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～ SS 研会員機関の方ならどなたでもご参加いただけます ～ 
 

■日時 ： 2013 年10 月24 日(木)  分科会・展示 9:00-18:00 / 懇親パーティ 18:30-20:30 
          2013 年10 月25 日(金)  分科会 9:00-12:50  
■場所 ： ホテルオークラ神戸 [兵庫県神戸市中央区波止場町2-1]  
■開催趣旨 

近年、大学・研究所・企業のすべてに於いてグローバルな活動が増えると共に、それぞれのボーダーがはっきり
しなくなってきている。大学の国際化に伴う学生の流動化や大学そのものの海外進出、研究機関における客員研究員
の扱いや国際プロジェクトでの活動など色々な意味でボーダーレスの流れが止まらない状況となっている。 

そうした中で、会員の方々にも共通な問題として、設備のボーダーレス化(パブリッククラウドの活用)、学生や
研究者のボーダーレス化、得られた成果の取扱いなど色々な問題が考えられる。これらの観点に関して、今年度は『ボ
ーダーレス社会のいきかた』と題して、ボーダーレスの意味づけに始まり、人財・設備・時代など多様な観点から『ボ
ーダーレス』を考えて、グローバルな時代における各種活動のあり方を議論していきたい。  

■プログラム（予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。） -敬称略- 
24 日(木) 

08:30～ 受付 

09:00～09:10 [会長挨拶]     村上 和彰 (九州大学) 
[開催趣旨説明] 水野 雅彦 ((株)豊田中央研究所) 

09:10～10:20 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

人類最大の望遠鏡ALMA の建設と国際協力            [科学技術計算分科会代表報告] 
石黒 正人 (国立天文台) 

 ALMA(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)は、チリの標高 5000m のアタカマ高原に、
東アジア、北米、欧州の国際協力で建設した、人類最大の電波望遠鏡である。ALMA は、口
径 12m と 7m のアンテナを合計 66 台組み合わせ、最大口径 18km のパラボラアンテナに相
当の解像力を実現する。国際協力による ALMA 建設の経緯、装置の概要、初期の観測成果な
どについて報告する。 

10:20～10:30 [展示紹介]     齊藤 哲 (富士通(株)) 
10:30～11:00 休憩(30 分) 

11:00～12:10 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

MOOCs がもたらすボーダレスな教育と社会                [教育環境分科会代表報告] 
重田 勝介 (北海道大学) 

 情報通信技術の発達やインターネットの普及に伴い、大学など高等教育機関の垣根を超え
た教育環境が現れつつあります。多くの大学では e ラーニングのような学生に向けた教育に
とどまらず、オープンコースウェア(OCW)やオープン教材(OER)と呼ばれるインターネット
上で無料公開される教材の提供や、MOOCs(Massive Open Online Courses)と呼ばれるよう
な無料で大学レベルの教育を受けられるオープンなオンライン教育が活発に行われていま
す。このような取り組みは大学に限らず、様々な企業や個人が教育に携わる「オープンエデ
ュケーション」の活動が広がっています。 
 MOOCs は教育機関の枠に留まらず誰しもが教育学習に主体的に関わる社会を実現するツ
ールになりえます。本講演では高等教育が迎えている変化を踏まえ、MOOCs のようなオンラ
イン教育がこれからの教育や社会にもたらす変化について議論します。 

12:10～13:40 休憩(90 分) 

13:40～14:50 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

データ中心時代のメディア ～ 分野を越えた共通認識に向けて             [特別講演] 
北本 朝展 (国立情報学研究所) 

 データ中心時代には、データ共有から生まれる共通認識が、社会を動かす基盤になるだろ
う。データから得られる定量的な現状認識が、人間には避けがたいバイアスを緩和し、より
よい意思決定に結びつくと期待される。しかし最終的な意思決定をするのは人間であり、そ
こでの情報学の役割は、メディア(媒介)、つまりデータと人間をつなぐ役割にあると考える。
そこで、地球環境や防災、文化遺産などの分野で進めてきた研究を「データ中心メディアの
創生」というコンセプトでまとめ、その背景にある考え方を紹介したい。 

14:50～15:00 休憩(10 分) 

15:00～16:10 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

越境大気汚染と気候変動の数値モデリング                               [特別講演] 
竹村 俊彦 (九州大学) 

 基本的に気象・気候の現象に国境はない。都市部から排出された温室効果気体は地球規模
の気候変動を引き起こし、隣国から排出された大気汚染物質は風下側に飛来する。大気中の
物質による気候変動のメカニズムは複雑であること、多くの大気中の物質に関して静止衛星
による分布の把握がなされていないことから、この分野での数値モデルの役割は非常に大き
い。気候強制因子であり大気汚染物質でもある大気浮遊粒子状物質(エアロゾル)を中心とし
て、この分野の数値モデルの現状を紹介する。 

～次ページに続く～ 

SS 研合同分科会 2013 年度会合 

「ボーダーレス社会のいきかた」 



～前ページから続く～ 
16:10～16:50 休憩(40 分) 

16:50～18:00 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

境界を越えていく“イマドキ”の若者たち                               [特別講演] 
伊藤 哲司 (茨城大学) 

 10 年以上にわたって、学生たちのためのベトナムの旅を企画・実施し、参加学生たちが一
皮むけていく現場に寄りそってきた。また東日本大震災後は、「大洗応援隊！」という社会的
ネットワークを立ち上げ、学生たちを多く含む活動を促してきた。「ゆとり世代」と呼ばれ、
「学力低下」が指摘されてしまう現在の若者たちであるが、「何をしたらいいかわからない。
でも何かをしたい」という気持ちを抱いていることが多い。そんな“イマドキ”の若者たち
から、むしろ私が学んだことをお話ししたい。 

18:00～18:30 休憩(30 分) 

18:30～20:30 
 
懇親パーティ 
 

 
25 日(金) 

08:30～ 受付 

09:00～10:00 
講演 50 分 
Q&A 10 分 

人や社会に貢献するICTの新たな挑戦 ～データ活用によるイノベーション～  [特別講演] 
川妻 庸男 (富士通) 

 我々が直面している社会やビジネスの課題解決には、既存の考え方の見直しと、新たな領
域への挑戦が不可欠である。本講演では、データ活用を中心にお客様と一緒に取り組んでい
るイノベーション事例を紹介する。 

10:00～11:10 
講演 60 分 
Q&A 10 分 

戦時下でのボーダーレスなネットワーク(仮)           [システム技術分科会代表報告] 
常岡 浩介 (ジャーナリスト) 

  
11:10～11:30 休憩(20 分) 

11:30～12:40 
講演 40 分 

意見交換 30 分 

情報系センターの役割変化とボーダーレス化                             [特別講演] 
 -TF「教育研究環境のグランドデザインへの提言」報告- 

松澤 照男 (北陸先端科学技術大学院大学) 
  

12:40～12:50 [閉会挨拶] 大石 雅寿 (国立天文台) 
 

■ご参加について 
 参加対象 ： SS 研の会員機関の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 
 参 加 費 ： 2,000 円(2 日間共通) 懇親パーティ参加費は別途 3,000 円を申し受けます。 
 定    員 ： 120 名(予定) 
 服    装 ： 堅苦しくない雰囲気で討論できるように、くつろいだ服装でご参加ください。 
 そ の 他 ： 教育環境分科会、科学技術計算分科会(10 月 23 日)と連続開催です。 
 

■詳細・お申し込み ※9 月 18 日(水)受付開始予定 
SS 研 Web サイトからお申し込み下さい。  http://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/ 

 
■アクセス 

ホテルオークラ神戸 (〒650-8560 神戸市中央区波止場町 2 番 1 号 TEL:078-333-0111(代)) 
http://www.kobe.hotelokura.co.jp/access/ 

  JR/阪神「元町」駅東口より徒歩 10 分 または 市営地下鉄「みなと元町」駅出口 2 より徒歩 5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問合せ先】サイエンティフィック・システム研究会(SS 研)事務局 
〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 
富士通(株) カスタマーリレーション部内 
TEL:03-6252-2582(直) 
email:office@ssken.gr.jp 
http://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/ 
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