2018年度春季（第38回）国際コミュニケーション・フォーラム

「データが拓くAI・IoT時代」

2018年6月30日（土） 受付14：30 開演15：00
慶應義塾大学三田キャンパス南校舎ホール

会場案内
慶應義塾大学 三田キャンパス
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
＜交通アクセス＞
田町駅（JR山手線／JR京浜東北線）徒歩8分
三田駅（都営地下鉄浅草線／都営地下鉄三田線）徒歩7分
赤羽橋駅（都営地下鉄大江戸線）徒歩8分

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、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、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター、
一般社団法人電波産業会、一般財団法人マルチメディア振興センター、一般財団法人情報法制研究所

NO.96

平成30年５月25日

2018年度春季（第38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

プログラム：（敬称略）
15：00〜15：05
会長挨拶
川崎賢一（情報通信学会 会長／駒澤大学メディア・スタディーズ学部 教授）
15：05〜15：35
基調講演１「情報社会の主体と客体」
林紘一郎（情報セキュリティ大学院大学 教授）
15：35〜16：05
基調講演２「情報の価値とビジネスモデルの進化」
國領二郎（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
16：05〜16：15
休憩
16：15〜17：55
パネル・ディスカッション
（1）データの取引・流通に関する現状と課題
（2）データの取引・流通の促進のための政策
パネリスト
今川拓郎（総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長）
梶浦敏範（株式会社日立製作所 上席研究員）
高口鉄平（静岡大学 学術院情報学領域 准教授）
柴崎亮介（東京大学 空間情報科学研究センター 教授）
森 亮二（英知法律事務所 弁護士）
モデレーター
村上陽亮（株式会社KDDI総合研究所 グループリーダー)
17：55〜18：00
実行委員長挨拶
新保史生（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
18：30〜20：00
懇親会
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（一般5,000円、大学院生3,000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。

ニュース

公益財団法人 情報通信学会
会 長 川 崎 賢 一
2016 年度春季は、慶應義塾大学を開催稿として、6 月 30 日
（土）
、7 月 1 日（日）の 2 日間にわたり、学会大会を開催すると
同時に、6 月 30 日（土）に国際コミュニケーション・フォーラム
を「データが拓く AI・IoT 時代」をテーマに開催いたします。
また、本大会は平成 30 年度情報通信月間の参加行事となって
います。

第38回国際コミュニケーション・フォーラム
「データが拓くAI・IoT時代」
データや情報は、経済の資源である。データを制するものが
経済を制する。データが AI・IoT 時代を拓く。データの重要性
が言われて久しいが、我が国では、果たして、データや情報の
取引・流通に関する環境は整備されているのだろうか。AI・
IoT 時代に向けて、取り組むべき検討課題は多岐に渡る。
国際コミュニケーション・フォーラムでは、データの取
引・流通に関する課題について法律、経済、政策、実務の専門
家が一堂に会して議論し、AI・IoT 時代に向けて取り組むべ
き問題を検討する。
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個人研究発表（大学院生セッション）
総会・懇親会
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ポスターセッション
研究会報告

公益財団法人 情報通信学会
〒100-0013

教室

事務局

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/

2日目 〔7月1日（日）〕 慶應義塾大学三田キャンパス西校舎

2018年度春季（第38回）学会大会プログラム
主
協

催
賛

公益財団法人情報通信学会
情報通信月間推進協議会

時 間
9：30～
10：00～12：00

NHK放送受信契約の締結強制の合憲性と受信料支払義務
―最高裁判所大法廷平成29年12月6日判決の検討―
磯本典章（成蹊大学）

1日目 〔6月30日（土）〕 慶應義塾大学三田キャンパス南校舎
時

間

10：00～

内

容

受

付

討論者：曽我部真裕（京都大学）

アーリーバード（個人研究発表
第１会場

10：30～12：30

内
容
受
付
個人研究発表（一般セッション）
第１会場 512教室
【C】司会者：高崎晴夫（KDDI総合研究所）

大学院生セッション）
453教室

【A】司会者：山口仁（帝京大学）
デジタル時代のプリクラ
―「Meitu」を事例として中国自撮りアプリ発展に関する研究―
劉佳（台湾政治大学大学院生）
菅谷実（白鴎大学）

第２会場

455教室

オンラインコミュニティにおける協働の諸条件の解析
永井睦美（電気通信大学大学院生）
兼子正勝（電気通信大学）

電力システムにおける再生可能エネルギーの効用とICT
― 電力サプライチェーンにおいてICTの果たす役割 ―
谷口晋一（早稲田大学大学院生）

討論者：田中辰雄（慶應義塾大学）

討論者：高口鉄平（静岡大学）

医療情報の利活用と保護
―個人情報保護法とEUデータ保護規則の比較から―
平野萌子（東京大学大学院生）

Exploring Public broadcasters` “Big-data” knowledge trajectories: comparison between NHK and BBC
Ruia-navas Santiago（東京工業大学大学院生）
宮崎久美子（東京工業大学）

SNSにおける問題投稿の内容と付帯ハッシュタグの特徴
吉見憲二（佛教大学）
上田祥二（富士ゼロックス）
針尾大嗣（摂南大学）

討論者：生貝直人（東洋大学）

討論者：樋口清秀（早稲田大学）

討論者：齋藤長行（慶應義塾大学）

「情報の公正で適切な取り扱い」に関する考察
―「情報の生理学」の構築に向けて―
林紘一郎（情報セキュリティ大学院大学）

インターネット接続の限定的喪失が経済活動へ及ぼす影 米国における高速ブロードバンドサービスの進展
響の分析
山條朋子（KDDI総合研究所）
―分析手法の検討および2017年8月25日の通信障害の
実証分析―
田中大智（企）
実積寿也（中央大学）
高口鉄平（静岡大学）
クロサカタツヤ（企）
討論者：村上陽亮（KDDI総合研究所）
討論者：神野新（情報通信総合研究所）

討論者：鈴木正朝（新潟大学）

討論者：Cheng, John William（早稲田大学）

オンラインニュースから見る中国の日本海出港権について
―ニュースフレーム分析を中心にー
朴香花（名古屋大学大学院生）

討論者：林秀弥（名古屋大学）

12：00～13：00
13：00～15：00

討論者：山口仁（帝京大学）

ポスターセッション

討論者：田中絵麻（マルチメディア振興センター）

小売店舗の広報活動におけるSNSの活用事例について
発表者：大谷光一（武庫川女子大学）
行動エビデンスを基にした情報通信政策の導入要因の分析－英国Ofcomの政策事例を題材にして－
発表者：齋藤長行（慶應義塾大学）
官民データ活用の推進に向けたオープンイノベーションの仕掛けに関する考察
発表者：庄司昌彦（国際大学GLCOM)
15：00～15：20
15：20～16：35

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。

オープンデータに関わる利用者および利用方法の想定
と把握について
本田正美（東京工業大学）
梶川裕矢（東京工業大学）
討論者：庄司昌彦（国際大学GLOCOM)

「コンバージェンス」の場としての「アニメ聖地」
～静岡県沼津市・三の浦総合案内所を事例として～
谷村要（大手前大学）
討論者：富田英典（関西大学）

海外市場における日本のテレビ番組配信の成長要因と データ互換性標準におけるオープンウェブプラットフ 地域資源の情報発信とコンテンツツーリズムV
課題
ォーム導入の影響分析
―名古屋市における5年にわたる取り組み―
大場吾郎（佛教大学）
深見嘉明（立教大学）
伊藤昭浩（名古屋学院大学）
山口翔（名古屋学院大学）

2日目 〔7月1日（日）〕 慶應義塾大学三田キャンパス西校舎

学会大会参加申込
参 加 費 正会員及び賛助会員 4,000円
正会員
（院生） 2,000円
非会員 6,000円
学部学生は会員・非会員を問わず 1,000円
懇親会費 一般 5,000円
大学院生 3,000円
申込方法 会員の方は学会ホームページよりお申込みの上、同封の振込用紙にて参加費、懇親会費を6月25日（月）
までにお振込ください。
非会員の方は学会ホームページより申込の上、当日受付にて参加費をお支払ください。
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。

情報デジタル化による社会的便益向上に関するオント NTTコミュニケーションズにおけるトランスポートSDNの取り組み ネットは社会を分断するか２ ―Polarizationの実証―
ロジー的考察
―トランスポートネットワークにおけるディスアグリゲーシ 田中辰雄（慶應義塾大学）
森田英夫（DTK)
ョン動向とODTNプロジェクト―
宮田直輝（NTTコミュニケーションズ）
討論者：林紘一郎（情報セキュリティ大学院大学）
討論者：坂本仁明（企）
討論者：小笠原盛浩（関西大学）
昼休み
【F】司会者：田中絵麻（マルチメディア振興センター）
【G】司会者：庄司昌彦（国際大学GLOCOM)
【H】司会者：岡田朋之（関西大学）
米国における非営利メディアと営利メディアのパート
ナーシップの現状
～協働型社会の地域メディア構築への示唆～
脇浜紀子（京都産業大学）
討論者：菅谷実（白鴎大学）

第４会場

516教室

ネットを通じた携帯端末向け放送サービスに対する視聴者 国内における地域SNSの事例数の推移とその背景
の支払意思額の推定
庄司昌彦（国際大学GLOCOM)
三友仁志（早稲田大学）
大塚時雄（秀明大学）
討論者：内山隆（青山学院大学）
討論者：高田義久（総務省）
研究開発と生産性の相関に関する実証研究：日本企業
のミクロデータを用いた分析
井上知義（総務省・元 日本経済研究センター）
小林辰男（日本経済研究センター）
加藤肇（日本経済研究センター）
落合勝昭（日本経済研究センター）
高口鉄平（静岡大学）
実積寿也（中央大学）
岩田一政（日本経済研究センター）

物流パレットレンタルシステムにおけるIoTの活用
小野寺正浩（日本大学大学院生）
鈴木邦成（日本大学）

討論者：黒瀬義敏（富士通）

第３会場 515教室
【E】司会者：神野新（情報通信総合研究所）

信認関係に基づく消費者プライバシーの保護
斉藤邦史（慶應義塾大学）

【B】司会者：西岡洋子（駒澤大学）

討論者：脇浜紀子（京都産業大学）

第２会場 513教室
【D】司会者：高口鉄平（静岡大学）

討論者：宮崎久美子（東京工業大学）

特別報告
特別報告
（11：00～12：00）
総務省の情報通信関係統計の結果概要（平成29年情報
通信業基本調査と通信利用動向調査）
報告者：品川健一（総務省）
原伸一（総務省）
加納夕貴（総務省）
司会者：高田義久（総務省）

研究会報告
情報社会研究会
（13：00～14：15）
支援技術の動向とモバイル端末の活用
報告者：中村広幸（芝浦工業大学）
ほか（交渉中）
司会者：中村広幸（芝浦工業大学）

討論者：境真良（国際大学GLOCOM)

アプリレビューは中長期利用ユーザの意見を反映した 漏えいに対する補償意思額からみたパーソナルデータ 場所依存型音声ガイドシステムを用いた文化理解モデル
ものなのか：モバイルゲームの実証分析
の価値分析
の検証
山口真一（国際大学GLOCOM）
高口鉄平（静岡大学）
伊藤綾香（慶應義塾大学）
休憩（5分）
討論者：江口清貴（情報法制研究所）
討論者：高崎晴夫（KDDI総合研究所）
討論者：川崎賢一（駒澤大学）
地域メディアプラットフォーム研究会
（14：20～15：35）
モバイル端末でのゲーム遊戯と時間意識に関する調査 バイタルデータを用いたコンタクトセンターオペレーター 宅配便の配送スキームにおけるドローンの導入に関す
地域ニュースの流通を担うのは？
ケーブルvs.ウェブ
報告
の状態変化の可視化
る一考察
―それぞれの挑戦―
吉田達（東京経済大学）
小島圭子（NTTコミュニケーションズ）
鈴木邦成（日本大学）
報告者：奥村倫弘（THE PAGE ）
高橋宏成（NTTコミュニケーションズ）
高平太（ジュピターテレコム）
貞田洋明（NTTコミュニケーションズ）
植木敦子（ジュピターテレコム）
討論者：山口真一（国際大学GLOCOM）
討論者：中西崇文（武蔵野大学）
討論者：滝田辰夫（情報通信総合研究所）
司会者：脇浜紀子（京都産業大学）
休憩
研究会報告
研究会報告
研究会報告
休憩（5分）
情報行動研究会
インターネット政治研究会
モバイルコミュニケーション研究会
（15：20～16：35）
（15：20～16：35）
（15：20～16：35）
コンテンツビジネス研究会
モバイルライフログ分析の可能性
フェイクニュースの拡散メカニズムに関する米韓比較 モバイル・メディアとセカンドオフライン
情報経済研究会（合同）
報告者：木村忠正（立教大学）
「2017年韓国大統領選挙においてフェイクニュースの 「Doubling of Time and Place」
（15：40～16：55）
討論者：石井健一（筑波大学）
生産・拡散ネットワーク・政治的影響力の分析」
報告者：富田英典（関西大学）
ネット配信時代のグローバル“コンテンツ”プレイヤー
報告者：高選圭（韓国選挙研修院）
「セカンドオフライン空間におけるアンプラグド・プ に求められること
北村智（東京経済大学）
「メディア環境から検討するアメリカのフェイクニュ ログラミングの変容」
司会者：橋元良明（東京大学）
報告者：塩田周三（ポリゴン・ピクチュアズ）
ース拡散メカニズム」
報告者：上松恵理子（武蔵野学院大学）
高橋望（日本テレビ放送網）
報告者：清原聖子（明治大学）
「触覚とモバイル・メディア」
司会者：内山隆（青山学院大学）
討論者：李洪千（東京都市大学）
報告者：金キョンファ（神田外語大学）
司会者：小笠原盛浩（関西大学）
討論者：伊藤耕太（博報堂）
司会者：松田美佐（中央大学）

