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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
サイバーセキュリティ研究所 第3回日仏サイバーセキュリティ会議 H29.4.24～26 慶応大学三田キャンパス

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

通信衛星の将来展望に関する
ワークショップ2017 H29.5.18 JA共済ビル

カンファレンスホール

知能科学融合研究開発推進センター 第2回「次世代の人工知能技術に関する
合同シンポジウム」 H29.5.22 大阪大学コンベンションセンター

脳情報通信融合研究センター 「ISSA Summer School 2017」（テーマ：
意識と知能の起源に関する学際研究） H29.5.22～6.2 脳情報通信融合研究センター

ワイヤレスネットワーク総合研
究センター／未来ICT研究所／
戦略的プログラムオフィス／総
合テストベッド研究開発推進セ
ンター／テラヘルツ研究センタ
ー／広報部

ワイヤレス・テクノロジー・パーク（WTP）
2017 H29.5.24～26 東京ビッグサイト

ネットワークシステム研究所
International Symposium on extremely 
advanced transmission technology

（EXAT 2017）
H29.6.7～9 奈良春日野国際フォーラム

（奈良市）

ネットワークシステム研究所
第9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」

H29.6.10・11 東京工業大学 大岡山キャンパス

脳情報通信融合研究センター 超臨場感コミュニケーションシンポジウム H29.6.12 日本科学未来館

電磁波研究所 第16回IVS技術開発センターシンポジウム H29.6.21 情報通信研究機構
鹿島宇宙技術センター

脳情報通信融合研究センター
第1回臨床神経医工学セミナー

「ブレイン・マシン・インターフェイスの
現状と展望」

H29.6.27 脳情報通信融合研究センター
（CiNet）

脳情報通信融合研究センター 第7回CiNetシンポジウム H29.6.29 東京国際フォーラム

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2017 H29.6.30 明治記念館　富士の間

（東京都港区）

電磁波研究所 災害対策技術講演会2017
－交通の安心・安全とICT－ H29.7.4 修養団ビル　SYDホール

（東京都渋谷区）

電磁波研究所 第12回宇宙天気ユーザーズフォーラム H29.7.5 国立科学博物館
日本館2階　講堂

脳情報通信融合研究センター 自閉スペクトラム症
視覚体験シミュレータ講演会&体験デモ H29.7.16 脳情報通信融合研究センター

1階大会議室

耐災害ICT研究センター NICT特許技術の利活用説明会 H29.7.19 スタンダード会議室　
仙台あおば通店A会議室

未来ICT研究所 第28回細胞生物学ワークショップ H29.7.31～8.4 未来ICT研究所

ネットワークシステム研究所 第7回
「ネットワーク仮想化国際シンポジウム」 H29.8.4 東京大学 本郷キャンパス

ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所

「ITの進展から派生する諸課題に関する
学術シンポジウム」 H29.8.9 日本学術会議講堂

戦略的プログラムオフィス IoTアイデアソン
「IoT時代のイノベーションの起こし方」 H29.8.24

FUJITSU Knowledge 
Integration Base PLY

（東京都大田区）

 国内　65件　　国外　8件　　計73件
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部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

電磁波研究所

「極域・中緯度SuperDARN研究集会」、「中
間圏・熱圏・電離圏（MTI）研究集会」、

「IUGONET研究集会 第4回 太陽地球環境デ
ータ解析に基づく超高層大気の空間・時間
変動の解明」、「宇宙空間からの地球超高層
大気観測に関する研究会」合同研究集会

H29.9.11～15 NICT本部

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2017」～ツーリズム・テクノロジー
が切り拓く新たな世界～

H29.9.21～23 東京ビッグサイト東展示棟

広報部 2017「青少年のための科学の祭典」
東京大会in小金井 H29.9.24 東京学芸大学

戦略的プログラムオフィス World Data System Asia
－Oceania Conference 2017 H29.9.27～29 益川ホール（京都大学）

戦略的プログラムオフィス 第17回ワールドデータシステム
国際科学委員会（WDS－SC）会議 H29.9.30・10.1 京都平安ホテル

脳情報通信融合研究センター Mindfulness Workshop in CiNet
－ Mindfulness and Science H29.10.5 脳情報通信融合研究センター

経営企画部 「Cyber3 Conference Tokyo 2017」 H29.10.5・6 慶應義塾大学三田キャンパス
総合テストベッド研究開発
推進センター

先端ネットワーク利用研究に関する
ワークショップ「ADVNET2017」 H29.10.13 東京大学　福武ホール

サイバーセキュリティ研究所 NICT-Unitec共同ワークショップ H29.10.20 NICT本部　SD室

戦略的プログラムオフィス アイデアソン
「IoT新時代のスマートシティの創り方」 H29.10.21 fabbit（北九州市小倉北区）

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
ーク総合研究センター

けいはんな情報通信フェア2017 H29.10.26～28 けいはんなプラザ、ATR

戦略的プログラムオフィス 「ホクリク魅力ソン～地域の課題を魅力に
転換するアイデアソン～」 H29.10.28 ITビジネスプラザ武蔵（金沢市）

ワイヤレスネットワーク総合
研究センター

IEEE宇宙光学システムと応用に関する国
際会議2017 H29.11.14～16 沖縄県那覇市

サイバーセキュリティ研究所 第10回
NICTERプロジェクトワークショップ H29.11.17・18 長崎県立大学シーボルト校

脳情報通信融合研究センター 日本発達神経科学学会
第6回大会（大会長：長井志江） H29.11.25・26 脳情報通信融合研究センター

ワイヤレスネットワーク総合
研究センター／電磁波研究所

2017「青少年のための科学の祭典」
鹿行地区大会 H29.11.26 神栖市立神栖第一中学校

電磁波研究所 「シンポジウム　宇宙から見る雨
～これまでの20年、これからの20年～」 H29.11.29 富士ソフトアキバプラザ ホール

（東京都千代田区）
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2017 H29.12.5 興福寺会館（奈良市）

先進的音声翻訳研究開発
推進センター

International Workshop on Spoken 
Language Translation（IWSLT 2017） H29.12.13～15

早稲田大学グリーン・
コンピューティング・システム
研究機構

サイバーセキュリティ研究所 CRYPTRECシンポジウム2017 H29.12.18 品川シーズンテラス
カンファレンス

ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所 「情報学シンポジウム」 H30.1.11 日本学術会議講堂

テラヘルツ研究センター 先端ICTデバイスラボ研究交流会 H30.1.12 NICT本部
未来ICT研究所／
テラヘルツ研究センター 三村高志博士 京都賞受賞記念 NICT 講演会 H30.1.12 NICT本部

イノベーション推進部門
ARIB電波利用懇話会「テラヘルツ帯を
用いた100Gbit/s級無線通信技術の
研究開発動向」

H30.1.19 一般社団法人電波産業会

グローバル推進部門／
イノベーション推進部門

IoTセミナー BlockchainはIoTに
何を与えるのか？
～データの分散と共有がもたらす価値～

H30.1.26 主婦会館プラザエフ（東京）

サイバーセキュリティ研究所 第5回NICT－IIIワークショップ H30.1.29 NICT本部

戦略的プログラムオフィス 「経営」のための
サイバーセキュリティセミナー2018 H30.1.30 ANAクラウンプラザホテル金沢　

電磁波研究所 「災害・危機管理ICTシンポジウム2018」 H30.2.9 パシフィコ横浜　
アネックスホール
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部署 会議・イベント名 開催日 開催場所
未来ICT研究所 「未来ICTシンポジウム2018」 H30.2.14 東京ビッグサイト　会議棟6階
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2018 H30.2.14 品川フロントビル会議室

テラヘルツ研究センター
第18回ミリ波サブミリ波受信機
ワークショップおよび第4回理研
－NICT合同テラヘルツワークショップ

H30.2.22・23 自然科学研究機構国立天文台
（三鷹）

電磁波研究所 「第12回NICT.EMC-netシンポジウム」 H30.2.23 ベルサール八重洲
脳情報通信融合研究センター The 4th CiNet Conference H30.2.26～28 脳情報通信融合研究センター

戦略的プログラムオフィス サイバーセキュリティシンポジウム道後
2018 H30.3.1・2 愛媛大学城北キャンパス他

（松山市）

戦略的プログラムオフィス 「岐阜大学、総務省東海総合通信局、
情報通信研究機構等共催による講演会」 H30.3.3 ホテルグランヴェール岐山

（岐阜市）

デプロイメント推進部門
平成29年度 総務省・
NICT Entrepreneurs’Challenge 2Days

（起業家甲子園・起業家万博）
H30.3.7・8 丸ビルホール

戦略的プログラムオフィス 「科学データ研究会・WDS国内シンポジウム
（第7回）」 H30.3.8 科学技術振興機構（JST）

東京本部別館

イノベーション推進部門
NICT/TTC共催セミナー

「5G時代のNWインフラ／サービスに関す
るITU-T SG13での検討状況」

H30.3.9 一般社団法人情報通信技術委員会
（TTC）会議室

耐災害ICT研究センター
伊豆東海岸 車座ミーティング
～伊豆東海岸のこれからの観光・防災・
地域メディア～

H30.3.9 下田市民文化会館小ホール

統合ビッグデータ研究センター 第1回「カラダにうれしい空気を探そう」
データソン H30.3.10～4.8 福岡市

知能科学融合研究開発
推進センター

「自動翻訳シンポジウム
～自動翻訳と翻訳バンク～」 H30.3.12 TKP御茶ノ水

カンファレンスセンター
ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所

シンポジウム
「ICTが創る、まちとコミュニケーション」 H30.3.14 グランフロント大阪

コングレコンベンションセンター
ワイヤレスネットワーク総合研
究センター／耐災害ICT研究セ
ンター

耐災害ICT研究シンポジウム2018 H30.3.26 TKPガーデンシティ仙台

電磁波研究所 第5回宇宙天気ユーザー協議会 H30.3.28 NICT 大手町オフィス

耐災害ICT研究センター 防災・減災のAIイノベーション戦略と
挑戦公開シンポジウム H30.3.29 TKPガーデンシティ

PREMIUM京橋

部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

ネットワークシステム研究所 CU-NICT Workshop on Photonic Network 
Research 2017 H29.4.19 タイ チュラロンコン大学

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター The 15th BroadSky Workshop H29.10.16～19 イタリア・トリエステ

ネットワークシステム研究所

第12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

（12th International Workshop on Optical 
Signal Processing & Optical Switching

（IWOO 2017））

H29.11.16・17 Guilin Lijiang Waterfall Hotel, 
Guiling, China（桂林市、中国）

グローバル推進部門 ASEAN IVO Forum 2017 H29.11.23・24 バンダルスリブガワン
（ブルネイ）

ネットワークシステム研究所 Workshop on short-range access 
communications and related technologies H29.11.29 ベトナム ホーチミン市工科大学

（ホーチミン市、ベトナム）
ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

第20回無線パーソナルマルチメディア
通信国際シンポジウム（WPMC2017） H29.12.17～20 インドネシア

ジョグジャカルタ

グローバル推進部門／
デプロイメント推進部門

第二回シリコンバレー
起業家育成プログラム H30.2.18～23

カリフォルニア州
サンタクララ郡および
サンマテオ郡（米国）

ネットワークシステム研究所 6th Workshop on Convergence of radio 
and optical technologies 2018 H30.2.22

マレーシア
テレコムマレーシア
コンベンションセンター

（サイバージャヤ市）

国外


