
新型コロナ肺炎が蔓延する現状を ICT 技術で解決し、更にその先を見越した超情報化社会を

展望し、議論していく

主催 早稲田大学国際情報通信研究センター

（GITI：Global Information and Telecommunication Institute ）

後援：総務省, 電子情報通信学会, 情報処理学会, 日本シミュレーション学会，

サイエンス映像学会，早稲田電気工学会, 電磁応用研究所

日時： 2020 年 9 月 26 日（土） 13 時 00 分〜17 時 00 分 

オンライン配信

１年前は誰もが予想し得なかった新型コロナ肺炎問題は現代社会における最大の脅威となっており、

医療問題はもとより経済、教育など多岐に渡った問題が起こっている。感染患者数推移やワクチン開

発の進行度合いなどを鑑みても、この状況が終息するまでかなりの時間がかかるものと推察される。

これからは with コロナという新たな枠組みでの社会維持が必要だが、フォーラムでは情報通信技術に

フォーカスし、これら難題に打ち勝つための ICT 技術の紹介、取り組みの事例、今後の展望などを考

察する。

プログラム

13:00-13:15 開会挨拶

『早稲田大学におけるCOVID-19対応オンライン教育』

笠原 博徳（早稲田大学 副総長）

13:15-13:30 主催者挨拶と趣旨説明

嶋本 薫（早稲田大学国際情報通信研究センター：GITI 所長）

13:30-14:30 基調講演

『Beyond 5G推進戦略 －6Gのロードマップ－』 13:30 -(30min)

布施田 英生（総務省電波部電波政策課 課長）

『政府テックチームによる取組と今後の課題』 14:00 - (30min)

清重 典宏（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室 企画官）



14:30-14:40 休憩

14:40-17:00 通信キャリア、IT サービス分野からの取り組みの紹介

『What's IOWN ～IOWN が変える世界～』14:40-(30min)

川添 雄彦(NTT 常務執行役員 研究企画部門長)

『New Normal 時代を見据えたDX と明るい未来社会に向けて』15:10-(30min)

中村 元（KDDI 総合研究所 代表取締役所長）

『Cisco WebEx が支えるニューノーマル社会』15:40-(30min)

大野秀記（シスコシステムズ コラボレーションアーキテクチャ事業 部長）

16:10-16:20 休憩

16:20-16:50 パネル討論

『with コロナ社会を生き抜くための知恵と展望』

パネリスト

笹瀬 巌（電子情報通信学会 会長、慶応義塾大学理工学部情報工学科 教授）

他 ご講演の皆様 モデレータ GITI 嶋本 薫

16:50-17:00 主催者挨拶（閉会の辞） 坂井 滋和（GITI 前所長）

総合司会 GITI 副所長 笠井 裕之



登壇者プロフィール

布施
ふ せ

田
だ

英生
ひ で お

総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課長

平成２年に郵政省入省。アナログテレビ放送の周波数調整、WRC-2000 での日本代表団の

総括などを担当したのち国際電気通信連合（ITU)に派遣される。帰国後、地上デジタル

テレビ方式 ISDB-T の海外展開、070 などの電気通信番号の拡大、スマートグリッドなど

も含めた国際標準化、携帯電話等の移動通信システムの許認可、内閣府総合科学技術イ

ノベーションなどを担当して平成３０年 7 月から現職。

清
きよ

重
しげ

典
のり

宏
ひろ

内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室 企画官

２００２年に総務省入省。総合通信基盤局料金サービス課や情報流通行政局コンテンツ

振興課、在外公館などでの勤務を経験。内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室では、

総括業務を担当する一方、今年４月から、「新型コロナウイルス感染症対策テックチー

ム」の事務局を担当した。

川添
かわぞえ

雄彦
かつひこ

日本電信電話株式会社 常務執行役員 研究企画部門長, 工学博士

1987 年 日本電信電話株式会社へ入社。

2014 年 同サービスエボリューション研究所長

2016 年 同サービスイノベーション総合研究所長

2018 年 取締役 研究企画部門長

2020 年 常務執行役員研究企画部門長（現職）

[兼務］

2019 年 NTT Research, Inc. 取締役（現職）

2020 年 IOWN GLOBAL FORUM President and Chairperson（現職）



中村
なかむら

元
はじめ

株式会社 KDDI 研究所 代表取締役所長

学 歴

1988 年 早稲田大学 理工学部 電子通信学科 卒業

1990 年 同大学院 理工学研究科 電子通信工学 修士課程終了

2002 年 工学博士（同大学）

職 歴

1990 年 国際電信電話株式会社（KDD）入社

2004 年 株式会社 KDDI 研究所

2011 年 KDDI 株式会社 商品統括本部 LTE 端末開発室 室長

2013 年 同社 技術統括本部 技術開発本部 技術戦略部 部長

2015 年 同社 社長付上席補佐

2016 年 株式会社 KDDI 研究所 取締役執行役員副所長、同社 技術統括本部 技術開

発本部 副本部長兼務

2017 年 株式会社 KDDI 総合研究所 取締役執行役員副所長、同社 技術統括本部

技術企画本部 副本部長兼務

2020 年 現職

大野
お お の

秀記
ひ で き

シスコシステムズ合同会社 コラボレーション事業 部長

☆プロフィール

2007 年シスコシステムズ合同会社入社。自社のソリューションを活用し

年間 300 社以上の様々な業界・業種のお客様の働き方改革を支援。

日本社会のニューノーマルな働き方を根付かせるために様々なメディア

やイベントにも登壇。

笹瀬
さ さ せ

巌
いわお

電子情報通信学会 2020 年度会長、 慶應義塾大学理工学部情報工学科・教授

1984 年慶應義塾大学大学院博士課程修了。1999 年同大教授、現在に至る。これまで、移動体

通信、衛星通信、アドホック・センサーネットワーク、ネットワークセキュリティ、光 CDMA、ADSL、

ATM スイッチ、レーダー、情報理論等、情報通信工学の広範囲な研究テーマに対して、

学生と共に楽しく研究に励んでいる。詳細は、http://www:sasase.ics.keio.ac.jp 参照。


