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シンポジウム「モバイル’13」 プログラム
3 月 7 日（木）11:45～平成 25 年度通常総会 [17305 教室]

12：00 受付開始
中会場 17310 教室
12:45～13:00

出席条件：事前にご案内差し上げましたモバイル学会の正会員

2013 年
モバイル学会会長挨拶／

赤松 幹之(産総研)

大会長挨拶／

安田 浩(東京電機大学未来科学部長・教授)

13:00～14:50 特別セッション スマートフォン社会の現状と展望

共催：情報通信学会モバイルコミュニケーション研究会

1001

「モバイルメディアとしてのスマートフォン」岡田 朋之（関西大学総合情報学部）

1002

「スマートフォンにおける個人データの利用と保護」吉田 達（新潟大学人文社会･教育科学系）

1003

「スマートフォンの普及と母親たちの子育て実践の変化」天笠 邦一（慶應義塾大学 SFC 研究所）

1004

「グローバルコミュニケーションアプリ『LINE』の成長と今後の戦略」舛田 淳（NHN Japan）

A 会場

17308 教室
モバイルの社会応用

B 会場

3 月 7 日(木)

17301 教室

C 会場

コーディネーター及び司会：岡田朋之（関西大学）

17302 教室

D 会場

17303 教室

15:00~16:20

15:00~16:00 モバイル教育実践・応用①

15:00~16:20 安全・安心なモバイル利活用①

15:00~16:20 モバイルアプリケーション

1111 位置情報ゲームコンテンツによる地域
活性化 京都・大阪・和歌山の事例から
渡辺 武尊, 猿渡 隆文, 中道 武司,
菊池 大輔(デジタルハリウッド大学院)

1211 2012 年の送り火における Twitter の
tweet と例年の京都五山送り火中継の結果
について 藏野文子, 宮南雅也, 鶴本顕
一郎, 久保田哲生(㈱ソフトディバイス),
播口光, 佐藤智行(㈱東京糸井重里事務所)

1311 振動刺激呈示時の脳内血行動態の特
徴抽出
杉本 潤哉, 萩原 啓(立命館大学)

1411 ランドマークに基づく歩行者の位置特
定難易度推定モデルの提案と実践的検証
中村 裕(筑波大学大学院),
古川 宏(筑波大学システム情報系)

1112 自治体におけるモバイルの利活用
伊藤 智(㈱ジャパンインターナショナル
総合研究所), 栗林 秀(㈱キャナル),
丁井 雅美(広島国際大学)
1113 自治体におけるソーシャルメディアの
利用 -地域コミュニティーにおけるソーシャ
ルメディアの役割松坂 美貴(広島国際大学),
栗林 秀(㈱キャナル),丁井 雅美(広国大)
1114 子どものケータイ利用に関する保護者
の懸念
朴 珎怜, 向田 愛子
(㈱NTT ドコモ モバイル社会研究所)

1312 道路交通環境によるタスクディマンド
の推定手法
佐藤 稔久, 赤松 幹之
(産業技術総合研究所),
田中敦, 畑田淳, 傳田志哉(クラリオン㈱),
石井 隆昭(㈱日立製作所デザイン本部)

1212 大学生によるスマートフォン/タブレット
アプリ開発と応用
前田 恵美, 鈴木 菜月, 伊東 順也,
附柴 賢司, 長谷川 聡(名古屋文理大学)
1213 フューチャースクール(小学校)でのタブ
レット利用教育の実践と課題
平野 雄二, 長谷川 聡(名古屋文理大学)

1313 路上駐車周辺の運転行動は反復走行
に伴う慣れによりどう変わるか
熊谷 徹, 高橋 昭彦
(産業技術総合研究所)

1214 科学教育としてのモバイル端末活用
ーあいちサイエンスフェスティバルにおけるスペ
ースバルーンプロジェクトー
佐原 理

1314 fNIRS による注意集中状態と注意散
漫状態の定量評価
小宮山敬貴, 萩原啓(立命館大学)

(名文大), 山中 敦子(生命の海科学館),
神谷 典孝(情報科学芸術大学院大学),
加藤 雅也, 坪木 和久
(名古屋大学地球水循環研究センター)
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1412 共通点を提示することにより人とのコミ
ュニケーションを支援するシステム
閑野 伊織(筑波大学情報学群),
田中 二郎 (筑波大学大学院)
1413 利用者のスマートフォンを用いる買物
会計システムの研究
鈴木 和幸 (筑波大学情報学群),
田中 二郎 (筑波大学大学院)
1414 Android x センシングデバイス x 感圧
導電性衣服による雰囲気認識
越野 亮
(石川工業高等専門学校電子情報工学科)
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16:25~17:45 モバイルビジネス・コンテンツビジネス

1121 クラウド時代の情報システムの導入効
果の予測について～ビジネスプロセスシミュ
レーションへの眺望と期待～
譚奕飛（中央学院大学)
1122 モバイルビジネスとジェネラティヴィティ
八木 良太(尚美学園大学)

16:25~17:45 モバイル教育実践・応用②

16:25~17:45 安全・安心なモバイル利活用②

16:25~17:45 Android プログラミング

1215 授業改善のための教科・科目に依存し
ないスマートフォン対応評価システムの開
発
青柳章大(ミライトス㈱),
安藤明伸(宮城教大学), 小野寺祐介(矢本
第一中学校), 加藤 啄也(立岩沼小学校)

1315 携帯電話による非対面式会話に存在
するハンディについて
田上 昇, 川野 常夫(摂南大学）

1421 Android Tablet を用いたインタラクティ
ブ階層構造成長型自己組織化マップのた
めのインタフェース

1316 VICS を利用した災害情報に関する検
討 -豪雨による冠水エリアの情報提供効果小林 祐介, 大門 樹(慶應義塾大学),
林 和光((財)道路交通情報通信
システムセンター)

鎌田 真(県立広島大学大学院),
市村 匠(県立広島大学経営情報学部)

1123 モバイルソリューションビジネスの新た
な展開
成川 忠之(東海大学)

1216 タブレット PC 向け簡易電子黒板アプリ
ケーション「iTouch」の授業実践と評価
板垣 翔大, 安藤 明伸(宮城教育大),
加藤啄也(岩沼小学校),福谷遼太(宮城教大)

1124 製品関与度別のモバイル・アプリケー
ション選択構造
金城 敬太, 東邦 仁虎
(東京理科大学経営学部)

1217 スマートフォンによるセンサーアシスト
トレーニング法の開発
安藤明伸, 高久敏宏, 板垣翔大(宮城教大),
鳥居隆司(椙山女大), 竹野英俊(広工大)

1317 信号交差点における高齢ドライバのた
めの VICS 情報提供に関する基礎的研究
日比野 克成, 大門 樹(慶應義塾大学),
織田 利彦((財)道路交通情報通信
システムセンター)

1218 平鉋削りの身体コーディネイトのずれ
をスマートフォンで取得する試み
板垣翔大, 安藤明伸, 高久敏宏(宮城教大),
鳥居隆司(椙山女大), 竹野英俊(広工大)

1318 スマートフォンによる作業中の個人向
け腰痛アラームシステムの開発
福井 裕, 川野 常夫, 田中 優介
(摂南大学)

交流会

学界・産業界・利用者・学生がみなで集い，本音を語
り，知恵を出し合い，モバイル社会の明日を夢見ましょう．

日時：2013 年 3 月 7 日（木）18:00～19:30
場所：青山学院大学隣接アイビーホール内
カフェ＆ダイニング「フィリア」
参加費：5,000 円
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1412 Nexus を用いた NFC(Near Field
Communication)認証機能による出席管理
システム
市村 匠(県立広島大),
鎌田 真(県立広島大学大学院)
1413 最適化手法と Web 情報の有効利用に
よる個人観光経路決定システム
蓮池 隆(阪大大学院), 松本慎平(広工大),
片桐英樹(広島大学大学院)
1414 二次元ワープ法を用いた略地図上で
の現在位置表示アプリケーション
百瀬雅彦, 山口崇志, 花田真樹,
大城正典, マッキン・ケネスジェームス,
永井 保夫(東京情報大学)
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9:15 受付開始
A 会場

2013 年

17308 教室

C 会場

9:40~11:20 モバイル社会とメディアリテラシー

9:40~12:00 モバイル医療・ヘルスケア

2121 モバイル学習におけるメディアリテラシー
上松 恵理子(新潟大学大学院)
2122 フィンランドにおけるモバイル社会と学習
松下慶太(実践女子大学),
上松恵理子(新潟大学大学院)
2123 子どものスマートフォン利用に関する保護者認識と態
度
豊福晋平
(国際大学グローバル･コミュニケーション・センター)
2124 体験を基にした情報モラル学習の研究 －「楽しく気持
ちよいチャットをしよう」の実践を通して－
長谷川春生(富山大学)
2125 スマートフォンの普及とメディアリテラシー教育
藤川大祐(千葉大学)
11:25~12:25

モバイルラーニング

2131 モバイル・PC を利用した TOEIC 学習の効果
小張敬之(青山学院大学経済学部)
2132 ユビキタスラーニング環境構築に向けた大学生による
情報端末利用の実態調査
古川 宏(筑波大学),
木暮祐一(武蔵野学院大学), 伊藤一成(青山学院大学),
萓忠義(学習院女子大学), 小張敬之(青山学院大学)

B 会場

17301 教室

2321 iPhone/iPad 向け多言語医療コミュニケーションアプリ
EXLanguage シリーズ

10:00~11:40 モバイルユーザビリティ

2221 ストリーミングサービスの品質に待つ行為が与える影
響
新井田統(KDDI 研究所), 原田悦子(筑波大学)
2222 テキスト読み取りと運動が待機時間知覚に与える影響
篠原 一光(大阪大学大学院人間科学研究科),
新井田 統(KDDI 研究所)
2223 様々な大きさのタブレット端末と文字の大きさの使用
による上肢の姿勢の変化
馬庭大樹(関西大学大学院理工学研究科),
小谷賢太郎, 鈴木哲, 朝尾隆文(関大システム理工学部)
2224 電子書籍端末のディスプレイ種類の違いによる視認
性の比較
長谷川旭, 長谷川聡(名古屋文理大学),
松沼 正平(名古屋産業科学研究所), 宮尾 克(名大)
2225 電子ペーパーの可読性への環境照度の影響
小嶌 健仁, 佐野 峻太(名古屋大学大学院),
松沼 正平(名古屋産業科学研究所),
小飯塚 達也(名大工学部), 宮尾 克(名古屋大学大学院)

2133 オンライン講義を利用したモバイル英語教育
小張 敬之(青山学院大学), 萓 忠義(学習院女子大学)
【公開特別講演】12:00~

17302 教室

3 月 8 日(金)

長谷川聡, 高須拳斗, 長谷川旭, 小橋一秀(名古屋文理大),
坂井由紀, 杉田奈未穂, 加藤啓介(㈱エスケイワード), 佐
野峻太, 宮尾 克(名古屋大学)
2322 スマートデバイス向け簡易ディスプレイキャリブレータ
の開発
富永 崇之(九州工業大学大学院),
木暮祐一(武蔵野学院大学), 津村忠助((有)TRIART),
山本邦雄, 乃万司(九州工業大学大学院)
2323 クラウドとモバイル端末を用いた災害時被災者健康支
援システム
水島 洋, 金谷泰弘(国立保健医療科学院)
2324 タブレット端末による医療介護・予防の受益者障壁の
解放
菅 美幸, 高山 誠, 福島 正義(新潟大学大学院)
2325 医療障壁に対する破壊的イノベーションのインスタント
化－タブレット端末を介したゲノム情報へのアクセスによる医療革
福島 正義, 高山誠, 菅美幸(新潟大学大学院)
命－
2326 健康福祉のためのモバイルの活用 -クラウド型「おく
すり日記」システム－
梶 元人(広島国際大学),
岩瀬 道夫, 北村 晃(㈱エレクトリック・マテリアル),
丁井 雅美(広島国際大学)
2327 モバイル端末を用いた介護施設における申し送り発生
状況の分析
中島正人(科学技術振興機構・筑波大学),
福原知宏, 西村拓一, 赤松幹之(産業技術総合研究所)

一般受付※聴講無料

後援：ブロードバンド推進協議会

大会場 17309 教室

司会進行：木暮祐一(武蔵野学院大学)

13:00~ 大会長基調講演

0001「モバイル社会の安心・安全・豊かさを求めて」 安田 浩(東京電機大学未来科学部長・教授、東京大学名誉教授)

14:10~ 特別講演(1)

0002「わが国の産業活性化に向けたビックデータの活用」 稲田 修一(東京大学先端科学技術研究センター特任教授、前総務省大臣官房審議官)

15:20~ 特別講演(2)

0003「あるユーザーから見た、モバイル通信 30 年の歩みと今後の展望」
16:20～閉会の辞

モバイル学会会長挨拶／
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竹村 譲(富山大学非常勤講師、Thinking Power プロジェクト)

赤松 幹之(産業技術総合研究所)
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青山学院 青山キャンパス
〒150-8366

東京都渋谷区渋谷 4-4-25

JR 山手線、JR 埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線

他「渋谷駅」より徒歩 10 分

東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」より徒歩 5 分

シンポジウム会場案内（17 号館 3 階）
企業展示室

B

17301

C

会場
17302

D

会場
17303

会場
17308

EV

多目的トイレ
女子トイレ

EV

17306

男子トイレ

中
17309

17305

男子トイレ

エスカレーター

女子トイレ

17307

会議室
事務局

17304

受付

A

会場

シンポジウム会場

会場

17310

大

会場
17311
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交流会会場
アイビーホール内
「フィリア」

