
モバイル 09 プログラム 
 

3 月 17 日 午前 

10:00～12:00 第 1 室  教育的利用(1) 10:00～12:00 第 2 室  メディア 

司会 木暮 祐一 (武蔵野学院大学) 司会 岡田 明 (大阪市立大学)

1111 中学生の携帯利用実態と教員の印象に関する事

例研究分析 
安藤 明伸 (宮城教大), 伊藤 友一 (宮城教大附属中) 

1211 モバイル機器の文字入力の比較―モバイル環境に

おける比較検討―  
大塚 正雄, 冨田 寛, 浮本 恵里花, 

安原 絵理子, 丁井 雅美 (広島国際大学)

1112 e-learning 利用におけるプラットホームとしての

iPhone について     長谷川 旭,  

佐原 理, 小橋 一秀, 長谷川 聡 (名古屋文理大) 

1212 複数モバイル機器に対する直感的かつ効率的な

写真伝送手法  
吉野 広太郎, 村田 和義, 倉本 到, 

渋谷 雄, 辻野 嘉宏 (京都工芸繊維大学) 

1113 モバイル LMS のための学生携帯利用実態調査 

 
青柳 章大 (宮城教大大学院), 安藤 明伸 (宮城教大) 

1213 スマートフォンの大学教育への活用 
冨田 寛, 大塚 正雄, 浮本 恵里花, 

安原 絵理子, 丁井 雅美 (広島国際大学) 

1114 ケータイ文字メールによる情報管理システムの利

用性と応用 
丸田 洋輔, 加藤 正史, 長谷川 旭, 

長谷川 聡 (名古屋文理大学), 宮尾 克 (名古屋大学) 

1214 カメラ付き携帯電話を利用した 2008 年送り火中継

における撮影者の傾向  
蔵野 文子, 宮南 雅也, 久保田 哲生, 鶴本 顕一郎, 

加藤康朝((株)ソフトディバイス), 播口光 ((株)東京糸井重里事務所) 

昼休み( 12:00 ～ 13:00 ) 

3 月 17 日 午後 

13:00～15:00 第 1 室  教育的利用(2) 13:00～15:00 第 2 室  文字と言語 

司会 丁井 雅美 (広島国際大学) 司会 松沼 正平

1121 若者の SNS『mixi』利用調査-パソコンとモバイルの

媒体比較を中心に-  
小寺 敦之 (上智大学) 

1221 中国語における状況適応予測の適用性について 
高 洪波, 上田 昌治, 中山 拓也, 蟻田 伸, 

金田 昌石, 田中 成人 (オムロンソフトウェア(株)) 

1122 大学生のモバイルリテラシーに関する考察  
木暮 祐一(武蔵野学院大学, 青山学院大学), 

下山 幸成, 小張 敬之 (青山学院大学) 

1222 ケータイ多言語対話システムとその応用  
杉田 奈未穂, 丸田 洋輔, 長谷川 旭, 

長谷川 聡 (名古屋文理大学), 宮尾 克 (名古屋大学) 

1123 メディアリテラシーからみたケータイ小説の教育的

利用と課題  
上松 恵理子 (新潟大学大学院) 

1223 在宅認知症者に対する遠隔支援方法の提案  
濱田 怜実, 桑原 教彰, 森本 一成(京都工芸繊維大学),

安田 清 (千葉労災病院,京都工芸繊維大学) 

 

 特別企画 教育とケータイ 司会 澁谷 雄 (京都工芸繊維大学) 

特別講演 (14:45～15:45) 

「教育におけるケータイの功罪」 田中 博之 (大阪教育大学) 
子どもの携帯電話の所有率が高まるにつれて増大しているネット犯罪と

健康被害から子どもを守るためのネット安全教育のあり方について、イギ

リスの動向を紹介しながら考える。 

出席者 質疑・討論 (15:50～16:50) コメンテータ 家本 修 (大阪経済大学)

現状の情報通信ネットの欠陥を克服し、子どもも一般市民も  篠原 一光 (大阪大学)  
安心して使える、治安の良い情報通信環境を求めて 

利便性、暇つぶし、利潤追求のマネーラインから、 

生活支援のライフラインへの転換  

 

(17:15～18:30) 懇親会 ( APA ホテル 地下 1 階 宴会場) 
司会  村田 和義 （京都工芸繊維大学）

17 



モバイル 09 プログラム 

 

3 月 18 日 午前 

10:30～12:00 第 1 室  文字入力と表示 10:30～12:00 第 2 室  脳と生理 

司会 安藤 明伸 (宮城教育大学) 司会 大森 正子 (神戸女子大) 

2111  2211 

 

2112 ケータイ絵文字メールによるコミュニケーション  
安原 絵理子, 浮本 恵里花, 大塚 正雄, 

冨田 寛, 丁井 雅美 (広島国際大学) 

2212 NIRS を用いた追従および認知・判断タスク中の生

理変化の特徴抽出  
佐藤 健二, 萩原 啓 (立命館大), 中村 美穂 (立命館大大学院)

2113 モバイル端末のマルチタップディスプレイを用いた

最適表示文字サイズの評価  
長谷川 聡 (名古屋文理大), 大森 正子 (神戸女子大), 

松沼 正平 (名古屋工業大), 宮尾 克 (名古屋大) 

2213 NIRS 高速成分によるケータイ文字入力動作の解

析 
田村 博 (田村 HI 研究所), 

末吉（渕上） 美喜，岡田 明 (大阪市大院) 

2114 モバイル機器の辞書検索機能のつかいやすさ  

浮本 恵里花, 大塚 正雄, 冨田 寛, 
安原 絵理子, 丁井 雅美 (広島国際大学) 

2214 ボタン操作の方向選択課題における NIRS 高速成

分の解析法 
末吉（渕上）美喜，岡田 明 (大阪市大院), 

田村 博 (田村 HI 研究所) 

昼休み( 12:00 ～ 13:00 ) 

 

3 月 18 日 午後 

13:00～15:30 第 1 室  情報と社会 13:00～15:30 第 2 室  交通支援 

司会 篠原 一光 (大阪大学) 司会 伊藤 肇 (矢崎総業) 

2121 高齢者における携帯電話の利用の地域差  
橋爪 絢子, 山中 敏正(筑波大学大学院), 

黒須 正明 ((独)メディア教育開発センター) 

2221 ランドマークの認知容易性・視認可能性に基づく

歩行者の不安の定量的評価  
宇戸 裕人, 古川 宏 (筑波大学大学院) 

2122 移動判定を伴う PHS による物流機器位置管理シス

テムの研究  
川原 靖弘, 吉田 寛, 保坂 寛 (東京大学) 

2222 自動車用情報表示器の文字表現に関する研究  

金 海燕, 岩男 眞由美 ((株)いすゞ中央研究所) 

2123 モバイルバリュー交換提携関係の社会ネットワー

ク分析  
遊橋 裕泰, 後藤 洋樹 (NTT ドコモモバイル社会研究所) 

2223 交差点記号化研究および高知における実地展開   
松平 健 (PJI), 吉井 稔雄 (京都大), 大口 敬 (首都大学東京), 

片岡 源宗 (高知工科大), 小松 敏宏 (高知県道路課) 

2124 ユーザビリティについての回顧とデジタル日用品

の課題 
田村 博 (田村 HI 研究所) 

2224 ケータイによる会話が視空間的作動記憶に与える

影響  
門居 直樹 (摂大院), 川野 常夫 (摂南大) 

2125
 

2225 複数の情報提供サービスを搭載した車載器の

HMI に関する検討  
河井 真知子 (慶応義塾大大学院), 大門 樹 (慶応義塾大) 
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