
自由報告・論題詳細プログラム 

○＝一般 ／ ◎＝大学院生 

 

第 1日目 : 9月10日(土)  自由報告部会Ⅰ 10:00～12:00 

 

Ⅰ－1 情報社会論1（デジタルデバイド） DR室 

 座長 : 岡田勇(創価大)  討論者 : 有馬昌宏(兵庫県立大) 

 

○平和構築を推進するデジタルデバイド解消の研究 

○村井 俊雄（リコーテクノシステムズ株式会社）関口 義一（創価大学） 

 

○デジタルデバイド解消がもたらす効果の分析 

河島 妃奈子（専修大学 経営学部） ○森本 祥一（専修大学経営学部） 

 

◎Global Digital Divide Index 2011: Longitudinal Analysis and Changes in the ICT Leaders Worldwide. 

◎Kamila Kolpashnikova（東京大学）Tuyara Ediseeva（Institute of Regional Economics） 

 

○視覚障害者の ICTスキル学習支援：サポート団体に対する予備的調査 

○鶴岡 和幸（広島文化学園大学） 部谷 耕治（広島文化学園大学）大藤 文夫（ 広島文化学園大学） 

栗川 隆宏（広島文化学園大学） 志摩 撤郎（広島市視覚障害者情報支援センター） 

 

Ⅰ－2 情報社会論5（理論） 情14教室 

 座長 : 岡田安功(静岡大)  討論者 : 黒須俊夫(国士舘大) 

 

○自主規制のモラリティ－表現規制におけるソフトロー－ 

○原田 伸一朗（静岡大学情報学部） 

 

○セカイ系の世界経験をめぐって 

○中尾 健二（ 静岡大学） 

 

○ハイパーテクストの能動的レクチュール ―編集から情報創造へ 

◯曽我 千亜紀（ 愛知県立芸術大学）井上 寛雄（中京女子大学）山田 庸介（名古屋大学）米山 優（名古 

屋大学） 

 

○生成としてのサイボーグに関する一考察 

○根村 直美（日本大学経済学部） 

 

Ⅰ－3 e-支援システム1(SNS) 情22教室 

 座長 : 岩井淳(群馬大)  討論者 : 野田哲夫(島根大) 

 

○エナジーハーベストを用いた災害時情報通信について 

○渡辺尚（静岡大学創造科学技術大学院）吉田将也（静岡大学大学院情報学研究科）千葉義人（静岡大学 

大学院情報学研究科） 

 



○地域SNSにおけるコミュニケーションダイナミクスの分析 

○山本仁志（立正大学）小川 祐樹（立正大学）和崎宏（関西学院大学）後藤真太郎（立正大学） 

 

○災害時における地域SNSの分析 

○小川祐樹（立正大学）山本仁志（ 立正大学）和崎宏 （関西学院大学） 後藤真太郎（立正大学） 

 

◎ソーシャルメディアを活用した地域情報化～茨城県北地域における3 つの事例より～ 

◎滝沢 惟（茨城大学大学院）高橋 綾香（茨城大学大学院）伊藤 慎吾（茨城大学大学院）大部 由香（茨

城大学）米倉 達広（茨城大学） 

 

Ⅰ－4 地域情報1 情23教室 

 座長 : 大國充彦(札幌学院大)  討論者 : 森谷健(群馬大) 

 

◎消防活動経験の伝承を可能とする伝承支援ＳＮＳの提案 

◎大野 光太郎（電気通信大学）諏訪 博彦（電気通信大学）太田 敏澄（電気通信大学） 

 

○地域活性化と地域のつながり 

○杉野 隆（国士舘大学）中根 雅夫（国士舘大学） 

 

○自治体における効果的な地域情報化戦略とは 

○大石哲也（静岡県庁企画広報部情報政策課） 

 

◎「市民自治」の観点からみた公設文化施設研究 

◎渡部春佳（東京大学大学院学際情報学府） 田中秀幸（東京大学大学院情報学環） 

 

Ⅰ－5 企業・産業・経済情報 1 情24教室 

 座長 : 嶋崎真仁(秋田県立大)  討論者 : 塚原康博(明治大) 

 

◎雑誌『ぴあ』を通じた映画館女性割引の調査研究 

◎西尾 明将（東京大学大学院学際情報学府）田中 秀幸（東京大学大学院情報学環） 

 

○M&A発表が社債スプレッドと株価に与える影響について(2011) 

○上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行）山下泰央（中央三井アセット信託銀行）高橋大志（慶應義塾大 

学大学院経営管理研究科） 

 

◎購読雑誌によるライフスタル分析を用いた広告情報配信の可能性～ファッション雑誌を事例とした考察～ 

◎上野 亮（青山学院大学大学院社会情報学研究科）飯島 泰裕（青山学院大学大学院社会情報学研究科） 

 

◎テレビ電話の普及を妨げる要因 

◎藤原 正弘（（株）ＫＤＤＩ総研／東京大学大学院学際情報学府） 

 

Ⅰ－6 メディア・情報行動 1（青少年) 情 25教室 

 座長 : 倉掛崇(西日本短期大)  討論者 : 遠藤薫(学習院大) 

 



◎中学生におけるネット依存の実態と要因分析(2011) 

◎堀川 裕介（東京大学大学院学際情報学府）橋元 良明（東京大学大学院情報学環）小室 広左子（東京国

際大学国際関係学部）小笠原 盛浩（関西大学社会学部） 大野 志郎（東京大学大学院学際情報学府）

天野 美穂子（東京大学大学院学際情報学府）河井 大介（東京大学大学院学際情報学府） 

 

○高校生の携帯電話利用に関する普及時期別の比較分析 

○毛利康秀（日本大学文理学部） 

 

○若者が地域・社会貢献活動に参加しやすい環境構築に向けた実践的な検討 

○高城芳之（アクションポート横浜）服部哲（神奈川工科大学） 

 

○父親の子育て参加と通信メディアによる趣味ネットワークの構築 

○天笠 邦一（慶應義塾大学 SFC研究所）小川 克彦（慶應義塾大学環境情報学部） 

 

 

第 2日目 : 9月 11日(日)  自由報告部会Ⅱ 9:30～11:30 

 

Ⅱ－1 情報社会論2（高齢化） DR室 

 座長 : 笹原恵(静岡大)  討論者 : 安田孝美(名古屋大) 

 

◎山村コミュニティにおける情報メディアの受容 

◎川又 実（東京経済大学大学院） 

 

◎ICTによる高齢者孤立化防止の試み―モデル構築と社会実験について― 

◎森 やす子（お茶の水女子大学） 袖井 孝子（東京家政学院大学）荒井 浩道（ 駒澤大学）澤岡 詩

野（（公財）ダイヤ高齢社会研究財団）鈴木 昭男（（社）シニア社会学会） 

 

○テレビ電話とコールセンターを利用した中山間地域における高齢者の ICT利活用と生活支援の可能性 

○賈 馳（島根大学）野田 哲夫（島根大学） 

 

○超高齢社会における高度情報社会のあるべき姿に関する一考察 

山田 志穂（専修大学 経営学部）○森本 祥一（専修大学経営学部） 

 

Ⅱ－2 情報社会論６（インターネットの影響） 情14教室 

 座長 : 原田伸一朗(静岡大)  討論者 : 松井修視(関西大) 

 

○ストリートのためのパノラマ画像の撮影と表示手法に関する研究 

○西尾 吉男（金城学院大学現代文化学部）菅瀬 和弘 

 

○ソーシャルネットワークにおける社会関係資本とブリッジの役割と機能(2011) 

○林 相熏（東京大学大学院学際情報学府） 

 

○インターネットの副作用を考える 

○阿部 圭一（愛知工業大学） 



 

◎The Inter-functional Trend of SNS 

◎王師冕（オウ シメン）（早稲田大学大学院国際情報通信研究科） 

 

Ⅱ－3 e-支援システム2 情 22教室 

座長 : 森田均(長崎県立大)  討論者 : 櫻井成一朗(明治学院大)  

 

○疎結合によるサステナブル情報基盤の実現 

○寺薗淳也（会津大学）福原 英之（ネットワンシステムズ）鈴木太郎（会津大学） 宮崎敏明（会津大学） 

岩瀬次郎（会津大学）林隆史（会津大学） 

 

◎利用者間のコミュニケーションを目的としたWeb-GISの設計と構築 

◎中原 宏樹（電気通信大学大学院情報システム学研究科）山本佳世子（電気通信大学大学院情報システム 

学研究科） 

 

◎ニコニコ動画のログデータを用いた新たな面白い動画の発見に関する研究 

◎平澤 真大（電気通信大学）小川 祐樹（ 立正大学 ）諏訪 博彦（電気通信大学）太田 敏澄（電気 

通信大学） 

 

◎ユーザ間関与に基づくTwitterフォローユーザ推薦 

◎ 北村  太一（ 電気通信大学 大学院情報システム学研究科）小川  祐樹（立正大学）諏訪 博彦（電気 

通信大学）太田 敏澄（電気通信大学） 

 

Ⅱ－4 地域情報2 情23教室 

座長 : 今田寛典(広島文化学園大)  討論者 : 河又貴洋(長崎県立大) 

 

○地域情報取得行動と地域特性の関係：インターネット利用と地域特性のクロス水準交互作用 

○北村 智（東京経済大学コミュニケーション学部） 

 

○地域ぐるみで行うキャリア教育の展開と課題～東京大田区の中学校の事例をもとに 

田中宏和（静岡大学）○臼木 悦生（静岡大学） 

 

○郊外社会におけるライフスタイル選好と情報環境の活用―羽村市の場合― 

○天野 徹（明星大学） 

 

Ⅱ－5 企業・産業・経済情報 2 情24教室 

座長 : 富山慶典(群馬大)  討論者 : 福田豊(電気通信大) 

 

◎動的不均衡モデルとミクロ的基礎 

◎村舘 靖之（東京大学大学院学際情報学府学際情報学専攻） 

 

○マクロ統計によるわが国の産業技術構造の推計について 

○榊俊吾（東京工科大学メディア学部） 

 



◎景況感の推移における予測値と観測値、および業績値の連関に関する探索的解析 

◎那須田 悠貴（静岡大学大学院情報学研究科）山田 文康（静岡大学大学院情報学研究科） 

 

○A Preliminary Report on A Challenge to Compute Real-time Consumer Price Index in the Framework 

of  Cyber Physical Systems (CPS) Using Large-scale Online Household Record Data 

○Yumiko Kinoshita（東京大学大学院情報学環学際情報学府）Reiko Gotoh Osamu Sudoh（東京大学 

大学院情報学環学際情報学府） 

 

Ⅱ－6 メディア・情報行動 2（SNS)  情 25教室 

 座長 : 森谷健(群馬大)  討論者 : 佐藤佳弘(武蔵野大) 

 

◎SNS依存とSNS利用実態とその影響 

◎河井 大介（東京大学大学院学際情報学府）天野 美穂子（東京大学大学院学際情報学府）小笠原 盛 

浩（関西大学社会学部）橋元 良明（東京大学大学情報学環）小室 広佐子（東京国際大学国際関係学 

部）大野 志郎（東京大学大学院学際情報学府）堀川 裕介（東京大学大学院学際情報学府） 

 

○ソーシャル・ネットワーキング・サービスの快適なコミュニケーションの裏に潜む依存症とトラブルの危 

険性(2011) 

○花塚 千恵美（武蔵野大学） 

 

○SNS分析の基礎視角——ゴフマンのパースペクティブから 

○木村 雅史（東北大学） 

 

○地域ソーシャルサイトの意義と課題 

○河井孝仁（東海大学） 

 

 

第 2日目 : 9月 11日(日)  自由報告部会Ⅲ 14:00～16:00 

 

Ⅲ－1 情報社会論3（セキュリティ） DR室 

 座長 : 島田達巳(情報セキュリティ大)  討論者 : 田中秀幸(東京大) 

 

◎米国の安全保障情報管理政策に関する一考察―秘密指定情報制度を中心に― 

◎平松 純一（拓殖大学大学院国際協力学研究科安全保障専攻） 

 

○情報セキュリティの規範性 

○岡田安功（静岡大学） 

 

○情報セキュリティ攻撃・防御戦略の動的意思決定モデル 

鈴木 亜矢子（KDDI株式会社）○佐藤 直（ 情報セキュリティ大学院大学）渡邉 均（東京理科大学） 

 

◎情報セキュリティ内部不正行動のモデル化の試み(2011) 

◎川又祥正（情報セキュリティ大学院大学） 廣松毅（ 情報セキュリティ大学院大学） 

 



Ⅲ－2 （災害時の）情報の共有・地域情報1 情14教室 

 座長 : 田中淳(東大)  討論者 : 吉井博明(東京経済大) 

 

○大規模災害に対する地方自治体の情報システムの役割（2011） 

○吉田 博一（摂南大学） 

 

◎東日本大震災に見る効果的な情報共有方法の調査 

◎伊藤 慎吾（茨城大学大学院）滝沢 惟（茨城大学大学院）大部 由香（茨城大学）米倉 達広（茨城大学） 

 

○福島第一原子力発電所事故による放射能汚染情報に関する避難者の意識調査 

○小田光康（早稲田大学大学院政治学研究科） 

 

Ⅲ－3 e-支援システム3 情 22教室  

座長 : 西尾吉男(金城学院大)  討論者 : 佐渡一広(群馬大) 

 

◎日本における電子処方箋のあり方とそのインパクトに関する研究 

◎林 新（電気通信大学）福田 豊（電気通信大学） 

 

○Medical social informatics methods for neurosurgical information systems: Study of human computer  

interface of traumatic brain injury 

○Agung Budi Sutiono（電気通信大学）Hirohiko Suwa（電気通信大学）Toshizumi Ohta（電気通信大 

学）Muh Zafrullah Arifin（Department of Neurosurgery Padjadjaran University-Hasan Sadikin  

Hospital） 

 

○Interface Settings and the Improvement Proposal of the Astronomy News Integrated System for the  

Museum Curator 

○陳玉鈴（名古屋大学）浦田真由（ 日本学術振興会特別研究員PD）毛利 勝廣（名古屋市科学館） 

安田孝美（名古屋大学） 

 

◎暗号危殆化に対するHTTPS暗号可視化手法の提案 

◎高野 誠士（電気通信大学）関 良明（NTT情報流通プラットフォーム研究所）諏訪 博彦（電気通信大 

学） 

 

Ⅲ－4 地域情報３ 情23教室 

 座長 : 炭谷晃男(大妻女子大)  討論者 : 牧瀬稔(地域開発研) 

 

○プロジェクト学習を通じた地域ポータルサイトの運営に向けた取り組み 

○林 康弘（千歳科学技術大学）小松川 浩（千歳科学技術大学） 

 

◎遺伝的アルゴリズムを用いた観光地の施設配置の評価方法の提案 

◎井上美佳（電気通信大学大学院情報システム学研究科）山本佳世子（電気通信大学大学院情報システム 

学研究科） 

 

○市民主体による地域サイトの構築と継続的な運営に関する研究 



○浦田 真由（名古屋大学大学院）後藤 昌人（金城学院大学）安田 孝美（名古屋大学大学院） 

 

Ⅲ－5 企業・産業・経済情報 3 情24教室 

 座長 : 五藤寿樹(日本橋学館大)  討論者 : 榊俊吾(東京工科大) 

 

○オープンソース・ソフトウェアと情報サービス産業の生産性 

○谷花 佳介（島根大学） 野田 哲夫（島根大学） 

 

○日本のレコード産業に見る技術革新と構造変化に関する研究 

○加藤 綾子（東京大学大学院情報学環） 

 

○世界金融危機における情報化のパラドックス 

○河又貴洋（長崎県立大学シーボルト校国際情報学部） 

 

◎モバイルサービスにおけるネットワーク効果と会苦システム―韓国モバイルインターネット活性化政策を

事例に― 

◎趙章恩（東京大学大学院学際情報学府）須藤修（東京大学大学院情報学環） 

 

Ⅲ－6 メディア・情報行動３（心理） 情25教室 

 座長 : 小笠原盛浩(東京大)  討論者 : 橋元良明(東京大) 

 

◎ネット上での利他的な情報発信が社会的スキルとQOLに与える影響 

◎乾 貴史（創価大学大学院工学研究科）大木 慎（創価大学大学院工学研究科） 坂部 創一（創価大 

学大学院工学研究科） 

 

◎インターネット上の対人交流が孤独感とQOLに与える影響 

◎大木 慎（創価大学大学院工学研究科）乾 貴史（創価大学大学院工学研究科）坂部 創一（創価大学 

大学院工学研究科） 

 

○大人のネットいじめに対する対策の現状と課題 

安達 早苗（専修大学 経営学部）○森本 祥一（専修大学経営学部） 

 

 

第 2日目 : 9月 11日(日)  自由報告部会Ⅳ 16:10～18:10 

 

Ⅳ－1 情報社会論4（海外動向，国際化） DR室 

 座長 : 淺間正通(静岡大)  討論者 : 正村俊之(東北大) 

 

◎中国社会における「人肉捜索」の現状と諸問題 

◎高 広強（静岡大学大学院情報学研究科） 

 

◎リアリティＴＶの中国における受容と展開 

◎李 璐（静岡大学大学院情報学研究科） 

 



◎台湾における情報通信分野の独立規制機関をめぐる考察 

◎王慧萍（東京大学大学院学際情報学府） 

 

◎東日本大震災発生後のインターネットを介した中国への情報伝播について 

◎西本志乃（広島大学大学院） 

 

Ⅳ－2 （災害時の）情報の共有・地域情報2 情14教室 

 座長 : 関谷直也(東洋大)  討論者 : 岩田孝仁(静岡県庁) 

 

◎被災者支援に見る被災者と支援者と仲介者の関係 

◎辻 和孝（茨城大学大学院）河野 義広（ 東京情報大学）大部 由香（茨城大学）米倉 達広（茨城大 

学） 

 

○災害時ボランティア情報の流通におけるインターネット活用－東日本大震災から考える 

○藤代 裕之（NTTレゾナント株式会社） 

 

○Social mediaによる情報発信・情報共有と世論形成 

○田中 雅子（東京電機大学情報環境学部） 高倉 美沙（東京電機大学） 

 

Ⅳ－3 情報の管理 情22教室 

 座長 : 北村順生(新潟大)  討論者 : 太田敏澄(電通大) 

 

○SDデータに対する「不良回答」識別のための新たな手順の提案 

○早川 敬一（ (株)計画研究所）高嶺 一男（(株)計画研究所） 杜 勝男（静岡大学大学院）山田 文康 

（静岡大学大学院） 

 

○SDデータに対する「不良回答」識別方法の一般的質問項目への拡張 

○山田 文康（静岡大学大学院）杜 勝男（ 静岡大学大学院） 関口 茉莉（(株)ミウラクリエイト）早 

川 敬一（(株)計画研究所）高嶺 一男（(株)計画研究所） 

 

○個人情報漏洩を入力値分析を用いて防ぐ調査システムの設計 

○岩井 淳（群馬大学社会情報学部情報行動学科） 

 

○標準フォーマット策定のためのマニフェストデータの構造化に関する研究 

堀由希恵（静岡大学情報学部）○佐藤哲也（ 静岡大学情報学部准教授） 

 

Ⅳ－4 電子自治体 情23教室 

 座長 : 河井孝仁(東海大)  討論者 : 新川達郎(同志社大) 

 

○ｅＬＴＡＸを用いたオンライン利用手続の実態調査 

○横山 正人（長崎総合科学大学環境・建築学部） 

 

○京都府共同利用型業務支援システムにおける業務標準化の課題～総務省自治体クラウド開発実証事業から 

 ～ 



○青木   和人（ 宇治市役所）深田  秀美（ 小樽商科大学） 

 

○基礎自治体の公式ウェブサイトにおける外国人向け観光紹介ページの現状と評価 

佟 楊（フローバル株式会社）有馬 典孝（兵庫県立大学）○有馬 昌宏（兵庫県立大学） 

 

○合併自治体における職員の情報交換の実態と ITの活用―静岡県磐田市の事例― 

○西原 純（静岡大学情報学部）篠田靖子（ デンソーITソリューションズ） 

 

Ⅳ－5 情報政策 情24教室 

 座長 : 櫻井成一朗(明治学院大)  討論者 : 吉田 純(京都大) 

 

◎イギリスの情報公開法と電子政府政策 

◎本田正美（東京大学大学院学際情報学府） 

 

◎中小企業の企業間連携におけるプラットフォームの実証研究 

◎赤穂 満（電気通信大学大学院情報システム学研究科）福田 豊 

 

Ⅳ－6 メディア・情報行動４（受容） 情25教室 

 座長 : 辻泉(中央大)  討論者 : 伊藤賢一(群馬大) 

 

○対面時の「ケータイのディスプレイを見る行為」に対する許容と非許容との関連について 

○中村隆志（新潟大学人文学部） 

 

○テキスト系CGM利用時の不安に関する自由記述を中心とした調査結果について 

○山本太郎（NTT）千葉 直子（NTT）植田 広樹（ NTT）高橋 克巳（NTT） 平田 真一（NTT） 

小笠原 盛浩（関西大）関谷 直也（東洋大）中村 功（東洋大）橋元 良明（ 東大） 

 

◎在日コリアンの韓国ドラマ視聴と民族アイデンティティに関する探索的考察 

◎金 ミンジ（名古屋大学） 

 


