
スマートＴＶ、ソーシャルメディア活用、動画配信サービス、 
放送システムを支えるクラウドコンピューティング、新たな電波利用などを
はじめとするメディアプラットフォームなど、放送・通信をとりまく環境は変
化が絶えません。毎年大好評をいただいているIMC Tokyo 2011の専門コ
ンファレンスでは、今年も旬なテーマで皆様に有益な情報をお届けしてま
いります。是非、今後のビジネス活動のヒントにこの場をご活用ください。 

会期 2011年6月8日（水）・9日（木）・10日（金） 

会場 幕張メッセ / 東京ベイ幕張 

主催 IMC Tokyo 2011 実行委員会 

運営 株式会社ナノオプト・メディア 

運営協力 株式会社映像新聞社 

お申し込みはオフィシャルサイトにて受付しております。 

オフィシャルサイト： http://www.imctokyo.jp 

 

30％以上お得な事前料金の締切りは2011年6月3日＇金（18：00！ 

http://www.imctokyo.jp/


全体スケジュール 

2011 年6月8日（水）

IMC-01 

テレビはチャンネルからアプリの時代へ。スマートTVがもたらすメディアインパクト

江口靖二　デジタルメディアコンサルタント

IMC-02 

マルチメディア放送のビジネス・ポテンシャルについて

二木　治成

㈱ｍｍｂｉ 代表取締役社長

IMC-03 

ラジオのネット展開と今後について

■Moderator

中村　伊知哉　慶應義塾大学大学院　メディアデザイン研究科　教授

■Panelists

香取　啓志　朝日放送株式会社　技師長

神山　隆　　KDDI株式会社　新規事業統括本部　メディア・CATV推進本部　副本部長 
.

2011年6月9日（木）
IMC-04 

放送・通信連携サービス＆プラットフォーム最新動向

前編：放送通信連携システム Hybridcast　

松村 欣司　　日本放送協会 放送技術研究所 次世代プラットフォーム　専任研究員

後編：　ヤフー株式会社

IMC-05 

放送局におけるソーシャルメディアへの取り組み

前編　フジテレビジョン株式会社

後編：ソーシャル化でパワーアップするマスメディア

山脇伸介  ＴＢＳテレビ メディアビジネス局　デジタルコンテンツ制作部 

IMC-06 

震災とメディア　～ファイル化運用からＳＮＳ活用まで。各局における対応事例～

日本放送協会（調整中）

川邊裕介　日本テレビ放送網（株）　編成局クロスメディア事業推進部

デジタル運用チーフプロデューサー

鈴木宏友 TBSテレビ　報道局デジタル編集部担当部長

岩尾洋英 （株）フジテレビジョン 技術局回線管制部設備担当部長

2011年6月10日（金）
IMC-07

放送システムのクラウドセンター活用に向けて（仮） 

和賀井　隆 株式会社フジテレビジョン 情報システム局 局長

江崎　英徳　西日本コンピュータ株式会社 ＢＲＰ技術部 部長代理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

IMC-08

IPDCを活用するダブルスクリーン型放送サービスの可能性

齊藤　浩史　株式会社毎日放送／ＩＰＤＣフォーラム 経営戦略室 部次長

石川　勝一郎 株式会社　ネクストウェーブ　/ IPDC フォーラム 戦略企画担当 取締役

16:30-18:00

10:20－11:50

12:50－14:20

12:50－14:20

14:40－16:10

16:30-18:00

12:50－14:20

14:40－16:10



セッション紹介:  DAY 1  
今後のメディアプラットフォームを徹底解剖 

IMC-01 6月8日＇水（12:50 - 14:20 

テレビはチャンネルからアプリの時代へ。スマートTVがもたらすメディアインパクト 

 

講演者 

江口 靖二   デジタルメディアコンサルタント 

 

.概要 

スマートTVがやって来る。これは単なるテレビの進化型だけではとどまらず、通信放送の融合の最終着な地
点というだけでも語り切れない。これまでのテレビはチャンネルという概念の歴史であったが、今後はアプリと
いう概念に取って代わる。アプリには従来のようなストリーミング型の番組サービスはもちろん、WEBやモバ
イルのサイトやコンテンツも包含したものになる。さらに放送だけではく、家以外の場所でのデジタルサイ
ネージも含めて、あらゆるデジタルデバイスに対してそれぞれの利用シーンに対して最適化されて提供され
るようになるだろう。本講ではその行方と対策について考えていく。  

 

 IMC-026月8日＇水（14:40 - 16:10 

マルチメディア放送のビジネス・ポテンシャルについて 

 

講演者 

二木 治成   株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長  

 マルチメディア放送は、従来のテレビ放送のようなリアルタイム型放送と、従来には無かった蓄積型放送を
提供します。蓄積型放送は、多様なコンテンツを自動的に受信・蓄積し、後から視聴できるサービスです。ま
た、マルチメディア放送は、ケータイ端末で多様なコンテンツが視聴できるということに加え、放送と通信の連
携により、新たな価値＇サービス（を生み出します。いわゆるスマートテレビのモバイル版を目指しています。 

 私たちは、マルチメディア放送を通して、今までに無かった新たな「放送と通信の連携サービス」を創出する
「場」を提供していきます。ここでは、今後の事業展開とその可能性について紹介いたします。 

 

IMC-03 6月8日＇水（16:30 - 18:00 

ラジオのネット展開と今後について 

 

■Moderator 

中村 伊知哉 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 

 

■Panelists 

香取 啓志 朝日放送株式会社 技師長 

 

神山 隆  KDDI株式会社 新規事業統括本部 メディア・CATV推進本部 副本部長  

.概要 

1922年3月、日本で初のラジオの実験放送が行われました。翌、1923年、関東大震災が発生し、人々の情
報収集手段としてラジオ放送が急速に広がりました。 

約90年が経った今、私たちを取り囲む情報プラットフォームの形は全く違うものになっています。ラジオ放送
も、昨今のケータイ、スマートフォン、タブレット、ＰＣなどのマルチデバイス化が進む時代において、新しいメ
ディアネットワークとしての進化を遂げています。また3月11日に発生した東日本大震災においては、90年前
とは違った形で人々にも貢献しています。本セッションでは、海外でもPandoraやBBCなどでも新たなメディア
としての始まっているラジオのネット展開について展望していきます。 . 

 

 



セッション紹介:  DAY 2 ① 
放送・通信連携事例、プラットフォーム 

IMC-046月9日＇木（12:50 - 14:20 

放送・通信連携サービス＆プラットフォーム最新動向 

 

前編：松村 欣司  日本放送協会 放送技術研究所 次世代プラットフォーム 専任研究員  

 

後編：ヤフー株式会社 

 

■前編 放送通信連携システム Hybridcast 

 

"近年、インターネット接続機能を備えたテレビの普及が進み、テレビは放送を見るだけでなく、ネット経由で様々な
サービスを楽しむことができる端末になってきた。NHK放送技術研究所では、このような時代において今まで以上に
魅力のある放送サービスを楽しんで頂くために、放送通信連携システム～Hybridcast～の開発に取り組んでいる。
Hybridcast開発の目標は、放送と連携した様々なインターネットサービスを利用して、既存の放送サービスを強化で
きるような環境を実現することである。 

本講演では、Hybridcastが実現する新しい放送通信サービスの例を示しながら現在の検討状況を紹介し、併せて
今後の実用化に向けた取り組みについて述べる。 

 

■ 後編 詳細はホームページにてご確認ください。 

 

IMC-05 6月9日＇木（14:40 - 16:10 

放送局におけるソーシャルメディアへの取り組み 

 

講演者 

前編： 奥津 信弘 株式会社 フジテレビジョン  

     クリエイティブ事業局 クリエイティブ事業推進センター クリエイティブ事業営業部 渉外統括担当部長  

 

後編  山脇伸介 ＴＢＳテレビ メディアビジネス局 デジタルコンテンツ制作部  

 

前編：フジテレビ新サービス 無料動画コミュニティサイト「見参楽＇みさんが！（」について＇仮（ 

 

2011年4月18日＇月（にスタートしたフジテレビの新サービス、無料動画コミュニティサイト「見参楽＇みさんが！（」。
フジテレビがインターネット向けに制作したオリジナル動画コンテンツをPC、携帯＇docomoのみ（、iPhone、iPadなど
に配信中。 

本サービスは、番組と視聴者とのコミュニケーションを重要視し、視聴者対話型／参加型のプログラム作りに注力し
ていきます。新サービス開始に至る経緯、新サービスの目的やねらい、今後の展望などをお話しします。  

 

後編：「ソーシャル化でパワーアップするマスメディア」  

 

今、起きているソーシャルメディア革命はグーテンベルク以来のメディアの大革命だといわれている。2011年、日本
でもフェイスブックが本格的に会員数を伸ばし、早ければ年内にも1000万人を達成する可能性も出てきた。この
フェイスブックやツイッターに代表されるSNS＇ソーシャルネットワーキングサービス（にマスメディアはどのように対
処しようとしているのか？米国での学生生活中に、フェイスブックの台頭を目の当たりにしたテレビマンが、欧米の
状況・日本の現状などを独断と偏見で切らさせて頂きます！！  

 

 

. 



セッション紹介:  DAY 2 ②  
放送・通信連携事例、プラットフォーム 

IMC-066月9日＇木（16:30 - 18:00 

震災とメディア ～ファイル化運用からＳＮＳ活用まで。各局における対応事例～ 

 

講演者 

日本放送協会＇調整中（ 

川邊裕介 日本テレビ放送網＇株（ 編成局クロスメディア事業推進部  

       デジタル運用チーフプロデューサー  

鈴木宏友 TBSテレビ 報道局デジタル編集部担当部長 

岩尾洋英 ＇株（フジテレビジョン 技術局回線管制部設備担当部長  

 

概要 

3月11日に発生した東日本大震災。その時、放送局が取った対応とは？本セッションでは、大震災発生時に
おける放送事業者の対応についてリレー形式で紹介します。 

 

震災とメディア ～大規模震災時における各局の対応～ 日本テレビの場合  

 

未曾有の大災害となった東日本大震災では、マスメディアによる情報発信の重要性が再認識された。テレビ
局の場合、速報性が優れている地上波放送が情報発信の中心となるが、今回の震災では取材で収集した
膨大な情報をデータ放送やホームページを通じて任意のタイミングで視聴者がアクセスできるようにアーカイ
ブ化した。また、外出先など、テレビ受像機の前にいない人たちのために、インターネット回線への負荷が少
なく、携帯端末等のバッテリー負荷も少ないと考えられるtwitterで震災情報を配信した。今後は、被災地とそ
れ以外の地域では必要とする情報が異なる場合があるので、ニーズに合わせた複数のtwitterアカウントに
よる情報提供が課題の１つとなっている。  

 

「誰がWebに震災を伝えるのか」 

～TBSはなぜ一番先にWeb配信を決断できたのか～ 

 

Webには情報があふれています。速報性では目の前で起きたことを呟くツイッターにはかないません。今震
災時のツイッターの威力は目を見張るものがありました。しかし課題も多くあります。情報の統合や信頼性担
保はどうするのか。刻一刻状況が変化する大震災、TVの力が発揮されました。TBS・JNNは全系列で最も早く
震災特番のWeb配信を決めました。それは決して付け焼き刃の対応ではなかったのです。TBS報道局はこの
一年Web上での災害報道について検討を重ねていました。実は去年秋の民主党代表選のUst中継もその実
験の一環なのです。Webを使ったＴＢＳの震災報道を振り返り、TV報道とWebの将来を展望します。 

 

東日本大震災における番組販売 

～FNS系列ファイルによる次世代型配信システム 「FileX＇ファイレックス（」の活用～  

 

東日本大震災直後に陸路が絶たれ、物流が滞る中、フジテレビから系列各局への番組販売＇番販（素材で
あるＶＴＲテープを配送出来ない状況に陥った。時に、ＦＮＳ系列では、4月からの運用開始を予定していた次
世代型番販配信システム「FileX＇ファイレックス（」の運用シミュレーション中であった。系列各局の放送維持
のため、FileXを前倒しして運用開始し、各局に緊急配信を行うことで難局を乗り切った。本講演では、震災直
後の状況と、FileXによりどのように緊急配信を行ったかを、FileXの概要を交えながらご紹介する。  

 

 



セッション紹介:  DAY 3   
今後のシステム、サービスを支える技術と事例 

IMC-076月10日＇金（10:20 - 11:50 

放送システムのクラウドセンター活用に向けて＇仮（ 

 

講演者 

和賀井 隆 ＇株（フジテレビジョン 情報システム局 局長  

江崎 英徳 西日本コンピュータ株式会社 ＢＲＰ技術部 部長代理  

 

フジテレビ及びFNS各社は、系列内の編成や広報等各種情報共有ネットワーク、及び、系列局共同で開発し
運用している営業放送関連システムを、2013 年春にクラウドセンター方式ヘ集約・統合し、各社のシステム
設備投資や関連費の削減、系列内情報の更なる活用、更に重要インフラとして災害対策／BCPの強化を図
ることとして具体的作業に入った。放送局、特に編成・放送に関わるシステムは、放送制御やデータ反映等
において正確かつ即時・柔軟対応が必須要件となるため、センター方式は難しいとも言われ、期待以上に不
安も多いことではあったが、FNS系列では、ポストデジタル時代におけるITインフラについてこれらの検討を
重ね、技術的可能性と検証を踏まえて、クラウドセンター化という具体的な実装方式を確定した。今回はその
経緯と今後の取り組みを紹介する。  

 

IMC-086月10日＇金（12:50 - 14:20 

IPDCを活用するダブルスクリーン型放送サービスの可能性  

 

講演者 

齊藤 浩史 株式会社毎日放送／ＩＰＤＣフォーラム  

経営戦略室 部次長  

 

石川 勝一郎  

株式会社 ネクストウェーブ / IPDC フォーラム  

戦略企画担当 取締役  

 

デジタル放送でIPパケットを送信する方式(IP Data Casting（を活用することで、放送波を用いて各種のマル
チメディアコンテンツをファイルとして受信機に届けることができます。 

さらに、受信機に届いたファイルを連携するタブレット型デバイスなどに転送して利用することで、２つの画面
＇ダブルスクリーン（を併用する効果的な情報サービスが実現できます。 

こうしたダブルスクリーン型サービスについて、放送事業者が考えるサービスイメージと、ワンソースマルチ
デバイスを実現するためのコンテンツの構造化配信コンテナ技術についてお話しします。  

 

IMC-096月10日＇金（14:40 - 16:10 

テレビ向けＷｅｂにおける最新動向＇仮（ 

 

詳細は、オフィシャルサイトにてご確認ください。 

 

 

 

 



講演者紹介 

江口 靖二   デジタルメディアコンサルタント 

１９８６年慶應義塾大学商学部卒、慶應義塾大学新聞研究所修了、日本ケーブルテレビジョン＇ＪＣＴＶ（入社。
技術局、制作局、マルチメディア室、経営企画室を経て開発営業部長。ＣＳ、ＢＳ、地上波の番組制作、運用
を経験。２０００年ＡＯＬジャパン入社、コンテンツ部プログラミングマネジャー。２００２年放送業界専門コンサ
ルティング会社であるプラットイーズ設立に参画し放送通信領域のコンサルティングに従事。２００８年個人と
して独立。現在デジタルサイネージコンソーシアム常務理事などを兼務。  

 

二木 治成   株式会社ｍｍｂｉ 代表取締役社長  

昭和51.4  日本電信電話公社入社 

平成11.1  エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ 経営企画部担当部長＇平成12.4 社名変更（ 

   15.6  ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 取締役 ネットワーク企画部長 

   16.6  同 取締役 人事育成部長 

   18.8 同  取締役常務執行役員 人事育成部長 

   19.6  同  取締役常務執行役員  ネットワーク本部長 

   20.6 同 取締役常務執行役員 ネットワーク担当 

   22.6 ㈱マルチメディア放送 代表取締役社長＇平成23.4 ㈱ｍｍｂｉに社名変更（ 

 

神山 隆  KDDI株式会社 

1987年 国際電信電話株式会社＇現KDDI（入社。海外調査部門、経理部門、電話サービス企画部門などを
経て、2002年より携帯電話向けコンテンツサービスの企画業務に携わり、着うた、着うたフル、LISMOの立ち
上げに関わる他、FMケータイ、ワンセグといった放送通信連携サービスの企画推進を行う。 

2011年4月より現職。KDDIが保有する携帯電話、FTTH、CATVなどのメディア事業基盤をベースに新たな生
活体験の提案を模索中。  

 

齊藤 浩史 株式会社毎日放送／ＩＰＤＣフォーラム 

1990年 神戸大学大学院工学研究科システム工学専攻修了 

 同年  株式会社毎日放送入社 

         主に制作技術部門で、映像、照明など番組制作に従事 

2005年 神戸大学大学院専門職学位課程 現代経営学専攻 修了 

2006年より現部署に従事  

 

石川 勝一郎 株式会社 ネクストウェーブ / IPDC フォーラム  

東京大学 理学部 数学科卒。 

デジタルコンテンツ制作会社、インターネットサービス企画運用会社を経て現職。 

放送を活用したマルチメディアコンテンツの配信システムや表現手法のプランニング、コンシューマー向け
サービス設計に従事。 



 

和賀井 隆 ＇株（フジテレビジョン 

栃木県出身。１９７５年三菱レイヨン入社、情報システム部勤務を経て、１９８６年フジテレビ、システム開発室入社。
以降情報ステム担当として、社内インフラ企画・運用及び、社内業務システムとして報道情報・アーカイブ、選挙、編
成営放システムなどの企画開発、及びFNS系列の情報化推進を担当、２００９年より情報システム局長。  

 

江崎 英徳 西日本コンピュータ株式会社  

福岡県大牟田市出身。１９８５年西日本コンピュータ入社。 

電力系のＦＡ開発を担当。その後１９９７年頃からテレビ局向けの検尺システムの開発をきっかけに、営放システム
の開発を担当。主に放送系のシステムを担当。"  

 

川邊裕介 日本テレビ放送網＇株（  

1992年 4月 日本テレビ放送網株式会社 入社 

1992年 6月 報道局 ＇報道カメラマン、NNNドキュメントディレクターなど（ 

2007年12月 編成局デジタルコンテンツセンター デジタル制作部 プロデューサー 

2010年 7月 編成局クロスメディア事業推進部  デジタル運用チーフプロデューサー 

 

鈴木宏友 TBSテレビ 

１９８７年TBS入社。社会部、経済部記者。TV営業でセールスも経験。サンデーモーニングプロデューサ。ニュース２
３チーフプロデューサーを経て２０１０年度から動画ニュースのデジタル展開を担当。参院選でツイッターの当確ボッ
ト、民主党代表選のUst配信実験、Facebookで初の日本語動画サイトTBSNews立ち上げる＇管理人（  

 

岩尾洋英 ＇株（フジテレビジョン 

平成元年に入社後、3年間制作技術センターで中継ビデオエンジニアとして従事し、その後、ステーション部門であ
る放送技術センターに異動。FPUやSNG等、回線全般を担当した。2005年以降は、IPを活用した放送コンテンツの
集配信検討プロジェクトや、次世代放送システムの構築を担当し、2009年には局内IPネットワーク化による新回線
センターを構築した。  

 

奥津 信弘 株式会社 フジテレビジョン 

1963年3月 宮城県石巻市出身 

1987年3月 早稲田大学卒 

同年4月   日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

2001年1月 株式会社フジテレビジョン入社 BSフジ出向 

2006年7月 同社 デジタルコンテンツ局＇現クリエイティブ事業局（ 

データ放送、フジテレビオンデマンドなどを担当後、現在に至る  

 

山脇伸介 ＴＢＳテレビ  

1991年入社。朝昼の生情報番組やニュース番組でディレクター。2007年から1年間、ニューヨーク大学院＇NYU（で
「テレビとインターネットのこれから」について学ぶ。ツイッター@tbs_channelのマネージャーにして、FBページ「ＴＢＳ
ニュース」の黒衣。著書「Facebook 世界を征するソーシャルプラットフォーム」＇ソフトバンク新書（  

. 

松村 欣司  日本放送協会 

1996年、東京工業大学大学院修士課程修了。同年、NHKに入局。放送技術局を経て1998年より放送技術研究所
に勤務。以来、マルチメディアコンテンツ符号化および次世代放送サービスの研究開発に関わる。現在は放送技術
研究所 次世代プラットフォーム研究部に所属。  

 

 

講演者紹介 



定価 事前料金 

1日券 ¥45,000  ¥30,000  

2日間 ¥70,000  ¥55,000  

3日間  ¥85,000 ¥70,000  

■参加料金について 

【ご注意】 
同時開催のInterop Tokyo, デジタルサイネージジャパン2011のセッションも選択が可能です。 

上記お申込項目および各種パッケージ料金は、同一の方のご利用を前提としています。 

1枚の受講証内に受講セッションを全て記載してお渡しする形となり、複数名で分割してのご利用は出来ま
せんので予めご了承ください。 

会場にてご本人確認を行わせていただく場合がございますのでご了承ください。 

お申し込みはオフィシャルサイトにて受付しております。 

オフィシャルサイト： http://www.imctokyo.jp 

コンファレンス申込み締切り： 2011年6月3日＇金（18：00 

【お問い合わせ先】 
コンファレンス事務局 

june-conf@f2ff.jp 

受付時間：10:00～17:00 

http://www.imctokyo.jp/

