平成 30 年 9 月 6 日
企業・団体様 各位
ATAC カンファレンス事務局
担当：赤松裕美
akamatsu@atac-lab.com

ATAC カンファレンス 2018 京都における
企業製品セミナーと展示募集のお知らせ
謹啓
暮夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当カンファレンス運営に格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
さて、本年度も下記のように「ATAC カンファレンス」を開催することになりました。なお、今年も「FIKA カンファレンス
（未来型教育と専門的視点を考える子育てプロジェクト）」との共同開催です。つきましては、企業様による製品紹
介および製品展示を募集いたしますので、当カンファレンスの開催概要、展示要項をご高覧いただき、出展についてご
検討くださいますようお願い申し上げます。
謹白
記
ATAC カンファレンス 2018 開催概要
ATAC カンファレンスは「テクノロジー」と「コミュニケーション」をキーワードに、社会の中で困難さを抱える人たちを支援
する技術と考え方を多くの人と共有するために 1996 年から毎年開催されています。近年はこれまでの内容に加えて、
その技術を活用して人が幸せに「学ぶ・働く・暮らす」生き方の創造・社会の意識の変革・制度の整備にまで踏み込
んで、教育や福祉分野に留まらず幅広いみなさんと共に未来のヒトイク（人育）を考える機会も企画しています。セ
ミナーでは、現場ですぐに役立つ技術や、それを用いるために必要な考え方を専門家が分かりやすくお話しします。
［日 程］
2018 年 12 月 15 日（土）～ 12 月 16 日（日） 企業出展および企業セミナー
2018 年 12 月 14 日（金） 10:00～16:30（受付開始 9:30） ATAC 特別セミナー／FIKA カンファレンス
2018 年 12 月 15 日（土）

9:30～16:30（受付開始 9:00） ATAC カンファレンス（Gathering Day）

2018 年 12 月 16 日（日）

9:00～16:20（受付開始 8:30） ATAC カンファレンス（Practical Day）

［会 場］ 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池
［主 催］ 株式会社 atacLab

http://atac-lab.com/

ATAC カンファレンス 2018 企業製品展示・セミナー募集要項
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
企業・団体の皆様から、Gathering Day（12 月 15 日）の展示出展、Practical Day（12 月 16 日）のセミ
ナーの中での製品紹介を募集いたします。
※当日、製品の紹介を頂くことは可能ですが、会場での商品の販売は認められておりませんのでご了承ください。
１：企業機器展示（12/15 Sat.）
貴社の製品やサービスを来場者にソリューションとして提案したり、逆に来場者のニーズを貴社のサービスに活かす
ヒントにしたり・・・来場者とゆっくりコミュニケーションする場としてご利用ください。
展示は、ベーシックブースタイプとミニブースタイプの 2 種類をご用意しております。それ以外のご希望がある場合は、
ご相談ください。


場所：アネックス 1 ホールもしくはその周辺廊下（お申込み状況により事務局で調整いたします）



日時：12 月 15 日（土） 9:00 – 16:00（17:00 までに撤収作業を完了させてください）



配置については、お申し込み後、事務局にて調整し決定させていただきます。

※ お申し込み多数の場合は、事務局にてお申込内容に基づき選択させていただきます。
※ 電源・装飾品などの展示オプション、および、準備等の詳細は、お申し込み確定後、ご案内いたします。
【ベーシックブースタイプ】


展示台：テーブル 2 本（150×60cm）、ギャラリーパネル 2 枚（90×210cm）、椅子 2 脚のセット



費用：ベーシックセットを 1 日で 100,000 円（税別、電源・社名板代等は別料金、15 日セミナー参加
証を 1 枚含む）

【ミニブースタイプ】


展示台：テーブル 1 本（150×60cm）、ギャラリーパネル 1 枚（90×210cm）、椅子 2 脚のセット



費用：ミニブースセットを 1 日で 60,000 円（税別、電源・社名板代等は別料金、15 日セミナー参加証
を 1 枚含む）

２：セミナー内での企業製品紹介（12/16 Sun.）
貴社の製品やサービスを利用したユーザー事例の紹介や、製品の使用アイデアなどを織り込みながら講師がセミ
ナー内でご紹介いたします。来場者への情報提供の場としてご利用いただけます。
セミナー会場の参加者は 20 名～120 名（参加者が当日自由にセミナーを選択します）を予定しております。


日時：12 月 16 日（日）24 個の中で紹介したいセミナーのご希望を伺った上で、事務局で調整いたし
ます。



費用：セミナー内 5-10 分程度 30,000 円 （税別、プロジェクタ・スクリーンはこちらで準備します、16
日セミナー参加証 1 枚含む）



セミナーおよび講師については、お申し込み後、事務局にて調整し決定させていただきます。
※ お申し込み多数の場合は、事務局にてお申込内容に基づき選択させていただきます。

３：お申し込み
[申込方法] 次項の申込書に必要事項をご記入の上、メールにて送信ください。
[申込期限] 10 月 19 日（金）※期限に間に合わない場合はご相談ください。
[お支払い] 12 月 21 日（金）までに銀行振込 ※請求書は 11 月初旬ごろ郵送いたします。
※セミナーの講師、時間、展示場所については、お申し込み順に事務局内で決定し、ご案内いたします。また
Web 上でも告知いたします。ご了承ください。

【ATAC カンファレンス 2018 企業機器展示・製品セミナー申込書】

企業・団体名
部署名

担当者名

所在地

印

〒

TEL
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e-Mail

＠

ATAC カンファレンス開催概要と企業製品展示・セミナー募集要項を理解の上、以下のとおり申し込みます。
＝＝＝申込内容＝＝＝
□機器展示 12/15 ベーシックブース（\100,000 税別） □機器展示 12/15 ミニブース（\60,000 税別）
□セミナー内製品紹介 12/16（\30,000 税別） （申し込むものに☑）
機器展示（12 月 15 日 Sat.）
申込数

□ベーシックブース（テーブル 2＋パネル 2＋椅子 2）1 日：100,000 円(税別)
□ミニブース（テーブル 1＋パネル 1＋椅子 2）

1 日： 60,000 円(税別)

セット

主な展示品・サービス
展示のポイント・URL
（200 字以内）

備考
セミナー内製品紹介
（12 月 16 日 Sun.）

□Practical Day セミナー内製品紹介 5-10 分程度：30,000 円(税別)

主な展示品・サービス
製品概要・URL
（200 字以内）

備考

締め切り日：10 月 19 日（金）

お申し込み先：e-Mail：akamatsu@atac-lab.com

＊ご不明な点がございましたら、メールまたは、携帯までお気軽にお問合わせください。（cell:080-6615-3901）
＊「主な展示品・サービス」と、「製品概要・URL」等は、プログラムや HP の掲載時に使用させていただきます。

今年の ATAC カンファレンス
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
テーマ 「Chapter two 未来の中の過去」
AI（人工知能）やロボットをはじめとして、我々をエンハンスメント（能力増強）する技術の発展が話題になって
います。おそらく福祉や特別支援教育にも導入が進むでしょう。今まで当たり前と思っていたことが突然逆転する可能
性さえありそうです。この社会の急速な変化の中で、教育や福祉に必要なことを考えます。
今年のメインテーマは 「Chapter two 未来の中の過去」。
スマホやスマートスピーカが徐々に日本でも普及しています。個人の利用に関しては何の規制もないためさらに広が
っていくでしょう。その一方で、電子決済システムやライドシェアなどの普及は規制やユーザーの保守的態度に阻まれて
途上国の方が先行しています。このまま進めば、社会インフラの整備においては世界の中で日本は大きな遅れをとる
可能性があります。
1980 年代に Apple Computer から出された Chapter One というビデオがあります。
それを見ると、障害のある人が、音声認識などの技術を用いて様々な機器を制御し生活する未来が描かれていま
す。それから 30 年後の今、スマホ、タブレット、スマートスピーカ、自動運転車の登場によってそれは現実のものとなりま
した。テクノロジーが障害のある人の能力を高め、生活を変えてきたのは誰もが認識しているところです。
しかし、未だにその恩恵が限定されている人がたくさん存在します。スマートスピーカがあっても簡単にタクシーを呼ん
だり電話できるわけではありません。それを使って入試を受けられるわけではありません。
その背景にあるのは何でしょうか？規則に守られた安定した生活とそれにひたっている人々の意識こそがそれを阻ん
でいるような気がします。今の最先端の技術で障害のある人が自由を手に入れたように感じるのは錯覚です。それは
限られた世界の中での自由にすぎません。今年の ATAC カンファレンスでは皆さんと一緒に Chapter Two を描いてみ
たいと思います。

今年の ATAC カンファレンスは，以下のように 3 日間セミナーが行なわれます。
（1）12/14 Fri. ［ATAC 特別セミナー］学びに困難がある子どものための支援を少人数でじっくり学ぶ 1 日
［FIKA カンファレンス］未来型教育と専門的視点を考える子育てプロジェクトとの共同開催
（2）12/15 Sat. ［ATAC カンファレンス Gathering Day］皆で集まりこれからの社会を議論し，整理する 1 日
（3）12/16 Sun.［ATAC カンファレンス Practical Day］実用的な知識や考えを身につける 1 日
カンファレンスのプログラムについて： http://www.atacconf.com/2018_12/program/index.html

ATAC（エイタック）カンファレンスについて
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

我々の住むこの社会は、増え続ける選択肢に反し、生きにくさが増す時代に突入しています。加速し変化する社
会に合わせるため能力を高める努力が求められますが、人の努力には限界があります。今こそテクノロジーのチカラ、人
のチカラ、社会のチカラを組み合わせて幸せに生きて行くことを学ぶ必要があります。ATAC カンファレンスはそれを支える
会です。
1996 年にスタートして以来、ATAC カンファレンスは支援技術（AT: Assistive Technology）とコミュニケーショ
ン技術（AC：Augmentative Communication）をキーワードに、様々な技術を伝達することで障害のある人
の生活を変えるべきカンファレンスを実施してきました。その当時、この新しい考えを巻き起こそうと奮起してきた始まりは、
人の「学ぶ・働く・暮らす」事に本来興味があったからこそです。それに付随する技術である AT や AAC を伝達し、この
20 年間で様々な技術の知識は広がりました。しかし、技術を前面に出すと多くの人はその知識の習得に満足してし
まいます。まだ、その技術を活用して幸せに学び働き暮らす生き方の創造・社会の意識の変革・制度の整備のレベル
まで達していません。この次のステップに進むことこそ、これからの私たちに必要なチカラだと考えます。
そして、これらの ATAC で提供してきた技術や思想は、生き辛さを増す現代社会で全ての人が活用出来るはずです。
障害のある人だけでなく、これまで支援に関わってきた人、社会で何かしら悩みを抱える人、組織で人を束ねる人まで
をも含め、全ての人の生き方をトータルに考える時期であるとも言えます。最近では AI（人工知能）やロボット時代
をどう生き抜くかが大きな話題となり、さらには我々をエンハンスメント（能力増強）する技術の発展が躍進を遂げて
います。エンハンスメント（能力増強）を我々はどうとらえるべきか、またそれを前提として学び・働き・暮らすための学
校や会社はどのようにあるべきかを議論する時期に来ています。そこで、2015 年度から ATAC カンファレンスでは、以
下のキーワードをもって新しい活動も開始しています。
A： Augmentative（拡大）
T： Talent

（能力）

A： Acceptable （受容）
C： Community （コミュニティ）
その一方でまだ十分な技術が確立されてなく、生活に大きな困難を抱える人たちの支援を ATAC が失ったわけでは
あ り ま せ ん 。 今 ま で 通 り AT(Assistive Technology) と AAC(Augmentative and Alternative
Communication)という柱も重要であり、これまで大切にしてきた課題にも ATAC カンファレンスが引き続き挑戦する
姿勢は変わりません。

昨年の ATAC カンファレンス開催概要
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆昨年開催概要
［日 程］ 2017 年 12 月 1 日（金）～ 12 月 3 日（日）
［会 場］ 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池
［主 催］ 株式会社 atacLab

http://atac-lab.com/

◆昨年来場者に関するお知らせ
参加者数（2017 年度）675 名（延べ 1,052 名）

