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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

部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

統合ビッグデータ研究センター ICSU-WDS　国際プログラムオフィス開設
5周年記念式典講演会 H28.4.6 ガーデンシティ御茶ノ水（東京）

脳情報通信融合研究センター 第1回次世代の人工知能技術に関する合同
シンポジウム H28.4.25 日本科学未来館

未来館ホール・会議室1、2

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2016
（WTP2016） H28.5.25～27 東京ビッグサイト

広報部 未来を拓くICT展示会in霞が関 H28.5.31 中央合同庁舎第2号館
地下2階講堂

電磁波研究所 第11回宇宙天気ユーザーズフォーラム H28.6.14 国立科学博物館

脳情報通信融合研究センター 第6回CiNetシンポジウム H28.6.18 ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

サイバーセキュリティ研究所 CRYPTRECシンポジウム2016 H28.6.27 品川シーズンテラス
カンファレンス

電磁波研究所 第15回　IVS技術開発センターシンポジウ
ム H28.6.30 鹿島宇宙技術センター

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター 周波数資源開発シンポジウム2016 H28.7.15 明治記念館

脳情報通信融合研究センター International Symposium ‘Brain Networks 
and Behaviour’ H28.7.20 脳情報通信融合研究センター

脳情報通信融合研究センター 第39回日本神経科学大会 シンポジウム
S1-F-2 ヒト計算神経解剖学の展開 H28.7.20 パシフィコ横浜

未来ICT研究所 第27回細胞生物学ワークショップ 2016.8.1～5 未来ICT研究所

サイバーセキュリティ研究所 第4回NICT-TUT workshop H28.8.6 博多リファレンス駅
東ビル貸会議室

サイバーセキュリティ研究所 第2回SCH-NICTサイバーセキュリティワ
ークショップ H28.8.8 NICT本部

電磁波研究所 極域・中緯度SuperDARN研究集会 H28.8.9・10 国立極地研究所

脳情報通信融合研究センター 視覚科学フォーラム第20回研究会 H28.8.25・26 脳情報通信融合研究センター

電磁波研究所 中間圏・熱圏・電離圏（MTI）研究集会 H28.8.29～31 NICT本部

ネットワークシステム研究所 第6回 ネットワーク仮想化シンポジウム H28.9.2 東京大学　本郷キャンパス

総合テストベッド研究開発推進
センター

スマートIoT推進フォーラム　技術戦略検
討部会
第1回 テストベッド分科会

H28.9.6 KDDIホール（東京都）

電磁波研究所 新しい豪雨予報「3D雨雲ウォッチ」～ゲ
リラ大魔王に負けないぞ～ H28.9.17・18 日本科学未来館

先進的音声翻訳研究開発
推進センター

グローバルコミュニケーションシンポジウ
ム2016
～グローバルコミュニケーションが目指す
ツーリズム・テクノロジーの今と近未来～

H28.9.23～25 東京ビッグサイト　東展示場

脳情報通信融合研究センター ワ ー ク シ ョ ッ プVision over vision: man, 
monkey, machine, and network models H28.10.3・4 脳情報通信融合研究センター

グローバル推進部門 第6回日欧国際共同研究シンポジウム H28.10.6・7 幕張

広報部 2016「青少年のための科学の祭典」東京
大会in小金井 H28.10.9 東京学芸大学

 国内　61件　　国外　5件　　計66件
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部署 会議・イベント名 開催日 開催場所
サイバーセキュリティ研究所 第3回NICT-Unitec共同ワークショップ H28.10.13・14 NICT本部

サイバーセキュリティ研究所 DMC 2016（Data Mining Cybersecurity 
2016） H28.10.18 京都大学

未来ICT研究所 第1回電気光学ポリマー応用技術研究会 H28.10.27 NICT本部

電磁波研究所 第13回宇宙環境シンポジウム H28.11.1・2 NICT本部

サイバーセキュリティ研究所 The 4th Joint Workshop between KISTI 
and NICT H28.11.2 NICT本部

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2016 NICTオー
プンハウス2016 in けいはんな@けいはん
な会場

H28.11.10～12
けいはんなプラザ、ATR

（同時開催 まほろば・けいはんな
SSHサイエンスフェスティバル）

ネットワークシステム研究所 第11回光信号処理／光スイッチング技術
に関する国際ワークショップ H28.11.16・17 北海道大学構内

サイバーセキュリティ研究所 第9回NICTERワークショップ H28.11.18・19 秋田大学

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2016 H28.11.29 京都大学大学院農学研究科

附属農場

電磁波研究所 2016年 非電離放射線防護に関する国際ワ
ークショップ（ICNIRP 2016） H28.12.2 秋葉原UDX

総合テストベッド研究開発
推進センター

スマートIoT推進フォーラム　技術戦略検
討部会
テストベッド分科会　コアメンバ会議（第
1回）

H28.12.6 KDDIビル（東京都）

ネットワークシステム研究所 International Symposium on Ultrafast 
Photonic Technology 2016（ISUPT 2016） H28.12.7 NICT本部

電磁波研究所 情報通信研究機構　平磯太陽観測施設閉 
所式 H28.12.9 平磯太陽観測施設及び

勝田駅周辺

未来ICT研究所 12th International Conference on Nano-
Molecular Electronics H28.12.14～16 神戸国際会議場

戦略的プログラムオフィス NICTアイデアソン「地アイデア in 金沢」 H28.12.23 ITビジネスプラザ武蔵（金沢市）

広報部 うるう秒挿入イベント H29.1.1 NICT本部

未来ICT研究所 2017年　生体運動研究合同班会議 H29.1.6～8 神戸国際会議場

イノベーション推進部門
IoTセミナー　デザイン思考が切り拓くIoT
活用によるビジネス革新と価値創造　～求
められる新しい発想法と開発手法～」

H29.1.13 一橋大学　一橋講堂

脳情報通信融合研究センター 計算論的神経科学に関するNICT-NSF連携
ワークショップ H29.1.17・18 脳情報通信融合研究センター

テラヘルツ研究センター 小型衛星イノベーションに関する研究会 H29.1.26 株式会社　電通　本社

総合テストベッド研究開発
推進センター

スマートIoT推進フォーラム　技術戦略検
討部会
テストベッド分科会　コアメンバ会議（第
2回）

H29.2.1 三菱総合研究所（東京都）

電磁波研究所 災害・危機管理ICTシンポジウム2017 H29.2.2 パシフィコ横浜
アネックスホール

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

超小型衛星搭載光通信実験ワークショップ
「SOTA Workshop」 H29.2.6 機械振興会館　ホール

サイバーセキュリティ研究所 サイバーセキュリティシンポジウム道後
2017 H29.2.23・24 愛媛県松山市立子規記念博物館

総合テストベッド研究開発
推進センター

スマートIoT推進フォーラム　技術戦略検
討部会
第2回テストベッド分科会

H29.2.27 KDDIホール（東京都）

テラヘルツ研究センター
第17回ミリ波サブミリ波受信機ワークシ
ョップおよび第3回理研-NICT合同テラヘ
ルツワークショップ

H29.2.27・28 NICT本部

イノベーション推進部門 oneM2Mショーケース2 H29.3.2 フクラシア品川
クリスタルスクエア
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部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

広報部 多摩六都科学館 協定締結調印記念 ロクト
サイエンスレクチャー H29.3.5 多摩六都科学館

脳情報通信融合研究センター 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム ：AI in Asia: AI for 
Social Good H29.3.6・7 早稲田大学国際会議場

未来ICT研究所 国際ワークショップ（IWQD2017） H29.3.6～8 国立情報学研究所

デプロイメント推進部門
平成28年度 総務省・NICT Entrepreneurs’ 
Challenge 2Days（起業家甲子園・起業家
万博）

H29.3.7・8 コクヨホール

統合ビッグデータ研究センター WDS国内シンポジウム H29.3.9・10 ベルサール神保町

ネットワークシステム研究所 フォトニックネットワークシンポジウム
2017 H29.3.10 NICT本部

サイバーセキュリティ研究所 NICTサイバーセキュリティシンポジウム
2017 H29.3.10 フクラシア東京ステーション

電磁波研究所 第11回NICT/EMC-netシンポジウム H29.3.14 ベルサール八重洲
ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

「次世代農林水産業創造技術」「生産システ
ム」マッチングフォーラム H29.3.14 TKP東京駅

八重洲カンファレンスセンター
耐災害ICT研究センター 耐災害ICT研究シンポジウム2017 H29.3.27 TKPガーデンシティ仙台

部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

ワイヤレスネットワーク総合
研究センター

衛星ブロードバンドネットワークに関する
ワークショップ

（The 14th BroadSky Workshop）
H28.10.18 クリーブランド（米国）

ワイヤレスネットワーク総合
研究センター

無線パーソナルメディア通信国際会議
（WPMC2016）（The 19th International 
Symposium on Wireless Personal 
Multimedia Communications）

H28.11.13～16 深圳（中国）

グローバル推進部門 ASEAN IVO Forum　2016 H28.11.24・25 ハノイ（ベトナム）

グローバル推進部門／
デプロイメント推進部門

第 1 回シリコンバレー起業家育成プログ
ラム H29.2.20～24 サンタクララ郡（米国）

ネットワークシステム研究所 5th workshop on convergence of radio 
and optical technologies H29.2.27 チェンマイThe Empress hotel

（タイ国）

国外




