JPELC国際会議2022

主催︓JPELC
会議テーマ︓

明快、公正なコミュニケーション、相互理解と協調。持続可能な社会へ

会場︓⼤⼿町 ファーストスクエアカンファレンス
会期︓2022年9⽉21⽇

Room
9︓30

ルームA
08︓45

受付開始

09︓20

開会 / 開会の挨拶

09︓30 来賓挨拶

10︓00

JPELC

東京都知事

ルームB

ルームD

代表 浅井 満知⼦

⼩池百合⼦⽒ 09:35 外務省 参与 奥⽥紀宏⽒ 09︓40 挨拶

追⼿⾨学院⼤学

教授 井佐原 均 ⽒

【トラック A-①】︓法律/AI/ISO

【トラック B-①】：法律

【トラック D-①】：⾏政/グローバル

10︓00-10︓40 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

10︓00-10:25 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

10︓00-10︓45 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

[プレインランゲージの国際標準化/弁護⼠とプレインランゲージ]

【Clarity︓50周年を迎えて】

【⽶国政府におけるプレインランゲージ︓コンプライアンスとコミュニティ】

Christopher Balmford ⽒

Julie Clement ⽒

Katherine Spivey ⽒

元弁護⼠/ISO-TC37 委員会コンビナー（召集者）、Clarity 元代表/Words and

Clarity会⻑

⽶国⼀般調達局

Beyond 取締役

Center for Plain Language/

シニアコミュニケーション スペシャリスト

International Plain Language Federationボードメンバー

PLAIN共同議⻑

10︓30

10︓30-10︓55 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え
【プレインランゲージに関する誤解とその真実、メリット】
Joseph Kimble ⽒
WMU-クーリーロースクール 名誉教授
Clarity 名誉顧問

11︓00

11︓00-11︓45

11：00-11：25

10︓50-11︓50

[⾃然⾔語処理とプレインランゲージ]

【法律⽤語の語彙分類分析】

【信頼、公正、効率︓ニュージーランドにおけるプレインランゲージの

井佐原 均 ⽒

⼤河原 眞美 ⽒

ストーリー】

追⼿⾨学院⼤学 教授/

⾼崎経済⼤学 名誉教授

Penny de Borst ⽒

ISO-TC37⽇本国内委員会委員⻑/

⽇本語

Write Limited

AIデータコンソーシアム

ブランド＆パートナーシップ責任者

副会⻑（データ活⽤担当）

英語【⽇本語の通訳あり】逐次通訳

⽇本語

11︓30

11︓45-12︓00 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

11:30-11:55 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

【プレインランゲージの国際標準化について】

【プレインランゲージの普及の歩み】

Christopher Balmford ⽒ と井佐原 均 ⽒の対談

Julie Clement ⽒とJoseph Kimble ⽒の対談

モデレーター

モデレータ

浅井満知⼦

12︓00

12︓00-13︓00 ランチ休憩 Coﬀee breaks, networking

13︓00

【トラック A-②】︓ビジネス
13:00-13:25

⼤河原 眞美 ⽒

【トラック B-②】：テクノロジー
13︓00-13︓25

【トラック D-②】：⾏政/グローバル
13:00-13:25 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

【インバウンド再開に向けたプレインランゲージの必要性】

【欧州議会での明確かつ多⾔語でのコミュニケーション】

ンゲージの発想をベースに〜】

瀧川 沙織 ⽒

Angelika Vaasa ⽒

⼩野塚 惠美 ⽒

株式会社NTTドコモ

エミネントグループ株式会社 代表取締役/

ライフスタイルイノベーション部

武蔵精密⼯業株式会社 社外取締役

インバウンドビジネス

⽇本語

課⻑

【サステナブルファイナンス時代の企業価値を伝えるダイアログ

〜プレインラ

スマートライフカンパニー

欧州議会 翻訳総局 クオリティコーディネーションユニット⻑

インバウンドソリューション担当

⽇本語
13︓30

13︓30-14︓00 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

13︓30-13︓55 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

13︓30-13︓55 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

【プレインランゲージは、持続可能なグローバル⾦融業界において、ビジネス、

【テクノロジー時代のアクセシビリティ】

【持続可能な社会に向けて公正かつ明確に - ノルウェーにおけるプレイン

倫理、法的に優先事項である】

Frances Cliﬀe ⽒

ランゲージのストーリー】

Candice Burt ⽒

Wiseライター/コピーライター

Torunn Reksten ⽒

元Clarity会⻑

ノルウェー政府 ⾔語諮問委員会 ユニット⻑代理/ISO-TC37委員

Simpliﬁedディレクター
プレインランゲージ弁護⼠

14︓00

14︓10-14︓25 【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

14:00-14:25

【ビジネスにおける公正公平な情報発信のためのプレインランゲージの原理をも

【プレインランゲージと⼈⼯知能の接点︓制限⾔語とメタ⾔語を⼿がかりに】

【⾏政の説明責任とプレインジャパニーズ】

含む、包括的な活⽤】

宮⽥ 玲 ⽒

⼭⽥ 肇 ⽒

⼩野塚 惠美 ⽒とCandice Burt ⽒との対談

名古屋⼤学⼤学院⼯学研究科 情報・通信⼯学専攻

14:00-14:25【ビデオ登壇】

助教

ICPF理事⻑、東洋⼤学名誉教授

⽇本語

14︓30

14︓30-14︓50

14︓30-14︓55

14︓30-14︓55

【⽇本でのプレインランゲージ（平易な⽇本語）の普及活動の進捗について】

【多様なユーザーニーズに応えるための分かりやすい情報提供に、⼈⼯知能はどう利⽤できる

【何を主語にして⽂を書くべきか】

堀⽥ 祐介 ⽒

か】

中村 哲三 ⽒

株式会社エイアンドピープル顧問

宮⽥ 玲 ⽒と⼭⽥ 肇 ⽒の対談

ASD-STE100 認定トレーナー

JPELC 理事

Certified TCTrainNet Trainer for Technical Communication

⽇本語

トレーナー
ISO TC 37, WG 5/11
⽇本テクニカルコミュニケーター協会会員
⽇本語

14︓50

14︓55-15︓05 コーヒーブレイク
【トラック A-③】︓医療/教育

【トラック B-③】：法務/教育

【トラック D-③】：法務/教育

15︓00

15︓05-15︓25

15:05-15:50

15︓05-15︓35

【質の⾼いプレインランゲージ構築のためにすべきこと】
五⼗嵐 ⼩優粒 ⽒
国際医療福祉⼤学

15︓30

【契約に関する法と契約書〜和⽂契約書と英⽂契約書との⽐較を中⼼として〜】

【裁判員に対する裁判ルール・難解概念の説明のしかた】

松嶋 隆弘 ⽒

⼤橋

⽇本⼤学⼤学院

国際交流センター

法学研究科

教授

助教

⽇本⼤学法学部 教授/ 桜川協和法律事務所 弁護⼠

⽇本語

⽇本語

15:30-15:55

君平⽒

⼤江橋法律事務所 弁護⼠
⽇本語

15:40-15:55【ビデオ登壇】※⽇本語吹き替え

【外国⼈診療におけるコミュニケーション】南⾕ かおり ⽒

【司法の場における⾔語の⺠主化︓プレインランゲージの

りんくう総合医療センター 国際診療科

普及推進について】

⼤阪⼤学

部⻑/

招へい准教授

⼤橋

君平 ⽒とChristopher Balmford ⽒ の対談

⽇本語
16︓00

16:05-16:25

16︓00-16︓15

16：00-16：25

【安⼼・信頼関係構築に寄与する思いやりのあるプレイン＆

【クロスボーダー取引の契約書におけるプレインリーガルランゲージの留意点】

【察しの⽂化とプレインエクスプレッション】

ボディランゲージが患者満⾜度向上に不可⽋である】

Karl Pires ⽒

⽵下 裕⼦ ⽒

⼤⽊ 隆⽣ ⽒

弁護⼠ シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護⼠事務所

東洋英和⼥学院⼤学 国際社会学部

東京慈恵会医科⼤学

慶応⼤学 ⾮常勤講師

国際コミュニケーション学科 教授

Chairman（統括責任者）教授

⽇本語

⽇本語

⽇本語

16︓20-16︓45
【国際取引における⽇本と欧⽶の契約条項における⽂化的背景と概念の違い】

16︓30

16︓30-17︓10

松嶋 隆弘 ⽒とKarl Pires ⽒の対談

【多様な患者のニーズに求められる医療現場でのコミュニケーション】

モデレーター

⼤⽊ 隆⽣ ⽒と南⾕ かおり ⽒との対談

⽇本語

⼭⽥ 肇 ⽒

モデレータ︓五⼗嵐 ⼩優粒 ⽒

16：30-17：00

⽇本語

【⾃治体のプレインジャパニーズ推進活動と⽇本社会の国際化】

【ビデオ登壇】

庵 功雄 ⽒
⼀橋⼤学国際教育交流センター
教授
⽇本語
17︓20

End

17︓20-19︓30
⽴⾷パーティー＆交流会

19︓30

閉会

End

