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今週末の NII オープンハウス 2020 オンライン開催にコンテンツ追加︕

〜6.12

検証

⾦は経団連会⻑（⽇⽴会⻑）・中⻄宏明⽒／LINE 社⻑・出澤剛⽒／内閣府政策統括
官付 PD（ヤマト HD 執⾏役員 IT 担当）・⽥中従雅⽒が NII 所⻑・喜連川優と対談、
連続開催中のサイバーシンポの特設セッション「遠隔講義ニューノーマル」も設置〜
〜6.13 ⼟は⾃然⾔語処理、ビッグデータ、CT、AI による COVID-19 対応を 4 名が講演、
プログラミング的思考を学ぶコンピュータサイエンスパークのリモート取材も可能〜
エヌアイアイ

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構 国⽴情報学研究所（ N I I 、所⻑︓喜連川 優、
東京都千代⽥区）は、6 ⽉ 12 ⽇（⾦）〜6 ⽉ 13 ⽇（⼟）の 2 ⽇間、
「国⽴情報学研究所オープン
ハウス 2020（研究成果発表・⼀般公開）
」をオンライン開催します。このオープンハウスは、NII
の研究成果や事業を広く⼀般の⽅々に知っていただくために毎年開催しているもので、今年は新型
コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のためにオンライン形式で実施いたします。
６⽉８⽇・９⽇に追加コンテンツを発表いたしました。メディアの皆様も、ぜひオンライン視聴
取材をお願いいたします。
初⽇の 6 ⽉ 12 ⽇（⾦）は、インターネット Live 配信で⽇本経済団体連合会 会⻑／株式会社⽇
⽴製作所 取締役会⻑ 執⾏役の中⻄宏明⽒が基調講演し（16︓00-）
、NII 所⻑の喜連川優と対談し
ます（16︓30-）。また、午前中には２つの NII 所⻑特別対談を追加しました。内閣府 政策統括官
付プログラムディレクターSIP スマート物流サービス担当（ヤマトホールディングス株式会社 執
⾏役員 IT 改⾰推進機能 IT 改⾰担当）の⽥中従雅⽒（10︓00-）と LINE 株式会社 代表取締役
社⻑ CEO の出澤剛⽒（11︓00-）です。さらに⼣⽅には、10 回に渡り連続開催している「4 ⽉か
らの⼤学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」の特設セッション「遠隔講義ニ
ューノーマル」も⾏います（17︓00-）
。
2 ⽇⽬の 6 ⽉ 13 ⽇（⼟）の基調講演（12︓45-）のインターネット Live 配信には、既報の NII
医療ビッグデータ研究センター⻑・教授の佐藤真⼀のほかに、３名の追加登壇が決定しました。NLP
（⾃然⾔語処理）オープンコラボレーションによる COVID-19 世界情報集約サイトについて京⼤
教授の⿊橋禎夫⽒、CT による COVID-19 検査の状況と AI 解析への期待について⽇本医学放射線
学会理事⻑／順天堂⼤教授の⻘⽊茂樹⽒と国⽴国際医療研究センターの待⿃詔洋⽒も講演します。
また、受付をすでに締め切ったコンピュータサイエンスパークも、メディアの⽅のオンライン取材
（オブザーバー接続）を引き続き受け付けます。
さらに、両⽇ともにバーチャル空間でのポスターセッションも⾏います。ウェブブラウザでの閲
覧と質疑応答コメント投稿のほかに、スマートフォンを使った VR ビューワ等で VR（バーチャル
リアリティ）視聴も可能です。
オンライン開催という新たなチャレンジでの NII オープンハウスに、⼀般の⽅から専⾨家まで、
また⼦どもから⼤⼈まで、多くの⽅々のご参加をお待ち申し上げます。

Web: http://www.nii.ac.jp
Twitter: @jouhouken
facebook: https://www.facebook.com/jouhouken

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構
国⽴情報学研究所
総務部企画課 広報チーム
〒101-8430 千代⽥区⼀ツ橋 2-1-2
直通︓03-4212-2164 FAX︓03-4212-2150
E-Mail: media@nii.ac.jp

《国⽴情報学研究所 オープンハウス 2020

オンライン開催》

イベント名︓

国⽴情報学研究所 オープンハウス 2020
「未来価値創成 翔 情報学」
開 催 ⽇︓
2020 年 6 ⽉ 12 ⽇（⾦）
、6 ⽉ 13 ⽇（⼟）
特設サイト︓
https://www.nii.ac.jp/openhouse/
参 加 ⽅ 法:
https://reg.nii.ac.jp/m?f=572で登録いただいたメールアドレスに参加⽅法
（接続⽅法）を記載したメールをお送りします。
※コンピュータサイエンスパークの受付は６⽉８⽇（⽉）に締め切りましたが、
オンライン取材（オブザーバー接続）希望の⽅は広報チームにメールでご連絡
ください。
お 問 合 せ ︓ oh@nii.ac.jp
備
考︓
参加費無料（要参加申込）
。⼀部プログラムは抽選となります。
参加に必要なアプリなどについては特設サイトをご覧ください。
プログラム︓※印が追加コンテンツとしてした今回発表した情報です。
６⽉１２⽇（⾦） Day1
10:00 - 11:00

特別対談※
「COVID-19とロジスティクス（仮）」
⽥中 従雅 ［内閣府 政策統括官付PD（プログラムディレクター）SIPス
マート物流サービス担当（ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員
IT改⾰推進機能 IT改⾰担当）
］
喜連川 優 ［国⽴情報学研究所⻑］

11:00 - 11:45

LINE×NII特別対談※
「Widening distanceのコロナ時代にclosing distanceが創る新しい
世界」
出澤 剛 ［LINE株式会社 代表取締役社⻑ CEO]
喜連川 優 ［国⽴情報学研究所⻑］

15:30 - 16:00

所⻑挨拶・活動報告
喜連川 優 ［国⽴情報学研究所⻑］

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構
国⽴情報学研究所

16:00 - 16:30

基調講演1
「Society5.0からCOVID-19との共⽣社会まで」
中⻄ 宏明 ［⽇本経済団体連合会 会⻑／株式会社⽇⽴製作所 取締役
会⻑ 執⾏役］

16:30-16:50

中⻄ 宏明 × 喜連川優 対談
中⻄ 宏明 ［⽇本経済団体連合会 会⻑／株式会社⽇⽴製作所 取締役
会⻑ 執⾏役］
喜連川 優 ［国⽴情報学研究所⻑］

17:00-

4⽉からの⼤学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム
特設セッション「遠隔講義ニューノーマル」※

11:00-18:00

ポスターセッション
NIIの研究を７つのキーワードに分類し、
ポスターと解説動画（⼀部）
をバーチャル空間に展⽰します。研究に関する質問などがあれば、ポス
ター詳細ページにてテキストでコメントができます。

12:00-13:00/14:00-15:00 ラウンジ「研究者と話そう︕」
バーチャル空間でリアルタイムに研究者と話す時間です。
13:00-14:00

ラウンジ「総研⼤卒業⽣世界⼀周: NII Global Network」
国⽴情報学研究所は総合研究⼤学院⼤学に参画し、複合科学研究科
内に情報学専攻を設置し、研究教育指導にあたっています。卒業⽣は
各国で活躍しており、総研⼤のグローバルネットワークをつないで、
このコロナ禍における各国の状況をレポートします。
・英語での発表です。

6⽉13⽇（⼟） Day2
12:45 - 13:45

基調講演2
「NLPオープンコラボレーションによるCOVID-19世界情報集約サイト
の構築」※
⿊橋 禎夫 ［京都⼤学⼤学院情報学研究科教授］
「CTによるCOVID-19検査の状況、AI解析への期待（仮）
」※
⻘⽊ 茂樹 ［順天堂⼤学 ⼤学院医学研究科 放射線診断学教授（⽇本医
学放射線学会理事⻑）
］
待⿃ 詔洋 ［国⽴国際医療研究センター 国府台病院 放射線科診療科⻑］
「医療ビッグデータセンターからの研究成果報告」
佐藤 真⼀ ［国⽴情報学研究所 コンテンツ科学研究系教授／医療ビッ
グデータ研究センター・センター⻑］

11:00-17:00

ポスターセッション
NIIの研究を７つのキーワードに分類し、
ポスターと解説動画（⼀部）
をバーチャル空間に展⽰します。研究に関する質問などがあれば、ポス
ター詳細ページにてテキストでコメントができます。

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構
国⽴情報学研究所

11:00-12:30/14:00-15:30 コンピュータサイエンスパーク
※受付を締め切りましたがメディアの⽅のオンライン取材（オブザーバー接続）は受け付けます。
コンピュータを使わないで、プログラミング的思考について学ぶバ
ーチャル空間のあそび場です。⼩学校 1 年⽣〜4 年⽣を対象に、アナ
ログからデジタルのつながりを体感しながら、初めてでも楽しみなが
ら学べるオンラインワークショップを開催します。
プログラミングというと、コンピュータで難しそうな命令⽂を規則
に従って書いて、なにかを動かすというイメージですが、このパーク
では問題を解決するための取り組み⽅や考え⽅を学びます。
16:00-18:00

総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 情報学専攻 ⼤学院説明会
総合研究⼤学院⼤学情報学専攻に関する出願⽅法、在学⽣からの学
⽣⽣活紹介、個別相談会を開催します。
16:00 ⼤学院説明会
17:00 個別相談会（希望者のみ）

※プログラムにはさらにコンテンツを追加する可能性があります。決定しだい、ウェブサイト
上でお知らせします。
以上
〈メディアの皆様からのお問い合わせ先〉
⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構 国⽴情報学研究所
総務部企画課 広報チーム
直通︓03-4212-2164 E-mail︓media@nii.ac.jp

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構
国⽴情報学研究所

