
NPO法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ション（ＢＡ）

項目 第１回ブロ－ドバンド特別講演会 第２回ブロ－ドバンド特別講演会 第3回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成16年5月13日（木）　15：00～18：00 平成16年12月９日（木）　14：00～17：00 平成17年5月18日（水）　15：00～18：00

開催場所 明治記念館　蓬莱の間 明治記念館　鳳凰の間 明治記念館　鳳凰の間

テ－マ
明日のブロ－ドバンドとブロ－ドバンドによる新しい
ビジネスの創生

ブロ－ドバンドコンテンツの課題と新しいコンテンツビジネ
スの創生

明日のブロ－ドバンドと新らしいコンテンツビジネスの創生

開会挨拶 藤田史郎　理事長 藤田史郎　理事長 藤田史郎　理事長

記念講演：日本経済の現状と課題
基調講演：ブロ－ドバンド時代におけるベンチャ－企業と
人材育成

基調講演：ユピキタスネットワ－ク時代の幕開け
～情報通信は社会を変える～

北城恪太郎氏（経済同友会　代表幹事、日本IBM
㈱会長）

相磯秀夫氏（東京工科大学　学長、ＢＡ顧問） 五十嵐三津雄氏（KDDI㈱　代表取締役会長）

基調講演：移動体通信におけるブロ－ドバンドの展
望

講演：今はじまるインタ－ネット新時代
～ブロ－ドバンドによるコンテンツ流通～

講演：ブロ－ドバンドコンテンツ産業発展の為のプラットホ
－ム整備　　　～複雑な権利処理の解決～

立川敬二氏（㈱ＮＴＴドコモ　代表取締役社長） 石川　宏氏（NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱　代表取締役社長）
佐々木隆一氏（(経団連)利用者団体協議会　代表世話
人、ＢＡ顧問）

閉会挨拶 島田精一　副理事長 佐久間曻ニ　理事 佐久間曻ニ　理事

・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会
・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj） ・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj） ・(社)電気通信事業者協会
・アライアンスフォ－ラム財団 ・アライアンスフォ－ラム財団 ・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj）

・(社)日本映像ソフト協会
・(NPO法人）映像産業振興機構
・アライアンスフォ－ラム財団

(株)ＮＴＴデータ (株)ＮＴＴデータ (株)ＮＴＴデータ
協賛 日本ユニシス(株） 日本ユニシス(株） 日本ユニシス(株）

(株)ＷＯＷＯＷ (株)ＷＯＷＯＷ
特別協賛 情報通信月間行事に登録（援助金付き）

・総務省 ・総務省 ・総務省
後援 ・経済産業省 ・経済産業省 ・経済産業省

･文化庁

参加者数 269名 272名 291名

アンケ－ト調査 大変有意義だった：30％ 大変有意義だった：28％ 大変有意義だった：29％

有意義だった：66％ 有意義だった：69％ 有意義だった：68％

どちらとも言えない：3％ どちらとも言えない：3％ どちらとも言えない：3％

無意味だった：1％ 無意味だった：0％ 無意味だった：0％

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その1）

講演Ⅰ

講演Ⅱ

（本講演会は有
意義でした
か？）

共催



項目 第4回ブロ－ドバンド特別講演会 第5回ブロ－ドバンド特別講演会 第6回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成17年12月15日（木）　14：00～17：00 平成18年5月18日（水）　15：00～18：00 平成18年12月5日（火）　14：00～17：00

開催場所 明治記念館　鳳凰の間 明治記念館　鳳凰の間 明治記念館　鳳凰の間

テ－マ
光ブロ－ドバンド時代の到来と放送・通信の連携　～新
しいコンテンツサ－ビス・ビジネスが飛躍する時代へ～

ユビキタスネット社会とブロ－ドバンドデジタルコンテンツ流
通の展望　～21世紀型サ－ビス・ビジネスが飛躍する時代
へ～

通信･放送･情報家電の融合と新サ－ビスの創生

開会挨拶 田﨑公郎　理事長 田﨑公郎　理事長 田﨑公郎　理事長

祝辞 竹田義行氏（総務省　情報通信政策局長）

講演：いよいよ光の時代に 基調講演：ユビキタスネット社会とコンテンツ流通
講演：通信･放送融合時代のコンテンツ～新しいコンテンツ
ビジネスの可能性と課題～

古賀哲夫氏（東日本電信電話㈱　代表取締役副社長） 安田浩氏（東京大学　国際･産学共同研究センタ－教授） 鈴木祐司氏（ＮＨＫ解説委員）

講演：放送と通信の連携に向けて
～デジタル放送から広がる新たな可能性～

講演：ユビキタスネット社会の展望
講演：（テレビポ－タルサービス　サ－ビス展開のロ－ド
マップ　～日本発、テレビの新しい楽しみ方の創造～

和崎信哉氏（(社)地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送推進協会　専務理事） 竹内芳明氏（総務省　情報通信政策局研究推進室長）
大野誠一氏（テレビポ－タルサービス株式会社　代表取
締役社長）

閉会挨拶 黒水則顯　理事 藤田史郎　最高顧問 黒水則顯　理事

・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会
・(社)電気通信事業者協会 ・(社)電気通信事業者協会 ・(社)電気通信事業者協会
・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj） ・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj） ・(財)デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡj）
・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(財)マルチメディア振興センタ－
・(社)日本映像ソフト協会 ・(社)日本映像ソフト協会 ・(社)日本映像ソフト協会
・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会
・(社）地上デジタル放送推進協会 ・(社）地上デジタル放送推進協会 ・(社）地上デジタル放送推進協会
・NPO法人映像産業振興機構 ・NPO法人映像産業振興機構 ・NPO法人映像産業振興機構
・アライアンスフォ－ラム財団 ・アライアンスフォ－ラム財団 ・アライアンスフォ－ラム財団
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱

・富士通(株) ・富士通(株)
特別協賛 情報通信月間行事に登録（援助金付き）

・総務省 ・総務省 ・総務省
後援 ・経済産業省 ・経済産業省 ・経済産業省

･文化庁 ･文化庁
参加者数 324名 312名 343名
アンケ－ト調査 大変有意義だった：42％ 大変有意義だった：30％ 大変有意義だった：40％

有意義だった：57％ 有意義だった：67％ 有意義だった：57％
どちらとも言えない：1％ どちらとも言えない：3％ どちらとも言えない：3％
無意味だった：0％ 無意味だった：0％ 無意味だった：0％

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その2）

講演Ⅰ

講演Ⅱ

共催

（本講演会は有
意義でした
か？）



項目 第7回ブロ－ドバンド特別講演会 第８回ブロ－ドバンド特別講演会 第９回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成19年5月22日（火）　15：00～18：00 平成１9年12月１８日（火）　14：00～17：00 平成20年5月19日（月）　15：00～18：00

開催場所 明治記念館　鳳凰の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　富士の間

テ－マ
ＮＧＮ（次世代ネットワーク）とは何か？何ができるの
か？

どうなる？通信・放送の融合とデジタルコンテンツ産業
～メディア融合の世界的潮流の中で～

どうなる？通信・放送融合時代の映像配信
～本格化するＩＰＴＶサービス～

開会挨拶 田﨑公郎　理事長 板谷駿一　理事長 板谷駿一　理事長

基調講演：ＮＧＮとは何か～次世代と新世代～ 講演Ⅰ：メディア融合を取り巻く世界的潮流
基調講演：通信と放送ﾌﾟﾗｽ個人動画ｻｲﾄの総合ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑは
どこが成功するか

青山友紀氏（慶応義塾大学教授、東京大学名誉教授） 金正勲氏（慶應義塾大学　DMC機構　准教授） 角川歴彦氏（角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　代表取締役会長）

・講演Ⅱ：「ﾒﾃﾞｨｱ融合3.0」（中村伊知哉氏（慶応大学教授）

・パネラー３人の講演：板東浩二氏（NTTぷらら社長）、久松龍
一郎氏（ｱｸﾄﾋﾞﾗ副社長）、木田　実氏（NHKｱｰｶｲﾌﾞｽ･ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
推進室長）

・ディスカッション（モデレータ：青山友紀氏） 内藤茂雄氏（総務省　通信・放送法制企画室長） ・ディスカッション（モデレータ：中村伊知哉氏）

閉会挨拶 ー 安田浩　理事 ー

・情報通信ネットワ－ク産業協会 ・情報通信ネットワ－ク産業協会 ・情報通信ネットワ－ク産業協会
・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会 ・(社）電気通信協会
・(社)電気通信事業者協会 ・(社)電気通信事業者協会 ・(社)電気通信事業者協会
・(財)デジタルコンテンツ協会 ・(財)デジタルコンテンツ協会 ・(財)デジタルコンテンツ協会
・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(財)マルチメディア振興センタ－
・(社)日本映像ソフト協会 ・(社)日本映像ソフト協会 ・(社)日本映像ソフト協会
・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会
・(社）地上デジタル放送推進協会 ・(社）地上デジタル放送推進協会 ・(社）地上デジタル放送推進協会
・NPO法人映像産業振興機構 ・NPO法人映像産業振興機構 ・NPO法人映像産業振興機構
・アライアンスフォ－ラム財団 ・アライアンスフォ－ラム財団 ・アライアンスフォ－ラム財団
・モバイル・コンテンツ・フォ－ラム ・モバイル・コンテンツ・フォ－ラム ・モバイル・コンテンツ・フォ－ラム

・(財)国際IT財団
・（社）デジタルメディア協会

・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ
協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ

・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱
･富士通㈱ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･日本電気㈱ ･富士通㈱ ･富士通㈱

特別協賛 ・情報通信月間行事に登録 ・情報通信月間行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁
参加者数 390名+ライブ中継（ロビー配信）（VCUBE) 374名＋ネット配信：41名（VCUBE) 470名＋ネット配信：45名（VCUBE)
アンケ－ト調査 大変有意義だった：41％ 大変有意義だった：26％ 大変有意義だった：29％

有意義だった：56％ 有意義だった：66％ 有意義だった：66％
どちらとも言えない：3％ どちらとも言えない：8％ どちらとも言えない：4％
無意味だった：0％ 無意味だった：0％ 無意味だった：1％

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その3）

講演Ⅰ

講演Ⅱ／パネ
ルディスカッ
ション

（本講演会は有
意義でした
か？）

共催

・パネラー5人の講演：竹田義行氏（TTC専務理事）、橋
本信氏（代：粟野友文）（NTT常務）、三膳孝通氏（IIJ取締
役）、広崎膨太郎氏（NEC専務）、関根千佳氏（UDIT社
長）

講演Ⅱ：「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」
報告書について



項目 第10回ブロ－ドバンド特別講演会 第11回ブロ－ドバンド特別講演会 第1２回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成20年12月8日（月）　14：00～17：00 平成21年5月29日（月）　15：00～18：00 平成21年12月7日（月）　14：00～17：00

開催場所 明治記念館　富士の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

テ－マ どうなる？通信・放送融合時代の著作権問題とコンテンツ流通
どうなる？ブロードバンド時代の映像配信ビジネスと放送局の対
応

どうなる？　新政権のＩＣＴ政策

開会挨拶 板谷駿一　理事長 板谷駿一　理事長 板谷駿一　理事長

記念講演：グローバル空間のコミュニケーションメディア 講演：ひかりＴＶの事業戦略 基調講演：新政権のＩＣＴ政策について

村井純氏（学校法人慶應義塾常任理事・慶應義塾大学教授） 板東浩二氏（（株）ＮＴＴぷらら　代表取締役社長） 内藤正光氏（総務副大臣）

基調講演：通信・放送融合時代の著作権問題 パネルディスカッション：どうなる？民放の映像配信ビジネス 講演：ＩＣＴと経済成長

林紘一郎氏（情報セキュリティ大学院大学　副学長・教授） モデレータ：鈴木祐司氏（ＮＨＫ　解説委員） 谷脇康彦氏（総務省　情報通信国際戦略局　情報通信政策課長）

講演：テレビが変わる　ＮＨＫオンデマンド　スタート パネリスト：塚本幹夫氏（フジテレビ）、 特別対談：クラウド時代の日本の情報通信政策

木田実氏（日本放送協会　オンデマンド室　室長） 土屋敏男氏（日本テレビ）、坂本香氏（ＴＢＳ） 関口和一氏（日本経済新聞社　編集委員兼論説委員）、谷脇康彦氏

閉会挨拶 安田浩　理事 ー 山下　徹　副理事長（（株）ＮＴＴデータ　代表取締役社長）

・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・(社)電気通信事業者協会 ・(社）電気通信協会 ・(社)電気通信事業者協会
・(財)デジタルコンテンツ協会 ・(社)電気通信事業者協会 ・(財)デジタルコンテンツ協会
・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(財)デジタルコンテンツ協会 ・(財)マルチメディア振興センタ－
・(社)日本映像ソフト協会 ・(財)マルチメディア振興センタ－ ・(社)日本映像ソフト協会
・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社)日本映像ソフト協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会
・(社）地上デジタル放送推進協会 ・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会 ・(社）地上デジタル放送推進協会
・NPO法人映像産業振興機構 ・(社）地上デジタル放送推進協会 ・NPO法人映像産業振興機構
・アライアンスフォ－ラム財団 ・NPO法人映像産業振興機構 ・アライアンスフォ－ラム財団
・モバイル・コンテンツ・フォ－ラム ・アライアンスフォ－ラム財団 ・（社）デジタルメディア協会
・（社）デジタルメディア協会 ・（社）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
・有限責任中間法人融合研究所 ・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

・一般社団法人融合研究所
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･富士通㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱
・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ショウタイム ・㈱ショウタイム ・㈱ショウタイム

特別協賛 ・情報通信月間行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁
参加者数 365名＋ネット配信：49名（VCUBE） 会場参加：346名＋ネット配信：152名（VCUBE) 会場参加：402名＋ネット配信：114名（VCUBE)
アンケ－ト調査 大変有意義だった：30％ 大変有意義だった：32.3％ 大変有意義だった：47.7％

有意義だった：61％ 有意義だった：62.4％ 有意義だった：50.8％
どちらとも言えない：9％ どちらとも言えない：4.3％ どちらとも言えない：0.8％
無意味だった：0％ 無意味だった：1.1％ 無意味だった：0.8％

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その4）

講演Ⅰ

（本講演会は有
意義でした
か？）

共催

講演Ⅱ

講演Ⅲ

①大変有意義だった28%②有意義だった69%③どちらとも言えない3% ④無意味であった0%㈱ジェイ・シー・アイ3% その他10%（財）デジタルコンテンツ協会16% （社）電気通信協会23%ブロードバンドアソシエーション・ホームページ29% 情報通信ネットワーク産業協会19%



項目 第13回ブロ－ドバンド特別講演会 第14回ブロ－ドバンド特別講演会 第15回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成22年6月3日（木）　14：00～17：00 平成22年12月13日（月）　14：00～17：00 平成23年5月31日（火）　14：00～17：00

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

テ－マ どうなる？ ケイタイのブロードバンド化とコンテンツサービス どうなる？ 電子書籍・電子配信の行方 どうなる？ クラウドとクラウドデバイスの行方

開会挨拶 板谷駿一　理事長 板谷駿一　理事長 板谷駿一　理事長

ドコモにおけるワイヤレスブロードバンドに向けた取り組み 電子書籍の将来 クラウドの発展と国際動向＝シングルクラウドからインタークラウドへ

加藤薫氏（ＮＴＴドコモ　取締役常務執行役員） 長尾　真氏（国立国会図書館長） 青山友紀氏（慶応義塾大学教授、東京大学名誉教授）

ブロードバンド時代におけるＫＤＤＩのコンテンツ戦略 パネルディスカッション：どうなる？　電子書籍・電子配信の行方 震災とクラウドとクラウド・デバイス

高橋誠氏（ＫＤＤＩ　取締役執行役員常務） モデレータ：関口和一（日本経済新聞社　編集委員兼論説委員） 丸山不二夫氏（早稲田大学客員教授、NPO日本Androidの会　会長）

情報通信の将来像とソフトバンクの戦略 パネリスト：植村八潮(東京電機大学）、福田健一(大日本印刷）、 スマートクラウド戦略2011

松本徹三氏（ソフトバンクモバイル　取締役副社長） 西野伸一郎（富士山マガジンS）、佐々木隆一（モバイルブックJP） 谷脇康彦氏（総務省　情報通信国際戦略局　情報通信政策課長）

エンタープライズ向けクラウドの現状と展望

山田伸一氏(ＮＴＴデータ　代表取締役常務執行役員）

閉会挨拶等 安田浩　理事（東京電機大学教授、東京大学名誉教授） 山下　徹　副理事長（（株）ＮＴＴデータ　代表取締役社長） パネルディスカッション：青山氏、丸山氏、谷脇氏、山田氏

・情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・(社）電気通信協会(TTA）
・(社)電気通信事業者協会(TCA）
・(財)デジタルコンテンツ協会(DCAｊ） ・左の13団体（CIAJ、TTA、TCA、DCAj、FMMC、JVA、JAIPA、 ・左の15団体（CIAJ、TTA、TCA、DCAj、FMMC、JVA、JAIPA、
・(財)マルチメディア振興センタ－(FMMC） Dpa、VIPO、ALLIANCE、AMD、You Go）+2団体： Dpa、VIPO、ALLIANCE、AMD、You Go、JISA、AEBS）+1団体：
・(社)日本映像ソフト協会（JVA） ・（社）情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人電子出版製作・流通協議会(AEBS)
・(社）地上デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・（社）デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ
・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・左の7社に同じ ・左の7社+1社：
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ・㈱NTTドコモ
･富士通テレコムネットワークス㈱
・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ショウタイム

特別協賛 ・情報通信月間行事に登録 ・情報通信月間行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・左の3省庁に同じ ・左の3省庁に同じ
参加者数 会場参加：409名、ネット配信：421名（延べ）（VCUBE) 会場参加：386名、ネット配信：493名(延べ）（VCUBE) 会場参加：382名、ネット配信：400名（延べ）（VCUBE)
アンケ－ト調査 大変有意義だった：38％ 大変有意義だった：31.4％ 大変有意義だった：33.9％

有意義だった：61％ 有意義だった：62.8％ 有意義だった：60.5％
どちらとも言えない：1％ どちらとも言えない：5.8％ どちらとも言えない：4.8％
無意味だった：0％ 無意味だった：0％ 無意味だった：0.8％

共催

（本講演会は有
意義でした
か？）

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その5）

基調講演

講演Ⅱ

講演Ⅲ

講演Ⅳ



項目 第16回ブロ－ドバンド特別講演会 第17回ブロ－ドバンド特別講演会 第18回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成23年12月14日（水）　14：00～17：00 平成24年5月28日（月）　14：30～17：30 平成24年12月14日（金）　14：00～17：00

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

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 どうなる？　「クール・ジャパン」コンテンツのブロードバンド展開、海外展開 2013年はどう動くのか？～ソーシャルメディアの現在と未来～

開会挨拶 山下　徹　副理事長 井上友二　理事長/木村直樹氏（内閣参事官（知的財産戦略推進事務局）） 井上友二　理事長

広がる番組配信事業～（フジテレビ　One Demand・見参楽・そして・・） 基調講演：「ビヨンド・クールジャパン」 特別講演：「ソーシャルメディアの現在と未来」

塚本幹夫氏（株）ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ　クリエイティブ事業局　IT戦略担当局長）中村伊知哉氏（慶応義塾大学教授） 津田大介氏（ジャーナリスト/メディア・アクティビスト）

NHKオンデマンド～公共放送のVODﾋﾞｼﾞﾈｽは可能か？ 講演：「マンガとアニメの媒体としてのブロードバンド」 パネルディスカッション：

小原正光氏（日本放送協会　NHKオンデマンド室　室長） 松谷孝柾氏（㈱手塚プロダクション　代表取締役社長） 司会：鈴木祐司氏（ＮＨＫ　大型企画開発センター　チーフ・ディレクター）

「ひかりTV」の現状と今後の事業展開 講演：「グリー成長の奇跡」 コーデネータ：津田大介氏（ジャーナリスト/メディア・アクティビスト）

板東浩二氏（（株）ＮＴＴぷらら　代表取締役社長） 田中良和氏（グリー㈱　代表取締役社長） パネリスト：

スマートホン向け放送局「NOTTV」の開局に向けて 講演：「コンテンツの海外展開支援策の今後の方向性」 安藤聖泰氏（日本テレビ　編成局メディアデザインセンター ）

二木治成氏（（株）mmbi 代表取締役社長） 伊吹英明氏（経済産業省　メディアｺﾝﾃﾝﾂ課長） 杉本誠司氏（株式会社ニワンゴ　代表取締役社長）

パネルﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：中村伊知哉氏、パネリスト：松谷孝柾氏、田中良和氏、伊吹英明氏 牧野友衛氏（Twitter Japan株式会社　パートナーシップディレクター）

閉会挨拶 黒水則顯　理事（（株）ＷＯＷＯＷ　常務取締役） 山下徹　副理事長（㈱ＮＴＴデータ　代表取締役社長）
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・(社)電気通信事業者協会(TCA）
・(財)デジタルコンテンツ協会(DCAｊ）
・(財)マルチメディア振興センタ－(FMMC） 同左+2（下記）： 左の18団体
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人電気通信協会（TTA）
・(社)日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・財団法人原総合知的財産通信システム基金
・(社）デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・（社）デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ ・ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱
・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ショウタイム ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター
・㈱トヨタIT開発センター   ・㈱mmbi

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・知的財産戦略本部、・総務省、・経済産業省、･文化庁、・東京都 ・総務省、・経済産業省、･文化庁

参加者数 会場参加：379名、ネット配信：380名（延べ）（VCUBE)
会場参加：365名、ネット配信：336名（延べ）（VCUBE)＋2万4千名（延べ）（ニ
コ動公式チャンネル）

会場参加：365名、ネット配信：356名（延べ）（VCUBE)＋1,175名
（延べ）（ニコ動BAチャンネル）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：33.3％ 大変有意義だった：29.0％ 大変有意義だった：37.1％
有意義だった：61.9％ 有意義だった：65.6％ 有意義だった：54.8％
どちらとも言えない：3.6％ どちらとも言えない：5.6％ どちらとも言えない：8.1％
無意味だった：1.2％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

（本講演会は有
意義でした
か？）

共催

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その6）

講演Ⅰ

講演Ⅱ

講演Ⅲ

講演Ⅳ



項目 第19回ブロ－ドバンド特別講演会 第20回ブロ－ドバンド特別講演会 第21回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成25年5月20日（月）　14：30～17：30 平成25年12月18日（月）　14：00～17：20 平成26年5月20日（火）　15：00～18：00

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　鳳凰の間

テ－マ どうなる？ 新政権のＩＣＴ政策 通信と放送の融合・次なるステージへ～どうなる？～どうする？ ITベンチャー成功の秘訣！～ＩＴベンチャー事業戦略を語る

開会挨拶 井上友二　理事長 山下　徹　理事長 山下　徹　理事長

新政権のＩＣＴ政策について 総務省のﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ政策～大容量ｺﾝﾃﾝﾂ流通を支えるﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ環境 株式会社ブイキューブのIPO までの軌跡と、日本発のサービスとしてのアジア

柴山昌彦氏（総務副大臣） の整備～　　吉良裕臣氏（総務省　総合通信基盤局長） 展開　　間下直晃氏（株式会社ブイキューブ 代表取締役社長）

情報流通連携基盤の構築に向けて NTTグループの映像サービスの取組み メディアドゥが考える電子書籍事業戦略

谷脇康彦氏（総務省大臣官房審議官） 小林充佳氏（日本電信電話株式会社　取締役） 藤田恭嗣氏（株式会社メディアドゥ 代表取締役社長）

IT利用政策の強化 ＫＤＤＩのケーブル事業と映像サービスへの取り組み ビジネスは、すべてがテクノロジーとなり、そして、すべてがアートであった時

中村伊知哉氏（慶應義塾大学教授） 河上浩一氏（ＫＤＤＩ株式会社　執行役員　メディア・ＣＡＴＶ推進本部長） のみ、生き残っていく　　　　猪子寿之氏（チームラボ代表）

ＩＴによる新事業創出 進化するハイブリッドキャストサービス ＩＴベンチャー成功の秘訣～革新的技術で新産業を創生し、日本と世界を変

野原佐和子氏（㈱ｲﾌﾟｼﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ研究所　代表取締役社長） 畠山利道氏（日本放送協会 メディア企画室副部長 える　　原　丈人氏（デフタ・パートナーズグループ会長）

次世代テレビの展望～デジタル世代の視聴スタイルへの対応～ mana.bo　いま聞ける、すぐ理解る。スマホ家庭教師

山口　真氏（株式会社フジテレビジョン　編成制作局編成担当局長） 三橋克仁氏（株式会社マナボ代表取締役社長）

ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：関口和一氏（日本経済新聞社　論説委員） ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：関口和一氏（日本経済新聞社　論説委員） モデレータ：田村真理子氏（日本ベンチャー学会　事務局長）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：谷脇康彦氏、中村伊知哉氏、野原佐和子氏 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：小林充佳氏、河上浩一氏、畠山利道氏、山口　真氏 パネリスト：間下直晃氏、藤田恭嗣氏、猪子寿之氏、原　丈人氏、三橋克仁氏

閉会挨拶 山下　徹　副理事（（株）ＮＴＴデータ　取締役相談役） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問）
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・公益財団法人原総合知的通信システム基金 ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金

・公益財団法人原総合知的通信システム基金 ・一般社団法人次世代放送推進フォーラム（NexTV-F）
・一般社団法人次世代放送推進フォーラム（NexTV-F） ・一般社団法人ソーシャルゲーム協会（ＪＡＳＧＡ）

・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ
協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ

･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱
・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター
・㈱mmbi ・㈱mmbi

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁

参加者数
会場参加：363名、ネット配信：339名（延べ）（VCUBE）＋125
名（延べ）（ニコ動BAチャンネル）

会場参加者：316名、ネット配信：306名（延べ）（水）VCUBE)＋961名（延べ）
（ニコ動BAチャンネル）

会場参加者：175名、ネット配信：220名（延べ）＋1,082名（延べ）（ニコ動BAチャ
ンネル）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：36.5％ 大変有意義だった：41.2％ 大変有意義だった：63.2％
有意義だった：58.3％ 有意義だった：55.4％ 有意義だった：36.8％
どちらとも言えない：5.2％ どちらとも言えない：3.6％ どちらとも言えない：0.0％
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

パネルﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

共催

（本講演会は有
意義でした
か？）

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その7）

基調/記念講演

講演Ⅰ

講演Ⅱ

講演Ⅲ

講演Ⅳ



項目 第22回ブロ－ドバンド特別講演会 第23回ブロ－ドバンド特別講演会 第24回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成27年12月11日（木）　14：30～17：30 平成27年5月14日(木)15：20～18：20 平成27年12月2日(水)14：00～17：15

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

テ－マ
情報セキュリティの現状と課題～2020年の東京オリンピックに向けて
～

2020に向けたブロードバンド・コンテンツビジネス～ビヨンド４Ｋ、デジタ
ル・ネイティブ・コンテンツへの挑戦～

ICT活用による地方創生

開会挨拶 山下　徹　理事長 山下　徹　理事長 山下　徹　理事長

我が国のサイバーセキュリティ戦略　　谷脇康彦氏（内閣官房内閣 グローバル時代のインターネット  鈴木幸一氏（インターネットイニシア

審議官　兼　内閣官房情報セキュリティセンター副センター長） ティブ 代表取締役会長CEO）

サイバーセキュリティのパラダイムシフト　安田浩氏(東京電機大学　 ＊＊の壁を超えよう　藤田敏昭氏（ＮＴＴサービスイノベーション総合 地方創生に資するICT利活用　神成淳司氏（内閣官房　情報通信技術（IT）

教授　未来科学研究科委員長、未来科学部長）　代理出席： 研究所所長） 総合戦略室長代理（副政府CIO））

大河内智秀氏（東京電機大学総合研究所　客員准教授）＆ パネルディスカッション： ICT活用による地方創生-グローバルに学ぶ-

宮下晃一氏（株式会社　Ｆ　ＴＲＯＮ　取締役社長） ビヨンド４Ｋ、デジタル・ネイティブ・コンテンツへの挑戦 伊東千秋氏（元富士通副会長）

攻撃側からみた、防御側の動向変化 モデレータ：江崎浩氏(東京大学大学院 教授） パネルディスカッション：

名和利男氏（株式会社サイバーディフェンス研究所理事 上級分析官） パネリスト：藤田敏昭氏 ＩＣＴ活用による地方創生を如何に進めるか？
ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：三角育生氏（内閣官房情報セキュリティセンタ内閣参事官） 柳原広昌氏（ＫＤＤＩ研究所 執行役員 マルチメディア部門担当） モデレータ　：関口和一氏（日本経済新聞社 編集委員）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：後藤厚宏氏（情報セキュリティ大学院大学　情報セキュリティ 大沢幸弘氏（ドルビージャパン代表取締役社長） パネリスト　：神成淳司氏、伊東千秋氏、高島宗一郎氏（福岡市長）

研究科長・教授）、大河内智氏、名和利男氏

閉会挨拶 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問）
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金
・公益財団法人原総合知的通信システム基金 ・公益財団法人原総合知的通信システム基金 ・一般社団法人次世代放送推進フォーラム（NexTV-F）
・一般社団法人次世代放送推進フォーラム（NexTV-F） ・一般社団法人次世代放送推進フォーラム（NexTV-F） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・一般社団法人ソーシャルゲーム協会（ＪＡＳＧＡ） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般財団法人インターネット協会
・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通テレコムネットワークス㈱ ･富士通㈱
・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・内閣官房情報セキュリティ政策会議、・総務省、・経済産業省、･文化庁・総務省、・経済産業省、･文化庁 内閣官房 IT戦略本部、総務省、経済産業省、文化庁

参加者数
会場参加者：202名、ネット配信：253名（延べ）（VCUBE)＋1,259名（延
べ）（BAチャンネル）

会場参加：204名、ネット配信：430名（延べ）（延べ）（VCUBE)＋821名（延
べ）（ニコ動BAチャンネル）

会場参加：256 名、ネット配信：224名（延べ）（VCUBE）+523名（延べ）（ニコ動
BAチャンネル）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：44.4％ 大変有意義だった：58.7％ 大変有意義だった：61.1％
有意義だった：52.8％ 有意義だった：37.0％ 有意義だった：38.9％
どちらとも言えない：2.8％ どちらとも言えない：4.3％ どちらとも言えない：0.0％
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

パネルディスカッ
ション

共催

（本講演会は有
意義でした
か？）

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その8）

基調講演

講演Ⅰ

講演Ⅱ

ICT活用による地方創生（総務省　総務事務次官）



項目 第25回ブロ－ドバンド特別講演会 第26回ブロ－ドバンド特別講演会 第27回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成28年5月19日（木）　15：20～18：30 平成28年12月5日(月)14：00～17：000 平成29年5月17日(水)14：30～17：40

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

テ－マ ２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた電波政策 CeBIT2017が問う今後の日本のIT戦略
及び経済活動の活性化～ 5Gの実用化と4K・8Kの実用放送～ 開会挨拶：山下　徹　理事長

山下　徹　理事長 山下　徹　理事長 祝辞：世耕弘成 氏(経済産業大臣)

ＩｏＴ／ビッグデータ／ＡＩ時代の情報通信政策 電波政策２０２０ CeBITを契機とした国際展開の推進

山田真貴子氏（総務省　情報通信国際戦略局長） 渡辺克也氏（総務省　総合通信基盤局　電波部長） 竹内芳明氏（経済産業省　商務情報政策局審議官（IT戦略担当））

モバイル通信技術の発展とIoT ２０２０に向けた5Gの実用化 テクノロジーがもたらす混沌と革新

栄藤 稔氏（ＮＴＴドコモ　執行役員イノベーション統括部長） 尾上誠蔵氏（株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員兼CTO） 岩本敏男氏（株式会社NTTデータ　代表取締役社長）

クルマとIT技術の連携によるスマートモビリティ社会、その先へ

谷口 覚氏（トヨタＩＴ開発センター　代表取締役社長

世界一のＩｏＴ社会を目指して モデレーター：関口和一氏（日本経済新聞社 編集委員）パネリスト：

藤原　洋氏（ブロードバンドタワー　代表取締役会長社長CEO） 岩佐琢磨氏（Cerevo 代表取締役）

ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：：藤原洋氏、ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：宇佐見正士氏（ＫＤＤＩ 理事技術開発 牧野正幸氏（ワークスアプリケーションズ　代表取締役最高経営責任者）

本部長）、岩浪剛太氏（インフォシティ 代表取締役）、栄藤 稔氏 後藤厚宏氏（情報セキュリティ大学院大学　学長）、

谷口 覚氏 前川 徹氏（国際大学グローバルコミュニケーションセンター　所長）

閉会挨拶 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 和崎信哉　副理事長（株式会社WOWOW 代表取締役会長）
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団）
・公益財団法人原総合知的通信システム基金(原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金(原財団） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般財団法人インターネット協会（IAjapan)
・一般財団法人インターネット協会（IAjapan) ・一般財団法人インターネット協会（IAjapan) ・一般財団法人関西情報センター(KIIS)
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ

協賛 ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター
・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ
・㈱ブロードバンドタワー ・㈱ブロードバンドタワー ・㈱ブロードバンドタワー

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁

参加者数
会場参加者：291名、ネット配信：382名（延べ）（VCUBE)＋512名（延
べ）（ニコ動BAチャンネル）

会場参加者：279名、ネット配信：232名（延べ）（VCUBE)＋319名（延べ）
（ニコ動BAチャンネル）

・会場参加者：252名、・ネット配信：134名（延べ）（VCUBE）+206名（延べ）
（ニコ動BAチャネル）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：52.1％ 大変有意義だった：46％ 大変有意義だった：55％
有意義だった：43.8％ 有意義だった：54％ 有意義だった：45％
どちらとも言えない：4.2％ どちらとも言えない：0.0％ どちらとも言えない：0.0％
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

無意味だった：0.0％

特別挨拶（Thomas Mosch氏：Deutche Messe AG Head of CeBIT Global
Conferences & CeBIT Partner Country）

（本講演会は有
意義でした
か？）

講演Ⅱ

共催

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その9）

基調講演Ⅰ

講演Ⅰ/基調講
演Ⅱ

基調講演Ⅱ/特
別挨拶

パネルディスカッ
ション

東京オリンピック・パラリンピックに向けた４K・８Kスーパーハイビジョン
の実用放送  春口篤氏（日本放送協会　技術局長・副技師長）

ＩｏＴ時代を切り拓く5GとITSの可能性

開会挨拶/祝辞



項目 第28回ブロ－ドバンド特別講演会 第29回ブロ－ドバンド特別講演会 第30回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 平成29年12月5日（火）　15：00～18：00 平成30年5月16日（水）　15：00～18：00 平成30年12月13日（木）　14：00～17：55

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

開会挨拶 山下　徹　理事長 山下　徹　理事長 青山友紀　理事長

祝辞Ⅰ/祝辞Ⅱ
國重　徹氏（総務大臣政務官）
吉田博史氏（経済産業省　商務情報政策局審議官）

東京2020大会：新たなスポーツの価値の創造 文化を運ぼう 5G・IoT・AI時代のデータ利活用戦略と日本の未来

古宮正章氏（東京オリ・パラ組織委員会　副事務総長） 宮田亮平氏（文化庁長官) 鈴木茂樹氏（総務省 総務審議官）

2020年以降に向けた日本のICT戦略 2020東京大会、文化を通じた機運醸成について ドコモが描くデジタルトランスフォーメーション

鈴木茂樹氏（総務省　総務審議官（郵政・通信担当）） 多田健一郎氏（内閣官房東京オリパラ事務局 企画・推進統括官） 阿佐美弘恭氏（株式会社NTTＴドコモ　代表取締役副社長）

スマート＆ユニバーサルソサイエティ×ICT～2020年、そしてその先へ～ マンガとアニメと手塚治虫 データが変えるパフォーマンス　～プロ・スポーツの進化に見るデータの力

栗山浩樹氏（NTT取締役　新ビジネス推進室長・2020準備担当） 松谷孝征氏（株式会社手塚プロダクション 代表取締役社長） 福田 譲氏（SAPジャパン株式会社 代表取締役社長）

「2020」・そして、それからの放送メディア 楽天の成長とプラットフォーム～戦略的なデータ活用～

児野明彦氏（NHK専務理事・技師長） 北川拓也氏（楽天株式会社　執行役員　ファンクションCDO

ﾓﾃﾞﾚｰﾀ：：関口和一氏（日本経済新聞社　編集委員） モデレータ：中村伊知哉氏（慶應義塾大学大学院  教授）
「Society5.0時代の働き方。
激化する採用難を乗り切れる競争力のある会社にするためには

パネリスト：古宮正章氏、鈴木茂樹氏、栗山浩樹氏、 間下直晃氏（株式会社ブイキューブ　代表取締役社長）

児野明彦氏 モデレータ：関口和一氏（日本経済新聞　編集委員）

 多田健一郎氏、松谷孝征氏、

閉会挨拶 和崎信哉　副理事長（株式会社WOWOW 代表取締役社長） 関　祥行　副理事長（株式会社フジテレビジョン　常任顧問） 山口重樹　副理事長（株式会社ＮＴＴデータ代表取締役副社長執行役員）
・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団）
・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan）
・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS）
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ
・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ ・㈱ＷＯＷＯＷ
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ

協賛 ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴぷらら
・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター ・㈱トヨタIT開発センター
・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ
・㈱IoTスクエア ・㈱IoTスクエア ・楽天株式会社

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・内閣府知的財産戦略本部、・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁

参加者数
会場参加者：265名、ネット配信：290名（延べ）（VCUBE)+340名（延べ）（ニ
コ動BAチャンネル）

会場参加者：146名、ネット配信：89名（延べ）（VCUBE)＋252名（延べ）（ニコ動
BAチャンネル）

会場参加者：240名、ネット配信：399名（延べ）（VCUBE)＋267名（延べ）（ニコ動
BAチャンネル）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：41.2％ 大変有意義だった：45.0％ 大変有意義だった：41.4％
有意義だった：55.9％ 有意義だった：55.0％ 有意義だった：55.2％
どちらとも言えない：2.9％ どちらとも言えない：0.0％ どちらとも言えない：3.4％
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

無意味だった：0.0％

共催

（本講演会は有意
義でしたか？）

テ－マ

パネリスト：住田孝之氏（内閣府 知的財産戦略推進事務局長、ミニプレゼン：
クールジャパン戦略の深化)、

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その10）

東京2020が促す通信・放送ルネサンス

基調講演Ⅰ/特別
講演/記念講演

基調講演Ⅱ/基調
講演Ⅰ

講演Ⅰ/基調講演
Ⅱ

beyond2020日本文化の海外発信

講演Ⅱ

どうなる？　どうする？　データ新世紀時代のプラットフォーム戦略

パネルディスカッ
ション/講演Ⅲ

パネリスト：森 健一氏(株式会社NTTＴドコモ 取締役常務執行役員）、
福田 譲氏、北川拓也氏、間下直晃氏



項目 第31回ブロ－ドバンド特別講演会 第32回ブロ－ドバンド特別講演会 第33回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 2019年5月10日（金）　15：00～18：１0 2019 年12 月11 日(水)14:00～17:１0 2020年6月17日(水)　15：00～18：10

開催場所 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間 明治記念館　曙の間

開会挨拶 青山友紀　理事長（東京大学 名誉教授） 青山友紀　理事長（東京大学 名誉教授） 岩本 敏男 新理事長（（株）NTTデータ相談役）

データ駆動社会における放送政策の課題 Society5.0を支える５Ｇの発展に向けて テクノロジーがもたらす変革と新たな社会

山田真貴子氏（総務省 情報流通行政局長） 鈴木茂樹氏（総務省 総務事務次官）、代：荻原直彦氏（移動通信課長） 岩本 敏男 新理事長（（株）NTTデータ相談役）

“視聴率×新たな視聴データ”の時代へ Beyond 2020のソサイエティ・ビジネス・イノベーション パンデミック対応としてのデジタルソリューションの可能性

尾関光司氏（（株）ビデオリサーチ 常務取締役） 栗山浩樹　氏（NTT　常務取締役（新ビジネス推進室長・2020担当）） 安藤 久佳 氏（経済産業省 経済産業事務次官）

“データの会社”を目指すヤフーが考える“メディア×データ” デジタルトランスフォーメーションを支える5G技術と新たな社会像

田中祐介氏（ヤフー（株）執行役員・（株）GYAO 代表取締役社長） 西原政利氏（ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社 執行役員）

電通グループが目指す未来～データとテクノロジーで実現したいこと～ Society5.0☓5G

鈴木禎久氏（（株）電通デジタル  代表取締役社長） 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科　教授

モデレータ：鈴木祐司氏（次世代メディア研究所 代表） テーマ：５Ｇ・東京五輪が促すデジタル変革のパラダイム

パネリスト：尾関光司氏,田中祐介氏,田中祐介氏
モデレータ：関口和一氏（(株)MM総研　代表取締役所長）
パネリスト：栗山浩樹氏代理、小林 央氏（NTT 新ビジネス推進室 統括部
長）、西原政利氏、中村伊知哉 氏

閉会挨拶 関　祥行　副理事長（（株）フジテレビジョン　常任顧問） 藤原洋 副理事長（(株)ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長CEO) 関　祥行　副理事長（（株）フジテレビジョン　常任顧問）

・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団）
・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan）
・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS）
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ
・㈱ＷＯＷＯＷ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴドコモ

協賛 ・㈱ＮＴＴぷらら ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ブイキューブ
・㈱ＮＴＴドコモ
・㈱ブイキューブ ・㈱MM総研

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録 ・情報通信月間参加行事に登録
後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁、・情報通信月間推進協議会 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、･文化庁、・情報通信月間推進協議会

参加者数
会場参加者：276名、ネット配信：212名（延べ）（VCUBE)＋345名（延べ）
（ニコ動BAチャンネル）

会場参加者：264名、ネット配信：612名（延べ）（VCUBE)＋114名（延べ）（ニコ
動BAチャンネル）

・会場参加者（関係者）：31名、　・ネット配信（VCUBE）：1,653名（延べ）(ラ
イブ：1,070、オンデマンド：583）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：51.4％ 大変有意義だった：36.1％ 大変有意義だった：56.7％(41.9%）　（　）内はオンライン調査値
有意義だった：48.6％ 有意義だった：59.7％ 有意義だった：59.7％（50.4%）
どちらとも言えない：0.0％ どちらとも言えない：4.2％ どちらとも言えない：0.0％(7.7%)
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％(0.0%）

無意味だった：0.0％

（本講演会は有意
義でしたか？）

講演Ⅰ/
特別講演

講演Ⅱ/パネル
ディスカッション

講演Ⅲ/パネル
ディスカッション

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その11）

テ－マ “メディア×データ”でビジネスを拓く！ 5G and Beyond 2020～デジタルトランスフォーメーション時代へ～ デジタルテクノロジーによる社会課題の解決～SDGsの実現～

パネリスト：西山 圭太 氏（経済産業省 商務情報政策局　局長）、岩本
敏男 新理事長（（株）NTTデータ相談役）、
石山 洸 氏（（株）エクサウィザーズ　代表取締役社長（ミニプレゼン：アフ
ターコロナ時代のDX））、
鈴木 国正 氏（インテル（株）代表取締役社長（ ミニプレゼン：インテルが
考えるデータ・セントリック・トランスフォーメーション））

テーマ：SDGｓ実現にデジタル技術をどう活かすか～新型ウイルスからの
教訓～　　　　　モデレータ：関口 和一 氏（（株）MM総研　代表取締役所
長、元日本経済新聞社 論説委員）

基調講演

パネルディスカッ
ション

共催

①大変有意義だった28%②有意義だった69%③どちらとも言えない3% ④無意味であった0%㈱ジェイ・シー・アイ3% その他10%（財）デジタルコンテンツ協会16% （社）電気通信協会23%ブロードバンドアソシエーション・ホームページ29% 情報通信ネットワーク産業協会19%



項目 第34回ブロ－ドバンド特別講演会 第35回ブロ－ドバンド特別講演会 第36回ブロ－ドバンド特別講演会

開催日・時 2020 年12 月15日(火)　14：30～17：30 2021年6月21日(月)　14：30～17：30 2021年12月13日(月)　14：00～17：00

開催場所 明治記念館　千歳の間 明治記念館 若竹の間 明治記念館 若竹の間

開会挨拶 岩本敏男 理事長（（株）NTTデータ相談役） 岩本敏男 理事長（（株）NTTデータ相談役） 岩本敏男 理事長（（株）NTTデータ相談役）

ローカル５G最前線 政府におけるデジタル改革の取組について TOKYO2020レガシー創造の軌跡と次代に向けて

竹内芳明氏（総務省 総合通信基盤局長） 三輪昭尚氏(内閣情報通信政策監(政府CIO）) 栗山浩樹氏（NTTコミュニケーションズ（株）代表取締役副社長）

ローカル5Ｇの普及促進と6Gへの期待 自治体DXの現状と未来 TOKYO2020公共メディアとしての取り組み

中尾彰宏氏（東京大学大学院 教授　ローカル５G普及研究会 委員長） 吉本和彦氏（地方公共団体情報システム機構　理事長）
樋口昌之氏（NHK2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部副本部
長）

閉会挨拶 藤原洋 副理事長（(株)ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長CEO) 松本俊博　副理事長　(株)NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ　取締役) 松本俊博　副理事長　(株)NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ　取締役 DXO)

・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ） ・一般社団法人情報通信ネットワ－ク産業協会（CIAJ）
・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA） ・一般社団法人電気通信協会(TＴA）
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA） ・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA）
・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC） ・一般財団法人マルチメディア振興センタ－(FMMC）
・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） ・一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA）
・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA） ・一般社団法人日本インタ－ネットプロバイダ－協会(JAIPA）
・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa） ・一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa）
・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO） ・NPO法人映像産業振興機構（VIPO）
・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE） ・一般財団法人アライアンスフォ－ラム財団（ALLIANCE）
・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD） ・一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF） ・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォ－ラム(MCF）
・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go） ・一般社団法人融合研究所(You　Go）
・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA） ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA）
・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS） ・一般社団法人電子出版制作・流通協議会（AEBS）
・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) ・一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV） ・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラム（IPTV）
・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団） ・公益財団法人原総合知的通信システム基金（原財団）
・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA） ・一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA）
・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan） ・一般財団法人インターネット協会(IAjapan）
・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS） ・一般財団法人関西情報センター（KIIS）
・一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）　 ・一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）　 ・一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）　
・一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA) ・一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA) ・一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)
・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ ・㈱ＮＴＴデ－タ
･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ ･㈱ＮＨＫエンタープライズ

協賛 ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ ・㈱ＮＴＴドコモ
・日本電気（株） ・日本電気（株） ・日本電気（株）
・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ ・㈱ブイキューブ

特別協賛 ・情報通信月間参加行事に登録

後援 ・総務省、・経済産業省、･文化庁 ・総務省、・経済産業省、・情報通信月間推進協議会 ・総務省、・経済産業省、･文化庁

参加者数
・会場参加者（関係者）数：35名、・ネット参加(視聴）者（V-CUBE）：1,716名（延
べ）(ライブ：1,208名、オンデマンド：508名）

・会場参加者（関係者）数：31名、・ネット参加(視聴）者（V-CUBE）：1,414名
（延べ）(ライブ：902名、オンデマンド：512名）

・会場参加者（関係者）数：31名・ネット参加（視聴）者(V-CUBE)：655名（延
べ）(ライブ：315名、オンデマンド：340名）

アンケ－ト調査 大変有意義だった：55.1％ 大変有意義だった：43.7％ 大変有意義だった：64.7％　　
有意義だった：43.7％ 有意義だった：50.5％ 有意義だった：35.3％
どちらとも言えない：1.2％ どちらとも言えない：5.8％ どちらとも言えない：0.0％
無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％ 無意味だった：0.0％

これまでの「ブロ－ドバンド特別講演会」の実施概要（その12）

（本講演会は有意
義でしたか？）

日本発デジタルレガシーへの挑戦～TOKYO2020で育んだ新技術～

テーマ：スポーツで育んだ日本のデジタル化とは何だったのかモデレータ：
関口和一 氏（（株）MM総研　代表取締役所長、元日本経済新聞社 論説委
員）

パネリスト：木下真吾氏(NTT人間情報研究所 所長）
中野泉氏（株式会社NHKグローバルメディアサービス　スポーツセンター
担当部長）
水口喜博氏(NEC東京オリンピック・パラリンピック推進本部長)
藤原英則氏(富士通デジタルソフトウェア＆ソリューションBGスポーツビジ
ネス統括部長兼東京オリンピック・パラリンピック推進本部)

テーマ：ローカル５G夜明け前～日本の情報通信産業の救世主たるか？～
モデレータ：関口和一 氏（（株）MM総研　代表取締役所長、元日本経済新聞社
論説委員）

パネルディスカッ
ション

パネリスト：翁長久氏（総務省 電波部 移動通信課長）
中尾彰宏氏（東京大学大学院 教授、ローカル５G普及研究会 委員長）
岩浪剛太氏（（株）インフォシティ 代表取締役）

共催

基調講演

テーマ：ポストニューノーマル時代の日本のデジタル変革
モデレータ：関口和一 氏（（株）MM総研　代表取締役所長、元日本経済新聞
社 論説委員）

パネリスト：三輪昭尚氏(内閣情報通信政策監（政府CIO）
吉本和彦氏（地方公共団体情報システム機構　理事長）
中尾彰宏氏（東京大学教授、「ローカル５G普及研究会」委員長）
岩﨑尚子（早稲田大学電子政府・自治体研究所教授、NPO法人国際CIO学
会理事長）

テ－マ ローカル５Gの挑戦～ニューノーマル時代のデジタル変革～ ポストニューノーマル時代の日本のデジタル変革

特別講演

①大変有意義だった28%②有意義だった69%③どちらとも言えない3% ④無意味であった0%㈱ジェイ・シー・アイ3% その他10%（財）デジタルコンテンツ協会16% （社）電気通信協会23%ブロードバンドアソシエーション・ホームページ29% 情報通信ネットワーク産業協会19%


