平成 24 年度事業計画
―学術の研鑚と社会貢献を目指して―
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
はじめに
平成 24 年度、情報通信学会は公益法人として、情報通信分野における総合的、学際的
な研究を推進するとともに、研究成果が広く社会に生かされるよう努める。
「学術大会、国際フォーラムの開催事業」
（公 1）については、6 月に秋田で学会大会
を開催、11 月に東京で国際コミュニケーション・フォーラムを開催する。
「研究会等実施、機関誌等発行、研究顕彰事業」
（公 2）については、年 40 回程度の研
究会を開催し、学会誌を年 4 回発行する。
１．学術大会、国際フォーラムの開催事業
（１）第 29 回情報通信学会大会
平成 24 年度第 29 回情報通信学会大会を 6 月 23 日～24 日、国際教養大学（秋田県）
において開催する。韓国の学会ＫＡＴＰとの合同シンポジウムの他、研究会報告、個人
研究発表を２日間にわたり行う。情報通信月間参加行事に応募予定。
【日 時】 平成 24 年 6 月 23 日（土）
、24 日（日）
【会 場】 国際教養大学（秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱）
【プログラム】シンポジウム、個人研究発表、研究会報告、ポスターセッション
＊別紙１「第 29 回情報通信学会大会開催要領」
（２）関西大会
関西地区において 9 月にシンポジウムを開催する。詳細については決まり次第ホーム
ページ等で周知を行う。
（３）第 29 回国際コミュニケーション・フォーラム
11 月に東京都内の会場において国際コミュニケーション・フォーラムを開催する。詳
細については決まり次第ホームページ等で周知を行う。
２．研究会等実施、機関誌等発行、研究顕彰事業
（１）研究会・情報通信ビジネス懇談会の開催
平成 24 年度は以下の 16 の研究会により約 40 回の研究会を予定している。研究会は東
京地区のみでなく、関西地区、中京地区でも開催する。また、情報通信ビジネス懇談会
を年 8 回開催する。会員外の参加を認め、ホームページ等で案内を行う。
1.情報通信法制・政策研究会
2.情報経済研究会
3.情報社会研究会

4.国際情報研究会
5.情報文化研究会
6.マルチメディア研究会
7.情報行動研究会
8.モバイルコミュニケーション研究会
9.情報知財研究会
10.情報社会システム研究会
11.間メディア社会研究会
12.メディア集中に関する研究会
13.地域メディア研究会
14.ＩＣＴ将来政策研究会
15.情報通信経済法学研究会
16.歴史・文化とデジタルメディア研究会
（２）学会誌の発行
学会誌を年 4 回（5 月、9 月、12 月、3 月）発行する。論文並びにシンポジウム講演録、
研究会報告を掲載する。また、昨年より科学技術振興機構の J-STAGE において掲載論文
を公開している。より充実した、質の高い学会誌の発行を目指す。
（３）論文賞の授与
学会誌に掲載された論文の中から優秀な論文を選び、優秀賞、佳作に対し、論文賞を
贈る。学会大会の会場で授与を行い、学会誌、ホームページに選考理由を掲載する。

別紙 第 29 回情報通信学会大会開催要領
開催日： 平成 24 年 6 月 23 日（土）
、24 日（日）
会 場： 国際教養大学（秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱）
プログラム：
6 月 23 日（土）
11：00～12：30

アーリーバード（個人研究発表大学院生セッション）

12：30～13：20

昼食

13：20～14：10

会員集会

14：10～14：30

休憩

＜KATP Joint Symposium
「モバイルビジネスの未来」“The future of the mobile business”＞
14：30～14：50

会長挨拶 JSICR & KATP

14：50～15：00

招聘校挨拶

15：00～15：20

基調講演（政府関係者）(予定)

国際教養大学学長

Japan: a government official from telecom or media regulator
Korea: Director of International Cooperation, Korea Communications Commission
15：20～16：30

基調講演（通信事業者）

辻村 清行（NTT ドコモ 副社長）

Hyunghee Lee（Senior Executive Vice President of SK Telecom）
16：30～16：45

休憩

16：45～18：15

パネル・ディスカッション

モデレーター

神野 新（㈱情報通信総合研究所 主席研究員）

パネリスト
辻村 清行（NTT ドコモ
牧

俊夫（KDDI

副社長）

執行役員

商品統括本部長 兼 コンバージェンス推進本部長）

Heesu Kim（a vice president of KT）
Hyungil Park（a vice president of LGU）
Hyunghee Lee（Senior Executive Vice President of SK Telecom）
＊日本の通信事業者１名を追加検討中
18：15～18：25

閉会挨拶

18：40～20：30

懇親会

6 月 24 日（日）
9：00～10：30

KATP Joint Workshop

“Broadband Policies” 「ブロードバンド政策」
＊日韓の登壇者について交渉中

10：30～10：45

10：45～12：15

休憩

JSICR and KATP hold independent sessions.
個人研究発表、研究会報告、ポスターセッション

12：15～13：00

昼食

13：00～14：30

個人研究発表、研究会報告、ポスターセッション

14：30～14：45

休憩

14：45～16：15

個人研究発表、研究会報告、ポスターセッション

16：15

学会大会終了

参加費： 正会員および賛助会員 2,000 円

非会員 4,000 円

学部学生は会員・非会員を問わず 1,000 円
懇親会費： 4,000 円
申込方法：氏名、所属、連絡先を明記の上、学会事務局へメールか FAX で申込んで下さい。
申込先：情報通信学会事務局

taikai@jotsugakkai.or.jp

申込締切： 平成 24 年 6 月 18 日（月）必着
Korea Association for Telecommunications Policies

共

催：

協

賛： 国際教養大学、情報通信月間推進協議会

個人研究発表の募集
学会ホームページに掲載されている申込票により応募下さい。
申込み期間 2 月 15 日～3 月 15 日
予稿提出締切り 4 月 30 日
ポスターセッションの募集
学会ホームページに掲載されている申込票により応募下さい。
申込み期間 2 月 15 日～4 月 30 日

