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2016年度春季（第34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

昨年度から、春（6 月）と秋（11 月）に学会大会と国際コミュ
ニケーション・フォーラムを開催しております。

2016 年度春季は、東京国際大学を開催稿として、6 月 25 日
（土）、26 日（日）の 2 日間にわたり、学会大会を開催すると同時
に、25 日（土）に国際コミュニケーション・フォーラムにて「情
報産業としてのツーリズム」をテーマとし、シンポジウムを開催
いたします。

また、本大会は平成 28 年度情報通信月間の参加行事となって
います。

第34回国際コミュニケーション・フォーラム
「情報産業としてのツーリズム」

政府方針として観光立国が推進されているが、従来は比較
的関連性が薄いと見られていたメディア・コンテンツや ICT
分野と観光産業との連携が近年、注目されている。予定してい
る学会大会では、「観光は情報産業である」というキーワード
を軸に、昨今、注目を集めているコンテンツ・ツーリズムに代
表されるメディア・コンテンツとリアル空間の融合、観光関
連産業における ICT 利用など情報産業としてのツーリズム
の現状と将来に関して多角的な視点から検討を行う。

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
             e-mail：office@jsicr.jp URL：http://www.jsicr.jp/

第34回情報通信学会大会
6月25日（土）　個人研究発表（大学院生セッション）

総会・懇親会
6月26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

2016年度春季（第34回）国際コミュニケーション・フォーラム
「情報産業としてのツーリズム」

2016年6月25日（土）　受付13：00　開演13：30（16：30終了予定）
東京国際大学　第2キャンパス　20号館１階　2011教室

プログラム：
13：30 開会挨拶

13：40　基調講演
今井　敏行（株式会社ジェイティービー 取締役 国内事業本部長）

14：45　パネル・ディスカッション
パネリスト

市井　三衛（特定非営利活動法人映像産業振興機構 事務局長）
小野　智弘（株式会社KDDI研究所 執行役員 グリーン・クラウド部門長）
趙　　　敬（中国伝媒大学 ニューメディア研究院 助教授）
豊嶋　基暢（総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課長）

コメンテーター
今井　敏行（株式会社ジェイティービー 取締役 国内事業本部長）

モデレーター
高橋　利枝（早稲田大学 文学学術院 教授）

18：00　懇親会（川越市場の森のビュッフェレストラン「マーケットテラス」）

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
後援：総務省 他 申請中

会場案内
東京国際大学　第2キャンパス
〒350-1198　埼玉県川越市的場2509
東武東上線「霞ヶ関」駅下車南口　徒歩約13分
JR川越線「的場」駅下車　徒歩約10分

6月25日（土）
学会大会
国際コミュニケーション・フォーラム

⇒20号館　1階・2階
懇親会

⇒川越市場の森のビュッフェレストラン
「マーケットテラス」（無料送迎バス有）

6月26日（日）
学会大会

⇒20号館　1階・2階



１日目〔6月25日（土）〕　東京国際大学第２キャンパス　20号館

2016年春季（第34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、弁当代を6月20日（月）までにお振込く

ださい。
※日曜日は、近隣に食堂等がございませんので、昼食をとられる方は、各自持参されるか、学会にお弁当をお申

込みください。
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可能です。

2日目〔6月26日（日）〕　東京国際大学第２キャンパス　20号館

主　催　公益財団法人情報通信学会
協　賛　情報通信月間推進協議会

２日目〔6月26日（日）〕　東京国際大学第２キャンパス　20号館

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。

時　間 内　　容
10：30〜 受付（１階　ロビー付近）

アーリーバード（個人研究発表　大学院生セッション）
11：00〜12：30 第１会場（2012教室） 第２会場（2013教室）

【A】司会者：青木淳一（慶應義塾大学） 【B】司会者：米谷南海（マルチメディア振興センター）
モバイルゲームにおける顧客のサービス継続の要因分析
彌永浩太郎（慶應義塾大学大学院生）
山口真一（国際大学GLOCOM）
坂口洋英（慶應義塾大学大学院生）
田中辰雄（慶應義塾大学）

The Transforming Power of Peer Production in the Software Indus-
try: An Empirical Analysis on Four Open Source Software Projects
HUANG, Hao（早稲田大学大学院生）

討論者：大塚時雄（秀明大学） 討論者：渡辺智暁（慶應義塾大学）
フリーミアムにおける構成員別ネットワーク効果の比較分析
─モバイルゲームの実証分析─
坂口洋英（慶應義塾大学大学院生）
田中辰雄（慶應義塾大学）
山口真一（国際大学GLOCOM）
彌永浩太郎（慶應義塾大学大学院生）

インターネットテレビのスポーツジャーナリズムに関する−考察
─いばキラTVを例にして─
松実　明（上智大学大学院生）

討論者：中村彰宏（横浜市立大学） 討論者：植田康孝（江戸川大学）
プライバシーマークのシグナリング効果に関する実証研究
田中大智（九州大学大学院生）

人口減少社会における地方局の同型化─「地域密着」を契機として─
橋本純次（東北大学大学院生）

討論者：高口鉄平（静岡大学） 討論者：菅谷　実（白鷗大学）
12：30〜13：30 昼休み

16：45〜17：30 総会
18：00〜19：30 懇親会

ポスターセッション
移動弱者向け観光アプリ「堺いにしえナビ」開発と実装実験

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）、丸田　一（株式会社WHERE）

「ゆるキャラクター」の日韓比較分析─ご当地キャラクターの社会的役割の観点から─
発表者：ジャン　ミンジョン（延世大学大学院生）、

菅谷　実（白鷗大学）

時　間 内　　容
10：00〜 受付（１階　ロビー付近）

個人研究発表（一般セッション）
10：30〜12：30 第１会場（2012教室） 第２会場（2013教室） 第３会場（2021教室）

【C】司会者：庄司昌彦（国際大学GLOCOM） 【D】司会者：神野　新（情報通信総合研究所） 【E】司会者：青木淳一（慶應義塾大学）
日本放送協会の放送受信料の法的性質
磯本典章（学習院大学）

防災・災害時における情報収集行動の分析─モバイル・アプリとデ
ジタル放送の利用状況と利用意向に焦点を当てて─
田中絵麻（マルチメディア振興センター）
坂本博史（マルチメディア振興センター）
平井智尚（マルチメディア振興センター）
芝井清久（統計推理研究所）

討論者：寺田麻佑（国際基督教大学） 討論者：関谷直也（東京大学）
循環型社会維持のための情報伝達手段の研究
─茨城県日立市における住民意識改善への取り組み─
赤津典生（茨城大学）

情報通信政策における行動公共政策の有効性の検討─欧米諸国の事
例をもとに─
齋藤長行（KDDI研究所）

テストデータとしてのオープンデータ
本田正美（島根大学）

討論者：庄司昌彦（国際大学GLOCOM） 討論者：神野　新（情報通信総合研究所） 討論者：山田　肇（東洋大学）
「合理的な期待」としての消費者プライバシー
斉藤邦史（慶應義塾大学）

イギリスRIPA改正法案の意義─スノーデン以後のSIGINTのあり方
をめぐって─
林紘一郎（情報セキュリティ大学院大学）

日中のマンションにおける地区防災計画とICT─横須賀市及び重慶
市の事例の比較を通じて─
西澤雅道（福岡大学／内閣府）
金　思穎（専修大学）
筒井智士（NTT東日本）

討論者：橋本誠志（徳島文理大学） 討論者：城所岩生（国際大学GLOCOM） 討論者：林　秀弥（名古屋大学）
企業における有効な ICT 利活用の目的・方法に関する研究
─通信利用動向調査を用いた実証分析─
高口鉄平（静岡大学）
高地圭輔（日本経済研究センター）、実積寿也（九州大学）、
宮崎孝史（日本経済研究センター）、
柳谷昭夫（総務省情報通信政策研究所）

TPP、デジタル覇権戦争─押し寄せる著作権法改革の荒波
城所岩生（国際大学GLOCOM）

経済法と地区防災計画に関する考察─東日本大震災の教訓を踏まえ
た情報通信市場の競争政策と在り方─
林　秀弥（名古屋大学）
西澤雅道（福岡大学／内閣府）

討論者：樋口清秀（早稲田大学） 討論者：一戸信哉（敬和学園大学） 討論者：稲田修一（情報未来創研／東京大学）
12：30〜13：30 昼休み

13：30〜15：30 【F】司会者：山下東子（大東文化大学） 【G】司会者：一戸信哉（敬和学園大学） 【H】司会者：福冨忠和（専修大学）
デジタルコンテンツ制作の経験経済と発展可能性〜CGGの制作を中心に〜
増本貴士（奈良県立大学）

アジアの情報通信市場における「地政学的エコシステム」
“Geo-Ecosystem”in Asian I&CT Markets
河又貴洋（長崎県立大学）

携帯端末内の情報管理と危機意識についての一考察─学生アンケー
トを中心に
吉田　達（東京経済大学）

討論者：伊藤昭浩（名古屋学院大学） 討論者：田中絵麻（マルチメディア振興センター） 討論者：松下慶太（実践女子大学）
フリーミアムにおける支払金額と長期売上高の関係─モバイルゲー
ムの実証分析─
山口真一（国際大学GLOCOM）
坂口洋英（慶應義塾大学大学院生）
彌永浩太郎（慶應義塾大学大学院生）
田中辰雄（慶應義塾大学）

ASEAN地域における情報通信の共同研究の動向
池末成明

情報開示による受講意識の改善を経たSNS活用の実践研究
柴田　怜（富山短期大学）

討論者：黒田敏史（東京経済大学） 討論者：宍倉　学（長崎大学） 討論者：吉田　達（東京経済大学）
海賊版の売上への影響─電子書籍（マンガ）の場合
田中辰雄（慶應義塾大学）

Beaconを活用した地域活性化の可能性
田畑恒平（京都産業大学）

地域プロスポーツチームにおけるソーシャルメディア活用の可能性
吉見憲二（佛教大学）

討論者：石井健一（筑波大学） 討論者：庄司昌彦（国際大学GLOCOM） 討論者：金山　勉（立命館大学）
放送と番組Webサイトの補完/代替分析
黒田敏史（東京経済大学）

「人工知能」との共進化が加速する近未来「インフォテインメント」
〜エンタテインメントは時空を超えて（crossint time and space）
4次元世界へ
植田康孝（江戸川大学）

地域資源の情報発信とコンテンツツーリズムⅢ─名古屋市「pro-
ject758」の事例─
伊藤昭浩（名古屋学院大学）
山口　翔（名古屋学院大学）

討論者：田中辰雄（慶應義塾大学） 討論者：内山　隆（青山学院大学） 討論者：福冨忠和（専修大学）
15：45〜17：30 【I】研究会報告 【J】研究会報告 【K】研究会報告

コンテンツビジネス研究会
テーマ：商業アニメーションのビジネスパターンと企業戦略
報告１：日本の商業アニメーション概要

内田健二（株式会社サンライズ）
報告２：中国アニメーション制作会社のビジネス戦略

張　永祺（東京大学大学院経済学研究科）
司会：大場吾郎（佛教大学）

モバイルコミュニケーション研究会
報告者：上松恵理子（武蔵野学院大学）「ポストモバイル社会（The

Post-Mobile Society）におけるICTを活用した教育」
松下慶太（実践女子大学）「ワークプレイスを巡る場所論」
天笠邦一（昭和女子大学）「ポリリアリティ─社会学的想像
力の喚起装置としてのスマートフォン」

司会：金　暻和（神田外国語大学）

情報行動研究会
テーマ：メディア環境の構造転換期における情報行動変容─日本人

の情報行動調査から─
報告者：是永　論（立教大学）

北村　智（東京経済大学）
討論者：鈴木謙介（関西学院大学）
司会：橋元良明（東京大学）


