
部　署 会　　議　　名 開催日 開催場所

ワイヤレスネット
ワーク研究所

International Conference on Space Optical Systems 
and Applications 2014 (ICSOS 2014） H26.5.7～9 神戸国際会議場

テストベッド研究
開発推進センター

テストベッドネットワーク推進ワーキンググループ
会合（第18回） H26.5.16 ソラシティカンファレンス

センター　（東京）
ワイヤレスネット
ワーク研究所／電
磁波計測研究所／
耐災害 ICT 研究セ
ンター／ソーシャ
ル ICT 推進研究セ
ンター／社会還元
促進部門

ワイヤレス・テクノロジー・パーク（WTP）2014 H26.5.28～30 東京ビッグサイト

ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所

Asia Workshop on Security, Privacy and
Dependability for CyberVehicle (AsiaCyCAR2014 ) H26.6.3 京都ガーデンパレスホテル

（京都）
ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

超臨場感コミュニケーションシンポジウム H26.6.3 日本科学未来館
（東京）

電磁波計測研究所 第13回 IVS 技術開発センターシンポジウム H26.6.4 NICT　（鹿島）

ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所

9th ACM Symposium on Information, Computer and 
Communications Security (ASIACCS2014 ) H26.6.4～6 京都ガーデンパレスホテル

（京都）

電磁波計測研究所 NICT 原子時計見学会 H26.6.14 NICT　（神戸）

電磁波計測研究所 災害対策技術講演会2014 H26.6.18
グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）
テ ス ト ベ ッ ド 研
究 開 発 推 進 セ ン
ター／サイバー攻
撃対策総合研究セ
ンター

Hardening 10 APAC H26.6.21・22 沖縄県

国際推進部門 ITU-T SG16会合 H26.6.30～7.11 札幌コンベンション
センター

ワイヤレスネット
ワーク研究所 周波数資源開発シンポジウム2014 H26.7.4 明治記念館　（東京）

電磁波計測研究所 太陽電波観測システム完成記念式典及び講演会 H26.7.5 NICT 山川電波観測施設、
山川図書館

脳情報通信融合研
究センター 第4回脳情報通信融合研究シンポジウム H26.7.24 阪急電鉄・三和銀行

ホール　（大阪）
ネットワーク研究
本部 第6回新世代ネットワークシンポジウム H26.7.29・30 ベルサール八重洲

（東京）
ネットワーク研究
本部 日欧 ICT 研究開発ワークショップ H26.7.30 ベルサール八重洲

（東京）
ネットワーク研究
本部 第4回ネットワーク仮想化シンポジウム H26.7.31 東京大学

本郷キャンパス

未来 ICT 研究所 第23回細胞生物学ワークショップ H26.8.4～9 NICT　（神戸）

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

The 4th International Workshop on Cyber-Physical 
Cloud Computing H26.8.27～29

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

4.1　広報

4.1.2　NICT主催共催等によるシンポジウム・イベント一覧
計　70 件

国内� 国内計　53 件
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部　署 会　　議　　名 開催日 開催場所

ワイヤレスネット
ワーク研究所 鹿島宇宙技術センター 50周年記念講演会 H26.8.31 鹿嶋勤労文化会館

（茨城）

広報部 「青少年のための科学の祭典」東京大会 in 小金井 H26.8.31 東京学芸大学
小金井キャンパス

未来 ICT 研究所 第6回光イメージング若手の会「光塾」 H26.9.6・7 NICT　（神戸）

テストベッド研究
開発推進センター

テストベッドネットワーク推進ワーキンググループ
会合（第19回） H26.9.10 KDDI ホール　（東京）

電磁波計測研究所
「中間圏・熱圏・電離圏（MTI）研究会」及び「宇宙空
間からの超高層大気撮像観測と地上観測、モデリング
との結合に関する研究集会（ISS-IMAP 研究集会）」

H26.9.22～24 NICT　（本部）

未来 ICT 研究所 第3回量子 ICT フォーラム H26.9.25・26 NICT　（本部）

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

WAT2014（The 1st Workshop on Asian Translation）H26.10.4 東京大学
本郷キャンパス

テストベッド研究
開発推進センター APII Workshop 2014 H26.10.8

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

光ネットワーク研
究所

9th International Workshop on
Optical Signal Processing and Optical Switching H26.10.17・18

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

けいはんな情報通信フェア2014＠ナレッジキャピタル
“けいはんな”体感フェア2014＠ナレッジキャピタル H26.10.17～19

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所／ワイヤレ
スネットワーク研
究所

けいはんな情報通信フェア2014 H26.11.6～8 けいはんなプラザ、
ATR、SCSK（株）

テ ス ト ベ ッ ド 研
究 開 発 推 進 セ ン
ター／サイバー攻
撃対策総合研究セ
ンター

Hardening 10 Evolutions H26.11.8・9 沖縄コンベンション
センター

ネットワーク研究
本部

第7回　広域センサーネットワークとオーバレイ
ネットワークに関するワークショップ H26.11.29・30

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

未来 ICT 研究所 7th Superconducting SFQ VLSI Workshop 
（SSV2014） H26.12.1・2 NICT　（神戸）

脳情報通信融合研
究センター

The First CiNet Conference: New Directions in Pain 
Neuroscience H26.12.2～5 脳情報通信融合研究

センター

電磁波計測研究所 平磯100周年記念式典 H26.12.5 NICT 平磯太陽観測施設、
ホテルニュー白亜紀

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2014 H26.12.8
グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

（大阪）

テストベッド研究
開発推進センター

テストベッドネットワーク推進ワーキンググループ
会合（第20回） H26.12.8 UDX ギャラリー

（東京）

未来 ICT 研究所 11th International Conference on Nano-Molecular 
Electronics （ICNME2014） H26.12.17～19 神戸国際会議場
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部　署 会　　議　　名 開催日 開催場所

ネットワーク研究
本部／テストベッ
ド研究開発推進セ
ンター

新世代ネットワーク推進フォーラム第10回総会 H27.1.19 銀座フェニックスプラザ
（東京）

電磁波計測研究所 災害・危機管理 ICT シンポジウム2015 H27.2.6 パシフィコ横浜
テラヘルツ研究セ
ンター

理研シンポジウム: 第2回理研－ NICT 合同
テラヘルツ研究交流会 H27.2.9・10 東北大学

片平キャンパス

電磁波計測研究所 水惑星の安心を見守る～熱帯降雨観測（TRMM）衛星
17年間の成果～ H27.2.19 日本橋三井ホール

（東京）

電磁波計測研究所 The 4th International Symposium on Data 
Assimilation H27.2.23～26

理化学研究所
計算科学研究機構　講堂

（神戸）
ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

自然言語処理セミナー H27.3.2～4 SCAT　（東京）

電磁波計測研究所 The 3rd AOSWA （Asia Oceania  Space Weather 
Alliance）Workshop H27.3.2～5 The LUIGANS Spa & 

Resort　（福岡）

産業振興部門 平成26年度　NICT　Entrepreneurs' Challenge 
2 Days（「起業家甲子園」及び「起業家万博」） H27.3.3・4 コクヨホール　（東京）

光ネットワーク研
究所 フォトニックネットワークシンポジウム2015 H27.3.6 NICT　（本部）

電磁波計測研究所 第9回 NICT/EMC-net シンポジウム H27.3.9 ベルサール八重洲
（東京）

ワイヤレスネット
ワーク研究所／国
際推進部門

APT 無線グループ第18回（AWG-18）会合 H27.3.9～13 国立京都国際会館

ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所 情報セキュリティシンポジウム道後2015 H27.3.12・13 松山市立子規記念博物館

（愛媛）
耐災害 ICT 研究セ
ンター

耐災害 ICT 研究シンポジウム（第3回国連防災世界会
議パブリック・フォーラムとして開催） H27.3.16 TKP ガーデンシティ仙台

ワイヤレスネット
ワーク研究所 次期技術試験衛星の将来展望に関するワークショップ H27.3.17 JA 共済ビル カンファ

レンスホール　（東京）
ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所 CRYPTRECシンポジウム2015 H27.3.20 一橋大学一橋講堂

国外 国外計　17 件
部　署 会　　議　　名 開催日 開催場所

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

4th U-STAR Workshop H26.5.7 フィレンツェ
（イタリア）

ワイヤレスネット
ワーク研究所 VTT-NICT Joint Workshop H26.6.5 VTT oulu

（フィンランド）
ユ ニ バ ー サ ル コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 研 究 所 ／ 耐 災
害 ICT 研 究 セ ン
ター／国際推進部
門

カンボジア NIPTICT との MOU 署名式及び
NIPTICT-NICT Joint Workshop 2014 H26.6.17

NIPTICT 本部
（カンボジア　プノン
ペン）

国際推進部門 ミャンマー YTU、UCSY、MCF との共同ワークショップ H26.7.7
ミャンマーコンピュータ
協会（MCF）

（ミャンマー　ヤンゴン）
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部　署 会　　議　　名 開催日 開催場所

光ネットワーク研
究所

1st Workshop on Convergence of radio and optical 
technologies—High-performance imaging using 
linear cell technology—

H26.8.22 チュラロンコン大学
（タイ）

ワイヤレスネット
ワーク研究所

The 17th International Symposium on Wireless 
Personal Multimedia Communications (WPMC 
2014 ) 

H26.9.7～10 シドニー
（オーストラリア）

ユ ニ バ ー サ ル コ
ミュニケーション
研究所

5th U-STAR Workshop H26.9.12 Cape Panwa Hotel
（タイ　プーケット）

光ネットワーク研
究所

16th International Telecommunications Network 
Strategy and Planning Symposium（Networks 2014） Ｈ 26.9.17～19 Funchal（ポルトガル）

ワイヤレスネット
ワーク研究所 The 12th BroadSky Workshop H26.10.1 Salerno　（イタリア）

ネットワーク研究
本部

5th EU-Japan Symposium on ICT Research and 
Innovation H26.10.16～17 European Commission

（ブリュッセル）
ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所

The 7th International Workshop on Data Mining and 
Cybersecurity (DMC2014 ) H26.10.31 クアラルンプール

（マレーシア）

ネ ッ ト ワ ー ク セ
キュリティ研究所

Joint Workshop on Cryptographic Algorithms and 
its Application (JWCAA2014 ) H26.12.5

The Korean 
Federation of Science 
and Technology 
Societies（韓国 ソウル）

光ネットワーク研
究所

2nd Workshop on Convergence of radio and optical 
technologies—Radio over Fiber Technology for 
Access Networks—

H27.1.15 マレーシア工科大学
（マレーシア）

国際推進部門／
ワイヤレスネット
ワーク研究所

NICT-I2R Joint Workshop 2015 H27.1.20
シンガポール国立情報
技術研究院　（I2R）

（シンガポール）

光ネットワーク研
究所

NICT-CU Joint Photonic Research Laboratory 
Opening Ceremony and CU-NICT Workshop on 
Photonic Network Research

H27.2.25 チュラロンコン大学
（タイ）

国際推進部門 ASEAN-NICT ICT Roundtable 2015 H27.2.26
Grande Centre Point 
Hotel Terminal 21

（タイ　バンコク）

国際推進部門 The 2nd NICT-Unitec Joint Workshop H27.3.24～ 26

Unitec Mt Albert 
Campus、　SKYCITY 
Auckland Convention 
Centre

（ニュージーランド）
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