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慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2015 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
『次世紀の芽 ～25 年目に 100 年後を考える～』
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：飯盛義徳）は、11 月 20 日
（金）、21 日（土）の 2 日間、研究プロジェクトの現状と将来計画を紹介する研究発表イベント『SFC
Open Research Forum 2015（ORF2015）』を東京ミッドタウンで開催します。
今年は「次世紀の芽 ～25 年目に 100 年後を考える～」をテーマに、ワークショップ、展示、セッション
を行うほか、前夜イベントとして Preliminary Session を 11 月 19 日（木）に SuperDeluxe（六本木）
で行います。
研究成果発表のイベントとしてご紹介いただくとともに、ぜひご来場のうえ、ご取材をお願い申し上げます。
SFC Open Research Forum 2015 「次世紀の芽 ～25 年目に 100 年後を考える～」開催概要
開催テーマ：
『次世紀の芽 ～25 年目に 100 年後を考える～』
開催日程・場所：
メインイベント：11 月 20 日(金)～21 日(土) ＠ 東京ミッドタウン
前夜イベント ：11 月 19 日(木) ＠ SuperDeluxe（六本木）
開催概要：
11 月 19 日(木)の夜に開催される前夜イベント（Preliminary Session）にはじまり、11 月 20 日(金)、
21 日(土)の 2 日間では、SFC における研究成果の展示と発表、各界の論客を招いてのトークセッショ
ン、来場者が参加するワークショップなどを予定しております。詳細は、ORF 公式ウェブサイトをご
参照ください。
ORF 公式ウェブサイト http://orf.sfc.keio.ac.jp/2015/
前夜イベントのプログラム：
Preliminary Session「ビブリオバトル＆岩竹徹＋Cyber Sound Project ライブ」
11 月 19 日(木) 17:30～21:45（16:30 開場）＠ SuperDeluxe (六本木)
17:30～20:10 ビブリオバトル
20:25～21:45 岩竹徹＋Cyber Sound Project ライブ
参加費 1,000 円（1 ドリンク付）*参加費は本イベントの運営資金に充当します。
メインイベントのプログラム：
11 月 20 日(金)
【展示・ワークショップ】
10:00-20:00（9:30 開場）＠ 東京ミッドタウン・イースト B1F ホール
【セッション】
10:00-20:00（9:30 開場）＠ 東京ミッドタウン・タワー4F カンファレンス
11 月 21 日(土)
【展示・ワークショップ】
10:00-18:00（9:30 開場）＠ 東京ミッドタウン・イースト B1F ホール
【セッション】
10:00-19:30（9:30 開場）＠ 東京ミッドタウン・タワー4F カンファレンス
入場料：無料・事前登録不要（一部除く）
主催：慶應義塾大学 SFC 研究所・湘南藤沢学会
実行委員長： 中澤仁（慶應義塾大学環境情報学部准教授）
*新聞各紙社会部等に送信させていただいております。
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：西村 加藤 河越
TEL：0466-49-3436 FAX：0466-49-3594 e-mail : orf-aria@sfc.keio.ac.jp
※11 月 19 日（木）～21 日（土）は、03-3475-6070 までご連絡ください。
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参考資料
■今年度のテーマ『次世紀の芽 ～25 年目に 100 年後を考える～』とは
21 世紀の私たちの生活に深く根ざしている様々な科学技術や社会制度、産業は、その原型が 100 年前に
は作られていました。それらの技術や制度、産業は、社会に浸透するにつれて人類を豊かにすると同時
に、多様な問題を産むに至り、現在、それらを解決することが人類の課題となっています。未来に目を
向けてこのことを考えてみると、100 年後の社会に浸透しているであろう技術や制度、産業を、今、芽
生えさせなければならないと言えます。その芽とは一体何でしょうか？
SFC では、25 年前に、学部長たちが学生を指して「未来からの留学生」と表現したことからも分かるよ
うに、未来の目で、今を考え分析し、今ある問題を解決しつつ、新しい何かを常に作り出していくこと
が役割であると考えています。この何かが、まさに、未来の社会に根ざす技術や制度、産業の芽であり、
幾つかのそれは既に大きく育って社会を変革しています。
SFC の 25 年目に開催する今回の ORF では、SFC に生えた次世紀の芽を六本木に移して、皆さまに触れて
いただきながら、ともに 100 年後を考えていきたいと思います。
■SuperDeluxe 前夜イベント
Preliminary Session ビブリオバトル＆岩竹徹＋Cyber Sound Project ライブ
卒業生、塾生、塾員それぞれが携わった書籍などの刊行物を発表するビブリオバトルと、岩竹徹＋Cyber
Sound Project のライブによる「前夜イベント」を開催します。

■東京ミッドタウン・ホール（B1F）
ORF メインイベント会期中、東京ミッドタウン・ホール B1F では SFC 研究所の最先端の研究内容を展示、
ワークショップを実施します。

■東京ミッドタウン・カンファレンス（4F）
東京ミッドタウン・カンファレンス４F では、各界の論客を招いてのセッションやワークショップを実
施します。
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■スマホ未来コンテスト
未来のモバイルメディアのあるべき形と機能をモックアップ、3D デザイン、ポスター、アプリケーショ
ンなど様々な形式で全国の小学生から大学院生までを対象に募集。応募作品のうち第一次審査を通過し、
最終審査に進んだ作品の展示、ファイナリストによる発表、審査、表彰を行います。
◆最終審査作品および佳作作品展示場所
東京ミッドタウン ホール B1F セッション会場 openA 横
◆最終審査会および表彰式
日時： 11 月 21 日（土）15:30 - 17:30
場所： 東京ミッドタウン・ホール B1F セッション会場 openA
（WEB サイト：http://sdc.sfc.keio.ac.jp/2015/）
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Fax to : 0466-49-3594
Mail to : orf-aria@sfc.keio.ac.jp
SFC Open Research Forum 2015
取材お申し込み用紙
日時：前夜イベント：11 月 19 日（木)

SuperDeluxe

メインイベント：11 月 20 日(金)、21 日(土)

東京ミッドタウン

Preliminary Session
会場

ホール入口
総合受付
セッション会場
（4 階）へはエレ
ベーターをご利用
ください。

ご出席いただける場合は 11 月 18 日（水）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、受付にお立ち寄りください。
貴社名

媒体／番組名／ご所属

お名前

ご連絡先電話番号
メールアドレス
＠
取材希望

※取材希望の日時をご記入ください

カメラの有無

有 動画

台

スチル

台

無

連絡欄
※11 月 19 日～21 日につきましては、03-3475-6070 までご連絡ください。

4/4

