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慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2012 開催
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）研究成果発表会

「知の bazaar」
慶應義塾大学 SFC 研究所（所在：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス／所長：金子郁容）は、11 月 22 日、
23 日の 2 日間、SFC で実施している研究プロジェクトを紹介するイベント『SFC Open Research Forum 2012
（ORF2012）』を東京ミッドタウン ホール＆カンファレンスにて開催いたします。
今回で 17 回目となる ORF2012 の開催テーマは、「知の bazaar」。SFC の魅力は、多彩で、豊潤な知が
ダイナミックに創造されていること。常にイノベーションが巻き起こり、「シンカ」（深化、進化、親化、新化）を
遂げています。今回は、2 日間だけ東京ミッドタウンに引越して、「知の bazaar」を開催し、SFC の日常を
体験してもらいます。知の bazaar とは、単なる展示会や博覧会とは異なり、出展者、来場者を問わず、
多様な人たちが自由に行き交うプラットフォーム。そこでは、自生的に秩序が生成され、互いに知を持ち寄
り、自発的に交易することで、新しい価値や可能性が生み出されていきます。そして、躬行実践を果たし、
皆さまと一緒に社会を変える機会をつくりだせればと願っています。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご来場のうえ、ご取材をお願い申し上げます。

SFC Open Research Forum 2012 「知の bazaar」 開催概要
会

期： 2012 年 11 月 22 日(木)、23 日 （金・祝)
10:00〜19:30（ただし展示会場は 23 日のみ 18:00 閉場）、入場無料

会

場： 東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス

公式ウェブサイト：http://orf.sfc.keio.ac.jp/
実行委員長： 飯盛義徳 （慶應義塾大学総合政策学部准教授）
主

催： 慶應義塾大学 SFC 研究所

内

容： セッション、ワークショップ、展示・デモンストレーション、
ケータイ未来コンテストなど 150 以上のプログラムを予定

本件に関する問い合わせ先
慶應義塾大学 SFC 研究所 ORF 事務局 担当：鈴木
TEL：0466-49-3436 e-mail : orf-aria@sfc.keio.ac.jp
※開催準備日（21 日）、開催日（22 日・23 日）につきましては、090-8942-8746
※ロゴ、昨年度の会場風景の画像データについては事務局までお問合せ下さい。
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参考資料
《プログラム紹介》
ORF2012 では、プログラムガイドブック、ウェブサイトなどの広報ツールからネットワーク接続まで、エントランス
を入ってから出るまですべてが研究成果です。プログラムは、セッション、展示などによる研究プロジェクト発表、
ケータイ未来コンテストの 3 つで構成されています。
http://orf.sfc.keio.ac.jp

■発表内容の抜粋紹介
A02 清木康研究室: 5D 世界地図システムの実現
5D 世界地図システムは、情報空間上のマルチメディアを対象として、ユーザの設定する特徴量・時間・空間に関するコンテ
キストに応じて動的に検索し、その検索結果を実空間の地図上に視覚的に表現することにより、地理・時間情報に応じたメ
ディア情報群全体の特徴量とその傾向の把握、および、メディア情報による実空間状況の大局的な把握を可能とする多元
的可視化地図動的生成システムです。

B05 SFC バイオ：パーソナルゲノムが拓く新時代
数年以内に僅か$1,000 で個人の全ゲノム情報を解読できるようになると言われています。
「パーソナルゲノム」によ
って、私たちは自分たちの病気のリスクを事前に知ることができ、病気になる前に予防したり、創薬や治療に結び
つけたりできる可能性があります。数年後に確実に到来するこのパーソナルゲノム革命に向けて、冨田勝（環境情
報学部教授）個人の全ゲノムを解読し、これを教育利用ができるように実名で公開しました。

C01 奥田敦研究会：イスラーム世界から学ぶ
アラブ・イスラーム世界の研究拠点との連携をはかりながら、イスラームの教えあるいはイスラーム圏について総
合的かつ実践的な研究を展開しています。アラブ人学生歓迎プログラム（ASP）、アラビヤ語教育・教材開発、アラ
ビヤ語辞書データベース、映像制作、ハラールとハラーム研究、情報誌『ハヤート』制作、アラブ世界学術交流拠
点構築、イスラームを方法論としたフィールドワーク、イスラームとグローバルガバナンス研究、㈱奥田総合研究
所設立（ソーシャルビジネス）などを行っています。
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D16 abogado の会：乳幼児の虐待予防のためのソーシャルキャピタル醸成に関する研究
子どもの虐待の相談件数は、年間 5 万件を越えています。本研究会では、地域の絆づくり（ソーシャル・キャピタ
ルの醸成）の視点から、乳幼児の虐待予防を考えています。昨年度より、小田原市において、行政と市民の方が共
働し、子育てについて市民が主体となり考えられる子育て支援活動、地域社会の関係性を構築を目指し、フィール
ドワークを行っています。

E16 筧康明研究室: Material Interactions: 情報を宿す素材×実体を纏うデジタル
筧研究室では、粘土、布、磁石、水など身近に存在する実世界の素材に着目したインタラクティブメディアを開発
しています。具体的には、その素材に固有の柔軟性や導電性などの特性を利用・拡張したインタラクションやディ
スプレイ手法の提案を行っています。さらに本研究では、これらの技術を用いた新たな情報表現を開拓します。

■ケータイ未来コンテスト
スマートフォンを使って未来の情報社会をより明るく、楽しく、易しくする作品やアイディアを全国の小学生から
大学院生までの児童・生徒・学生から募りました。未来のデジタルメディアは、新しい世代の人たちによって創り
出されてきています。これからの社会を担う若い方々が潜在的にもっているクリエイティビティを、このケータイ
未来コンテストで大いに発揮して頂ければと思い、昨年に引き続き第 3 回ケータイ未来コンテストを開催します。
このコンテストのスポンサーであるソフトバンク モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI
株式会社にも協力を得て、最終審査と表彰を行います。ネーミング部門、先端作品部門、未来創造部門でそれぞれ
の最優秀賞と審査員特別賞が最大各 1 作品選ばれます。

ケータイ未来コンテストオフィシャル WEB サイト http://sdc.sfc.keio.ac.jp/
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■プレミアムセッション

11 月 22 日（木）
10 : 00 〜 11 : 30
ライフクラウドの時代がやってくる〜個人の健康情報を利用する情報社会基盤〜

room 7

黒岩祐治 （神奈川県知事）
堀部政男 （一橋大学名誉教授）
坪田一男 （医学部教授）
村井純 （環境情報学部教授）

12 : 00 〜 13 : 30
＜日本研究プラットフォーム・ラボ＞
21 世紀日本の通商政策をデザインする：Why TPP Matters ?

room 7

フランツ・バルデンベルガー （ドイツミュンヘン・ルードビッヒーマクシミリアンス大学教授）
孫鳳軍 （山東省東亜研究所副研究員）
チャールズ・レイク （米日経済協議会会長）
川口順子 （参議院議員）
矢野義博 （一般社団法人日本自動車工業会国際統括部長）
渡邊頼純 （総合政策学部教授）
ジム・フォスター （政策・メディア研究科教授）

12 : 00 〜 13 : 30
全国自治体 ICT サミット〜3.11 後の自治体ネットワーキング

room 9

本田敏秋 （岩手県 遠野市長）
草間吉夫 （茨城県 高萩市長）
堀内茂
（山梨県 富士吉田市長）
岸本英雄 （佐賀県東松浦郡 玄海町長）
全国よりお集まりの自治体首長
國領二郎 （総合政策学部教授）
飯盛義徳 （総合政策学部准教授）

14 : 00 〜 15 : 30
＜ヘルスサイエンス・ラボ＞
食の未来 〜「健康」と「食」のサイエンス〜
川原尚行
島津秀雄
和田智之
坪田一男
神成淳司

room 7

（特定非営利活動法人ロシナンテス理事長）
（NEC システムテクノロジー株式会社執行役員）
（理化学研究所基幹研究所光グリーンテクノロジー特別研究ユニットユニットリーダー）
（医学部教授）
（環境情報学部准教授）

16 : 00 〜 17 : 30
＜日本研究プラットフォーム・ラボ＞
社会保障・税番号で社会は変わるか？
古川元久
武田圭史
金子郁容
新保史生

room 7

（衆議院議員）
（環境情報学部教授）
（政策・メディア研究科教授）
（総合政策学部准教授）

18 : 00 〜 19 : 30
＜日本研究プラットフォーム・ラボ＞
ソーシャル×カルチャー×ロングテール
閑歳孝子
斉藤理真
山崎春奈
山崎由佳
濱野智史

room 5

（株式会社 Zaim 代表取締役）
（コラムニストアイドル）
（インターネット探検家）
（SFC 研究所上席所員（訪問））
（株式会社日本技芸リサーチャー）
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11 月 23 日（金・祝）
10 : 00 〜 11 : 30
高校生のための SFC 講座
新保史生
古谷知之
神成淳司
内藤泰宏

room 3+4

（総合政策学部准教授）
（総合政策学部准教授）
（環境情報学部准教授）
（環境情報学部准教授）

脇田玲
（環境情報学部准教授）
大前学
（政策・メディア研究科准教授）
山内慶太 （看護医療学部教授）

10 : 30 〜 12 : 00
＜日本研究プラットフォーム・ラボ＞
インターネットと日本の選挙―これからの民主主義を考える―
李政勲
（韓国延世大学国際大学院准教授）
上山信一
佐藤大吾 （NPO 法人ドットジェイピー理事長）
國領二郎
中山俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部教授）

room 7
（総合政策学部教授）
（総合政策学部教授）

12 : 00 〜 13 : 30
発達障害が世界を変える―無知・無理解が助長する生きにくさを乗り越える
安部雅昭
市川宏伸
須賀智美
高森明
藤堂栄子
浅野史郎

（星槎名古屋中学校教頭）
（日本発達障害者ネットワーク理事長）
（株式会社 Kaien ブリッジコンサルタント）
（アスペルガー当事者）
（特定非営利活動法人 EDGE 会長）
（総合政策学部教授）

12 : 30 〜 14 : 00
＜日本研究プラットフォーム・ラボ＞
少子高齢社会の保健医療をめぐるメゾ・ガバナンス
安英勳 （韓国地方行政研究院主席研究員）
満武巨裕 （医療経済研究機構研究部副部長）

room 7
古谷知之 （総合政策学部准教授）
秋山美紀 （環境情報学部准教授）

15 : 30 〜 17 : 30
地球を知って、地球と仲良い社会を作る人を育てる
大西隆
小林宏之
鍋山徹
松波克次
清木康
小林光

room 3+4

room 9

（東京大学工学系研究科都市工学専攻教授 日本学術会議会長）
（公益社団法人日本航空機操縦士協会副会長）
（株式会社日本政策投資銀行産業調査部チーフエコノミスト）
（アジア開発銀行駐日代表事務所駐日代表）
（環境情報学部教授）
（政策・メディア研究科教授）

15 : 45 〜 17 : 15
ロンドンパラリンピックに出場して

openA

河合純一 （一般社団法人日本パラリンピアンズ協会会長
東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター協力研究員）
塩家吹雪 （AC・KITA 代表 ロンドンパラリンピック陸上短距離コーチ）
高桑早生 （総合政策学部 2 年 慶應義塾體育会）
村林裕
（総合政策学部教授）

18: 00 〜 19 : 30
SFC の未来を語る
阿川尚之
國領二郎
村井純
徳田英幸
金子郁容
加藤文俊
池田靖史
古谷知之
内藤泰宏

room9

（常任理事 総合政策学部教授）
（総合政策学部長・教授）
（環境情報学部長・教授）
（政策・メディア研究科委員長 環境情報学部教授）
（SFC 研究所長 政策・メディア研究科教授）
（環境情報学部教授）
（政策・メディア研究科教授）
（総合政策学部准教授）
（環境情報学部准教授）

*各セッション内容は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。
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Fax to : 0466-49-3594
Mail to : orf-aria@sfc.keio.ac.jp

SFC Open Research Forum 2012
取材お申し込み用紙
【開催日時】2012 年 11 月 22 日（木）、23 日（金・祝） 10：00〜19：30
（ただし展示会場は 23 日のみ 18:00 閉場）
【開催場所】東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス
【懇 親 会】 22 日（木）18：00〜19：30 ＠room9
※研究者、企業の方、メディアの方との立食形式のカジュアルな交流会です。

22 日プログラム取材
□ ご出席
□ ご欠席
23 日プログラム取材
□ ご出席
□ ご欠席
22 日懇親会( 18：00〜19：30)
□ ご出席
□ ご欠席

大変お手数ですが、ご出欠を 11 月 19 日（月）までにメールもしくは FAX にて、ご返信くださいますようお願い申
し上げます。
★取材当日はお名刺をご持参のうえ、報道受付カウンターにお立ち寄りください。

貴社名
媒体／番組名／ご所属
ご出席者名
ご連絡先電話番号
メールアドレス
＠
取材希望

※個別の取材希望がありましたらご記入ください

連絡欄
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