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 著者名

2011年 10月 29～ 30日，愛媛大学文京キャンパ
スにおいて「結（ゆい）―情報の果たす役割―」を
統一テーマとして，秋季全国研究発表大会が開催さ
れました．この大会は 200名近い参加者の方に出
席していただきました．発表者の中には，3月に発
災した東日本大震災を体験し，その中から得られた
知見を共有してくださった方々がおられました．ま
た，基調講演に，発災直後から被災地の情報共有を
支援するネット上の仕組みを提供し続けておられ
る sinsai.infoの関治之氏を招き詳細なお話を伺うこ
とができました．このルポを執筆している今なお
（2012年 1月現在）多くの方々が震災の後遺症に苦
しまれておられます．お亡くなりになられた方々に
弔意を表するとともに，発災後早くも 1年が過ぎよ
うとしているのにもかかわらず，今も苦しんでおら
れる方々に心を寄せつつ，復興に向けて尽力する決
意を新たにしたいと思います．
さて，この大会の統一テーマを検討したときは，

発災以前でしたので，災害時非常事態におけるネッ
トワークの大切さを念頭に置いていたわけではあり
ませんでした．むしろ，地方においてじわじわと強
まっている「少子高齢化」の圧力，そしてそれが，
地方の産業だけでなく，かつて地域の連帯感を代表

する活動であった「結（ゆい）」すらを蝕んでいる
のではないかという危機感がありました．そして逆
にだからこそ，「結（ゆい）」を復活させるべく情報
通信技術を活用して，いわば「ゆっくりと進む非常
事態」を解決することができるのではないか，と考
えておりました．日本を代表する国産グループウェ
アの開発者の青野慶久氏は「結」の盛んな今治市の
出身で，サイボウズ株式会社を松山市で立ち上げて
おられ，この地の地域性と人と人とをつなぐネット
ワークシステムには何らかの連関があるのではない
かと想像したのでした．
このようなテーマ設定を背景に，多くの方々に参
加していただき，申込時発表件数 102件，28セッ
ション（一般セッション 26件 研究セッション 1
件 特設セッション 1件）という構成になりまし
た．
大会一日目は，午前中に 8セッション 30発表が

行われ，質疑応答も活発に行われました．昼食をは
さみ，午後は高浜壮一郎副知事を迎えての大会開会
式の後，2件の基調講演が行われました．
「ニッポンの強みが活きる情報共有とは？　 
～ E-mail時代の終焉」と題して行われた，サイボ
ウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久氏の講演で
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は，最近生まれた二人目のお子さんを話題に，上場
企業としては大変珍しい社長の育休を取られたこと
や，少子化に歯止めをかけなければ商売をやってい
る企業としてはお客さんがいなくなってしまってど
うにもならなくなるので，子育てこそが何よりも
大事，といったことをユーモアを交えて話されまし
た．社内でのメール禁止令でグループウェアによる
情報共有が進んだこと，私的にも SNSをもっぱら
使うのでメールを使わなくなったことを力説され，
表計算ソフトに代表される現場での EUCをクラウ
ドを利用したシステムで置き換えるべく，「ファス
ト・システム」を提供するといったことを講演され
ました．
「クラウドソースによる復興支援プラットフォー
ム，sinsai.infoについて」と題して行われた，ジオ
メディアサミット主催／株式会社シリウステクノロ
ジーズの関治之氏の講演では，東日本大震災の広範
囲にわたる災害に対して，情報通信技術，とくに地
図情報システムをプロボノベースで提供していった
企業や個人のエンジニアの活動を詳細に述べられま
した．インターネットを使うことで迅速かつ効果的
な情報提供や情報共有をすることが可能となり，物
資の手配や安否確認など，特定の行政機構にも企業
にも頼ることができない状況においても機能するク

ラウドソースの実例を説明していただきました．震
災の混乱下にあって，影響を受けていない企業がプ
ラットフォームを提供し，そこに世界中からエンジ
ニアが持てる技術を集結させることで，ごく短期間
の間に高度な機能を有する地図情報システムが構築
されていった過程を聞かせていただきました．
基調講演の後は，市内の中心部に場所を移し松
山ANAホテルにおいて懇親会が行われました．懇
親会会場近くには，重要文化財に指定された旧城主
久松定謨伯爵の居城であった萬翠荘があります．今
回，地元企業様などの協賛により，この午後は萬翠
荘に設置されている小規模作業所「茶房あい」で利
用できる喫茶券を提供いたしました．また萬翠荘入
館を大会会期中無料といたしました．多くの会員の
方々にご利用をいただき，誠にありがとうございま
した．
大会二日目は，午前中に一般セッション 7，研究
部会セッション 1，発表数 25，午後に 11の一般セッ
ションで 40発表，1特別セッションが実施され，
活発な議論が行われました．
次の春季大会は，東京経済大学にて 2012年 5月

12日（土）～ 13日（日）に，安藤明之大会委員長
のもとに行われる予定です．
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