氏
池内 健治氏
山本 健一氏
林 紘一郎氏

忠夫氏
房樹氏
達郎氏
正一氏
豊氏

Part41
｢ビジネスの大変革〜インターネット
1996/ 7/19
／イントラネットの実態とその最新動向を明かす｣
(座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ĭķğİġļĆď推進本部
ĭķğİġļĆďęĎĩļě部担当部長 石垣昭一郎氏
日本ġļĆĚļĞķĐĖĐčĪĽİĻĢ㈱
ġĖĤĔķăęĬĽĎĢăĖļķĎĪĽğĎĪĒĻĚļĤď 野田 良平氏
日本ĚěĘĚěġįěļ㈱ 取締役 市場開発本部長
岡本 吉光氏
日本電気㈱ ĐĻĪĉİĎĚČĻĚěġį部 Ěěġį担当部長
渡辺 義次氏
Part42
｢ＩＴＳの新しい展開を実現するシステムアーキテクチャ｣
1996/ 7/24 (座長-総合司会及び基調講演)
慶應義塾大学 理工学部 教授
川嶋 弘尚氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 企画課 建設専門官
岩崎 泰彦氏
郵政省 電気通信局 移動通信課 課長補佐
高部 佳之氏
ITS America Vice Chairman
Mr.Harry W. Voccola
日本電気㈱ 理事 支配人(ITS担当)
野口 俊武氏
ĢĴĞ自動車㈱ ITS企画部長
長尾 哲氏
Part43
｢移動マルチメディアアクセス(ＭＭＡＣ)の展開と戦略｣
1996/ 9/19 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課長
寺崎 明氏
日本電気㈱ 交換移動通信事業本部 支配人
大久保敬二氏
松下通信工業㈱ 取締役 技術本部長
掘 龍之氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所 無線方式研究部長 橋本 明氏

大原 正明氏
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Part44
｢新しい局面を迎えた新情報通信インフラの構築｣
1996/ 9/26 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 技術政策課長
鬼頭 達男氏
日本電信電話㈱ 取締役 ĦčĢĺĎĖ部長
石川 宏氏
建設省 道路局 保全対策官
鈴木 克宗氏
東京通信ĦčĢĺĎĖ㈱ 常務取締役
久保田司馬男氏
日本ġļĚļĞķ放送ęĎĩļě㈱ 常務取締役 営業本部長
真藤 豊氏
㈱ĚļċĩĽĞĎġĸĘį 代表取締役社長
西村 泰重氏
Part45
｢インターネットのマルチメディア化への対応｣
1996/ 9/30 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
東京大学 大型計算機ĜĻĞ 助教授
一井 信吾氏
日本電信電話㈱ 理事 ĭķğİġļĆďĦčĢĺĎĖ研究所長
吉田慎一郎氏
東京ĐĻĞĎĦčĢ㈱ 代表取締役社長
高橋 徹氏
Newbride Networks Co Director,Product Marketing
Mr.William A.Murphy
Part46
｢オーランド第三回世界会議実現に向かって急展開をみせる
1996/10/30
高度道路交通システム(ＩＴＳ)｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 移動通信課 課長補佐
高部 佳之氏
建設省 道路局 企画課 建設専門官
岩崎 泰彦氏
富士通㈱ ITS事業推進本部 本部長代理
中邨 浩氏
沖電気工業㈱ ITS事業推進本部 副本部長
福井良太郎氏
Part47
｢通信とコンピュータの融合がもたらす
1996/11/11
マルチメディアの一大新市場と社会へのインパクト｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 理事 ĭķğİġļĆďĩļĚļĦě開発部
担当部長 小野 伸治氏
NTTġĸĭĎėġĆĻĖļ㈱ 取締役 ĭķğİġļĆď事業開発部長
菱沼 千明氏
日本電気㈱ 企業通信Ěěġį事業部長
湊 大作氏
岩崎通信機㈱ CTI 営業部長
黒木 徹氏
日本ĞĻġļįĘĻĩĽċĎĞĎěļ㈱ 営業統括本部
ĒĖļĜļĖġĆĪļăĘĻęķĞĻĢ 斎藤 繁幸氏
日本航空㈱ 情報Ěěġį本部 Ěěġį管理部
通信ĚěġįĖļķĎĪĽ課長 権藤 雅彦氏
Part48
｢次世代移動体通信システムの展開と開発戦略｣
1996/11/18 (ご挨拶)東京大学 工学部 教授
(座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課 検査官
(社)電波産業会 研究開発本部 移動通信ĖļķĎĪĽ部長
日本電気㈱ 移動通信Ěěġį事業部長
NTT移動通信網㈱ 常務取締役 研究開発部長

山本 平一氏
唐木 徳子氏
佐々木秋穂氏
松尾 義武氏
倉本 實氏

Part49
｢医療と介護が切り拓く巨大マルチメディア市場｣
1996/12/ 4 (座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
(基調講演)国立大蔵病院 院長 東京大学医学部 教授
国立がんĜĻĞĎ 中央病院 放射線診断部
(川崎市)内田病院 院長
Āぐる〜ぷ草の葉ā 事務局長
厚生省 健康政策局 医療技術情報推進室長
旭川医科大学 医学部(眼科学講座) 教授
三菱電機㈱ 情報Ěěġį事業本部 CCVĚěġįĜĻĞ 副ĜĻĞ長
三菱ĪĽĸĚĚļČĻ㈱ ĚċĮĸĎĚČĻĚěġį部長

齊藤 忠夫氏
開原 成允氏
若尾 文彦氏
内田 健夫氏
前川 眞代氏
上田 博三氏
吉田 晃敏氏
波多野 侃氏
水間 顕氏

齊藤 忠夫氏

Part50
｢実現に向かって急展開をみせる高度道路交通システム(ＩＴＳ)｣
1996/12/13 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 研究開発本部
服部 武氏
警察庁 交通局 交通規制課 課長補佐
田中 好巳氏
警察庁 交通部 交通規制課 管理官
吉田 利博氏
(社)新交通管理Ěěġį協会 専務理事
竹内 浩平氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課 課長補佐
高部 佳之氏
住友電気工業㈱ Ěěġį事業部長
三藤 邦彦氏
松下通信工業㈱ 情報Ěěġį事業部 Ěěġį技術部長
柴田 和彦氏
Part51
｢マルチメディア通信におけるＰＨＳの新たな展開と戦略｣
1996/12/25 (座長)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)
日本電信電話㈱
研究開発本部 服部 武氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課 検査官
唐木 徳子氏
日本電信電話㈱ ĦčĢĺĎĖ部担当部長
藤井 敏孝氏
DDIĬĽėčĢ電話㈱ 専務取締役 技術企画部長
小野寺 正氏
NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 取締役 経営企画部長
小林 忠男氏
日本電気㈱ ĨĽĎĝģķC&CĭĎėġĆĻĖļ本部 新事業推進部
ıĨļĐķ計画専任部長 (PIAFS技術部会副主査) 大原 正明氏
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆď通信事業開発ĜĻĞ所長
村田栄一郎氏
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Part52
｢見えてきた電子決済〜日本の技術｣
1997/ 2/21 (総合司会)日本電信電話㈱ 理事 情報通信研究所
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
(基調講演)東京大学 法学部 教授
通商産業省 機械情報産業局 情報産業企画官
兼情報政策企画室長
郵政省 電気通信局 ġļĎĞ通信課長
㈱日立製作所 ĩļĚļĦěĚěġį開発ĜĻĞ EC推進室長

安田 浩氏
齊藤 忠夫氏
石黒 一憲氏
芳川 恒志氏
貝沼 孝二氏
堀米 明氏

Part53
｢広帯域ＣＤＭＡを中心とした次世代移動体通信の技術展開｣
1997/ 3/ 7 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 通信網総合研究所 主席研究員
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 研究開発部 主席研究員
安達 文幸氏
日本電気㈱ ĨĽĎĝģķC&C開発研究所 第二開発部長
古谷 之綱氏
松下通信工業㈱ ġĸĘį研究所長
本間 光一氏
松下通信工業㈱ ġĸĘį研究所 通信方式ğĎįĶĎĞļ
加藤 修氏
Part54
｢ＮＴＴ・ ＮＥＣ・ 富士通が明かす
1997/ 3/18
〜通信産業の国際化とわが国の国際戦略｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
日本電信電話㈱ 常務理事 ĦčĢĺĎĖ部 次長
加納 貞彦氏
日本電信電話㈱ 理事 研究開発本部 副本部長
森広 芳照氏
日本電気㈱ 常務取締役
島山 博明氏
富士通㈱ 専務取締役
藤崎 道雄氏
Part55
｢ＰＨＳ国際化とＤＥＣＴ／ＡＣＴの新たな展開｣
1997/ 4/14
ＧＳＭに続く欧州移動通信｢ＤＥＣＴ／ＡＣＴ｣の世界戦略
｢ＤＥＣＴ／ＡＣＴ｣を迎え撃つ｢ＰＨＳの国際化戦略
(座長)奈良先端科学技術大学院大学 副学長
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)
日本電信電話㈱ 通信網総合研究所 主席研究員
服部 武氏
日本電信電話㈱ 国際部 ĨĽĎĝģķ通信企画部門長
竹井 誠氏
CSELT S.p.A. Cordinator of Europe ACTS project
(Manager of ACTS standardization)
Mr.Giovanni Colombo
Ericsson Inc. Mobilde Telecom Div.
Mr.Peter van de Berg
Part56
｢欧州ＧＳＭの高度化と第三世代移動通信(ＵＭＴＳ)の新たな展開｣
1997/ 4/24 (座長)奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(総合企画ă司会)
日本電信電話㈱ 通信網総合研究所 主席研究員
服部 武氏
(基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
旭化成ĭĐĖĹĚěġįěļ㈱ 応用技術開発本部
通信ĚěġįLSI開発部長 久嶋 寛氏
日本電気㈱ ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻ事業部 開発推進室長
小川 豊氏
King's College London,
Centre for Telecommunications Research Prof.Hamid Aghvami
Part57
｢運用が目前に迫った電子決済・ 電子現金｣
1997/ 5/23 (座長-基調講演)東京大学 法学部 教授
(総合企画ă司会)東京大学 工学部 教授
自由民主党 参議院議員
大蔵省 大臣官房 参事官
日本銀行 企画局 兼信用機構局 参事
㈱三和銀行 ĦčĢĺĎĖ開発部長
NTTġļĎĞ通信㈱ 取締役 金融営業本部長
(代-㈱NTTġļĎĞ 金融営業本部 商品営業部長
沖電気工業㈱ 情報通信事業本部 技師長

石黒
齊藤
林
墳崎
岩村
鴇田
杉山
小出
平松

一憲氏
忠夫氏
芳正氏
敏之氏
充氏
和彦氏
元伸氏
勝氏)
雄一氏

Part58
｢国際規模で進展する通信事業の再編と
1997/ 6/20
三大メガグローバルキャリアの世界戦略｣
(座長-総合司会-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
慶應義塾大学大学院 教授
千本 倖生氏
Global One CEO
Mr.Tim Weast
AT&T Japan Regional Director,
World Source Distribution, Asia Pacific Mr.Ellen Manzo-Ill
British Telecommunications
Regional Director and CEO of Japan Region
/日本BT㈱ President & CEO Mr.John E F Jarvis
Part59
｢激変の渦中に突入した通信事業〜その実体と行方に迫る｣
1997/ 7/ 3 (座長-総合司会-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
衆議院議員 自由民主党 副幹事長 (前逓信委員長) 自見庄三郎氏
郵政省 電気通信局長
谷 公士氏
日本電信電話㈱ 常務取締役 国際本部 副本部長
鈴木 正誠氏
日本電信電話㈱ 常務取締役 研究開発本部長
青木 利晴氏
日本電気㈱ 常務取締役 C&CĭķğİġļĆď事業推進本部長 吉川 英一氏
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Part60
｢ＰＨＳデータ通信の展開と戦略｣
1997/ 7/25 (座長及び基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合企画及び司会)上智大学
服部 武氏
郵政省 電気通信局長 ĭķğİġļĆď移動通信推進室長
児玉 俊介氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĨĽĎĝģķ通信研究部 主幹研究員 田中 利憲氏
NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 取締役 経営企画部長
小林 忠男氏
DDI東京ĬĽėčĢ電話㈱ 取締役 副社長
楠 忠興氏
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆď通信事業開発ĜĻĞ 所長
村田栄一郎氏
Part61
｢マルチメディア化の進展とアクセスネットワークの展開(ＡＤＳＬ)｣
1997/ 8/22 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
国際大学教授 ĖļĹĎĨļķăĘĮċĤėĎĚČĻăĜĻĞ 所長
公文 俊平氏
Alcatel Alsthom Corporate Telecom Div.
Mr.Filip Vandamme
日本電信電話㈱ 技術部 技術評価担当部長
成宮 憲一氏
Hongkong Telecom IMS Ltd, Managing Director Dr.William LO
Part62
｢ＩＴＳと移動体通信の展開戦略｣
1997/ 9/ 2 (座長)東京大学 工学部 教授
(総合企画及び司会)上智大学
郵政省 電気通信局 移動通信課長
建設省 道路局 道路環境課 専門官
日本電気㈱ 支配人
松下通信工業㈱ ITS事業開発ĜĻĞ 所長

齊藤 忠夫氏
服部 武氏
稲田 修一氏
徳山日出男氏
野口 俊武氏
浮穴 浩二氏

Part63
｢ＣＤＭＡと次世代移動体通信の展開と戦略｣
1997/ 9/17 (座長及び総合司会)
奈良先端科学技術大学院大学 副学長
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
上智大学 理工学部
郵政省 通信政策局 技術政策課長
NTT移動通信網㈱ 常務取締役 研究開発部長
富士通㈱ 取締役 移動通信ăĺĐĲĸěĚěġį事業本部長
松下通信工業㈱ 常務取締役 ĘĮċĤėĎĚČĻĚěġį事業部長

山本
齊藤
服部
寺崎
倉本
森寺
秋山

平一氏
忠夫氏
武氏
明氏
寛氏
章夫氏
正樹氏

Part64
｢マルチメディア化の進展とアクセス系ネットワークの展開｣
1997/10/ 9 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ďĖĜě網研究所長
西村 憲一氏
日本電気㈱ ďĖĜěĚěġį開発本部長
櫻井 良雄氏
住友電気工業㈱ ĚěġįĒĸĖĢĹĤĖě研究開発ĜĻĞ 所長
高橋 秀公氏
武蔵野三鷹ėĎĪļķġĸĩļ㈱ 取締役 技術部長
宮地 孝氏
Part65
｢デジタル経済社会の構造改革を担う電子商取引／電子現金｣
1997/11/12 (ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(ご挨拶)参議院議員 自由民主党
林 芳正氏
(基調講演)東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
大蔵省 銀行局 調査課長
木下 信行氏
(財)金融情報ĚěġįĜĻĞ 総務部長
菅野 良三氏
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課長
岡田 秀一氏
生産ă調達ă運用支援統合情報Ěěġį技術研究組合(NCALS)
研究管理部長 平林 寛治氏
電子商取引実証推進協議会(ECOM)運営委員会 委員長 中西 英夫氏
Part66
｢日米におけるＩＴＳ戦略と今後の展望｣
1997/11/14 (ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
通商産業省 機械情報産業局 自動車課 企画官
福田 秀敬氏
ITS America International Fellow
Mr.Ronald Heft
96' 3th ITS World Congress and Exhibition, Chairman
(Director of ITS America/Chairman
of Navigation Technologies) Mr.T.Russell shields
ITS America Director (Navigation Technolofies
Senior Vice President) Mr.Harry W. Voccola
Part67
｢モバイルコンピューティングに向けた
1997/12/ 5
携帯情報端末の最新の技術動向と今後展開｣
(座長)奈良先端科学技術大学院大学 副学長
山本 平一氏
(総合司会)上智大学
服部 武氏
(総合司会)NTTĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 理事 ġĵġļĨļĐě事業ĖļķĎĪĽ
統括本部長 堀口 勝治氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 情報技術研究所長
北村 幸造氏
日本IBM㈱ ES事業ıĨļĐķ&ĦčĢĺĎĖ製品担当 部長
青木 直孝氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所 研究企画部長
田中 將義氏
日本電信電話㈱ 第一ĨĽĎĝģķC&C事業本部
ĨĽĎĝģķĝĪĢđĈď事業部 市場開拓部長 成澤 祥治氏
Part68
｢ＩＭＴ−２０００を巡る世界動向｣
1997/11/25 (座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
Qualcomm Incorporated President
日本ĒĶĖĝĻ㈱ 広帯域Ĝķĵ-Ěěġį部 部長
NTT移動通信網㈱ 代表取締役副社長

齊藤 忠夫氏
Mr.Harvey P. White
Mr.Jorgen Lantto
立川 敬二氏

Part69
｢インターネット電話のもたらす通信革命｣
1997/12/19 (座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
国際電信電話㈱ 取締役 ĖļĹĎĨļķĭķğİġļĆď事業部長
㈱ĶįĦčĢ 代表取締役社長
日本電気㈱ 伝送事業本部 ġļĎĞ通信事業部
ĝĪĢđĈď開発部課長

齊藤 忠夫氏
平田 康夫氏
小林 隆氏
平口 正義氏
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Part70
｢いよいよ動き出した 5.8GHz 帯次世代高速無線ＬＡＮの実用化展望｣
1998/ 1/26 (座長)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)上智大学
服部 武氏
日本電気㈱ C&CİġļĆď研究所 研究専門課長
大澤 智喜氏
日本無線㈱ 情報Ěěġį技術部 情報通信課 課長
藤田 昇氏
Motorola, Inc. Messaging Information & Media Sector,
Radio Research Laboratory,
Member of Technical Staff Mr.Jim McDonald
Part71
｢新しい局面を迎えたＩＴＳの実態と今後の展望｣
1998/ 2/20 (座長及び基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
上智大学 理工学部
服部 武氏
㈱日立製作所 理事
平井 浩二氏
ITS America Director,
System Integration Mr.Raymond E. Stsrman
Part72
｢急拡大を見せる無線アクセス市場と
1998/ 2/25
ワイヤレスローカルループ(ＷＬＬ)を巡る熾烈な闘い！｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部
服部 武氏
日本電気㈱ 無線事業本部
海外ĭĐĖĹ波衛星通信Ěěġį本部 本部長代理 小松 正氏
日本電信電話㈱ 理事 設備企画部長
森下 俊三氏
NEC America, Inc. Senior Systems Engineer,
Radio Communications Sｙｓｔｅｍｓ Division,
Public Networks Group Mr.Bob Pham
Part73
｢Ｗ−ＣＤＭＡの世界標準化と今後の展開｣
1998/ 3/30 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 常務取締役
若尾 正義氏
NTT移動通信網㈱ 代表取締役副社長
立川 敬二氏
米ĖďķĘį社 日本代表
松本 徹三氏
日本電気㈱ 理事 支配人
大久保敬二氏
Part74
｢第三世代移動通信(ＩＭＴ２０００)の戦略と展開｣
1998/ 4/10 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 研究開発部 第一開発部 担当部長 中島 昭久氏
Nokia Telecommunications
New Radio Systems Manager Mr.Pertti Lukander
(社)電波産業会 研究開発本部 移動通信ĖļķĎĪĽ部長 佐々木秋穂氏
Part75
｢いよいよ現実なものになった通信のビックバン｣
1998/ 4/16 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 常務取締役 再編成室次長
石川 宏氏
中央大学 総合政策学部 教授
直江 重彦氏
日本電気㈱ 代表取締役副社長
横山清次郎氏
(代-日本電気㈱ 取締役 伝送事業本部長
矢野 薫氏)
ĺĎķĢļĘįăĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
池内 健浩氏
Part76
｢待ったなしの局面を迎えたＩＴＳの通信標準化政策と今後の展開｣
1998/ 4/28 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
通商産業省 機械情報産業局 自動車課 課長補佐
渡邊 昇治氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
建設省 土木研究所 主任研究員
奥谷 正氏
Viggen Corporation
Vice President, Mr.Richard W. Denney., Jr.P.E
Part77
｢アクセスネットワークの将来展開と
1998/ 5/26
日米で計画されるＸＤＳＬサービス提供の進展｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 取締役 ĦčĢĺĎĖ部長
沖見 勝也氏
日本電信電話㈱ ďĖĜě網研究所
İĞĶčĖ高度化ĪĽĹĚļĈĖĢĶĎĞļ 芦谷 文博氏
日本電気㈱ 支配人
日比野雅夫氏
Centillium Technology Corporation
V.P. Planning Mr.Faraj Aalaei
Part78
｢ＰＨＳ通信事業の危機回避と新たな発展を目指す戦略｣
1998/ 6/24 (座長-総合司会)及び講演東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĺĐĲĸěĭķğİġļĆď研究部長 田中 利憲氏
NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 取締役 経営企画部長
小林 忠男氏
(代-NTT中央ĨĽĎĝģķ通信網㈱ 経営企画部 担当部長 中村 康久氏)
DDI東京ĬĽėčĢ電話㈱ 取締役 副社長
小野寺 正氏
(代-DDI東京ĬĽėčĢ電話㈱ 技術企画部長
平澤 弘樹氏)
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆď通信事業開発ĜĻĞ 所長
村田栄一郎氏
Part79
｢実用化に向け本格的に動き出した
1998/ 6/30
高速・ 広帯域無線アクセスネットワークシステム｣
(座長-総合司会)及び講演東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所 無線方式研究部長 村瀬 武弘氏
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 部長
弓削 哲也氏
㈱富士通研究所 取締役 ĦčĢĺĎĖĚěġį研究所長
持田 侑宏氏
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Part80
｢移動通信の新たな展開と戦略｣
1998/ 7/ 9 (座長-総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 副学長
山本 平一氏
上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 研究開発部 研究部門長
中嶋 信生氏
日本電気㈱ ĨĽĎĝģķ C&C 開発研究所 第二開発部長 古谷 之綱氏
Qualcomm Incorporated Vice Chairman
Dr.Andrew J. Viterbi
Part81
｢実現に向けて大きく動き出した地上放送のディジタル化の進展｣
1998/ 7/24 (座長-総合司会)及び基調講演東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 放送行政局 放送技術政策課長
重田 憲之氏
東京大学 工学部 教授
羽鳥 光俊氏
日本放送協会 ġļĆĚļĞķ放送推進室 専任部長
稲本 佳昭氏
日本電気㈱ ĬĎįĭķğİġļĆď開発本部 本部長代理
柳瀬 知夫氏
Part82
｢２１世紀へ飛躍が期待されるＩＴＳとモバイルマルチメディア｣
1998/ 7/28 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
NTT移動通信網㈱ ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部長
榎 啓一氏
日本電気㈱ (ITS担当) 主席技師長
西原 寿之氏
ITS America Director, System Application
Mr.Rick Schuman
Part83
｢２１世紀に向け多様化する
1998/ 9/ 8
モバイルコンピューティングの動向と各社の戦略｣
(座長-総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 副学長
山本 平一氏
(基調講演)上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 取締役
進藤 秀一氏
ぴあ㈱ 営業開発事業本部 ġļĚļĞķİġļĆď開発部長
唐沢 徹氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 情報Ěěġį事業本部 副事業本部長
兼携帯Ěěġį事業部長 中川 博英氏
日本電気㈱ ĨĽĎĝģķĺĎĖěġĎĚČĻ事業部 販売推進部長 成澤 祥治氏
Part84
｢さらに加速をつけてきた通信ビックバン｣
1998/ 9/21 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
ĘĹĻĩļď大学 主任研究員
小尾 敏夫氏
日本BT㈱ 代表取締役会長
北里光司郎氏
NTT国際ĦčĢĺĎĖ㈱ 代表取締役社長
藤田 聰氏
富士通㈱ 常務取締役
森寺 章夫氏
Part85
｢第三世代移動通信(ＩＭＴ−２０００)の新たな展開と戦略｣
1998/ 9/30 (座長-ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 無線ĦčĢĺĎĖ開発部長
歌野 孝法氏
日本電気㈱ 移動通信Ěěġį事業部長
松尾 義武氏
(代-日本電気㈱ 移動通信Ěěġį事業部 部長代理
九鬼 隆訓氏)
第二電電㈱ 取締役 技術本部 移動体技術部長
酒井 博氏
Qualcomm Incorporated Vice President, Technology
Dr.Edward G. Tiedemann, Jr.
Part86
｢インターネット／Voice･Data 統合ネットワーク市場｣
1998/10/ 8 (座長-総合司会ご挨拶)東京大学 工学部 教授
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞĎ 教授
㈱ĐĻĞĎĦčĢ総合研究所 代表取締役社長 (工学博士)
日本電信電話㈱ 技術部 技術評価担当部長
日本高速通信㈱ ĚĶđě事業推進部長
日本電気㈱ 伝送事業本部 ġļĎĞ通信事業部
ĝĪĢđĈď開発部技術ĭĦĎĚļĊ

齊藤 忠夫氏
安田 浩氏
藤原 洋氏
我妻 新吉氏
二宮 和彦氏
平口 正義氏

Part87
｢定着期から発展期に突入したインターネットの新展開(ＮＧＩ)｣
1998/10/28 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 通信政策局 技術政策課長
寺崎 明氏
東京大学 工学部 教授
青山 友紀氏
日本電信電話㈱ OCN 事業部長
横井 省吾氏
㈱ĐĻĞĎĦčĢ総合研究所 代表取締役所長
藤原 洋氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 ġļĎĞ通信事業部長
秋葉 賢一氏
Part88
｢スマートウェイ構想でいよいよ本格的に動き出した
1998/11/12
ＩＴＳの今後を探る｣
(座長-ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
建設省 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
通商産業省 機械情報産業局 自動車課長
大道 正夫氏
上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
ĢĴĞ自動車㈱ ITS企画部長
長尾 哲氏
沖電気工業㈱ ITS事業推進本部 副本部長
福井良太郎氏
(米)ITSďİĶĔ顧問
(㈱ĨĐġĖħĹĚļĎ推進研究所 常務取締役) 岡本 正博氏
Part89
｢インターネットの発展がもたらす電話通信の新しい波｣
1998/11/30 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
NORTEL NETWORKS Vice President,
Carrier Networks Mr.Cary Ludwig
Cisco Systems, Inc. Vice President
Mr.Andy LockHart
日本ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ本部 製品企画部長
木下 剛氏
日本電気㈱ 交換移動通信事業本部
ĩļĚļĦě通信事業部長 山本 正彦氏
日本電信電話㈱ ĭķğİġļĆď情報流通推進部 主幹技師 園田 雅文氏

テーマ

Part90
野田聖子郵政大臣を迎えて
1998/12/14 ｢２１世紀のマルチメディア社会におけるコア産業を展望｣と
名刺交換懇親会
(特別講演)郵政大臣
野田 聖子氏
(座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会Ď挨拶)東京大学先端科学技術研究ĜĻĞ 教授 安田 浩氏
郵政省 電気通信局 ġļĎĞ通信課長
吉良 裕臣氏
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課長
安延 申氏
建設省 道路局 道路環境課 専門官
徳山日出男氏
NTT移動通信網㈱ 代表取締役社長
立川 敬二氏

1999 年
Part91
｢インターネット時代の
1999/ 1/25
光ネットワーキング／ＷＤＭ(波長多重通信)の動向｣
(座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
東京大学 工学部 教授
青山 友紀氏
日本電信電話㈱ 光ĦčĢĺĎĖĚěġį研究所
ĪĉĢĤčĖĦčĢĺĎĖ研究部 主幹研究員(ĖļķĎĪĽĶĎĞļ) 佐藤 健一氏
日本電気㈱ 支配人
下平 理輔氏
Cisco Systems,Inc.
Director, Marketing Optical Internetworking Mr.Tony Bates
Part92
｢動き出した新たなＰＨＳ事業戦略｣
1999/ 1/27 (座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
東京大学 工学部 助教授
(郵政省電気通信技術審議会 PHS高度利用促進技術委員会委員長)
相田 仁氏
日本電信電話㈱ 常務取締役 PHS事業推進本部長
野村 秀樹氏
DDI 東京ĬĽėčĢ電話㈱ 技術企画部長 兼技術開発部長 平澤 弘樹氏
国際電信電話㈱ 取締役 ĖļĹĎĨļķĭķğİġļĆď事業部長
(PHS-Mou議長) 村上 仁巳氏
日本電信電話㈱ ĺĐĲĸěĚěġį研究所
ĺĐĲĸěĭķğİġļĆď研究部長 田中 利憲氏
Part93
実用化に向けての正念場
1999/ 2/22 ｢次世代ＣＤＭＡ実現への最終ハードルを徹底検証｣
ＩＲＰ課題、サービス展開課題、製品化課題
(座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 常務理事
若尾 正義氏
NTT移動通信網㈱ 無線ĦčĢĺĎĖ開発部長
歌野 孝法氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
日本電気㈱ 移動通信Ěěġį事業部 事業部長
松尾 義武氏
松下通信工業㈱ 取締役 技術本部長
堀 龍之氏
Part94
緊急フォーラム(再編で変革する新生ＮＴＴの)
1999/ 2/24 ｢資材調達／研究開発／マルチメディアサービスの
新たな方針と具体戦略｣
(座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会)NTTĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 特別顧問
豊田 博夫氏
日本電信電話㈱ 持株会社移行本部 第二部門
資材調達担当部長 草原 寛司氏
日本電信電話㈱ 取締役 研究開発本部 副本部長
鈴木 滋彦氏
日本電信電話㈱ 顧問 M&E 準備室長
池田 茂氏
Part95
カーマルチメディアとＷ−ＣＤＭＡ時代に向けた
1999/ 3/ 1 ｢ＩＴＳにおける情報提供サービスの展開｣
(座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
警察庁 交通局 交通規制課長
松下通信工業㈱ ITS開発ĜĻĞĎ所長
日産自動車㈱ ITS推進課長
NTT移動通信網㈱ ıĨļĐķĭķğİġļĆď推進本部
ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部長
Part96
｢急速な普及が進むＡＴＭネットワーク｣
1999/ 3/24 (座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
東京大学 工学部 教授
日本電信電話㈱ 長距離ă国際会社移行本部
ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部 ġļĎĞĦčĢĺĎĖęĎĩļě部長
日本電気㈱ 企業通信ĦčĢĺĎĖ事業部 事業部長代理
NTT移動通信網㈱ 取締役 ĦčĢĺĎĖ研究所長
ęļĐĵĻăĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役 ğĎĪ ēĪļ ġĖħĹĚļĎ

齊藤 忠夫氏
東川 一氏
浮穴 浩二氏
石川 雅博氏
榎

啓一氏

齊藤 忠夫氏
青山 友紀氏
野村
都筑
弓場
桑田

雅行氏
一雄氏
英明氏
政輝氏

Part97
｢加速を迫られるエレクトロニックコマース(電子商取引)の実現｣
1999/ 3/31 (座長-基調講演)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
東京大学 法学部 教授
石黒 一憲氏
通商産業省 機械情報産業局 情報政策企画室長
稲垣 史則氏
(財)日本建設情報総合ĜĻĞĎ 建設CALS/ECĜĻĞĎ長
藤崎 強氏
㈱NTTġļĎĞ 取締役 技術開発本部長
荒川 弘熙氏
日本電気㈱ EC推進本部 販売推進部長
市川 清一氏
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Part98
｢次世代ＬＡＮを巡る熾烈な開発競争
1999/ 4/ 6
−ＡＴＭ／ギガビットイーサ／ファイバチャンネルの将来展開｣
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
㈱NTTġļĎĞ 技術開発本部 ēĎĪĽĻĚěġįĜĻĞ
ĦčĢĺĎĖ技術担当部長 松田 栄之氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖĩļĚļĦě本部 ĦčĢĺĎĖ企画部長
是友 春樹氏
日本電信電話㈱ 長距離国際会社移行本部
ĝĶċĎĚČĻ事業部 ĚěġįęĎĩļě部担当部長 松尾 直樹氏
㈱ĦčĢĭĎĖě 事業企画本部 技師長 兼ĪąĐĨļğĊĻĦķ技術部長
(日本ĪąĐĨļğĊĻĦķ協議会技術委員長) 新井 悠一氏
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ ES事業 ıĨļĐķ&ĦčĢĺĎĖ製品開発部長 青木 直孝氏
Part99
｢本格導入に向けて動き出したＷＤＭを展望する｣
1999/ 4/16 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
郵政省 通信政策局 技術政策課 調査官
高知工科大学 情報Ěěġį工学科 教授
日本電信電話㈱ 理事 長距離国際会社移行本部
ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部長
富士通㈱ 基幹通信事業本部 本部長代理
NTTĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 代表取締役社長

齊藤 忠夫氏
雨宮 明氏
島村 和典氏
飯塚 久夫氏
太田 幸一氏
伊澤 達夫氏

Part100
｢２１世紀型社会の構築に向けた
1999/ 4/27
情報通信インフラへの重点投資とその課題｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 政務次官 (自由民主党)
佐藤 剛男氏
郵政省 通信政策局 政策課長
小笠原倫明氏
日本電信電話㈱ 取締役 所長
加藤 邦紘氏
ĳĎĳĎĦčĢĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
杉山 逸郎氏
日本電気㈱ 専務取締役
杉山 峯夫氏
Part101
｢情報化時代における物流システムとＩＴＳの多角展開｣
1999/ 5/20 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
通商産業省 産業政策局 産業流通政策課長
稲見 雅寿氏
(社)日本ĹĚļěġĆĖěĚěġį協会 ĹĚļěġĆĖě情報化推進会議(CLIP)
主席 Ěěġį研究職 大久保秀典氏
㈱ĜĐħĎ情報ęĎĩļě 取締役 企画推進部長
臼井 功氏
富士通㈱ ITS事業推進本部 本部長代理
中邨 浩氏
三菱電機㈱ 理事 情報Ěěġį事業本部 副事業本部長
情報Ěěġį製作所長 香取 和之氏
Part102
｢Ｗ−ＣＤＭＡとマルチメディア時代の次世代携帯端末の展開｣
1999/ 5/25 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
東京大学先端科学技術研究ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
NTT移動通信網㈱ 理事 研究開発本部
移動機開発部長 室田 和昭氏
松下通信工業㈱ ĨĽ-ĝģķĘĮċĤė-ĚČĻ事業部
国内技術一部 部長 中西 徹明氏
富士通㈱ 移動通信端末事業本部
移動通信端末事業部長 都甲 昌邦氏
Part103
｢２１世紀の通信事業発展の鍵を握る
1999/ 6/ 9
アクセスネットワークサービスの政策と事業戦略｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信事業部 業務課課長補佐 藤野 克氏
郵政省 電気通信局 電気通信事業部ġļĎĞ課 課長補佐 玉田 康人氏
日本電信電話㈱ NTT東日本会社移行本部 設備部長 橋本 信氏
中央ĘĶĢļĎ高速通信実験ĪĽĹĚļĈĖĢ推進協議会
事務局長 北村 彰啓氏
Part104
｢ＩＭＴ２０００
1999/ 6/15
／Ｗ−ＣＤＭＡ・ ｃｄｍａ２０００実現への最終局面｣(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 常務理事
若尾 正義氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
Part105
｢ＩＭＴ２０００
1999/ 7/ 2
／Ｗ−ＣＤＭＡ・ ｃｄｍａ２０００実現への最終局面｣(その２)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
NTT移動通信網㈱ 取締役 研究開発本部 副本部長
木下 耕太氏
富士通㈱ 常務取締役
森寺 彰夫氏
Part106
｢マルチ展開で実用化への飛躍を迎えるＩＴＳ｣
1999/ 7/14 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 高度道路交通Ěěġį推進室長
(ITS推進室長) 木村 昌司氏
㈱東芝 情報ă社会Ěěġį社 ITS事業推進室長
曽我部正躬氏
Part107
｢相次ぎ発表された次世代通信網構想を展望する｣(その１)
1999/ 7/21 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 理事 NTT長距離国際会社移行本部
İġļĆď技術開発ĜĻĞ所長 富田 修二氏
KDD㈱ 常務取締役 ĭķğİġļĆď事業本部長
平田 康夫氏
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Part108
｢相次ぎ発表された次世代通信網構想を展望する｣(その２)
1999/ 7/26 (座長Ď総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 副所長
弓削 哲也氏
第二電電㈱ 取締役 技術本部長
橘
薫氏
㈱ĖĹěđĈĐĪļĘĮċĤėĎĚČĻěļ 企画部 ĭĦĎĚļĊ
米山 直志氏
Part109
｢次世代ネットワーク構想の狙いと期待｣
1999/ 8/ 5 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
(郵政省〜次世代ĦčĢĺĎĖ構想に関する懇談会座長)
郵政省 電気通信局 電気通信技術Ěěġį課長
河内 正孝氏
中央大学 総合政策学部 教授
直江 重彦氏
Part110
｢ＩＰネットワーク時代に向けた
1999/ 8/30
先進ＣＩＳＣＯ／ＮＥＣ等内外ベンダの次世代技術・ 製品戦略｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本ĚěĘĚěġįěļ㈱ ęĎĩļěĪĽĹĨļĐĞļĭĎėġĆĻĖļ部長
木下 剛氏
㈱日立製作所 通信Ěěġį事業本部 事業戦略統括ĜĻĞ
事業戦略企画部長 高瀬 昌彦氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 開発統括部長
是友 春樹氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 ĒĖļĜļĖġĆĪļĒĕěĨĽĎĢ
秋葉 賢一氏
Part111
｢(ＮＴＴドコモ関連〜実証実験の初公開)
1999/ 9/ 6 ＩＭＴ２０００／Ｗ−ＣＤＭＡ・ ｃｄｍａ２０００実証実験の現状
サービスインの鍵を握るキー技術と実現状況｣
(座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
NTT移動通信網㈱ 無線ĦčĢĺĎĖ開発部 主幹技師
大野 公士氏
日本電気㈱ 理事 移動通信Ěěġį事業部長
松尾 義武氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 移動ĺĐĲĸě事業部長
岩渕 英介氏
(代-富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部
移動ăĺĐĲĸěĚěġį事業部 移動方式部長 御代 時博氏)
松下通信工業㈱ 移動通信Ěěġį開発ĜĻĞ所長
兼ġĸĘį研究所長 本間 光一氏
(代-松下通信工業㈱ R&DĜĻĞĎ
ıĨļĐķďĖĜě開発ĖļķĎĪĽ ĭĦĎĚļĊĎ 加藤 修氏)
Part112
｢急速に進む！電話網からＩＰ網へのマイグレーションシナリオ｣
1999/ 9/13 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 常務理事
情報流通ĪĽĵčĢĪĉĎį研究所長 伊土 誠一氏
日本電気㈱ 支配人 (交換移動通信事業本部)
木内 和宣氏
日本ķĎĜĻĢăġĖħĹĚļĎ㈱ ĐĻĞĦčĢĺĎĕĻĖļăĚěġį事業部
ĪĽĹĞļĖĢăĭĎėġĆĻĖļ IP ĪĽĹĞļĖĢĭĦĎĚļĊ 根岸 竜也氏
Part113
｢(ＫＤＤ、日本テレコム、ＤＤＩ／ＩＤＯ関連〜実証実験フォーラム)
1999/ 9/17 ＩＭＴ２０００／Ｗ−ＣＤＭＡ・ ｃｄｍａ２０００実証実験の現状
通信事業者と参加メーカが見せる実験状況｣
(座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
KDD㈱ ĺĐĲĸěĚěġį推進部 IMT-2000 推進室長
安田 豊氏
㈱日立製作所 通信Ěěġį事業本部 CDMAĚěġį本部
副技師長 鈴木 俊郎氏
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所
IMTĎ2000 ĪĽĹĚļĈĖĢ担当部長 松矢 幸丸氏
日本ĒĶĖĝĻ㈱ IMTĎ2000 ĪĽĹĞļĖĢĭĦĚļİĻĢ部
無線ďĖĜěĚěġį担当 ĪĽĹĞļĖĢĭĦĎĚļĊ Mr.Peter Butovitsch, Ph.D
第二電電㈱ 技術本部 技術開発部長
丸山 辰夫氏
日本移動通信㈱ 技術部 IMTĎ2000 実験ĖļķĎĪĽĶĎĞļ 相澤 進氏
ıĢĹ-ĵ㈱ ĦčĢĺ-ĖĝĶċ-ĚČĻ事業部 ďĢļĨļĻěĢġĖħĹĚļ-部
部長 金井 敏仁氏
Part114
｢市内通信網の早期構築展開インターネット時代に向けて急展開する
1999/ 9/21
無線アクセスシステムへの取り組みと事業戦略｣
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業部
ĨļĶċĎġļīļĹčĪĽİĻĢ室長 谷本 佳巳氏
KDD㈱ 執行役員 ĺĐĲĸěĩļĚļĦě推進部長
伊藤 泰彦氏
日本電気㈱ 無線事業本部 ĭĐĖĹ波衛星通信Ěěġį本部
本部長代理 池田 紀芳氏
Part115
｢ＩＭＴ−２０００実現への最終局面を徹底検証
1999/ 9/28 エリクソン／クアルコムのキーパーソンを交えたパネル討論を含めて｣
(座長-ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
(総合司会及び基調講演)上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
Ericsson Inc. Mobile Marketing Div.
Mr.Gustav Brismark
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
Part116
｢定額料金／常時接続通信ネットワークを取り巻く環境の激変と
1999/ 9/30
事業の抜本的構造改革郵政省
〜２００５年に向けた次世代ネットワーク構想の狙いと期待｣
(座長-ご挨拶)東京大学 工学部 教授
齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信Ěěġį課長
久保田誠之氏
中央大学 総合政策学部 教授
直江 重彦氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部長 飯塚 久夫氏
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Part117
｢本格導入に向けていよいよ動き出たＤＳＬ｣(その１)
1999/10/21 (座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 工学部 教授
(郵政省Ā高速ġļĚļĞķďĖĜě技術に関する研究会ā座長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信Ěěġį課長
久保田誠之氏
東京めたりっく通信㈱ 代表取締役社長
小林 博昭氏
Part118
｢本格導入に向けていよいよ動き出したＤＳＬ｣(その２)
1999/10/26 東京大学 工学部 教授
(郵政省Ā高速ġļĚļĞķďĖĜě技術に関する研究会ā座長) 齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門長
成宮 憲一氏
ďķĔġķăĐĻĞĎĦčĢĺĎĕĻĖļ㈱ ğĎĪ ēĪļ ġĖħĹĚļĎ
桑田 政輝氏
住友電気工業㈱ ĚěġįĒĸĖĢĹĤĖě研究開発ĜĻĞĎ
ďĖĜěĚěġį開発ĖļķĎĪĽ 部長 村瀬 亨氏
日本電気㈱ ġļĎĞ通信事業部 第三開発部長
久保田雄二氏
Part119
｢定額ＩＰ接続サービスに向けたＩＳＰ各社の戦略｣
1999/10/29 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
東日本電信電話㈱ 営業部長
NTTęġĵĐĢĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 代表取締役社長
ĞļĐĸĖĢĐĻĞĎĦčĢ㈱ 代表取締役社長
(代-ĞļĐĸĖĢĐĻĞĎĦčĢ㈱ 開発営業部長
武蔵野三鷹ėĎĪļķġĸĩļ㈱ 取締役
Part120
｢ＩＴＳのビジネス展開と６０兆円市場を展望する｣
1999/11/ 4 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
建設省道路局 高度道路交通Ěěġį推進室長
(ITS推進室長)
通商産業省 機械情報産業局 自動車課 ITS進室長
日本電気㈱ ITS事業推進本部長

齊藤
古賀
鮫島
花岡
山崎
宮地

忠夫氏
哲夫氏
秀一氏
隆一氏
里仁氏)
孝氏

齊藤 忠夫氏
木村 昌司氏
荒田 良平氏
古屋 守氏

Part121
｢ＷＤＭ時代のネットワーキング戦略を展望する｣(その１)
1999/11/ 9 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 第三伝送通信事業部
事業部長代理 上河 深氏
日本ķĎĜĻĢăġĖħĹĚļĎ㈱ ēĪĽġĆĔķ ĦčĢĺĎĕĻĖļĖļķĎĪĽ
ĚĤďĒĻĚļĤď 宮下 泰彦氏
富士通㈱ ĢĵĻěĬĽĎĢ事業本部 光ĦčĢĺĎĖĚěġį事業部
Ěěġį部 担当部長 谷村 勝博氏
Part122
｢実用が始まった端末間を無線で結ぶ次世代技術｣-Bluetooth(その１)
1999/11/18 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĐĻġķ㈱ ĨĽčėĎĚļ技術開発部
ĭĦĎĚļĊ&ıĨļĐķęĬĽĎĢēīĽĸĎĚČĻěļ ĭĦĎĚļĊ 石田 謙三氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį開発ĜĻĞĎ NBĪĽĹĚļĈĖĢĶĎĞļ
宇野 裕史氏
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ ES事業 ıĨļĐķ&ĦčĢĺĎĖ製品担当
部長 青木 直孝氏
Part123
｢地域からのＩＴＳ展開戦略と課題を考える｣
1999/11/26 (座長-総合司会)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)名古屋大学大学院 工学研究科
土木学専攻社会資本計画学講座 都市計画ă交通計画
教授 河上 省吾氏
関西経済連合会 ITS研究会座長
(西日本電信電話株 代表取締役副社長) 上野 至大氏
建設省 北陸地方建設局 新潟国道工事事務所 所長 徳山日出男氏
Part124
｢ＩＰネットワーク時代のソリューション
1999/11/30
／システムマネージメントビジネスを展望する｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĐĻĞĎĦčĢ総合研究所 取締役 ĦčĢĺĎĖ事業部長
大和田廣樹氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 代表取締役副社長
石川 宏氏
(代-㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 取締役 第五ĭĎėġĆĻĖļ本部長 和佐野哲男氏)
沖電気工業㈱ 常務取締役
畑 和徳氏
ħ-ġķĦčĢĺ-Ėě㈱ 副社長
久我 晃二氏
Part125
クアルコム副会長 アンドリュー・ ビタービ博士が将来戦略を語る
1999/12/ 7 ｢次世代システムへと発展するｃｄｍａＯｎｅ｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
Qualcomm Incorporated Vice Chairman
Dr.Andrew J. Viterbi
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
㈱東芝 ġļĚļĞķİġļĆď機器社 移動通信技術部長
沢 豊太郎氏
㈱日立製作所 情報İġļĆď本部 副技師長
岡本 貞二氏
三洋電機㈱ ĨĽĎĝģķ通信事業部 副事業部長
鵜狩 武則氏
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Part126
本格的なモバイルインターネット時代の到来
1999/12/17 ｢ｉモードで始まった情報提供サービスとその将来展開
／｢ｉ｣の次は何か？どう飛躍するのか？｣(その 1)
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
NTT移動通信網㈱ ıĨļĐķĭķğİġļĆď事業本部
ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部長 榎 啓一氏
日本電気㈱ ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻ事業本部
ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻ事業部 ĭķğİġļĆď通信開発部長 大原 正明氏
ĘĻĨĽčĖĘĻĩĽċĎĞ㈱ Ěěġį統括本部 東日本第三Ěěġį本部
ĚĤďĘĻęķĞĻĢ 押田 賢一氏
㈱ġļĚļĞķěĢĶĎĢ 代表取締役
今泉 隆照氏
㈱ġļĚļĞķěĢĶĎĢ 取締役
今泉 毅彦氏

2000 年
Part127
ｉモードで始まった情報提供サービス時代の展開を考える
2000/ 1/14 ｢ＮＴＴＤｏＣｏＭｏの｢ｉモード｣サービスとその将来展開｣
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
NTT移動通信網㈱ ıĨļĐķĭķğİġļĆď事業本部
ĝĶċĎĚČĻĩļĚļĦě部長 萩原 英二氏
NTT移動通信網㈱ ıĨļĐķĭķğİġļĆď事業本部
ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部 ĘĻġĻĠ企画担当部長 夏野 剛氏
㈱ĨļĻĞļĐ 開発本部 ĤċĎĪĽĹĨĽġĆ開発部長
林 俊樹氏
さくら銀行 ĦčĢĺĎĖ業務部 企画ĖļķĎĪĽ 次長
沖 雅直氏
松下通信工業㈱ ĨĽĎĝģķĘĮċĤėĎĚČĻ事業部長
脇
冶氏
Part128
−見えてきたＶｏＩＰの実用化−
2000/ 1/18 ｢本格化するＶｏＩＰサービスの実像に迫る｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部
IPĦčĢĺĎĖęĎĩļě部 ĦčĢĺĎĖ開発担当部長 西郷 英敏氏
Clarent Corporation Asia Pacific,
Senior VP and GM Mr.Mahan Wu
Clarent Corporation
Vice President of Engineering Mr.Albert Mu
KDD㈱ 取締役
平田 康夫氏
Part129
実用化が目前に迫った Bluetooth(その２)
2000/ 1/20 ｢次世代無線インタフェースとしての Bluetooth を検証｣
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
Nokia Japan,Co.Ltd. Nokia Research Center
Dr.Jari.Vaario
㈱東芝 ġļĆĚļĞķİġļĆď機器社 ĨĽĝĘĻ開発部 主幹
竹林 洋一氏
NTT移動通信網㈱ 無線ĦčĢĺĎĖ開発部 主席技師
田中 利憲氏
Part130
ＷＤＭ時代のネットワーキング戦略を展望する(その２)
2000/ 1/27 ｢テラビット時代のＷＤＭ構築戦略｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤
東京大学 工学部 教授
青山
KDD㈱ 研究所 取締役
秋葉
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 ĦčĢĺĎĖĚěġįĖļķĎĪĽ課長 山崎
㈱日立製作所 通信Ěěġį事業本部 光伝送本部
光ĦčĢĺĎĖ部 統括部長 尾島

忠夫氏
友紀氏
重幸氏
吉晴氏
正啓氏

Part131
ＩＴＳから展開する新しい情報通信システム
2000/ 2/ 4 ｢新しいＩＴＳサービスを生み出す
大容量ＤＳＲＣ／ＩＭＴ２０００の利用｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 工学部 教授
青山 友紀氏
沖電気工業㈱ 交通Ěěġį事業部 技師長
福井良太郎氏
日本電気㈱ 無線通信事業部 ITS統括ĭĦĎĚļĊ
吉田 泰玄氏
富士通㈱ ITS事業推進本部 技術部長
堀松 哲夫氏
Part132
｢トライアルからビジネス展開に入るＤＳＬ｣(その１)
2000/ 2/16 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術Ěěġį課長
久保田誠之氏
東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門長
成宮 憲一氏
ĐĎăďĖĜě㈱ 代表取締役社長
千本 倖生氏
ĐĎăďĖĜě㈱ 取締役
小畑 至弘氏
DSLďĖĜě基盤協議会 事務局
(三井物産㈱ ġĸĘį事業部 通信事業営業部 ĭĦĎĚļĊ) 鴨下 隆一氏
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Part133
実用化が目前に迫った Bluetooth
2000/ 2/18 ｢次世代無線インタフェースとしての Bluetooth を検証｣(その２)
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 工学部 教授
青山 友紀氏
㈱KDD研究所 取締役
秋葉 重幸氏
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 ĦčĢĺĎĖĚěġįĖļķĎĪĽ課長 山崎 吉晴氏
㈱日立製作所 通信Ěěġį事業本部 光伝送本部
光ĦčĢĺĎĖ部 統括部長 尾島 正啓氏
Part134
ＷＤＭ時代のネットワーキング戦略を展望する(その３)
2000/ 2/29 ｢テラビット時代のＷＤＭ構築戦略｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤
日本電信電話㈱ ĦčĢĺĎĖęĎĩļěĚěġį研究所
STM系ĦčĢĺĎĖ構造改革ĪĽĹĚļĈĖĢ 担当部長 中山
東京通信ĦčĢĺĎĖ㈱ 技術部長
宮崎
NTTĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 技術部長
本杉

忠夫氏
久男氏
光夫氏
常治氏

Part135
次世代移動通信の展開と課題を予測する
2000/ 3/ 2 ｢ｉモード｣から IMT-2000 の｢モバイルインターネット｣への展開
(座長-総合司会)
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞĎ 教授
安田 浩氏
東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
NTT移動通信網㈱ 常務取締役
進藤 秀一氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
日本電気㈱ ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻ事業部 本部長
松尾 良雄氏
Part136
ワイヤレスネットワーク構築展開
2000/ 3/ 6 ｢インターネット時代に向けて期待される
ワイヤレスアクセスへの取り組みと事業戦略｣
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
NTT移動通信網㈱ 無線ĶĻĖ開発部長
橋本 明氏
日本電気㈱ C&C基盤研究所 統括ĭĦĎĚļĊ
野田 誠一氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 第二Ěěġį統括部長
中村 昴三氏
Part137
ｅ−ビジネスとインターネット
2000/ 3/13 ｢ｅ−ビジネスがもたらすインターネットビジネスの構造変化｣
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞĎ 教授
安田 浩氏
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役
井上 英夫氏
日本電気㈱ ĭķğİġļĆďęĎĩļě構築運営本部 本部長
瀧澤 三郎氏
AOLĚļĊĨĽĻ㈱ 常務取締役
北原 保之氏
Part138
｢トライアルからビジネス展開に入るＤＳＬ｣(その２)
2000/ 3/23 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
富士通㈱ ĢĵĻěĬĽĎĢ事業本部 基盤技術統括部長
土屋 彰氏
住友電気工業㈱ ĚěġįĒĸĖĢĹĤĖě研究開発ĜĻĞĎ
ďĖĜěĚěġį開発ĖļķĎĪĽ 主任研究員 松本 一也氏
Centillium Communications. President
Mr.Shahin Hedeyat
Part139
第四世代移動通信の展開と課題を予測する(その 1)
2000/ 4/ 7 ｢次次世代のモバイルインターネットにおける
第４世代移動体通信方式を探る｣
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞĎ 教授
安田 浩氏
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
KDD㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 ĺĐĲĸěĩļĚļĦě推進部
IMT-2000 推進室長 安田 豊氏
NTT移動通信網㈱ 取締役 ĺĐĲĸě研究所長
中嶋 信生氏
Part140
｢次世代インターネットにおけるＱｏＳ戦略｣
2000/ 4/14 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)東京大学 工学系研究科 助教授
森川 博之氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部
IP ĦčĢĺĎĖęĎĩļě部 ĦčĢĺĎĖ開発 担当部長 西郷 英敏氏
日本電気㈱ 伝送事業本部 第一伝送通信事業部長 広崎膨太郎氏
(代-日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖ事業部
ĦčĢĺĎĖġĖħĹĚļ開発部長 加納 敏行氏)
Part141
ｅ−ビジネスとインターネット
2000/ 4/17 ｢成熟社会がインターネットビジネスを更に加速させる｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 先端ĩļĚļĦě開発ĜĻĞĎ 所長 遊佐 洋氏
ĤĪġĆ㈱ 常務取締役
下浦 敏治氏

テーマ

Part142
時代がＰＨＳにマッチしてきた
2000/ 4/24 ｢俄然注目され出したＰＨＳの新展開を探る｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
NTT移動通信網㈱ 常務取締役
野村 秀樹氏
DDI ĬĽėčĢ㈱ 取締役 技術部長
平澤 弘樹氏
東京通信ĦčĢĺĎĖ㈱ 専務取締役 ďěġķ事業本部長
吉川 稔氏
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆď通信事業開発ĜĻĞĎ 所長 村田栄一郎氏
Part143
｢Internet to the Home(ＩＴＴＨ)への新たな展開｣(その 1)
2000/ 4/25 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 代表取締役副社長
石川 宏氏
日本ĐĻĞĎĦčĢ協会 (㈱ĐĻĞĎĦčĢ戦略研究所 会長)
高橋 徹氏
Part144
次世代移動通信の展開と課題を予測する
2000/ 5/15 ｢日／欧／米で多角展開するモバイルインターネットサービスを探る｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)上智大学 理工学部 教授
服部 武氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĪĽĵčĢĬĎįĩļĚļĦě部長
坪井 了氏
第二電電㈱ 移動体通信本部 商品企画部 担当部長 高橋 誠氏
CSELT S.p.A. Cordinator of Europe ACTS project
(Manager of ACTS standardization)
Mr.Giovanni Colombo
Part145
第四世代移動通信の展開と課題を予測する(その２)
2000/ 5/18 ｢移動体インターネットサービスの展開｣(１)
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)東京大学 工学系研究科 助教授
森川 博之氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĭķğİġļĆď研究所長
中野 博隆氏
Vodafone Airtouch Vice President & ChiefScientist
Global Technology Group Dr.William C.Y.Lee
Centre for Telecommunications Research,
King's College London, University of London, England
Prof.Hamid Aghvami
Part146
Internet to the Home(ＩＴＴＨ)への新たな展開(その２)
2000/ 5/22 ｢動き出したＩＴＴＨ市場−競争の激化と各社の事業展開｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤
東京大学 先端科学技術研究ĜĻĞĎ 教授
安田
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所長
白川
ĒķăĚĎăĪļĐ㈱ 常務取締役
小松
KDD㈱ ġĖħĹĚļĎ 代表取締役社長
斉藤

忠夫氏
浩氏
英俊氏
秀重氏
利治氏

Part147
新しいＩＴＳの展開
2000/ 5/26 ｢２１世紀に向けた車への情報提供サービスを探る｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
(財)道路交通情報通信ĚěġįĜĻĞĎ(VICSĜĻĞĎ)常務理事
㈱日本緊急通報ęĎĩļě(HELPNET) 業務部長
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部 ITS事業推進室長

忠夫氏
知之氏
幸雄氏
勢一氏

教授
齊藤
青木
市川
黒川

Part148
インターネット時代の必須条件
2000/ 6/ 9 ｢ますます必要性の高まるセキュリティ事業｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
通商産業省 機械情報産業局 情報ĜĕċĶġĆ政策室長
情報処理振興事業協会(IPA) ĜĕċĶġĆĎĜĻĞĎ 研究員
㈱日立製作所 ęĎĩļě事業部 ĦčĢĺĎĖĚěġį本部
ĐĻĞĎĦčĢ設計部長
㈱ĵčĖ 不正ďĖĜě対策事業本部 取締役本部長
日本電気㈱ NECĝĶċĎĚČĻěļ 支配人

畠山 靖彦氏
三輪 信雄氏
発田 弘氏

Part149
第四世代移動通信の展開と課題を予測する(その３)
2000/ 6/12 ｢移動体インターネットサービスの展開｣(２)
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
上智大学 理工学部 教授
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
日本電気㈱ NECĝĶċĎĚČĻěļBIGLOBEęĎĩļě事業本部長
富士通㈱ 常務取締役 ĦčĢĺĎĖ本部長(Nifty担当含む)

教授
齊藤
服部
松本
三谷
古河

教授
齊藤 忠夫氏
東井 芳隆氏
田淵 治樹氏

忠夫氏
武氏
徹三氏
一二氏
建純氏

Part150
注目が集まる 新たなネットワーク付加価値事業−
2000/ 6/21 ｢ＩＰネットワーク上に急がれるデータセンター構想｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĖļĹĎĨļķĜĻĞĎăĚļĊĨĽĻ㈱ 副社長
大和田廣樹氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役 İġļĆď技術開発ĜĻĞĎ
所長 富田 修二氏
日本電気㈱ 専務取締役
吉川 英一氏
富士通㈱ 常務取締役
古河 建純氏
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Part151
ネットワークのサービスと品質を展望する−
2000/ 6/26 ｢次世代インターネットにおけるＱｏＳ戦略｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
NTTďĢļĨļĻěġĖħĹĚļĎ㈱ ĢĵĩčĖęĎğĜĻĞ 所長
川島幸之助氏
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 研究部門 課長
米田 進氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĒĻĞĎĪĽĵĐěļĭĎėġĆĻĖļ部 ĪĽĹĞļĖĢĭĦĎĚļĊ 江坂 英夫氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 ĝĪĢđĈď事業本部長付
宮澤 君夫氏
Part152
次世代移動通信の展開と課題を予測する(その３)
2000/ 7/ 7 ｢モバイルインターネットにおけるＱｏＳを検証する｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 工学系研究科 助教授
森川 博之氏
日本電信電話㈱ ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所
情報流通ęĎĩļěďĖĜěİĻĢĪĽĹĚļĈĖĢ ĪĽĹĚļĈĖĢĭĦĎĚļĊ 杉岡 寛氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 取締役 ĦčĢĺĎĖ研究所長
弓場 英明氏
Part153
ｅ−ビジネスとインターネット(その３)
2000/ 7/14 ｢社会・ 経済変革に向けたｅ−ビジネスの展望｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学部 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課 課長
安延 申氏
㈱NTTġļĎĞ 取締役 新世代情報ęĎĩļě事業本部長
宇治 則孝氏
ĒĥăġĆăġĆăĝĪĢđĈď㈱ 代表取締役社長
鶴保 征城氏
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ 常務取締役 e-ĩļĚļĦě事業担当
木村 正治氏
Part154
アクセスネットワークを展望する
2000/ 7/21 ｢新たな局面を迎えた高速インターネットアクセスの展開｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術Ěěġį課長
久保田誠之氏
㈱東急ėĎĪļķġĸĩļĚļČĻ 取締役 ĦčĢĺĎĖĚěġį部長
有馬 尉彰氏
東京めたりっく通信㈱ 代表取締役社長
小林 博昭氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 光ĦčĢĺĎĖ事業本部
ďĖĜě事業部長 井上 憲治氏

P a r t

テーマ

Part159
次世代移動通信の展開と課題を予測する(その４)
2000/ 9/ 4 ｢事業化が決定したｃｄｍａ２０００の課題と戦略｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
第二電電㈱ 移動体通信本部 事業戦略部長
冲中 秀夫氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
㈱日立製作所 社会ăĦčĢĺĎĖĚěġį事業部 副事業部長 古川 一夫氏
日本ķĎĜĻĢăġĖħĹĚļĎ㈱ 顧問
宮田 良明氏
SAMSUNG Director
Mr.Hung Song
Part160
動き出したデータ・ 音声統合アクセス市場−
2000/ 9/18 ｢統合アクセスに向けたＤＳＬ展開への展望｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 経営企画部 ĹĎĔķďĖĜěĞěĖĪĉĎěļ
担当部長 田代 道郎氏
日本ġĸĘį㈱ 専務取締役
松尾益二郎氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ĦčĢĺĎĖěĝĶċĎĚČĻ推進本部
ĝĶċĎĚČĻ戦略ă統括ĭĦĎĚļĊĎ 清水 洋氏
Part161
ＩＴＵ−Ｒで議論が始まった｢第四世代移動体通信の取り組みと展開｣
2000/10/ 2 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 常務理事
佐々木秋穂氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 理事 ĺĐĲĸě研究所長
室田 和昭氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖěıĨļĐķĦčĢĺĎĖ事業部
Ěěġį開発部長 鬼頭 英二氏
Part162
グローバルなモバイルインターネット展開
2000/10/10 ｢次世代ＷＡＰによるモバイルインターネットの現状と今後の展開｣
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
第二電電㈱ 移動体通信本部 商品企画部 担当部長 高橋 誠氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĭķğİġļĆď開発部長
石垣昭一郎氏
ĪĉĻĢļčĢĘįĚļĊĨĽĻ㈱ ĪĽĹĞļĖĢăĭĎėġĆĻĖļ部 ĭĦĎĚļĊĎ
常山 宏彰氏
J-ĪĉĎĻ㈱ 常務取締役
橋野 武氏

Part155
｢インターネット革新に向けたオプティカルネットワークの展望｣
2000/ 7/26 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)電気通信大学 情報通信工学科 教授
三木 哲也氏
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所 所長
白川 英俊氏
KDD㈱ 執行役員 ĦčĢĺĎĖ事業本部
ĺĐĲĸěĩļĚļĦě推進部長 伊藤 泰彦氏
富士通㈱ ĢĵĻěĬĽĎĢ事業本部 光Ěěġį事業部 担当部長 副島 哲男氏
MCIĺĎķĢļĘįăĚļĊĨĽĻ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ部長
高岡 利光氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 光ĦčĢĺĎĖ事業本部
ĢĵĻěĬĽĎĢ事業部 ĒĖļĜļĖġĆĪļĒĕěĨĽĎĢ 明石 文雄氏

Part163
Ｅ−ビジネス成功の鍵は何か！
2000/10/16 ｢インターネット社会とサービス展開の課題｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
国際大学 ĖļĹĎĘį 教授
青柳 武彦氏
慶應義塾大学 大学院 経営管理研究科 教授
兼ĩļĚļĦěěĖĎķ 教授 国領 二郎氏
㈱第一興商 衛星放送事業部 次長
桃井 隆良氏
㈱ıĨļĐķăĦčĢăĵĬļ(※ĚļĈĐęĐĢļăĢļčĢăĘį関連)
代表取締役社長 松本 裕氏
㈱ġļĚļĕċĎĪļ 社長室広報担当 ďĚěĞĻĢĭĦĎĚļĊ
立川 泰志氏

Part156
ＷＬＬとＦＷＡによるアクセス網の構築
2000/ 8/21 ｢インターネットアクセスとしての
無線システムへの取り組みと事業戦略｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 経営企画部 ĹĎĔķďĖĜěĞěĖĪĉĎě
担当部長 田代 道郎氏
KDDđĐĻěĞĎ㈱ 代表取締役社長
阿部 宗男氏
㈱東芝 情報ă社会Ěěġį社通信Ěěġį事業部 副事業部長 閏井 清氏

Part164
注目が集まる 新たなネットワーク付加価値事業−
2000/10/26 ｢データセンタビジネスと新しいネットワークサービス｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ıĩļĭĚļčĖ㈱ 代表取締役社長
廣野 正彦氏
ĐĻĞĎĦčĢĭķğĪĆĎĢļ 技術部 次長
外山 勝保氏
東日本電信電話㈱ 取締役 法人営業本部
副本部長 ĚěġįęĎĩļě部長 中嶋登喜雄氏
MCI ĺĎķĢļĘįăĚļĊĨĽĻ㈱ 経営企画部 次長
生田 隆由氏

Part157
全てが無線接続になるのか
2000/ 8/29 ｢Bluetooth をコアに展開する次世代無線インタフェース｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 MMAC 5GHz 特別部会 主査
大澤 智喜氏
㈱東芝 ġļĚļĞķİġļĆďĦčĢĺĎĖ社
Bluetooth 事業推進室長 日比 健二氏
Part158
通信／放送融合時代の幕開け
2000/ 8/30 ｢デジタル放送をトリガに始まる放送事業大変革への展望｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 放送行政局 放送政策課 企画官
安藤 友裕氏
日本放送協会 総合企画室(ġļĚļĞķ放送推進)
統括担当部長 三宅 誠氏
㈱東京放送 ġļĚļĞķĩļĚļĦě局 企画開発担当部長
白根 英路氏
㈱ĚļċĩĽĞĎġĸĘį 代表取締役社長
石橋 庸敏氏
日本電信電話㈱ ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所
衛星通信ĪĽĹĚļĈĖĢ ĶĎĞļ 主幹研究員 風間 宏志氏
日本電気㈱ 放送映像事業本部 企画統括ĭĦĎĚļĊ
高橋 博氏

Part165
｢｢ケイタイ｣移動通信端末で展開するＩＴ社会｣
2000/11/20 (座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部 担当部長
㈱KDDI 理事 移動体事業企画部
技術戦略ĖļķĎĪĽĶĎĞļ
日本電気㈱ 執行役員 ıĨļĐķĞĎĮģķ事業本部長
松下通信工業㈱ ĭķğİġļĆďĝĶċĎĚČĻ研究所長
Part166
注目が集まる電話サービス事業の将来展開
2000/11/24 ｢次世代ネットワークとＶｏＩＰサービス｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
日本電信電話㈱ ĦčĢĺĎĖęĎĩļěĚěġį研究所
ĪĽĹĚļĈĖĢĭĦĎĚļĊĎ 担当部長
日本ġĸĘį㈱ 情報通信研究所 副所長
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ĦčĢĺĎĖĚěġį事業本部
IP ĦčĢĺĎĖ事業部 技術統括ĭĦĎĚļĊĎ
富士通㈱ 移動ăĺĐĲĸěĚěġį事業部 IPĪĽĹĚļĈĖĢ部
ĪĽĹĚļĈĖĢ課長

山本 平一氏
齊藤 忠夫氏
高木 一裕氏
冲中 秀夫氏
中村 勉氏
落合 秀広氏

齊藤 忠夫氏
三宅 功氏
弓削 哲也氏
松本

隆氏

樋口

守氏
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Part167
ネットワークプロセッサはネットワーク革命の担い手か
2000/11/28 ｢ネットワークプロセッサ(ＮＰＵ)と次世代網｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤
大阪大学 ęĐĨļĎİġļĆďĜĻĞĎ 先端ĦčĢĺĎĖ環境研究部門
教授 工学博士 村田
沖電気工業㈱ ĦčĢĺĎĖĚěġįĔĻĨĽĤĎ ĦčĢĺĎĖĚěġį開発ĜĻĞĎ長
斎藤
ĐĻġķ㈱ 通信技術本部長
高橋
ĐĻġķ㈱ IPĦčĢĺĎĖ事業部 技術統括ĭĦĎĚļĊĎ
松本
ıĢĹĎĵ㈱ 半導体ĜĖĞ
NCSG-ĚļĊĨĽĻĦčĢĺĎĕĻĖļăĘĮċĤėĎĚČĻěļăĚěġį製品部長 伊南

忠夫氏
正幸氏
慧一氏
恒雄氏
隆氏
恒志氏

Part168
ＩＴ社会の一翼を担う
2000/12/ 5 ｢ＤＳＲＣ(information-shower)で飛躍する
２１世紀に向けたＩＴＳ展開｣
(座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電波部 移動通信課 課長
筬島 専氏
(社)電波産業会 常務理事
若尾 正義氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ITSĝĶċĎĚČĻ推進本部長
前川 誠氏
㈱ġļĻĝĎ ITS技術一部長
時津 直樹氏
Part169
トリノ世界大会を終えて｢ＩＴＳ市場に新しい展開はあるのか｣
2000/12/18 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
建設省 道路局 ITS推進室
木村 昌司氏
通商産業省 機械情報産業局 自動車課ITS推進室長 荒田 良平氏
東京都 環境局 自動車公害対策本部 副参事
(交通需要ĭĦĚļİĻĢ担当) 藤井 寛行氏
三菱重工業㈱ 機械事業本部 ITS推進室 副室長
野口 直志氏
Part170
｢ＩＴ革命に向けた光通信網の展開戦略｣
2000/12/19 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
郵政省 電気通信局 電気通信技術Ěěġį課長
久保田誠之氏
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
立花 佑介氏
㈱ĳĎěļĘĮċĤėĎĚČĻěļ 取締役
藤本 篤志氏
ĐĎăďĖĜě㈱ 取締役 CTO
小畑 至弘氏
Part171
｢拡大をつづける移動体事業への各社の対応戦略｣(その１)
2000/12/22 (座長-基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤
(総合司会)東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田
上智大学 理工学部 教授
服部
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 常務取締役
小野
日本電気㈱ 取締役常務 ĔĻĨĽĤĎ 副社長
馬場
三菱電機㈱ 移動通信統括事業部 統括事業部長
岡田

忠夫氏
浩氏
武氏
伸治氏
征彦氏
東亞氏

2001 年
Part172
ＩＴ化社会発展の鍵を握る
2001/ 1/19 ｢ブロードバンド時代に向けたアクセス光化の進展｣
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長)
東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門長
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ďĖĜě事業部 事業部長代理
住友電気工業㈱ 支配人
㈱ĞđĻġĸĩļ南横浜 常務取締役

齊藤 忠夫氏
成宮 憲一氏
里見 直樹氏
石田 晶氏
小原 晋氏

Part173
｢拡大をつづける移動体事業への各社の対応戦略｣(その２)
2001/ 1/22 (座長-基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(総合司会)東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
東京大学 大学院 工学系研究科 助教授
森川 博之氏
KDDI㈱ 常務取締役 移動体事業戦略本部長
起橋 俊男氏
KDDI㈱ 代表取締役 社長
小野寺 正氏
富士通㈱ 専務取締役
森寺 章夫氏
松下通信工業㈱ 専務取締役
倉本 寛氏
㈱日立製作所 常務 通信社会ĚěġįĖļķĎĪĽ 副ĖļķĎĪĽ長 小川 圭祐氏
Part174
｢ＰＤＡによる高度化モバイルインターネットへの挑戦｣
2001/ 1/23 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı MM 事業本部 課長
入鹿山剛堂氏
ĔĚē計算機㈱ ĘĻĚĎĭ事業部 MNS 統括部企画部 次長 守屋 孝司氏
(代-ĔĚē計算機㈱ 開発ĜĻĞĎ 第二開発部 次長
折本 孝氏)
ĨĽĎįĘĻĩĽċĎġĆĻĖļ㈱ 代表取締役社長
Mr.Craig Will
㈱ĚĊĎĪĽ 通信Ěěġį事業本部
ıĨļĐķĚěġį事業部 商品企画部 部長 鈴木 隆氏
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Part175
｢ＩＰｖ６技術の動向と各社の展開戦略｣
2001/ 2/ 5 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(郵政省〜電気通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 情報基盤ĜĻĞĎ 助教授
江崎 浩氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役
ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部長 飯塚 久夫氏
㈱日立製作所 社会ăĦčĢĺĎĖĚěġį事業部 副事業部長 古川 一夫氏
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖě研究開発所長
吉田 吉憲氏
Part176
新世紀を切り拓く｢２１世紀の情報通信の展開とグローバル戦略｣
2001/ 2/13 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 総務副大臣
小坂 憲次氏
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部長
有冨寛一郎氏
ěĞĻĪĉĎĢļ大学 日本研究所長
(前 通商産業省 電子政策課長) 安延 申氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 代表取締役社長
立川 敬二氏
自由民主党 筆頭副幹事長(元 郵政大臣)
野田 聖子氏
Part177
｢急進展を見せるＤＳＬ｣
2001/ 2/19 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 経営企画部 担当部長
与沢 和紀氏
東京めたりっく通信㈱ 代表取締役社長
小林 博昭氏
住友電気工業㈱ ĦčĢĺĎĖĚěġį事業部
ĦčĢĺĎĖĚěġį営業部長 西脇 由和氏
Part178
｢ＶｏＩＰ技術を活用した各社の戦略について｣
2001/ 2/22 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長)
東京農工大学 情報ĘĮċĤėĎĚČĻ工学科 教授
㈱日立製作所 社会ăĦčĢĺĎĖĚěġį事業部
ĦčĢĺĎĖĚěġį本部 統括主任技師
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ESMBĭĎėġĆĻĖļ本部 部長
沖電気工業㈱ ĦčĢĺĎĖĚěġįĔĻĨĽĤĎ
情報通信ĦčĢĺĎĖ事業部長

齊藤 忠夫氏
寺田 松昭氏
青山 健一氏
大西 一朗氏
疋田 定幸氏

Part179
｢ＩＴ先進国に向けたＩＰネットワーク構想と事業戦略｣
2001/ 3/12 (座長-総合司会)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĪļĹĎĢļĨļĻĢļăĒĖěğĈĻĚļ 代表取締役社長
藤原 洋氏
東日本電信電話㈱ 技術部長
清水 博氏
㈱ĪĽĹġļċĎěăēĻăġļĭĻĢļ 取締役 兼技術担当
山崎 里仁氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ推進本部
本部長代理 清水 洋氏
Part180
｢ホームネットワークとディジタル家電の融合とその展開｣
2001/ 3/14 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本
(基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
東日本電信電話㈱ 法人営業本部 通信機器事業部長 河辺
松下電工㈱ Ěěġį開発ĜĻĞĎ 主観技師
薦田
ĚĊĎĪĽ㈱ 情報家電開発本部 ĭķğİġļĆď開発研究所
副所長 千葉
㈱東芝 ġļĚļĞķİġļĆďĦčĢĺĎĖ社 技師長
岡本

平一氏
忠夫氏
侯一氏
美行氏
滋氏
光正氏

Part181
｢ブロードバンドサービスに向けた光ファイバーネットワークの展開｣
2001/ 4/ 9 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 設備部 設備高度化部門長
高橋 篤哉氏
東日本電信電話㈱ 設備部 ęĎĩļě技術部門長
成瀬 秀夫氏
東京めたりっく通信㈱ 代表取締役社長
小林 博昭氏
国土交通省 都市ă地域整備局 下水道部
下水道企画課 課長補佐 岡本誠一郎氏
Part182
｢インターネット電話サービスのビジネスモデルと技術動向｣
2001/ 4/13 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省〜情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 第5ĭĎėġĆĻĖļ本部 第2営業部門長 稲村美一郎氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 理事 ĩļĚļĦěĳĎęļ事業部
統合IPęĎĩļě部長 野村 雅行氏
㈱ġĸĪĶĎ 代表取締役/CEO
関 政弘氏
Part183
｢ホームネットワークと情報家電｣
2001/ 4/16 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 大学院 工学研究科 教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)(財)ĐİĎĚļ情報科学研究所 技術統括
釜江 尚彦氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı MM事業本部 MM企画部長
新美 英樹氏
日本電気㈱ 情報通信İġļĆď研究本部
ĦčĢĺĎĕĻĖļ研究所長 鹿田 實氏
㈱日立製作所 ġļĚļĞķİġļĆď開発本部長
中川一二夫氏
松下電器産業㈱ 参事 事業戦略室 ĦčĢĺĎĖ企画ĖļķĎĪĽ 浅部 勉氏
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Part184
｢インターネットを取り巻く情報家電の動向と各社の展開戦略｣
2001/ 4/27 (座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端科学技術ĜĻĞ 教授
安田 浩氏
(ご挨拶)東京大学 教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĝĤĎ㈱ ĐĻĞĎĦčĢ研究所 ĐĻĞĎĦčĢĚěġįĵĬļ 統括部長
太田 直久氏
㈱日立製作所 Ěěġį事業部 ęĎĩļěĚěġį本部長
坂井 裕氏
松下電器産業㈱ ĭķğİġļĆď研究所長
戸倉 毅氏
Part185
｢ＡＬＬ−ＩＰ化へのモバイル展開｣(その１)
2001/ 5/11 (座長-総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
(ご挨拶)東京大学 教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĦčĢĺĎĖ研究所長
日本ĒĶĖĝĻ㈱ ıĨļĐķĚěġįĭĎėčĢęĬĽĎĢ本部
IMT-2000 ĪĽĹĞļĖĢĭĦĚļİĻĢ部 ġĖĤĔķĭĦĎĚļĊĎ
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖ開発研究所 第五研究部長
㈱日立製作所 ĦčĢĺĎĖĪĽĵčĢĬĎį事業部長
Part186
｢電子政策を支えるＩＣカードの本格導入とその展開｣
2001/ 5/14 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
基調講演)東京工業大学 ĪĹĻġĆď創造共同研究ĜĻĞĎ
情報系研究機能 教授
経済産業省 商務情報政策局 ęĎĩļě産業課 課長補佐
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 課長補佐
総務省 郵政事業庁 貯金部 業務課 課長補佐
厚生労働省 社会保険庁 運営部 企画課 課長補佐
松下電器産業㈱ ĚěġįĝĶċĎĚČĻ事業本部
電子自治体事業開発ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ 主幹技師

服部

武氏

齊藤 忠夫氏
今井 和雄氏
小田 稔周氏
竹内 章平氏
古川 一夫氏

齊藤 忠夫氏
大山 永昭氏
渡邊 昇治氏
三田 啓氏
上田 伸氏
臺
豊氏
本田 邦夫氏

Part187
｢第３世代及びポスト第３世代に向けて展開する
2001/ 5/21
モバイルワイヤレスの行方を探る｣(その１)
(座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĺĐĲĸě研究所
主席研究員 新世代方式推進研究室長 山尾 泰氏
KDDI㈱ 移動体技術本部 技術開発部長
渡辺 文夫氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
㈱日立製作所 通信事業部 CDMAĚěġį本部 主管技師 鈴木 俊郎氏
Part188
｢第３世代及びポスト第３世代に向けて展開する
2001/ 5/28
モバイルワイヤレスの行方を探る｣(その２)
(座長-総合司会)電気通信大学 電気通信学部
人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科教授 中嶋 信生氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京農工大学 工学部 教授
鈴木 康夫氏
慶應義塾大学 環境情報学部 教授
小檜山賢二氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 常務
山田 純氏
Part189
｢ＡＤＳＬ市場の成長性｣
2001/ 6/14 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱ďčĔăĦčĢĺĎĖě 代表取締役副社長
武蔵野三鷹ėĎĪļķġĸĩļ㈱ 常務取締役
東日本電信電話㈱ 理事 営業部長
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 光ĦčĢĺĎĖ事業本部
第二光ĦčĢĺĎĖ事業部長

齊藤 忠夫氏
湯崎 英彦氏
宮地 孝氏
古賀 哲夫氏
水上 敏彦氏

Part190
｢次世代ネットワークへの展望｣
2001/ 6/18 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東京大学 工学部 教授
青山 友紀氏
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所
ĪĉĢĤčĖĢĵĻěĬĽĎĢĦčĢĺĎĖ研究部長 佐藤 健一氏
日本電気㈱ NECĵĬļĵĢĶĎěļĦčĢĺĎĕĻĖļ研究所
荒木壮一郎氏
日本電気㈱ NECĵĬļĵĢĶĎěļĦčĢĺĎĕĻĖļ研究所長
鹿田 實氏
NTTĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 特別開発室長
岡本 勝就氏
Part191
｢デバイス展開からＩＴ社会の発展を検証する｣
2001/ 6/25
−デバイスサイドがシステムサイドへ発信する最新情報
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ 野洲事業所 ĘĻĪĽĎĦĻĢăġĖħĹĚļĎ開発製造
野洲研究所 半導体技術開発 副部長 西原 道哲氏
日本電気㈱ NECĒĸĖĢĹĻġļĨļĐě ĝĶċĎĚČĻ技術本部長
兼ġļĨļĐěSI事業開発本部長 麻生 明氏
日本電信電話㈱ 物性科学基礎研究所長
石原 直氏
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Part192
｢ボトルネックになりかねないビル／集合住宅ＩＴ化最前線を探る｣
2001/ 7/ 2 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱野村総合研究所 情報通信ĘĻęķġĆĻĖļ二部
上席ĘĻęķĞĻĢ 桑津浩太郎氏
都市基盤整備公団(旧 住宅ă都市整備公団)
技術監理部 設備課 専門役 寺沢 一郎氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 取締役 第8ĭĎėġĆĻĖļ本部長
榊原 一郎氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 国内事業本部
企業通信Ěěġį事業部長 都筑 一雄氏
Part193
｢次世代情報通信に向けたナノテクノロジーの動向と展望｣
2001/ 7/13 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
(社)経済団体連合会 環境ă技術本部技術ĖļķĎĪĽ長
渡辺
東芝㈱ 研究開発ĜĻĞĎ LSI基盤技術ĵĬļĵĢĶĎ室長
兼個別半導体基板技術ĵĬļĵĢĶĎ 室長 黒部
日本電気㈱ 光ă無線ġļĨļĐě研究所 統括ĭĦĎĚļĊĎ
藤原
TDK㈱ 記録技術開発ĜĻĞĎ 部長
佐藤
日本電信電話㈱ 物性科学基礎研究所
先端ġļĨļĐě研究所 SiģħġļĨļĐě研究ĖļķĎĪĽ長 高橋

忠夫氏
良氏
篤氏
雅彦氏
勇武氏
庸夫氏

Part194
インターネットサービスの新時代
2001/ 7/19 ｢ポータルのオープンアクセス化による今後の飛躍を検証する｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 情報通信政策局 情報通信政策課
ĘĻġĻĠ流通促進室 課長補佐 吉田 恭子氏
東日本電子電話㈱ 営業部ĦčĢĺĎĖęĎĩļě部門 担当部長 大賀 公子氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ėļĎĢđĈĐĩļĚļĦě部 企画担当部長
高木 一裕氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖęĎĩļě本部 本部長代理
伊与田 悠氏
日本電気㈱ NECĝĶċĎĚČĻěļ BIGLOBEęĎĩļě事業本部
支配人 小見山太洋氏
Part195
｢ＡＬＬ−ＩＰ化へのモバイル展開｣(その２)
2001/ 7/23 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
KDDI㈱ 移動体技術本部 技術開発部
開発企画ĖļķĎĪĽĶĎĞļ 課長
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ統轄本部 SPĭĎėġĆĻĖļ本部
ĺĐĲĸěĝĶċĎĚČĻ部 部長代理
ħĎġķĦčĢĺĎĖě㈱ ĐĻġĶĚļĈĻĢĐĻĞ-ĦčĢ部長
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 主席部長

齊藤 忠夫氏
服部 武氏
野寺 義彦氏
横溝 英俊氏
新井 均氏
矢代 善一氏

Part196
｢全面展開へ最終コースに入った Bluetooth の状況を検証する｣
2001/ 8/24 (座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱東芝 研究開発ĜĻĞĎ 技監
竹林 洋一氏
松下通信工業㈱ ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻĔĻĨĽĤĎ
ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部 開発技術部 設計二課長 安野 淳一氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį開発ĜĻĞĎ 通信ĪĽĵčĢĪĉĎį
開発ĪĽĹĚļĈĖĢğĎĪ 北口 進氏
沖電気工業㈱ ĚĶĘĻĝĶċĎĚČĻĔĻĨĽĤĎ LSI事業部
ĺĐĲĸě商品開発第二部長 来住 昌介氏
Part197
｢動き出した新世代移動体通信への取り組みと戦略｣
2001/ 8/31 (座長-総合司会及び基調講演)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(社)電波産業会 常務理事(新世代ıĨļĐķ委員会 委員)佐々木秋穂氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĦčĢĺĎĖ研究所長
今井 和雄氏
KDDI㈱ au技術本部 無線ďĖĜě技術部長
渡辺 文夫氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 共通 R&DĝĶċĎĚČĻ
ĦčĢĺĎĖě開発研究所 第三研究部 ĭĦĎĚļĊĎ 後川 彰久氏
㈱富士通研究所 IPęĎĨļĪĽĹĚļĈĖĢ部 統括部長
淺川 和雄氏
Part198
｢ブロードバンドネットワーク環境で急展開するＣＤＮ
2001/ 9/17
(Contents Delivery Network)｣(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端化学技術ĜĻĞĎ 教授
安田 浩氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ統括 ECOMĭĎėġĆĻĖļ本部
ĒĻĞĎĪĽĵĐěļ ĭĎėġĆĻĖļ部 ĭĎėġĆĻĖļĪĽĹĖļĵįĭĦ-ĚļĊ 板野 隆氏
日立ĦčĢĩļĚļĦě㈱ ęĎĩļě事業本部 副本部長
小林 偉昭氏
日本ĦčĢĺĎĖăďĪĽĵĐďĻě㈱ 代表取締役社長
鈴木 康正氏
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Part199
｢期待されるＰＤＡ利用市場の動向と開発状況｣
2001/ 9/25 (座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
ĨĽĎįĘĻĩĽċĎġĆĻĖļ㈱ 代表取締役社長
Mr.Craig Will
ĔĚē計算機㈱ ĘĻĚċĎĭ事業部
第一MNS統括部企画部 次長 守屋 孝司氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 通信Ěěġį事業本部 ıĨļĐķĚěġį事業部
商品企画部長 鈴木 隆氏
日本電気㈱ NECĝĶċĎĚČĻěļıĨļĐķĝĶċĎĚČĻ事業部長
足立 啓一氏
Part200
｢無線ＬＡＮが可能にするユキビュタスネット環境｣
2001/ 9/26 (座長-総合司会及び基調講演)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 第4ĭĎėġĆĻĖļ本部長
金田 哲也氏
東日本電信電話㈱ 企画部 担当部 担当部長
小林 忠男氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖěıĨļĐķĺĐĲĸě事業本部
ıĨļĐķĺĐĲĸě事業企画部 統括ĭĦĎĚļĊĎ 野田 誠一氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĺĐĲĸěLAN営業部長
大金日出男氏
Part201
｢ＡＤＳＬの加入拡大を支える技術的ルール作りを検証する｣
2001/ 9/28 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術Ěěġį課長 浅見 洋氏
TTC ěīĽĖĢķ管理検討SWGĶĎĞļ(ĐĎăďĖĜě㈱ CTO)
小畑 至弘氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖěHATS DSL相互接続試験実施連絡会主査
(TTC専務理事) 堀崎 修宏氏
住友電気工業㈱ IT技術研究所 通信技術部主席
松本 一也氏
東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門長
成宮 憲一氏
Part202
｢ボトルネックになりかねないビル・ 集合住宅のＩＴ化｣
2001/10/26 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所
ĔěĞĭĚěġįĪĽĹĚļĈĖĢĭĦĎĚļĊĎ 渕上 健也氏
㈱NTTĪąĚĶġĆĎěļ FM事業本部 副本部長
米川 清水氏
㈱ĒĎĒĥĒĎĬġķ 東京ĭĎėġĆĻĖļ支配人(東京全日空Ĭġķ) 中沢 靖氏
ĐčĠăĘĤċĤėĎĚČĻěļ㈱ 常務取締役
有馬 尉彰氏
㈱有線ĪļĹĎĢļĦčĢĺĎĖě ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ企画部長
鈴木丈一郎氏
Part203
｢利便性を向上させるネットワーク社会を支えるＩＣカード｣
2001/10/29 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
電子商取引安全技術研究組合(ECSEC) 理事長
平松
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 先端ĩļĚļĦě開発ĜĻĞĎ
所長 遊佐
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı ıĨļĐķEC推進室 担当部長
木下
東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業部 設備部 旅客設備課長 椎橋
Part204
｢ＶｏＩＰによる電話サービスの変革に迫る｣
2001/10/31 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ İġļĆď技術開発ĜĻĞ
担当部長
ĪċĎĚļČĻăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 代表取締役社長
沖電気工業㈱ 情報通信ĦčĢĺĎĖ事業部長
ĺĎķĢļďĖĜķ㈱ 顧問
(東京工業大学 大学院 情報処理工学研究所 講師)

忠夫氏
雄一氏
洋氏
真希氏
章夫氏

齊藤 忠夫氏
小谷野 浩氏
角田 忠久氏
千村 保文氏
太田 昌孝氏

Part205
｢ブロードバンドネットワーク環境で急展開するＣＤＮ
2001/11/26
(Contennt Delivery Network)｣(その２)
(座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端化学技術ĜĻĞĎ 教授
安田 浩氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļİġļĆďĩļĚļĦě本部長
矢野 厚氏
㈱ĪļĹĎĢļĨļĻĢļăĒĖěğĈĻĚļ ĘĻġĻĠĖļķĎĪĽ 部長
結束 雅雪氏
ďĔĭĐăġĖħĹĚļĎěļăĚļĊĨĽĻ 取締役副社長
内藤 眞氏
ĐĻĖĢćĮ ĚļĊĨĽĻ㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ推進室長
青柳 恭弘氏
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Part206
｢実用化に向かうＩＰｖ６技術の動向とエンドユーザへの適用｣
2001/11/30 (座長)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 助教授 門林 雄基氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ đĆĻĢļđěļ開発統括部
ĒĻĞĎĪĽĵĐěļ&ĒĻīĽġļĆčĢļĖļķĎĪĽ ĚĤďĭĦĎĚļĊĎ 及川 拓也氏
横河電機㈱ IT事業部長
(ĐĻĞĎĦčĢħĎĢļ㈱ 代表取締役社長) 星 哲夫氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖ ĝĶċĎĚČĻ開発事業本部 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部
先進ĝĶċĎĚČĻ技術ĖļķĎĪĽ ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ 今井 恵一氏
(代-日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部
先進ĝĶċĎĚČĻ技術G 主任 藤本幸一郎氏)
㈱日立製作所 ĚěġįĝĶċĎĚČĻĖļķĎĪĽ
ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部 ĕĊĶďĚěġį推進ĜĻĞ 技師 江間 直樹氏
Part207
｢常時接続インターネットで開く新たなビジネス｣
2001/12/ 4 (座長-総合司会)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(ご挨拶)東京大学 先端化学技術ĜĻĞĎ 教授
(基調講演)電気通信大学 情報通信工学科教授
東日本電信電話㈱ 技術部長
ĐĎăďĖĜě㈱ 社長室長
㈱ĚļċĩĽĞĎġĸĘį 企画部 課長
㈱有線ĪļĹĎĢļĦčĢĺĎĖě 取締役
兼ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ事業企画部長
ĤĪġĆ㈱ 取締役 ęĎĩļě企画統括部長代理
Part208
｢ウェアラブル機器技術の最近動向とビジネス展開｣
2001/12/14 (座長-総合司会及び基調講演)電気通信大学
電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı ĭķğİġļĆď研究所 主任研究員
ęļĐĪļģĎ㈱ 代表取締役
㈱東芝 研究開発ĜĻĞĎ 知識İġļĆďĵĬļĵĢĶĎ技監

齊藤
安田
三木
清水
小林
地平

忠夫氏
浩氏
哲也氏
博氏
英夫氏
茂一氏

藤本 篤志氏
井崎 直次氏

中嶋 信生氏
齊藤
福本
山村
竹林

忠夫氏
雅朗氏
道男氏
洋一氏

Part209
｢Ｐ２Ｐ技術を用いた次世代通信ネットワークの核心に迫る｣
2001/12/18 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĝĪĢđĈď㈱ ĐĻĞĎĦčĢ技術ĜĻĞĎ 主任研究員
西山 和雄氏
ęĻăĭĐĖĹĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ事業開発統括本部
ĝĶċĎĚČĻĭĎėġĆĻĖļ推進部 ĪĽĹĖļĵįĭĦĎĚļĊĎ 樋口 貴章氏
日本電信電話㈱ ĦčĢĺĎĖęĎĩļěĚěġį研究所
ĦčĢĺĎĖĚěġįĝĪĢđĈďĪĽĹĚļĈĖĢ 主幹研究員 ĖļķĎĪĽĶĎĞļĎ 須永 宏氏
沖電気工業㈱ ĦčĢĺĎĖĚěġįĔĻĨĽĤĎ NETĘĻĨļĎĚļĈĻě本部
ĦčĢĶĒĝļĻ事業推進ĳĤčĢ 部長 中澤 修氏
Part210
｢ブロードバンドネットワークで急展開するＣＤＮ｣(その３)
2001/12/21 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
(基調講演)筑波大学 社会工学系 助教授
津田
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 経営企画部
ĢļčĢĘįĩļĚļĦěĐĻĕċīļĎĚČĻĞěĖĪĉĎĢļ 担当部長 澤口
㈱ďčĔăĦčĢĺĎĖě 副社長
池田
㈱電通 İġļĆďăĘĻġĻĠ統括局 ĩļĚļĦě開発部 主務
飯島
大日本印刷㈱ C&I総合企画開発本部 C&I企画開発ĜĻĞĎ
ĘĻġĻĠ事業開発室 室長 道中
吉本興業㈱ 制作営業統括部 経営戦略室 室長
春山

忠夫氏
和彦氏
文彦氏
佳和氏
彰夫氏
隆久氏
昭彦氏

2002 年
Part211
｢本格展開に向けてのモバイルサービスへの取り組み状況を検証する｣
2002/ 1/15
(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı ĭķğİġļĆď事業本部 企画部長
新美 英樹氏
ĚļĈĐĪĉĻ㈱ ęĎĩļě開発本部 3G推進部長
笹屋 常憲氏
松下通信工業㈱ ıĨļĐķĘĮċĤėĎĚČĻĔĻĨĽĤĎ 部長
行武 剛氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖ 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部
統括ĭĦĎĚļĊĎ 吉川 康司氏
Part212
｢ブロードバンドインターネットに向けたバックボーン構築戦略｣
2002/ 1/17
(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本ĐĻĞĎĦčĢĒĖěğĈĻĚļ㈱ 代表取締役社長
小林 洋氏
東日本電信電話㈱ 設備部 ęĎĩļě技術部門 部門長
成瀬 秀夫氏
ĸīļķěĶĎăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 経営企画部ă商品企画部部長 古市 克典氏
ėĎĪļķĦčĢ埼玉㈱ 取締役副社長
矢口 猛氏
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Part213
｢ますます本格化を続ける無線ＬＡＮの行方を探る｣
2002/ 1/29 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĦčĢĺĎĖ事業部長
兼経営企画部 担当部長
ıĨļĐķĐĻĞĎĦčĢęĎĩļě㈱ 代表取締役社長
㈱日立製作所 ĐĻĞĎĦčĢĪĽĵčĢĪĉĎį事業部 部長

P a r t
齊藤 忠夫氏
中嶋 信生氏
田代 道郎氏
真野 浩氏
雫 二公雄氏

Part214
｢実用化段階に入ったストレージネットワークの動向と今後の展望｣
2002/ 2/12 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱日立製作所 Ěěġį開発研究所 主任研究員
大枝 高氏
Alacritus, Inc.
Founder and Chief Strategic Officer Mr.Donald Trimmer
Legato Systems,Inc. VP of Product Managemenent
and Marketing Mr.Scott Mclntyre
東京大学 生産技術研究所 概念情報工学研究ĜĻĞ長
教授 喜連川 優氏
ĐĎĒįĚĎ ĚļĊĨĽĻ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ本部
ĪĽĹĖļĵįĭĦĎĚļİĻĢ部 部長 宮 治彦氏
Part215
｢高機能かつ高速大容量化で注目されるＰＨＳの新展開｣
2002/ 2/20 (座長-総合司会及び基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
(基調講演2)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部
DDIĬĽėčĢ㈱ 取締役 技術本部長
平澤
DDIĬĽėčĢ㈱ 技術開発部長
近
三洋ġĸĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ Ěěġį事業推進部
ĦčĢĺĎĖ設計部 Ěěġį開発一課 課長 赤塚
ĜĐĘĎĐĻěĠķİĻĠ㈱ 移動通信Ěěġį事業部 営業部長
浮谷
日本通信㈱ 上席執行役員 兼CTO
中井

忠夫氏
武氏
弘樹氏
義起氏
康典氏
俊一氏
純氏

Part216
｢ブロードバンドインターネット環境進展で急展開する
2002/ 2/26
IEEE802.11(無線ＬＡＮ)利用ネットワークサービス｣
(座長-総合司会及び基調講演)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 総合通信基盤局 電波部移動通信課 課長補佐 山内 智生氏
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所 主幹研究員 守倉 正博氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį開発ĜĻĞĎ 主任研究員
上田 徹氏
㈱ďĕļďăĚěġįěļ ĖĵĐďĻĢăĚěġįěļăĖļķĎĪĽ
ĺĐĲĸěLAN/ĒĻĚļĤďĶĻĖļ ĚĤďĭĦĎĚļĊĎ 鈴木 敦彦氏
Part217
｢ブロードバンドネットワークで急展開するＣＤＮ｣(その４)
2002/ 3/ 4 (座長-総合司会及び基調講演)
東京大学 先端化学技術ĜĻĞĎ 教授
安田
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
㈱東京放送 開発局長
福井
㈱ĕļĊĔļăĘĮċĤėĎĚČĻěļ ITĖļķĎĪĽ ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ
太田
㈱WOWOW 経営企画室 経営企画課長
連
㈱ĪļĹĎĢļĨļĻĢļăĒĖěğĈĻĚļ ĘĻġĻĠĖļķĎĪĽ 部長
結束

浩氏
忠夫氏
省三氏
幸利氏
努氏
雅雪氏

Part218
｢ブロードバンドインターネットに向けたバックボーン構築戦略｣
2002/ 3/ 7
(その２)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĦčĢĺĎĖ事業部 IPĦčĢĺĎĖ部
担当部長 南 宏二氏
㈱ĨĽĺĎĢļĘį 企画本部 CSD部CSDĖļķĎĪĽ 課長
小島 章裕氏
㈱ĪļĹĎĢļĨļĻĢļăĒĖěğĈĻĚļ 経営企画部 担当部長
内野 義生氏
ĖļĹĎĨļķďĖĜě㈱ Senior Vice President
企画ă営業担当 寺本 雅夫氏
KDDI㈱ IP事業本部 IPĦčĢĺĎĖ技術部長
澤田 和良氏
Part219
｢ブロードバンド時代のＩＰ電話サービスの動向｣
2002/ 3/18 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(基調講演)東京工業大学 大学院 理工学研究科 教授
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ İġļĆď技術開発ĜĻĞ
担当部長
㈱日立製作所 ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部
ĕĊĶďĚěġį推進ĜĻĞ ĜĻĞ長
ĐĎăďĖĜě㈱ 取締役 ğĎĪġĖĤĔķēĪĆęĎ

齊藤 忠夫氏
酒井 善則氏
小谷野 浩氏
堀田 巌氏
小畑 至弘氏

Part220
｢変貌するオフィス環境と今後の展開｣
2002/ 3/19 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業部 ITĩļĚļĦě推進室
NWĝĶċĎĚČĻĖļķĎĪĽ 担当部長 磯村
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı 法人営業部 ĚěġįęĎĩļě部長
萩原
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 企業通信Ěěġį事業部長
都筑
㈱竹中工務店 情報ĒĻĚļĤďĶĻĖļ本部長
中山

忠夫氏
嘉伯氏
英二氏
一雄氏
康志氏

テーマ

Part221
｢ＦＯＭＡによるモバイルサービス展開とその戦略｣
2002/ 4/15 (座長-総合司会及びご挨拶)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı 移動機開発部 企画担当 担当部長
富士通㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業本部 CRMĝĶċĎĚČĻ事業部
Ěěġį部 担当部長
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖě開発研究所 第四研究部 部長
兼 ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部 商品企画部 ĭĦĎĚļĊĎ
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ ĨĽĎīļĐěĪļĺĐĲĸě事業推進部長
日本ďĐăĩļĎăĒį㈱ ĺĐďĸě e-ĩļĚļĦěĝĶċĎĚČĻ 部長
Part222
｢ＶｏＩＰ時代の電話網の変容を検証する｣
2002/ 4/16 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術Ěěġį課 番号企画係長
早稲田大学 理工学部 情報学科 教授
日本電信電話㈱ ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所
情報通信ĢĵĪĆčĖęĎĩļě品質ĪĽĹĚļĈĖĢ 主幹研究員
NECĔěĞįġĖĤĔ㈱ BB&M開発本部 主席技師

中嶋 信生氏
齊藤 忠夫氏
小野 隆氏
後藤 正憲氏
辻澤 隆彦氏
洪 政国氏
小川 圭一氏

齊藤 忠夫氏
斉藤 永氏
後藤 滋樹氏
四宮 光文氏
鶴田 七郎氏

Part223
｢本格展開に向けたモバイルサービスへの取り組み状況を検証する｣
2002/ 4/24
(その２)
(座長-総合司会及び基調講演)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
KDDI㈱ au事業本部 技術企画部長 理事
冲中 秀夫氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 常務執行役員 事業戦略部長
山田 純氏
㈱日立製作所 通信事業部 主管技師
鈴木 俊郎氏
Part224
｢ますます高度化・ 多様化する無線ＬＡＮを探る｣
2002/ 5/ 9 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
(基調講演)上智大学 理工学部電気ă電子工学科 教授
東日本電信電話㈱ 技術部長
KDDI㈱ 理事 技術開発本部 ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ事業推進部
部長
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部長代理

齊藤 忠夫氏
服部 武氏
清水 博氏
嶋谷 吉治氏
清水 洋氏

Part225
｢ＶｏＩＰのサービスと品質を概観する｣
2002/ 5/23 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 情報流通基盤総合研究所
主幹研究員 前田 洋一氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ 取締役 第5ĭĎėġĆĻĖļ部長
稲村美一郎氏
㈱İġļĆď 代表取締役社長
笠牟田建二氏
㈱İġļĆď 技術本部 副本部長
伴
歩氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě IPĦčĢĺĎĖ事業本部
IPĦčĢĺĎĖ事業部 ĝĶċĎĚČĻ支援部長 平田 英之氏
Part226
｢ブロードバンド時代を担う新たな通信メディア
2002/ 5/24
｢光無線｣の可能性を探る｣
(座長-総合司会及び基調講演)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
浜松ĬĢĤĖě㈱ 光通信事業ĖļķĎĪĽ 専任部員
若森 和彦氏
ĕĊħĻ㈱ 光学機器事業本部 放送機器事業部
放送機器開発ĜĻĞĎ 放送機器第一開発部 担当課長 鈴木 敏司氏
Part227
｢位置情報の展開とアプリケーションコアの各社の戦略｣
2002/ 6/ 6 (座長-総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
KDDI㈱ au商品企画本部長 上席理事
井上
㈱ģĩļĞĐįĚļĊĨĽĻ 代表取締役社長
大西
㈱ĹėĎĚČĻăĒĎĚļĈĻĢ 代表取締役社長
島
㈱ĹĎĔě 代表取締役社長
神島
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ĝĶċĎĚČĻ開発事業本部
戦略ĭĎėġĆĻĖļ 統括ĭĦĎĚļĊĎ 吉川

武氏
忠夫氏
幾由氏
啓介氏
健一氏
博昭氏
康司氏

Part228
｢ブロードバンド時代に向けたＦＴＴＨサービスの課題と将来展望｣
2002/ 6/20 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 技術部 技術部門
技術評価担当部長 坪川 信氏
KDDI㈱ 理事 技術開発本部
ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ事業推進部長 嶋谷 吉治氏
東京電力㈱ 光ĦčĢĺĎĖăĔĻĨĽĤĎ ĜļĦĵķĭĦĎĚļĊĎ
田代 哲彦氏
㈱有線ĪļĹĎĢļĦčĢĺĎĖě ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ企画部
ĜļĦĵķĭĦĎĚļĊĎ 鈴木丈一郎氏
㈱日立製作所 ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部
ĕĊĶďĝĶċĎĚČĻ本部 第一部 主任技師 石川 一郎氏
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Part229
｢新たなモバイルネットワークオペレータの可能性を探る｣
2002/ 6/28 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
DDIĬĽėčĢ㈱ 技術企画部長
近 義起氏
日本通信㈱ 執行役員
福田 尚久氏
Part230
｢ノンＰＣ情報端末とサービスの今後｣
2002/ 7/ 9 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱ACCESS 取締役副社長
中国電信集団 上海市電信公司 市場部新業務処長
東日本電信電話㈱ ęĎĩļě開発部 LıĎĢļ推進室長
ĔĪļĢļčĢĘį証券㈱ 最高業務執行責任者
ĚĊĎĪĽ㈱ 国内営業本部 SST推進ĜĻĞĎ 所長
山梨交通㈱ 運輸事業部長
鳥取三洋電機㈱ ĦčĢĺĎĕĻĖļ事業本部 販売事業部
情報企画部 部長
ĨĽĐēĤď㈱ ĬĎįĒĻĞġĐİĻĢĔĻĨĽĤĎ AV事業統括部長
兼ĦčĢĺĎĖ開発部長
Part231
｢新たな展開が期待される広域イーサネットサービス｣
2002/ 7/22 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
東日本電信電話㈱ ęĎĩļě開発部
ĩļĚļĦěĳĎęļęĎĩļě推進室長
JENS㈱ 法人営業部 部長
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部長代理

齊藤
鎌田
季
大賀
斎藤
谷口
雨宮

忠夫氏
富久氏
路易氏
公子氏
正勝氏
実氏
正英氏

原田 利之氏
王丸 克彦氏

齊藤 忠夫氏
数藤 崇氏
高野 辰哉氏
清水 洋氏

Part232
｢ＶＤＳＬ、その実力と将来性を検証する｣
2002/ 7/24 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所
ęĎĩļěĦčĢĺĎĖĐħīļĎĚČĻSEĪĽĹĚļĈĖĢ 主任研究員 菊島 浩二氏
㈱ĕĻġļĻ 代表取締役社長
吉本 幸男氏
住友電気工業㈱ IT技術研究所 通信技術部 主席
松本 一也氏
LG Electronics Senior Manager,Access Network Gr,
Garrierʼs Network Division Mr.Kab Bong Nho
Part233
｢モバイル・ ブロードバンドの鍵を握る
2002/ 8/22
ＩＰモビリティ技術の最新動向を探る｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱東芝 研究開発ĜĻĞĎ 通信ĪĽĵčĢĪĉĎįĵĬļĵĢĶĎ
主任研究員 井上 淳氏
東京工業大学 情報処理工学研究科 講師
(ıĨļĐķĐĻĞĎĦčĢęĎĩļě㈱ CTO) 太田 昌孝氏
みあこĦčĢ㈱ 事業統括責任者
高木 治夫氏
慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授
寺岡 文男氏
独国三菱商事会社 Senior Viec Prseident
Corporate Business Development 園田 嗣朗氏
Part234
｢実用化に入った公衆無線ＬＡＮサービス(８０２．１１)と
2002/ 8/28
本格運用に入った第三世代携帯システム(３Ｇ)の棲み分けを探る｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĢļĘı ĖĹěİġļĆďĩļĚļĦě部 W-LAN担当部長 木下 誠氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役
先端IPďĎĕġĖğĊĜĻĞ 所長 飯塚 久夫氏
㈱鷹山 取締役 知的財産部長
半間謙太郎氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏
日本ĒĶĖĝĻ㈱ 事業開発本部 営業本部長
鈴木 寛氏
Part235
｢ｅマーケットプレイスの市場動向と今後の形態｣
2002/ 9/ 3 (座長-総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
E2open Japan 代表取締役会長
四角 利和氏
㈱野村総合研究所 新流通ĚěġįęĎĩļě事業部
上級ĘĻęķĞĻĢ 郡司浩太郎氏
㈱東芝 iĨļĶċĎ ĖĶĒĎĚČĻ社 社長
河田 勉氏
㈱日立製作所 i.e.ĦčĢĺĎĩļě事業部 ECĚěġį本部
e-ęĎĩļě事業開発部長 中島 洋氏
Part236
｢ＡＤＳＬの次世代サービスに向けた展開｣
2002/ 9/ 9 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
東日本電信電話㈱ 研究開発ĜĻĞ 担当部長
石井比呂志氏
㈱ďčĔăĦčĢĺĎĖě 副社長
池田 佳和氏
ĜĻġĆĶďįĚļĊĨĽĻ㈱ ġļĆĸĖĞĎĪĽĹĞļĖĢăĪĽĵĻĤĻĖļ
郷右近一彦氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 第二光ĦčĢĺĎĖ事業部
統括ĭĦĎĚļĊĎ 山下 幹夫氏
ĨĽĵĞļĐĻăĺĎķĢļĺĐĢļăĘĎĬĽĸĎĚČĻ 日本支社 顧問
梅山 伸二氏
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Part237
｢(無線ＬＡＮ／携帯を含めた)
2002/10/ 2
ワイヤレスインターネットとオールＩＰ化の進展｣
(座長-総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĦčĢĺĎĖ研究所長
今井 和雄氏
KDDI㈱ 技術開発本部 開発推進部 次長
大橋 正良氏
日本ĒĶĖĝĻ㈱ 先端ıĨļĐķ技術部長
藤岡 雅宣氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ıĨļĐķĺĐĲĸě事業本部
ıĨļĐķĦčĢĺĎĖ開発部長 木村 茂氏
Part238
｢ユビキタス時代へ向けた展開課題を探る｣
2002/10/16 (座長-総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
東京大学 新領域創成科学研究科 助教授
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 取締役 ĳĩļĕĞěĩļĚļĦě部長
KDDI㈱ 取締役 執行役員専務 技術開発本部長
㈱東芝 e-ĝĶċĎĚČĻ社 SI 技術開発ĜĻĞĎ長
㈱日立製作所 ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部
IPĝĶċĎĚČĻ本部 IPĚěġį部長

山本 平一氏
齊藤
森川
三石
平田
遠藤

忠夫氏
博之氏
多門氏
康夫氏
直樹氏

高瀬 晶彦氏

Part239
｢実用化に向けて動き出したＵＷＢ方式の現状と商品化戦略｣
2002/10/18 (座長-総合司会及びご挨拶)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
横浜国立大学 大学院 工学研究科 教授
河野 隆二氏
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
(有)ĒĎăďĎķăġĆĎăĵĬļĵĢĶĎ 代表取締役
Mr.Gairat Ikramov
日本ĒĶĖĝĻ㈱ 事業開発本部
ıĨļĐķĐĻĞĎĦčĢĝĶċĎĚČĻ ĭĦĎĚļĊĎ 宮津 和弘氏
Part240
｢さらに多様に展開する無線ＬＡＮの取り組みと展開｣
2002/11/ 8 (座長-総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課長補佐 中沢 淳一氏
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所
ĺĐĲĸěďĖĜěĪĽĹĚļĈĖĢ ĭĦĎĚļĊĎ 担当部長 松江 英明氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 理事 ĳĎęļďĖĜě部長
榎並 誠氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖ ıĨļĐķĺĐĲĸě事業本部
ıĨļĐķĺĐĲĸě事業部 部長代理 手島俊一郎氏
Part241
｢ブロードバンド時代に向けた電力系通信事業者の取り組みと戦略｣
2002/11/15 (座長-総合司会及び基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演2)武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科
教授 徳田 正満氏
住友電気工業㈱ ĒĸķĕļĎ環境技術研究所
ĒĦķĕļĎ機器研究部 主任研究員 弘津 研一氏
東京電力㈱ 新事業推進本部 情報通信事業部
通信放送事業ĖļķĎĪĽ ĭĦĎĚļĊĎ 吉田 哲也氏
㈱ėĐăēĪĽġĆĘį 専務取締役
土森 紀之氏
㈱ĨĽĺĎĢļĘį 企画本部 CSD部 CSDĖļķĎĪĽ 課長
大野 景司氏
東京通信ĦčĢĺĎĖ㈱ お客様本部 ĐĻĞĎĦčĢ事業部長
畑間 正規氏
Part242
｢ＩＰ新時代〜ブロードバンドネットワークの構築戦略｣(その１)
2002/11/27 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĦčĢĺĎĖ事業部
IPĦčĢĺĎĖ部門長 伊藤 幸夫氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ 品質本部 本部長
木下 剛氏
富士通㈱ IPĚěġį事業部 Ěěġį部 部長
伊東 和彦氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 戦略ĭĎėġĆĻĖļ本部長代理
清水 洋氏
Part243
｢ブロードバンドアクセスの展開と無線ＬＡＮの進展｣
2002/12/ 3 (座長-総合司会)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
㈱ĒĥăġĆăġĆ ĒįĐĎ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļĩļĚļĦě本部 ęĎĩļěĐħīļĎĚČĻ本部
ĦēıĨļĐķ事業部 部門長 竹下 健一氏
㈱東芝 ġļĚļĞķİġļĆďĦčĢĺĎĖ社
BT&ĺĐďĲĸě事業推進室長 伊藤 春彦氏
㈱日立製作所 ĳĩļĕĞěĪĽĵčĢĪĉĎįĖļķĎĪĽ ĝĶċĎĚČĻ統轄本部
ĐĻĞĎĦčĢĝĶċĎĚČĻ本部 部長 雫 二公雄氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ ĒĭĎĚļĻĖļġĖħĹĚļĎ本部
ďĖĜěĝĶċĎĚČĻěļ部 部長代理 杉江 智之氏
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Part244
｢広帯域・ 常時接続時代の加入者セキュリティの最新動向を展望する｣
2002/12/13 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)経済産業省 商務情報政策局
情報ĜĕċĶġĆ政策室長 大野 秀敏氏
社団法人 日本ĐĻĞĎĦčĢĪĽĹĨļĐĞļĎ協会 事務局長
中村龍太郎氏
ĢĸĻĢļĭĐĖĹ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ本部 ĪĽĹĞļĖĢĭĎėġĆĻĖļ部長
山崎 裕二氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ 製品ĭĎėġĆĻĖļ本部 WindowsęĎĨļĎ製品部
ĚĤďăĪĽĹĞļĖĢăĭĦĎĚļĊĎ 古川 勝也氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役
飯塚 久夫氏
㈱ĵčĖ ĜĕċďĦčĢęĎĩļě事業本部 取締役本部長
西本 逸郎氏
Part245
｢３．５世代高速パケットデータサービスの実現が迫る｣
2002/12/20 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĺĐĲĸě研究所長
正村
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本
ĔĚē計算機㈱ 通信事業部 開発部 次長
末高
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě ıĨļĐķĞĎĮģķ事業本部
ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部 商品企画部 商品企画ĭĦĎĚļĊĎ 吉沢

忠夫氏
武氏
達郎氏
徹三氏
弘之氏
重雄氏

2003 年
Part246
｢ＩＰ新時代〜ブロードバンドネットワークの構築戦略｣(その２)
2003/ 1/24 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)電気通信大学 情報通信工学科 教授
三木 哲也氏
KDDI㈱ ĚĶċĎĚČĻ事業本部 ĝĶċĎĚČĻ技術本部
IPĦčĢĺĎĖ技術部 部長 澤田 和良氏
㈱日立製作所 中央研究所 情報ĦčĢĺĎĖ研究ĜĻĞ
ĦčĢĺĎĖĪĽĵčĢĪĉĎį研究部 部長 三村 到氏
(代-㈱日立製作所 ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部
ĕĊĶďĚěġį推進ĜĻĞ 担当部長 岩城 慎一氏)
ďĵĐĢļġĸĚě㈱ 技術本部長代理
明石 文雄氏
Part247
｢光 新世代に向けたブロードバンドの展開を探る｣(その１)
2003/ 2/ 5 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
日本電信電話㈱ 取締役 第二部門長
橋本
日本電信電話㈱ 情報通信総合研究所
ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所長 花澤
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役
飯塚
東日本電信電話㈱ 理事 設備部長
矢澤
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 執行役員
兼ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ推進事業室長 木内
富士通㈱ 執行役 ĦčĢĺĎĖ事業本部 副本部長
中村

忠夫氏
信氏
隆氏
久夫氏
久司氏
和宣氏
隆氏

Part248
｢ＵＷＢ開発・ 標準化の現状と実用化動向｣
2003/ 2/13 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演1)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部 武氏
(基調講演2)電気通信大学 電気通信学部
人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
課長補佐 山内 智生氏
東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授
小林 岳彦氏
ĐĻġķ㈱ 通信事業部 R&D日本ĪļĵĻğ室長
遠藤 千里氏
㈱ĵĐĪĜĻęĎ 代表取締役
Mr.Gairat Ikramov
Part249
｢ＶＤＳＬのシステム技術と市場展開戦略｣
2003/ 2/21 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
Ikanos Communications, Inc.
Founder and CTO Behrooz Rezvani, Ph.D.
東日本電信電話㈱ 研究開発ĜĻĞ ďĖĜěĚěġį開発担当
Ěěġį開発G 担当部長 林
明氏
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 第二光ĦčĢĺĎĖ事業部
ĭĎėġĆĻĖļĖļķĎĪĽ ĭĦĎĚļĊĎ 島田 義孝氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļ ĒĭĎĚļĻĖļġĖħĹĚļĎ本部
ďĖĜěĝĶċĎĚČĻěļ部 部長代理 杉江 智之氏
富士通ďĖĜě㈱ ďĖĜěĦčĢĺĎĖ事業部 第一統括部
第二技術部長 福田 節氏
Part250
｢ＩＴ社会を支える通信向け新世代最先端技術の動向｣
2003/ 3/ 5 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱三菱総合研究所 先端科学研究ĜĻĞĎĜĻĞĎ長代行
兼ģħġĖħĹĚļĎ研究ğĎįĶĎĞļ主任研究員
東日本電信電話㈱ 物性科学基礎研究所長
日本電気㈱ 基礎研究所長
㈱日立製作所 中央研究所 ĚěġįLSI研究部 部長

齊藤 忠夫氏
亀井 信一氏
石原 直氏
曽根 純一氏
矢野 和男氏
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Part251
｢ＤＳＲＣ(狭域無線通信)を基軸に飛躍を図るＩＴＳ新時代｣
2003/ 3/ 7 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
課長補佐 翁長 久氏
国土交通省 道路局 道路交通管理課 ITS推進室長
下保 修氏
㈱ďĐăġĆĎăĒě総合研究所 代表取締役社長
菊地仙一郎氏
㈱ġļĻĝĎ ITS事業部 ITS開発部長
時津 直樹氏
松下電器産業㈱ ĨĽģĝĤčĖ ĚěġįĝĶČĎĚČĻěļ社
官公庁ĝĶċĎĚČĻ本部 事業計画ĖļķĎĪĽ ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ 福地 孝志氏
Part252
｢マルチメディア携帯端末の将来展開｣(その１)
2003/ 3/17 (ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(座長-総合司会及び基調講演1)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
山本 平一氏
(基調講演2)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部 武氏
㈱ĒĥăġĆăġĆĢļĘı MM事業本部 MMĞĎĮģķ開発部
CtoC端末開発第二担当課長 入鹿山剛堂氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ ĤċĎİġļĆď&ġļĚļĞķġļĨļĐě本部
ıĩļĶġĆĭĎėġĆĻĖļĖļķĎĪĽ ĚĤďĭĦĎĚļĊĎ 倉石 英典氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį開発ĜĻĞĎ 副所長
古谷 保氏
㈱日立製作所 ĳĩļĕĞěĪĽĵčĢĪĉĎįĖļķĎĪĽ ıĨļĐķ端末事業部
事業企画本部 Net-PDAĩļĚļĦěĳĤčĢ 担当部長 荒井 達郎氏
Part253
｢マルチメディア携帯端末の将来展開｣(その２)
2003/ 4/16 (座長-総合司会及びご挨拶)
奈良先端科学技術大学院大学 教授
(基調講演)上智大学 理工学部
電気ă電子工学科 教授
ĨĽĎįĝĎě㈱ ġļīļĹčĨĽęĎĩļě ĚļĊĨĽĻĚĤďĭĦĎĚļĊĎ
ĔĚē計算機㈱ 通信事業部 開発部 次長
日本電気㈱ ıĨļĐķĞĎĮģķ事業本部 ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部
商品企画部 商品ĭĦĎĚļĊ
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
Part254
｢通信事業活性化に向けての新しい展開を探る｣
2003/ 4/18 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
日本電信電話㈱ 第三部門担当部長
KDDI㈱ 執行役員専務
㈱ĨĽĺĎĢļĘį 企画本部 CSD部長
日本ġĸĘį㈱ 専務執行役員 CTO 兼技術本部長
ĐĎăďĖĜě㈱ 常務執行役員 経営企画本部長

山本 平一氏
服部 武氏
矢内 健治氏
末高 弘之氏
成澤 祥治氏
松本 徹三氏

齊藤
小橋
平田
坂井
弓削
庄司

Part255
｢インターネット時代の自動車を基軸にした情報サービス｣
2003/ 4/25 (座長-総合司会及び基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
(基調講演2)経済産業省 製造産業局 自動車課
ITS推進室 課長補佐 石橋
ĐĻĞĎĦčĢITS協議会 事務局長
時津
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı ĭķğİġļĆď事業本部 ĒĭĎĚļĻĖļĩļĚļĦě部
ITS事業推進室長 黒川
KDDI㈱ 技術開発本部 ITS開発部長
阿部
日本電気㈱ ITSĝĶċĎĚČĻ推進本部 ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ
高橋
Part256
｢マルチメディア携帯端末の将来展開｣(その３)
2003/ 5/14 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授
Nokia Mobile Software,
Senior Marketing Manager Mr.Asela
三菱電機㈱ 通信Ěěġį事業本部NTT事業部 副事業部長

忠夫氏
喜嗣氏
康夫氏
良三氏
哲也氏
勇木氏

忠夫氏
延弘氏
直樹氏
勢一氏
宗男氏
邦彦氏

齊藤 忠夫氏
服部

武氏

Gunawardena
濱村 正夫氏

Part257
｢パブリックユースタイプのブロードバンドサービスの動きを探る｣
2003/ 5/23 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部 武氏
NTTĪļĹĎĢļĨļĻĢļĪĽĵčĢĪĉĎį㈱ 代表取締役社長
小林 忠男氏
㈱NTTĪąĚĶġĆĎěļ FM事業推進本部 副本部長
米川 清水氏
京浜急行電鉄㈱ 情報ĩļĚļĦě企画部 課長
平光 正樹氏
Part258
｢光 新世代ブロードバンドの具体的展開を探る｣(その２)
2003/ 5/28 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĘĻĚċĎĭ&ēĪĆě事業部 企画部長
兼IPęĎĩļě部長 澤田
東日本電信電話㈱ ęĎĩļě開発部長
河辺
西日本電信電話㈱ 設備部長
尾崎
日本電気㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļĝĶċĎĚČĻ事業本部
ĩļĚļĦě開発本部長 松本
(代-日本電気㈱ ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部
標準化戦略ĪĽĹĪĈčĚČģķ 大原
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 ĪĉĢĤĖěĚěġį事業部長
近間

忠夫氏
純氏
候一氏
幸博氏
隆氏
正明氏)
輝美氏
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Part259
｢第三世代移動体通信の現状と今後の展開戦略を徹底検証｣
2003/ 7/ 1 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)京都大学 大学院 情報学研究科 教授
森広 芳照氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 常務理事 ĭķğİġļĆď開発部長
大貫 雅史氏
J-ĪĉĻ㈱ 執行役員 ĭĎėġĆĻĖļă営業本部
ĪĽĹĞļĖĢĭĦĚļİĻĢ統括部長 兼ĞĎĮģķĭĦĚļİĻĢ部長 ĭĐĔJ.今村氏
KDDI㈱ 執行役員 au技術本部長
安田 豊氏
日本ĒĶĖĝĻ㈱ 事業開発本部 ĭĎėčĢęĬĽĎĢ
先端技術部長 藤岡 雅宣氏
富士通㈱ ĦčĢĺĎĖ事業本部 本部長代理
岩渕 英介氏

Part267
｢１８年ぶりに抜本改正された電気通信事業法と
2003/ 9/30
ネットワーク市場の再活性化｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 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 調査官 古市 裕久氏
KDDI㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業推進本部 ĪĽĹĞļĖĢ統括部長
塚田 俊文氏
ĤĪġĆ㈱ 取締役 企画統括部長
井崎 直次氏
日本電気㈱ BIGLOBE企画本部 ĚĤďĒĕěĨĽĎĢ
田島 彰二氏
日本電気㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļĝĶċĎĚČĻ事業本部
企業第一ĝĶċĎĚČĻ事業部長 都筑 一雄氏

Part260
｢ＡＤＳＬの高速化とその展開戦略｣
2003/ 7/ 9 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
総務省 電気通信技術Ěěġį課 課長補佐
松井 俊弘氏
ĜĻġĆĶďįăĚļĊĨĽĻ㈱ ġļĆĸĖĞĎĪĽĹĞļĖĢăĪĽĵĻĤĻĖļ
郷右近一彦氏
東日本電信電話㈱ ęĎĩļě開発部 ĪĸčĠęĎĩļě推進室長 祖父江和夫氏
ĐĎăďĖĜě㈱ ĦčĢĺĎĖ設計部長
諸橋 知雄氏
㈱ďčĔăĦčĢĺĎĖě 代表取締役副社長
湯崎 英彦氏

Part268
｢ホームネットワーク市場の出現に向けて−その直前状況を検証する｣
2003/10/ 2 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ęĐĨļĎĝĶċĎĚČĻ研究所 主幹研究員
伊藤 昌幸氏
日立ĬĎį&ĵĐĪĝĶċĎĚČĻ㈱ ĦčĢĺĎĖ家電Ěěġį事業ĳĤčĢ長 加藤 隆夫氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 副本部長 兼Ěěġį技術統括
兼Ěěġį技術開発ĜĻĞĎ 所長 千葉 徹氏
Ikanos Communications, Inc.
Founder and CTO Behrooz Rezvani, Ph.D.

Part261
｢ＦＴＴＨの展開に向けたオプティカルネットワークアーキテクチャ｣
2003/ 7/16
(その１)
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ推進室 担当部長
出口 秀一氏
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所
ĪĉčĢĤčĖĢĵĻěĬĽĎĢ研究部長 佐藤 健一氏
日本電気㈱ ĪļĹĎĢļĻĢļ企画本部 事業戦略担当
ĒĕěĨĽĎĢ 久木田信哉氏
Part262
｢ユビキタス時代に向けた
2003/ 7/24
無線タグ・ 非接触ＩＣカードの可能性と課題｣
(座長-総合司会)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)電子商取引安全技術研究組合 理事長
平松 雄一氏
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 吉川 徹志氏
国土交通省 政策統括官付
貨物流通Ěěġį高度化推進調整官 泉田 裕彦氏
大日本印刷㈱ ICĞĖļ事業化ĜĻĞĎ 副ĜĻĞĎ長
石川 俊治氏
Part263
｢ＦＴＴＨの展開に向けたオプティカルネットワークアーキテクチャ｣
2003/ 8/26
(その２)
(座長-総合司会)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
KDDI㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ本部 ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ企画部長
片岡 浩一氏
㈱ĨĽĺĎĢļĘį ęĎĩļě開発本部 ęĎĩļě企画部長
井関 浩氏
㈱日立ĘĮċĤėĎĚČĻġĖħĹĚļĎ ĕĊĶďĦčĢĺĎĖ事業部
光ĦčĢĺĎĖ部 担当部長 中野 博行氏
Part264
｢再飛躍するＰＨＳ〜最新の市場展開を検証する｣
2003/ 8/28 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
服部
DDIĬĽėčĢ㈱ 取締役 技術本部長
近
上海巨通電子有限公司 社長
趙
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 取締役 ĳĎęļďĖĜě部長
田代
(代-ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱
ĳĎęļďĖĜě部 企画ĖļķĎĪĽ 担当部長 舩橋
日本電気㈱ ĩļĚļĦěĦčĢĺĎĖ事業部 IPXĝĪĢđĈď開発ĖļķĎĪĽ
ĒĕěĨĽĎĢ 藤井

忠夫氏
武氏
義起氏
輝氏
道郎氏
哲也氏)
茂雄氏

Part265
｢携帯電話サービスにおける地上波デジタル放送サービスへの対応｣
2003/ 9/10
(その１)
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)奈良先端科学大学院大学 情報科学研究科
助教授 岡田 実氏
㈱KDDI研究所 取締役
松本 修一氏
(代-㈱KDDI研究所 画像通信ĖļķĎĪĽĶĎĞļĎ
小池 淳氏)
日本電気㈱ NECĦčĢĺĎĖě 開発研究本部
ıĨļĐķęĎĩļě開発研究部長 加藤 明氏
三菱電機㈱ ıĨļĐķĞĎĮģķ製作所 営業部 ĭĎėġĆĻĖļG
商品企画担当課長 永田 隆二氏
Part266
｢多様なユビキタスの具体的検討状況を検証する｣
2003/ 9/12 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
日本電信電話㈱ 未来ねっと研究所長
市川 晴久氏
㈱KDDI研究所 代表取締役 所長
浅見 徹氏
日本電気㈱ 執行役員
伊久美功一氏
凸版印刷㈱ 経営企画本部 IC事業推進部
新井 要氏

Part269
｢ＵＷＢ(Ultra Wide Band)の最新動向と展開戦略｣(その１)
2003/10/ 9 (座長-総合司会及び基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演2)総務省 総合通信基盤局 電波部
移動通信課 課長補佐 松井 俊弘氏
ĐĻġķ㈱ 通信事業本部 ĺĐĲĸěăĘĻĩĽĞĻěăĜĻĞĎ 部長
遠藤 千里氏
Stanford University, Consulting Professor
of Electrical Engineering Dr.Ahmad Bahai
独立行政法人通信総合研究所
(横浜国立大学 大学院 工学研究科 教授) 河野 隆二氏
Part270
｢今後の高速・ 広帯域インターネット時代に向けた
2003/10/14
無線通信システムの対応及びＩＳＰの展開戦略｣
(座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
KDDI㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業部 ĝĶċĎĚČĻ事業推進本部
ITS企画部長 阿部 宗男氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĳĎęļďĖĜě部 企画ĖļķĎĪĽ
担当部長 舩橋 哲也氏
日本電気㈱ BIGLOBE事業本部 SOHOĝĶċĎĚČĻ事業部長 本庄 中氏
Part271
｢電話とデータを一本化する構内モバイルによるオフィス革命｣
2003/11/ 4 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
ĚěĘĚěġįěļ㈱ ĭĎėġĆĻĖļďĢļĨļĻěĢġĖħĹĚļĎ本部長
平木 幸人氏
上智大学 理工学部 電気ă電子工学部 教授
服部 武氏
ĭĐĖĹĝĪĢ㈱ ęĎĨļĎĪĽĵčĢĪĉĎįĩļĚļĦě本部
Windows Server製品部 ĚĤďĪĽĹĞļĖĢĭĦĎĚļĊ 内野 彰氏
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖ開発研究本部 統括ĭĦĎĚļĊ
藤原 隆平氏
Part272
｢急速な技術進歩に対応するハードウェア技術の革命｣
2003/11/25 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授
ďĐĩĽĎĪĸčĖě㈱ 代表取締役社長 CEO
日本電気㈱ ĭķğİġļĆď研究所 主任
ĖĐčĖĚķĨļĎăġĖħĹĚļĎăĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役

齊藤 忠夫氏
天野 英晴氏
中井 純氏
粟島 亨氏
河南 公宣氏

Part273
｢本格化するＩＰ電話サービスと急増する法人の利用｣
2003/11/26 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
東日本電信電話㈱ ęĎĩļě開発部長
河辺
㈱日立ĘĮċĤėĎĚČĻġĖħĹĚļĎ 企業ĦčĢĺĎĖ事業部 Ěěġį部
主任技師 氏家
富士通㈱ IPĦčĢĺĎĖ事業本部 ĒĻĞĪĽĵĐěļĦčĢĺĎĖ統括部
第二ĦčĢĺĎĖ部 ĪĽĹĚļĈĖĢ部長 児玉
沖電気工業㈱ IPĝĶċĎĚČĻĔĻĨĽĤĎ IPĚěġį企画開発本部長
兼IP電話普及推進ĜĻĞ長 千村

忠夫氏
候一氏
誠氏
道夫氏
保文氏

Part274
｢新しい電波政策ビジョンの全体像と
2003/11/28
産業界(通信事業者、ベンダー)の取り組みと期待｣
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
日本電気㈱ ıĨļĐķĞĎĮģķ事業部 標準化戦略ĪĽĹĪĈčĚČģķ
大原 正明氏
KDDI㈱ 執行役員 技術開発本部長
村上 仁己氏
東日本電信電話㈱ 研究開発ĜĻĞ 所長
中山 久男氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 取締役 ĦčĢĺĎĖ企画部長
二木 治成氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課
検定試験官 塩崎 充博氏
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Part275
｢ＵＷＢ(Ultra Wide Band)の最新動向と展開戦略｣(その２)
2003/12/12 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部 武氏
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĕĻĖļ研究所
ĦčĢĺĎĖęĎĩļě基盤研究部長 山崎俊太郎氏
ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį技術開発ĜĻĞĎ 第五開発室長 北口 進氏
(代-ĚĊĎĪĽ㈱ 技術本部 Ěěġį技術開発ĜĻĞĎ
第五開発室 主任研究員 赤木 宏之氏)
ıĢĹĎĵ㈱ WMSG ĚļĊĨĽĻěĢĵġĚļĎ&ďĢļĨļĻěĢ ġĖħĹĚļĎ
ēīĽĸĎĚČĻ 技術担当ĭĦĎĚļĊĎ 倉持 雄三氏
Part276
｢Ｐ２Ｐの市場動向と今後の発展形態｣
2003/12/16 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
ĦčĢĐĲĎĖļķĎĪĽ㈱ ĘĻęķĞĻĢ
川崎 裕一氏
㈱ĩļčĢİġļĆď 代表取締役社長
高野 雅晴氏
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĕĻĖļ研究所 主任研究員
小西 弘一氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 先端IPďĎĕġĖğĊ 2-1PT Ipv6 ĖļķĎĪĽĶĎĞļ
経営企画部 技術戦略担当 兼務担当課長 宮川 晋氏
ĭĐĖĹĝĪĢ ďĚļďĶĮġčĢļ 法務ă政策企画統括本部
政策企画本部 技術戦略部長 楠 正憲氏
㈱日立製作所 情報ă通信ĖļķĎĪĽ ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業部
IPĝĶċĎĚČĻĜĻĞ長 高瀬 晶彦氏
Part277
｢今後の移動通信環境の高速・ 広帯域への展望と課題｣
2003/12/17 (座長-総合司会及びご挨拶)
電気通信大学 電気通信学部人間ĘĮċĤėĎĚČĻ学科 教授 中嶋 信生氏
(基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演2)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部 武氏
KDDI㈱ au技術本部 無線ďĖĜě技術部長
渡辺 文夫氏
Flarion Technologies,Inc. 日本代表
川端 啓之氏
Flarion Technologies,Inc. Executive Director of Standards
(former Chairman of IEEE 802.20 WG) Mr.Mark Klerer
日本電気㈱ ĦčĢĺĎĖ開発研究本部
ıĨļĐķĺĐĲĸě開発研究部長 後川 彰久氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏

2004 年
Part278
｢高速・ 広帯域・ 定額制時代の移動環境でのソリューションを探る｣
2004/ 1/14 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科
教授 服部 武氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 法人営業本部 ĚěġįęĎĩļě部長
木村 茂氏
ĤĪġĆ㈱ 取締役 企画総括部長
井崎 直次氏
日本ġĸĘį㈱ 専務執行役員 CTO 兼技術本部長
弓削 哲也氏
Part279
｢ホームサーバとホームネットワークの取り組みと展開｣
2004/ 1/16 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤
(基調講演)東京電機大学 工学部 情報İġļĆď学科
教授 戸辺
ĒĥăġĆăġĆăĘįđĈď㈱ 研究開発部 担当部長
仲西
KDDI㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業本部 ĝĶċĎĚČĻ商品開発本部
ĝĶċĎĚČĻ開発一部長 高橋

忠夫氏
義人氏
秀基氏
幸男氏

Part280
｢インターネット時代における国際ＶｏＩＰサービスの戦略を探る｣
2004/ 1/21 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長) 齊藤 忠夫氏
iBasis,Inc. Senior Vice President,
Worldwide sales Mr.Dan Powdermaker
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĖļĹĎĨļķęĎĩļě事業部
ĖļĹĎĨļķIPĦčĢĺĎĖ部門長 伊藤 行正氏
㈱ĪļĹĎĢļĨļĻĢļăĒĖěğĈĻĚļ営業部 ĭĎėġĆĻĖļĘĮċĤėĎĚČĻ
担当部長 小林 直行氏
日本電気㈱ ĩļĚļĦě開発本部 ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊĎ
平田 英之氏
Part281
｢モバイル・ セントレックスへの取り組みと展開戦略｣
2004/ 1/23 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 事業部会長)
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 法人営業本部 ĚěġįęĎĩļě部
法人ēĶĚļģķăĝĶċĎĚČĻ担当部長
KDDI㈱ ĝĶċĎĚČĻ事業本部 ĝĶċĎĚČĻ商品開発本部
ĝĶċĎĚČĻ企画部 ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ ĖļķĎĪĽ長
ďĐĩĽĎĢĎĖ㈱ 取締役 営業部長
日本電気㈱ ĩļĚļĦě開発本部長

齊藤 忠夫氏
安田

準氏

椿山 英樹氏
木村 俊氏
松本 隆氏

テーマ

Part282
｢実現間近！センサネットワークの普及に向けた展開と課題｣
2004/ 2/12 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 先端ďĎĕġĖğĊĜĻĞ 第2ďĎĕġĖğĊPT
第1P担当課長 兼経営企画部技術戦略担当課長
宮川
日本電信電話㈱ 環境ĒĦķĕļĎ研究所
環境情報流通ĪĽĹĚļĈĖĢ ĪĽĹĚļĈĖĢĭĦĎĚļĊ 西
沖電気工業㈱ ĚĶĘĻĝĶċĎĚČĻĔĻĨĽĤĎĩļĚļĦě本部
ĚěġįLSIĭĎėġĆĻĖļ部 通信BU 谷本
清水建設㈱ 技術研究所 施設基盤技術ĜĻĞĎ 副所長 坂東
Part283
｢欧米にみる携帯ウォーキトーキーサービスの展開を探る｣
2004/ 2/18 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
上智大学 理工学部 電気ă電子工学部 教授
服部
ıĢĹĎĵ㈱ ĖļĹĎĨļķăġĸĘįăĝĶċĎĚČĻ事業部 事業開発部
ĚĤďĭĦĎĚļĊ 赤田
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ ĩļĚļĦě開発担当部長
草場
三洋ġĸĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ 常務取締役
前田

忠夫氏
晋氏
史郎氏
晃一氏
吉人氏

忠夫氏
武氏
正雄氏
匡宏氏
哲宏氏

Part285
｢医療情報セキュリティの取り組みと展開｣
2004/ 2/25 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室
室長補佐 高本 和彦氏
財団法人 医療情報Ěěġį開発ĜĻĞĎ 理事長
開原 成允氏
東京工業大学 ĪĹĻġĆď創造共同研究ĜĻĞĎ 教授
大山 永昭氏
JAHIS ĜĕċĶġĆ委員会 委員長
(保健医療福祉情報Ěěġį工業会) 茗原 秀幸氏
三菱電機㈱ 情報技術総合研究所 情報ĜĕċĶġĆ部長 勝山光太郎氏
総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室長
谷 史郎氏
神戸大学 教授 (医学部 附属病院 医療情報部長)
(財団法人 先端医療振興財団 遺伝子ġļĎĞīļĎě研究部長)
坂本 憲広氏
Part286
｢マネージドインターネットＶＰＮの展開戦略を探る｣
2004/ 3/ 5 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ġļĎĞęĎĩļě事業部長
㈱CRCĝĶċĎĚČĻěļ 執行役員 ġļĎĞĜĻĞĎ事業部長
ĭĐĖĹĝĪĢ ďĚļďĶĮġčĢļ 法務ă政策企画統括本部
政策企画本部 技術政策ěĢĵġĚļěĢ

齊藤 忠夫氏
草原 寛司氏
大西 恭二氏
楠

Part284
｢移動体通信方式ＴＤ−ＣＤＭＡの展開を探る｣
2004/ 3/12 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学部 教授
(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) 服部
㈱ĭķğİġļĆď総合研究所 取締役
信國
ĐĎăďĖĜě㈱ 新規事業企画本部 副本部長
諸橋
日本電気㈱ ıĨļĐķĺĐĲĸě事業部
ĺĐĲĸěďĖĜě技術ĪĽĹĪĈčĚČģķ 藤本
ĝĪĢĨļĻĖBB㈱ BBĪĉĻ事業本部長
宮川
Part287
｢新たな展開が期待される広域イーサネットサービス｣
2004/ 3/17 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
㈱ĨĽĺĎĢļĘį 設備本部 IP設備部長
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ĦčĢĺĎĖ事業部
IPĦčĢĺĎĖ部 担当部長
読売新聞 東京本社 制作局 技術第三部 主任
住友信託銀行㈱ 業務管理部 主任調査役
日立電線㈱ 情報Ěěġį事業本部 副本部長 兼理事
Part288
｢無線アドホックネットワーク｣
2004/ 3/19 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
㈱ěĔĐĶĎăĦčĢĺĎĖě 代表取締役 CEO
日本電気㈱ ĚěġįĪĽĵčĢĪĉĎį研究所
ĒĖļĜļĖġĆĪļĒĕěĨĽĎĢ
立命館大学 理工学部 情報学科 助教授
㈱NTTġļĎĞ 事業戦略部 ĳĩļĕĞě推進室 課長代理
Part289
｢光アクセス最前線｣
2004/ 4/14 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
日本電信電話㈱ ďĖĜěęĎĩļěĚěġį研究所 担当部長
KDDI㈱ ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ本部 ĪļĹĎĢļĨļĻĢļ企画部 課長
富士通㈱ 光ıĚļċĎķ事業部 第二開発部 担当部長
㈱日立ĘĮċĤėĎĚČĻġĖħĹĚļĎ ĕĊĶďĦčĢĺĎĖ事業部
Ěěġį部 統括主任技師

正憲氏

忠夫氏

武氏
謙司氏
知雄氏
芳宣氏
潤一氏

齊藤 忠夫氏
小林 昌宏氏
南
小林
河村
武田

宏二氏
雅彦氏
健司氏
和彦氏

齊藤 忠夫氏
梅田 英和氏
新井 正伸氏
西尾 信彦氏
林 慶士氏

齊藤
奥村
圓谷
国兼

忠夫氏
康行氏
道成氏
達郎氏

岡本

学氏
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Part290
｢携帯電話サービスにおける地上波デジタル放送サービスへの対応｣
2004/ 4/15
(その２)
(座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
日本放送協会 総合企画室 ġļĚļĞķ放送推進 担当局長 榎並 和雅氏
㈱東京放送 İġļĆď推進局 担当局 次長
ġļĚļĞķ放送企画部長 稲葉 悠氏
㈱ĪĚļġĸĩļĚļČĻ 技術局 専任局長
上瀬 千春氏
日本ġĸĩļ放送網㈱ İġļĆď戦略局 İġļĆď戦略部 副部長 畔柳 裕氏
ĬļĎĞļĪĉĻ㈱ R&D部 ĞĎĮģķĶęĎğ室 課長代理
和田 篤士氏
㈱三洋ġĸĘĮċĤėĎĚČĻěļ 商品戦略部長
加納 壽人氏

Part295
｢次世代ネットワークの安全性とＱｏＳ｣
2004/ 6/11 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤
日本電信電話㈱ 情報流通ĪĽĵčĢĪĉĎį研究所 主席研究員
ĳĩļĕĞěĘĻĩĽċĎġĆĻĖļ基盤ĪĽĹĚļĈĖĢ
兼ĜĕċďĘĮċĤėĎĚČĻ基盤ĪĽĹĚļĈĖĢ ĪĽĹĚļĈĖĢĭĦĎĚļĊ 後藤
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱ ITĭĦĚļİĻĢęĎĩļě事業部
ĔěĞĭęĎĩļě部 担当部長 清水
ĢĸĻĢļĭĐĖĹ㈱ 営業統括本部 ĘĻęķġĆĻĖļSEĖļķĎĪĽ
ĚĤďĚěġįĒĻĚļĤď 渡辺
日本電気㈱ ĒĻĞĎĪĽĵĐěļĝĶċĎĚČĻ事業本部
ĦčĢĺĎĖĚěġį本部 ĜĕċďĦčĢĺĎĖęĎĩļě部長 増田

Part291
｢移動通信の将来像｣
2004/ 4/23 (座長-総合司会及び基調講演)
上智大学 理工学部 電気ă電子工学部 教授
(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) 服部 武氏
ĖďķĘįĚļĊĨĽĻ㈱ 代表取締役社長
松本 徹三氏

Part296
｢携帯電話の番号ポータビリティへの期待と課題｣
2004/ 6/18 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理)
㈱ďĚļďĦčĢĺĎĖ研究所 代表
東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授
早稲田大学 大学院 国際情報通信研究科 教授

Part292
｢移動通信システムの新方式ＴＤ−ＳＣＤＭＡの展開を探る｣
2004/ 5/19 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
上智大学 理工学部 電気ă電子工学部 教授
(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) 服部 武氏
Texas University, Austin School
of Electrical Engineering Professor
(Navini Networks,Inc. Co-Founder,
Executive Vice President,and CTO) Mr.Guanghan Xu

Part297
｢ホームネットワーク実現への取り組みと展開｣
2004/ 7/ 9 (座長-総合司会)奈良先端科学技術大学院大学 教授 山本 平一氏
(ご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
ĒĥăġĆăġĆăĘĮċĤėĎĚČĻěļ㈱(兼ĳĩļĕĞěăēĎĪĽĻăĪĽĵčĢĪĉĎįăĪĉĎĵį/UOPF)
常務取締役 飯塚 久夫氏
OSGi Alliance(兼 日本電信電話㈱ ęĐĨļĎĝĶċĎĚČĻ研究所)
Board of Directors 川村龍太郎氏
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所映像ĦčĢĺĎĖ技術部長 則武 康行氏

Part293
｢ブロードバンドインターネットにおけるＰ２Ｐトラフィック｣
2004/ 5/26 (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
㈱ぷららĦčĢĺĎĖě 技術開発部 部長
兼ĦčĢĺĎĖ管理部 部長 永田 勝美氏
日本電信電話㈱ ęĎĩļěĐĻġĖļĸĎĚČĻ基盤研究所
情報流通ĢĵĩčĖęĎĩļě品質ĪĽĹĚļĈĖĢ
ĢĵĩčĖĒĻĚļĤďĶĻĖļĖļķĎĪĽ亀井 聡氏
日商ĒĸĖĢĹĤĖě㈱ 事業推進部門 ĜĕċĶġĆ事業部
ĒĻĚļĤďĶĻĖļğĎį 不破 譲氏
警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課(ęĐĨļĎ犯罪対策課)
課長補佐 鈴木 達也氏
Part294
｢移動通信、ＰＨＳ、無線ＬＡＮのパケット定額制の展望と課題｣
2004/ 5/27 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
KDDI㈱ au商品企画本部 ıĨļĐķęĎĩļě部長
重野 卓氏
日本通信㈱ 上席執行役員
福田 尚久氏
㈱ĒĥăġĆăġĆăĢļĘı 研究開発本部
ĦčĢĺĎĖĭĦĚļİĻĢ開発部長 広兼 実俊氏
DDIĬĽėčĢ㈱ 取締役 技術本部長
近 義起氏
日本電気㈱ ıĨļĐķĝĶċĎĚČĻ事業本部 主席技師長
児玉 好史氏

忠夫氏

厚宏氏
伸彦氏
健志氏
浩一氏

齊藤 忠夫氏
会津 泉氏
相田 仁氏
三友 仁志氏

Part298
｢電力線通信(ＰＬＣ)の現状を探る｣
2004/ 7/ 7 (座長-総合司会及び基調講演1)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演2)総務省 総合通信基盤局 電波部
電波環境課 課長補佐 前田 尚久氏
武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科 教授
徳田 正満氏
東京電力㈱ 電子通信部 通信ĐĻĪĵ技術ĖļķĎĪĽ
ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊ 木村 博茂氏
(代-東京電力㈱ 電子通信部 通信ęĎĩļě開発ĖļķĎĪĽ
ĖļķĎĪĽĭĦĎĚļĊ 谷脇 芳正氏)
Part299
｢最新ＷＰＡＮ(ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク)動向｣
2004/ 7/16 (座長-総合司会及びご挨拶)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
(基調講演)上智大学 理工学部 電気ă電子工学科 教授
(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) 服部 武氏
日本電気ĒĻĚļĤďĶĻĖļ㈱ 営業本部 営業部 ĒĕěĨĽĎĢ
齋藤 和正氏
ĐĻġķ㈱ 通信事業本部 ĐĻġķR&D 日本ĪĽĵĻğ 室長
板越 正彦氏
Part300
｢改正された電気通信事業法施行に伴なう新たな市場の展開｣
2004/ 7/26 (座長-総合司会及び基調講演)東京大学 名誉教授
(総務省 情報通信審議会 会長代理) 齊藤 忠夫氏
総務省 総合通信基盤局 事業政策課長
吉田 靖氏
(社)日本経済団体連合会 産業本部 情報ĖļķĎĪĽ長
上田 正尚氏
ĤĪġĆ㈱ 経営企画室 担当部長
木村 孝氏
KDDI㈱ ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ事業本部
ĦčĢĺĎĖĝĶċĎĚČĻ国内営業本部 営業企画部長 長尾 毅氏

（事務局 ハイテクノロジー推進研究所 http://www.ahri.co.jp）
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