平成 23 年 11 月 14 日
報道発表資料

“どうなる？
どうなる？ 放送の
放送のデジタル移行後
デジタル移行後の
移行後の放送・
放送・通信融合の
通信融合の行方”
行方”をテーマとする
テーマとする
ブロ－
ドバンド特別講演会
特別講演会」（
」（ネット
ネット配信付
配信付き
開催について
「第１6 回ブロ
－ドバンド
特別講演会
」（
ネット
配信付
き）の開催
について
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション
（Non-Profit Organization Broadband Association）
ＮＰＯ法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション（理事長：井上友二（株式会社トヨタ IT 開発センター 代表取締役
会長））は、講師に塚本幹夫氏（株式会社フジテレビジョン クリエイティブ事業局 IT 戦略担当局長）、小原
正光氏（日本放送協会 NHK オンデマンド室 室長）、板東浩二氏（株式会社 NTT ぷらら 代表取締役社長）、
二木治成氏（株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長）をお招きし、「第１6 回ブロ－ドバンド特別講演会」を関連 16
団体の共催、総務省、経済産業省、文化庁の後援を得て無料で開催します。
1.

講演会の趣旨・目的
ＮＰＯ法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション（略称：ＢＡ）は、理念に基づき、産官学を基軸としたネットワー
クを構築し、ブロ－ドバンドによる２１世紀型サ－ビス・ビジネスの創出に寄与して行きます。
この理念に基づく活動の一環として、平成 16 年から年 2 回、「ブロ－ドバンド特別講演会」を開催し、この
12 月に、“どうなる？ 放送のデジタル移行後の放送・通信融合の行方～ブロードバンド環境、スマートデ
バイス・クラウドの進展を背景に～”をテーマとする「第 16 回ブロ－ドバンド特別講演会」（ネット配信付き）
を無料で開催します。

2.

開催日・時
平成 23 年 12 月 14 日（水） 14：00～17：00

3.

開催場所
明治記念館 曙の間（400 座席）（注：ネット配信で会場外からも視聴可）
（東京都港区元赤坂 2-2-23 http://www.meijikinenkan.gr.jp/access/index.html）

4.

共催団体
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会

・社団法人電気通信事業者協会

・財団法人デジタルコンテンツ協会

・財団法人マルチメディア振興センタ－

・一般社団法人日本映像ソフト協会

・社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会

・社団法人デジタル放送推進協会

・特定非営利活動法人映像産業振興機構

・一般財団法人アライアンス・フォ－ラム財団

・社団法人デジタルメディア協会

・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム

・一般社団法人融合研究所

・一般社団法人情報サービス産業協会

・一般社団法人電子出版制作・流通協議会

・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 ・一般社団法人 IPTV フォーラム
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5.

講演会の内容
(1)講演会のテ－マ：
“どうなる？ 放送のデジタル移行後の放送・通信融合の行方
～ブロードバンド環境、スマートデバイス・クラウドの進展を背景に～”
(2)講演会の参加対象者：
放送のデジタル移行後、放送・通信融合、ブロ－ドバンド、マルチメディア放送、スマートデバイス・クラウ
ドに関心のある報道関係者、共催団体・ＢＡ会員、一般企業、一般ユーザなど
(3)講演者・講演テーマ・スケジュール
13：50～

開場

14：10～14：20

開会挨拶：山下 徹 副理事長（株式会社 NTT データ 代表取締役社長）

14：20～14：55

講演：塚本幹夫氏（株式会社フジテレビジョン クリエイティブ事業局 IT 戦略担当局長）
テーマ：“広がる番組配信事業～フジテレビ On Demand・見参楽・そして…”

14：55～15：30

講演：小原正光氏（日本放送協会 NHK オンデマンド室 室長）
テーマ：“ＮＨＫオンデマンド～公共放送のＶＯＤビジネスは可能か～”

15：30～15：45 休憩
15：45～16：20

講演：板東浩二氏（株式会社 NTT ぷらら 代表取締役社長）
テーマ：“「ひかり TV」の現状と今後の事業展開”

16：20～16：55

講演：二木治成氏（株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長>
テーマ：“スマートフォン向け放送局「NOTTV」の開局に向けて”

16：55～17：00

閉会挨拶：黒水則顯 理事（株式会社 WOWOW 常務取締役）

(4)会場参加者定員：400 名（申し込みが定員に達し次第締め切り、報道関係者・ＢＡ会員優先）
(5)ネット配信サービス：ライブ中継、講演会終了後のオンデマンドサービス（無料）
6.

協賛・後援
(1)協賛 ：株式会社ＮＴＴデ－タ、株式会社 WOWOW、ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社、
株式会社ＮＨＫエンタープライズ、富士通テレコムネットワークス株式会社、
株式会社ＮＴＴぷらら、株式会社ショウタイム、株式会社ＮＴＴドコモ、
株式会社トヨタＩＴ開発センター
(2)後援 ：総務省、経済産業省、文化庁

7. 講演会場前ロビーでの展示
(1)光回線を布設しての映像配信、ライブ中継の展示
(2)V-High マルチメディア放送のデモ（mmbi）/ モバイルセキュアデスクトップ（ドコモブランドの
Ｔａｂでも使えるシンクライアントサービス）の展示
(以上)
【本件に関するお問い合わせ先】
特定非営利活動法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション
（東東京都港区三田 4-1-27 FBR 三田ビル 7Ｆ 株式会社グロ－バルエ－ス内）
事務局長 飯野嘉郎
携帯電話：090-5329-6115 電話：（03）3457-5882
E-mail ：info＠npo-ba.org

ＦＡＸ：(03)5439-7307

URL： http://www.npo-ba.org
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「第１6 回ブロ－
ブロ－ドバンド特別講演会
ドバンド特別講演会（
特別講演会（12 月 14 日開催）」
日開催）」のご
）」のご案内
のご案内
ＮＰＯ法人ブロ-ドバンド・アソシエ－ション（ＢＡ）
1.

講演テーマ
“どうなる？ 放送のデジタル移行後の放送・通信融合の行方
～ブロードバンド環境、スマートデバイス・クラウドの進展を背景に～”

2.

開催日時・場所
・開催日時：平成 23 年 12 月 14 日（水） 14：00～17：00
・開催場所：明治記念館 曙の間（400 座席）
（東京都港区元赤坂 2-2-23 http://www.meijikinenkan.gr.jp/access/index.html）

３． 講演者・講演テーマ・スケジュール
13：50～

開場

14：10～14：20

開会挨拶：山下 徹 副理事長（株式会社 NTT データ 代表取締役社長）

14：20～14：55

講演：塚本幹夫氏（株式会社フジテレビジョン クリエイティブ事業局 IT 戦略担当局長）
テーマ：“広がる番組配信事業～フジテレビ On Demand・見参楽・そして…”

14：55～15：30

講演：小原正光氏（日本放送協会 NHK オンデマンド室 室長）
テーマ：“ＮＨＫオンデマンド～公共放送のＶＯＤビジネスは可能か～”

15：30～15：45

休憩

15：45～16：20

講演：板東浩二氏（株式会社 NTT ぷらら 代表取締役社長）
テーマ：“「ひかり TV」の現状と今後の事業展開”

16：20～16：55

講演：二木治成氏（株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長>
テーマ：“スマートフォン向け放送局「NOTTV」の開局に向けて”

16：55～17：00

閉会挨拶：黒水則顯 理事（株式会社 WOWOW 常務取締役）

４． 共催・協賛・後援
(1)共催：関連 16 団体、(2)協賛：関係 9 社、(3)後援：総務省、経済産業省、文化庁
５．特記事項
(1)ライブ中継、講演会修了後のオンデマンドサービス
(2)光回線を布設しての映像配信、ライブ中継の展示
(3)V-High マルチメディア放送のデモ（mmbi）/モバイルセキュアデスクトップ（ドコモブランドの
Ｔａｂでも使えるシンクライアントサービス）の展示
６． 報道関係者の参加申込
報道記者は、予約無しの参加が出来ますが、出来ましたら、E-maiｌ またはＦＡＸで 12 月 7 日(水)迄に、
参加申し込みをお願い申し上げます。
＊＊＊＊「第 16 回ブロードバンド特別講演会」参加申込書(報道関係者用)＊＊＊＊
お名前：
所属・役職：
電話番号：
メールアドレス：
連絡先：ＢＡ事務局長 飯野嘉郎／事務局長補佐 四ツ田めぐみ
E-mail：info@npo-ba.org

FAX：03-5439-7307

ＴＥＬ：03-3457-5882
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