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W3C (World Wide Web Consortium) のアジア初のホストを 
慶應義塾大学に設置してから 20 周年 

～記念イベントを Interop Tokyo2016 で特別開催～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
「W3C20 ASIA」は、WWW（ウェブ）技術の標準化をすすめる国際的な非営利団体であ

る「W3C」が、アジア初のホストを慶應義塾大学に設置して 20 周年を迎えたことを記念す

る、テクニカルセミナー、基調講演、レセプションの三部で構成された特別イベントです。 
 
テクニカルセミナーと基調講演は、国内外からスペシャルゲストスピーカーをお迎えして

行われるセッションが息つく間もなく展開され、産業界の垣根を超えた今後のオープン

Web プラットフォームの姿を繰り広げます。それに引き続いて、W3C 会員と共に Web を

作り上げる Web コミュニティの方々をお招きしたレセプションも開催します。 
 
W3C は、例年通り Interop Tokyo 同時開催の APPS Japan で「W3C ブース」の出展も行

い、W3C 会員と日本の Web を支えるコミュニティ各組織がそれぞれ Web 技術を使用した

世界を展示し、この 20 周年を共に祝します。 
 
【Interop Tokyo 2016】 
日時：2016 年 6 月 8 日(水)～6 月 10 日（金） 
場所：千葉市 幕張メッセ 
Interop(インターロップ）は世界で開催されている、ネットワークコンピューティングに特

化したテクノロジーとビジネスのリーディングイベントです。日本では 1994 年の初開催以

来、2016 年で 23 回目の開催を迎えます。会場ではデモンストレーションなどを通じて ICT
の最新技術や、約 500 社を超える企業の最新製品が展示されます。 
http://www.interop.jp/top.html 
 
【W3C20 ASIA】 
■テクニカルセミナー／基調講演への来場登録は以下よりご登録いただけます。 
Interop Tokyo 2016 公式サイト：http://www.interop.jp/2016/w3c20/ 
 
■レセプションへの来場登録は以下よりご登録いただけます。 
レセプション登録サイト：https://form.f2ff.jp/form/w3c2016reception/ 
 
■W3C20 ASIA ページ 
日本語：https://www.w3.org/20/Asia/Japan/Overview.ja.html 
英語：https://www.w3.org/20/Asia/Japan/Overview.html 
 
「W3C20 ASIA」の開催概要は以下の通りです。（敬称略） 

W3C は、2016 年 6 月 8 日（水）～6 月 10 日（金）に、千葉市の幕張メッセにて開催さ

れるインターネットテクノロジーの総合イベント「Interop Tokyo 2016」（実行委員長：

慶應義塾大学環境情報学部長 村井純）の期間中である 6 月 9 日（木）に、「W3C20 ASIA」

を同時開催します。ぜひご取材ください。また、レセプションへもお気軽にご参加くだ

さい。 
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https://form.f2ff.jp/form/w3c2016reception/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆ 開催概要 ◆ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 【 W3C20 ASIA 】 
 https://www.w3.org/20/Asia/Japan/Overview.ja.html 
 ◎会期：2016 年 6 月 9 日（木） 
 ◎会場：幕張メッセ 
 ◎主催：W3C/Keio  
 ◎共催：Interop Tokyo 2016 & APPS JAPAN 2016 実行委員会 
 ◎運営：株式会社 ナノオプト・メディア  
  詳細ページ： http://www.interop.jp/2016/w3c20/   
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆ テクニカルセミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 http://www.interop.jp/2016/w3c20/ 
 ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）13:00-13:40 
 ────────────────────────────────── 
 Web の新常識。ビジネスを変える最新 Web プラットフォームのトレンド 
 -------------------------------------------------------------------- 
 一般社団法人 Mozilla Japan モバイル＆エコシステムマネージャ 

浅井 智也 
 
 ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）13:55-15:05 
 ────────────────────────────────── 
 IoT セキュリティと WoT 
 ------------------------------------------------------------------- 
 シーメンス AG 社 コーポレートテクノロジー・組み込みネットワーク部部長 
 ヨーク・ホイヤー 
 
 シーメンス AG 社 コーポレートテクノロジー・組み込みネットワーク部 
 ヨハネス・フント 
 
 パナソニック株式会社 全社 CTO 室 ソフトウェア戦略担当 理事 
 梶本 一夫 
 
 株式会社 KDDI 研究所 セキュリティ開発グループ 研究主査 
 橋本 隼一 
 
 ≪モデレータ≫ 
 慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任准教授 博士（工学） 
 W3C Staff Contact for Automotive, WoT, Web&TV, MMI, Geolocation 
 芦村 和幸 
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 ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）15:20-16:00 
 ────────────────────────────────── 
 東京 2020 大会が取り組む Web アクセシビリティの今とこれから 
 -------------------------------------------------------------------- 
 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
 広報局 広報部 デジタルメディア課長 
 庄司 佳代 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆ 基調講演 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
http://www.interop.jp/2016/w3c20/ 
  ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）16:15-17:25 
 ────────────────────────────────── 
 インターネットとウェブのグランドデザイン 
 -------------------------------------------------------------------- 
 慶應義塾大学 環境情報学部長 
 村井 純 
 
 ベリファイ社 香港 チェアマン  
 ピンダー・ウォング 
 
 韓国電子通信研究院(ETRI) サービススタンダードリサーチ局 ディレクター  
 スンユン・リー 
 
 北京航空航天大学 コンピュータサイエンス学部 副学部長 
 北京航空航天大学計算机学院 副教授 科研副院長 工学博士 
 W3C/Beihang Deputy Director  
 チュンミン・フー（胡春明） 
 
  ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）17:40-18:20 
 ────────────────────────────────── 
 ウェブがつなぐコミュニケーションの未来 
 -------------------------------------------------------------------- 
 
 （株）ブイキューブ 代表取締役社長 CEO  
 間下 直晃 
 
  ────────────────────────────────── 
 ◆6 月 9 日（木）18:35-19:05 
 ────────────────────────────────── 
 W3C 秘話とこれから 
 -------------------------------------------------------------------- 
 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授 
 夏野 剛 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆ レセプション 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ◆6 月 9 日（木）19:20-20:15 
─────────────────────────────────── 
 来賓祝辞  総務省 総務大臣政務官 輿水 恵一 
 20 周年のお祝い 株式会社講談社 社長室長/IDPF 理事 吉井 順一 
 乾杯 一般社団法人 Mozilla Japan 代表理事 瀧田 佐登子 
 
 ライトニングトーク 
「Web テクノロジーにより拓かれる世界。コミュニティによるショーケース」 

NTT コミュニケーションズ 技術開発部テクニカルマネージャ 小松 健作 
 W3C/Beihang からのご挨拶 

W3C/Beihang サイトマネージャ アンチィ・リー 
 ビジュアル・サウンドパフォーマンス  
 プログラマ／ビジュアルアーティスト 比嘉 了 
─────────────────────────────────── 
 
 
取材をご希望の方は、以下の【問い合わせ先】までご連絡ください。また、レセプション

へのご参加も心よりお待ち申し上げております。 
 
 
【問い合わせ先】慶應義塾大学 SFC 研究所 W3C 事務局 
   W3C/Keio 吉澤直美 

TEL: 03-3516-2504 
E-mail: naomi@w3.org 
 
 
 

【配信元】  

慶應義塾大学 湘南藤沢事務室学術研究支援担当  

TEL 0466-49-3436  

E-mail: kri-pr@sfc.keio.ac.jp  
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