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2015年度春季（第32回）情報通信学会大会・総会及び、
国際コミュニケーション・フォーラム開催のご案内

公益財団法人　情報通信学会
会　長　三　友　仁　志

本年度から、春（6月）と秋（11月）に学会大会と国際コミュニケ
ーション・フォーラムを年2回開催してまいります。
2015年度春季は、青山学院大学を開催校として、6月20日（土）、
21日（日）の2日間にわたり、学会大会を開催すると同時に、20日
（土）に国際コミュニケーション・フォーラムのシンポジウム
「通信自由化30周年 次の10年に何が起きる part1」を開催いた
します。
また、本大会は平成27年度情報通信月間の参加行事となって

います。

国際コミュニケーション・フォーラム　シンポジウム
「通信自由化30周年 次の10年に何が起きる part 1」

本年は通信自由化30周年にあたります。20周年からの10
年の間の大きなトピックに、融合法制、ビッグデータ、ICT
利活用の一層の促進などがあげられます。もはや通信事業者
の伝送路整備問題ではなく、融合化しつつある放送を含めた
プラットフォームとコンテンツ領域にも社会的課題が拡大し
ています。そこで、次の40周年に向かう10年の間に、何が
起きうるのか、何を期待するのかを、政策者の視点、ユーザ
ーの視点、事業者の視点から、春季、秋季の2回にわたって
考えようというものです。

公益財団法人 情報通信学会　事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1－4－1

日土地ビル11階
電話 03 - 5501- 0566 FAX 03 - 5501- 0567
office@jsicr.jp http://www.jsicr.jp/

第32回情報通信学会大会
6月20日（土） 個人研究発表（大学院生セッション）

総会 ・ 懇親会
6月21日（日） 個人研究発表（一般セッション）

ポスターセッション
研究会報告

2015年度春季（第32回）国際コミュニケーション・フォーラム

「通信自由化30周年　次の10年に何が起きる part 1」
2015年6月20日（土） 受付13：00 開演13：35（17：30終了予定）

青山学院大学　青山キャンパス　17号館6階　本多記念国際会議場

プログラム：
13：35 アトラクション（映画上映 モラトリアム・カットアップ（39min.））
14：15 会長挨拶　及び　招聘校挨拶

14：25 基調講演　「政策サイドからみたこれまでの10年、これからの10年」（仮）
鈴木　茂樹（総務省 情報通信国際戦略局長）

15：15 シンポジウム ─コンテンツビジネス研究会presents
「つながる、つながりたくない ─デジタル・コミュニケーションのこれから」
菊地　　実（メディア開発綜研 会長）
中尾　益巳（NHK放送文化研究所 メディア研究部長）
奥　　律哉（電通総研 研究主席 兼 メディアイノベーション研究部長）
菅谷　史昭（KDDI研究所 開発センター長）
福嶋麻衣子（音楽プロデューサー）

18：00 懇親会（アイビーホール　2階　ミルトス）

参加費：　無料
参加申込：　学会ホームページよりお申込みください。

http://www.jsicr.jp/
＊懇親会参加は、別途有料（4,000円）となります。フォーラム参加申込と併せてお申込みください。

主催：　　　　公益財団法人情報通信学会

共催：公益財団法人KDDI財団　青山学院大学総合文化政策学部

後援：総務省、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、

株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、富士通株式会社、

日本電気株式会社、株式会社日立製作所、株式会社東芝、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、

NHK、公益財団法人電気通信普及財団、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本新聞協会、

一般社団法人電波産業会、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター、

一般財団法人電気通信端末機器審査協会、一般財団法人マルチメディア振興センター

会場案内

青山学院大学　青山キャンパス

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メト

ロ副都心線　他「渋谷駅」より徒歩10分

東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」

より徒歩5分

6月20日（土）
学会大会
国際コミュニケーション・フォーラム
⇒17号館　6階
懇親会
⇒アイビーホール（一旦、公道に出て入口）

6月21日（日）
学会大会
⇒ガウチャー・メモリアルホール（15号館）3階

正門 

←表参道 渋谷→ 正門 
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To be continued! 本年11月27日（金）　予定 
通信自由化30周年　次の10年に何が起きる part 2

アトラクション（映画上映）

モラトリアム・カットアップ
柴野太朗　監督（東京造形大学）

39min.
新旧のコミュニケーションのスタイルを
効果的なエッセンスとして用いる若者の
群像劇（フィクション）。
青山フィルメイト2015大賞作品



１日目〔6月20日（土）〕 青山学院大学17号館6階

2015年度春季（第32回）学会大会プログラム

学会大会参加申込
参 加 費　正会員及び賛助会員　2,000円　　非会員　4,000円　　学部学生は会員・非会員を問わず1,000円
懇親会費　4,000円
申込方法　学会ホームページよりお申し込みの上、同封の振込用紙にて参加費、懇親会費を6月15日（月）までにお振込ください。
資　　料　個人研究発表資料は学会ホームページよりダウンロードしてお持ちください。

2日目〔6月21日（日）〕 青山学院大学　ガウチャー・メモリアル・ホール（15号館）3階

9：30～ 午前受付（青山学院大学17号館6階）

無線通信分野の標準規格必須特許の権利行使に関する中国競争法に
よる規制―中国におけるクアルコム社による市場支配的地位の濫用
事件を中心に―
鄭双石（名古屋大学大学院生）
林秀弥（名古屋大学）

主　催　公益財団法人情報通信学会
協　賛　青山学院大学

情報通信月間推進協議会

時　間 内　　容

アーリーバード（個人研究発表　大学院生セッション）

10：00～11：30 第１会場　608教室

【A】司会者：�正次（兵庫県立大学）

第２会場　609教室

【B】司会者：中野幸紀（関西学院大学）

健康におけるソーシャルキャピタルに関する研究現状と今後の展望
舒　　星（早稲田大学大学院生）
樋口清秀（早稲田大学）

ルーラル地域における生活情報サービスへのアクセスについての研
究―埼玉県比企地域におけるデジタル・デバイド解消の事例―
黒山良洋（東京海洋大学大学院生）

日独のスマートハウス普及のための技術戦略と標準化戦略
西田健太郎（東京工業大学大学院生）
宮崎久美子（東京工業大学）

Exploring the knowledge behind big data enabled innovation in
broadcasting: The Case of NETFLIX and BBC
Ruiz Navas Santiago（東京工業大学大学院生）
宮崎久美子（東京工業大学）

発展途上国の通信基盤開発に向けた日本の円借款の実証的評価
畠山裕爾（早稲田大学大学院生）
三友仁志（早稲田大学）

討論者：高崎晴夫（KDDI総研） 討論者候補：山田　肇（東洋大学）

討論者：河又貴洋（長崎県立大学） 討論者：大塚時雄（秀明大学）

討論者：湧口清隆（相模女子大学） 討論者：高嶋裕一（岩手県立大学）

２日目〔6月21日（日）〕 青山学院大学　ガウチャー・メモリアル・ホール（15号館）3階ピロティ

おことわり：プログラムは、一部変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ポスターセッション

移動弱者向け観光アプリの現状と「堺いにしえナビ」開発の試み
発表者：富田英典（関西大学）

林武文（関西大学）、倉田純一（関西大学）、仲川勇二（関西大学）、丸田　一（エポネット株式会社）

地元密着型スポーツ雑誌の創刊におけるローカル局の影響に関する研究
発表者：松実明（上智大学大学院生）

ネットメディアを介したニュース受動行動と分野別ニュース理解度の関連性の調査分析
発表者：宮脇啓透（日鉄住金総研）、前田純弘（昭和女子大学）

プライバシーに配慮した情報提供を可能にする高度知識集約プラットフォームの研究開発
発表者：高崎晴夫（KDDI総研）、村上陽亮（KDDI総研）、加藤尚徳（KDDI総研）

留学生のケータイ利用と対人ネットワーク・異文化適応
発表者：黄偉明（新潟大学大学院生）、中村隆志（新潟大学）

日韓のサイバー空間での紛争とその対応
発表者：李ウォンギョン（早稲田大学大学院生）

11：30～12：30 昼休み

13：00～13：30 総会

18：00～ 懇親会（アイビーホール　2階　ミルトス）

時　間 内　　容

９：30～ 午前受付（青山学院大学　ガウチャー・メモリアル・ホール（15号館）3階）

個人研究発表（一般セッション）

【C】司会者：神野新（情報通信総合研究所） 【D】司会者：稲田修一（東京大学） 【E】司会者：浅井澄子（明治大学）

初等中等教育におけるICT活用学習の学力向上効果の検証
―全国学力・学習状況調査を用いた定量分析の試み―
坂倉康平（富士通総研）

Media Dependency, Usage and Trust in a Time of Crisis
―A Case Study of the Great East Japan Earthquake
Cheng John William（早稲田大学）
三友仁志（早稲田大学）

炎上の発生傾向と炎上加担者属性に関する実証分析
山口真一（国際大学）

フィルタリングの利用普及に向けた啓発教育政策の方向性について
の検討
斎藤長行（KDDI研究所）
新垣　円（ビジネス・ブレイクスルー大学）

地方公共団体ウェブサイトにおける防災情報提供：
ユーザビリティとアクセシビリティの観点から
山田　肇（東洋大学）
遊間和子（国際社会経済研究所）

地域資源の情報発信とコンテンツツーリズムⅡ
―愛知県名古屋市「project758」の事例―
伊藤昭浩（名古屋学院大学）
山口　翔（名古屋学院大学）

地域コミュニティの防災力向上のためのICTの活用に関する考察
～「よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア」におけるマン
ション住民等による共助による地区防災計画づくりを踏まえて～
西澤雅道（内閣府）
筒井智士（NTT東日本）
金　思穎（専修大学）

インターネットの変質と情報法の一般理論の必要性
林紘一郎（情報セキュリティ大学院大学）

討論者：上原伸元（東京国際大学） 討論者：國井昭男（情報通信総合研究所） 討論者：林　秀弥（名古屋大学）

教育ICTプラットフォームの構築と官民連携による二面性市場の形成について
栗田克己（昭和女子大学現代ビジネス研究所）

コミュニティFM局が向き合う課題：制度的プレッシャーの視座から
金山智子（情報科学芸術大学院大学）

討論者：森由美子（東海大学） 討論者：金山智子（情報科学芸術大学院大学） 討論者：浅井澄子（明治大学）

炎上への対処―牧歌時代の終わり―
田中辰雄（慶應義塾大学）

討論者：西岡洋子（駒澤大学） 討論者：木村幹夫（日本民間放送連盟） 討論者：植田康孝（江戸川大学）

サイバー空間における経済ネットワーク
―経済ネットワークの特性を再考する―
樋口清秀（早稲田大学）

討論者：松田美佐（中央大学） 討論者：山下東子（大東文化大学） 討論者：林　健太（甲南大学）

12：00～13：00 昼休み

10：00～12：00 第１会場　306教室 第２会場　308教室 第３会場　309教室

13：00～15：00 【F】司会者：佐々木秀智（明治大学） 【G】司会者：橋元良明（東京大学） 【H】司会者：中西浩（大阪大学）

パーソナルデータ利活用への個人の諾否に影響を与える要因に関す
る分析
田尻信行（早稲田大学）
佐伯千種（慶應義塾大学）

LINE利用者の価値観・幸福度・社会的ネットワーク上の特徴
石井健一（筑波大学）

コネクテッドホームの価値に関する実証分析：
HEMS活用サービスのケース
実積寿也（九州大学）
高口鉄平（静岡大学）
高崎晴夫（KDDI総研）
小野智弘（KDDI研究所）
多屋真人（KDDI研究所）

討論者：北村順生（新潟大学） 討論者：柴内康文（東京経済大学） 討論者：田中辰雄（慶應義塾大学）

プライバシーに配慮したプローブ情報の要求条件
平林立彦（KDDI総研）
清水晋作、高崎晴夫、磯部雅洋、嶋田実、藤原正弘、森口泰行
（KDDI総研）

自民党候補は「アベノミクス」の話題を避けたのか
―2014年衆院選における報道の批判的検討―
吉見憲二（佛教大学）

技術革新と希少な公共資源の配分政策の変化
～無人飛行機を例に～
湧口清隆（相模女子大学）

討論者：関啓一郎（野村総合研究所） 討論者：遠藤　薫（学習院大学） 討論者：春日教測（甲南大学）

携帯電話番号などの扱いに関する学生の意識調査から考える個人関
連情報の管理
吉田　達（東京経済大学）

ローカルテンポの計測とその要因に関する研究
小川克彦（慶應義塾大学）
岩松祐輝（慶應義塾大学大学院生）
天笠邦一（昭和女子大学）

組織通信における情報通信・セキュリティ概念の高度化とその具体
的方策
辻井重男（中央大学）

討論者：佐々木秀智（明治大学） 討論者：石井健一（筑波大学） 討論者：中西　浩（大阪大学）

自治体におけるスマートフォン向けアプリの活用と課題
田畑恒平（京都産業大学）

アイドルファンコミュニティの分析
～コミュニケーションモデルと社会関係資本～
天笠邦一（昭和女子大学）
井上絢華（慶應義塾大学大学院生）
小川克彦（慶應義塾大学）

オープン・バイ・デフォルト原則の採用による行政作業効率向上の
可能性
本田正美（東京大学）

討論者：吉田　達（東京経済大学） 討論者：小泉真理子（京都精華大学） 討論者：樋口清秀（早稲田大学）

15：15～17：00 【I】研究会報告 【J】研究会報告 【K】研究会報告

モバイルコミュニケーション研究会
インスタグラムがファッションの情報流通に与えた影響について
報告者：天笠邦一（昭和女子大学）
写真撮り実践の変容とSNSの示唆
報告者：金　B和（神田外語大学）
ワークプレイス／スタイルとセカンドオフライン
報告者：松下慶太（実践女子大学）
司会：上松恵理子（武蔵野学院大学）

ビッグデータ研究会
ビックデータ時代のスマートデバイス戦略―　アジア市場の特質と
は何か？
パネリスト：杉沼浩司（日本大学）

脇浜紀子（讀賣テレビ）
金　美林（慶應義塾大学）
趙　敬（中国伝媒大学）

司会：高橋利枝（早稲田大学）

情報行動研究会
衆参両院選挙時の調査から見たネット選挙解禁の影響
報告者：河井大介（東京大学）

長濱　憲（電通PR／東京大学大学院生）
コメンテーター：木村忠正（立教大学）
司会　橋元良明（東京大学）


