
　SNSやウェブニュースなどのプラットフォームは、私たちの情報の発信や摂取を支える
主要なメディアの一つとなりつつある。プラットフォームは、「アテンションエコノミー」と
呼ばれるビジネスモデルを採用し、ユーザーの関心（アテンション）をひく情報が集中的に
配信されるため、人々が自分とは異なる考え方に触れる機会が少なくなり、政治的な
分極化（トライバリゼーション）が生じると指摘されている。
　本シンポジウムでは、新聞などの従来のメディアに比べ、SNSなどが民主主義の基盤
となる言論環境にいかなる影響を与えているのかをラディカルに問う。民主主義は本当
に可能なのか。民主主義の持続可能性のための処方箋はあるのか。民主主義に不可欠な
対話ができなくなっている現在のメディア環境に危機感を抱くローレンス・レッシグ氏と
気鋭の若手研究者・成田悠輔氏を招き、創造的な民主主義論を交わす。
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※同時通訳あり/Simultaneous Translation will be provided
※イベントに関する詳細・最新情報は、イベント案内ページをご確認ください。Please visit the event page for the latest updates.
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シンポジウム

CCRC/KGRI2040/JST共催イベント/ CCRC/KGRI2040/JST Joint Event 

・開会挨拶/Opening：伊藤公平（慶應義塾 塾長）/Kohei Itoh (President of Keio University)・
講演/Keynote Speech：ローレンス・レッシグ（ハーバード大学ロースクール法学教授/

Lawrence Lessig, Roy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School

・講演/Keynote Speech：成田悠輔（イエール大学助教授）/Yusuke Narita, Assistant Professor, Department of Economics, Yale University
・パネルディスカッション/Panel Discussion
※モデレータ/Moderator：國領二郎（総合政策学部教授）/JST-RISTEX「人と情報のエコシステム」研究開発領域総括/

Jiro Kokuryo, Professor, Faculty of Policy Studies/Program Supervisor, JST-RISTEX Research Area “Human Information Technology Ecosystem”

コメント（各5分）/Commentary (5 mins each)
クロサカタツヤ（大学院政策・メディア研究科特任准教授）/Tatsuya Kurosaka, Project Associate Professor, Faculty of Media and Governance

 山本龍彦（大学院法務研究科教授・KGRI副所長）/Tatsuhiko  Yamamoto,  Professor,  Law  School  &  Deputy  Director,  KGRI

　中川裕志（特定国立研究開発法人理化学研究所）/JST-RISTEX「人と情報のエコシステム」研究開発領域研究代表者/　　　Hiroshi Nakagawa, RIKEN/Representative, JST-RISTEX Research Area “Human Information Technology Ecosystem”
・総合討論/Discussion
・閉会挨拶/Closing： （CCRC共同センター長・教授）/ David Farber (Co-Director, CCRC & Distinguished Professor)

（総合司会/Emcee：河嶋春菜（KGRI特任准教授））/Haluna Kawashima, Project Associate Professor, KGRI
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             成田悠輔
Yusuke Narita

ローレンス・レッシグ
Lawrence Lessig
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“The Change of Media and Democracy in the Digital Society” Symposium 

参加費無料
Fee Free

共催/Co-hosted by:
・慶應義塾大学 KGRI 2040独立自尊プロジェクト/KGRI Research Project Keio 2040, Keio University
・慶應義塾大学 サイバー文明研究センター (CCRC)/Cyber Civilization Research Center (CCRC), Keio University
・国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)/Japan Science and Technology Agency (JST)

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート/Keio Global Research Institute (KGRI), Keio University
「2040独立自尊プロジェクト」事務局/Research Project Keio 2040
e-mail: kgri-2040pj[at]adst.keio.ac.jp　発信の際は[at]を@に置き換えてください。/Please replace [at] to @ in the email address.

本イベントに関する問い合わせ/Enquiry

■プログラム/Program

デイビッド・ファーバー

*新型コロナウィルスの感染拡大を受け、今回のイベントはオンライン開催といたします。
*This event is changed to ONLINE FORMAT in response to the outbreak of COVID-19.




