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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
総合テストベッド研究開発
推進センター

CENTRA3 Smart Cyberinfrastructure for 
Transnational Science H30.5.14～16 AP東京丸の内

電磁波研究所 第3回PSTEP国際会議 H30.5.16～18 NICT本部
電磁波研究所 IPT-SWeISS2 H30.5.21～23 NICT本部
サイバーセキュリティ研究所 NICT-KISTI 小規模ワークショップ H30.5.23 NICT本部
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（WTP）
2018 H30.5.23～25 東京ビッグサイト

脳情報通信融合研究センター URCF（超臨場感コミュニケーション産学
官フォーラム）シンポジウム2018 H30.6.1 日本科学未来館　未来館ホール

戦略的プログラムオフィス Japan Open Science Summit 2018 H30.6.18・19 学術総合センター

電磁波研究所 第19回コヒーレントレーザレーダ会議 H30.6.18～21 沖縄科学技術大学院大学

耐災害ICT研究センター 平成30年度　耐災害ICT研究協議会総会 H30.6.21 TKP東京駅前カンファレンスセ
ンター

脳情報通信融合研究センター 第8回CiNetシンポジウム 「脳科学が拓くお
もろいAI・ロボット社会」 H30.6.27

グランフロント大阪　ナレッジ
キャピタル　コングレコンベン
ションセンター

戦略的プログラムオフィス アイデアソン「Shiojiriアイデアソン2018 
～ずく塾～」 H30.7.1 塩尻市市民交流センター

「えんぱーく」
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2018 H30.7.6 明治記念館

電磁波研究所 安心・安全ICT講演会 H30.7.6 都道府県会館　

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

IoTで実現するフレキシブルファクトリ 
-工場のワイヤレス化で生産性を向上 - 
セミナー・ミニ展示会

H30.7.25 浅草橋ヒューリックホール

未来ICT研究所 平成30年度未来ICT研究所施設一般公開 H30.7.28 NICT　未来ICT研究所（神戸）

ネットワークシステム研究所 MWP Symposium - Convergence of radio 
and optical technologies - H30.8.6 くにびきメッセ（島根県松江市）

未来ICT研究所 第29回細胞生物学ワークショップ H30.8.6～10 NICT　未来ICT研究所（神戸）
サイバーセキュリティ研究所 The 3nd SCH-NICT Cybersecurity Workshop H30.8.15 情報通信研究機構本部

イノベーション推進部門 第160回電波利用懇話会「欧州標準化動向　
ETSIの活動紹介」 H30.8.24 一般社団法人電波産業会

電磁波研究所 第13回宇宙天気ユーザーズフォーラム H30.8.30 日本科学未来館　未来館ホール

ネットワークシステム研究所　
第10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」

H30.9.7・8 東京工業大学 大岡山キャンパ
ス

電磁波研究所

「STE現象報告会」「MTI 研究集会」「IUG-
ONET 研究集会」「宇宙空間からの地球超
高層大気観測に関する研究会」「科学とデ
ータ研究集会」合同研究集会

H30.9.10～14 NICT本部

耐災害ICT研究センター 第12回地域防災情報シンポジウム H30.9.14 東北大学災害科学国際研究所他

脳情報通信融合研究センター International Mini-Symposium on Cogni-
tive Robotics H30.9.14 脳情報通信融合研究センター

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2018 H30.9.20・21 東京ビッグサイト

広報部 2018「青少年のための科学の祭典」東京
大会in小金井 H30.9.23 東京学芸大学

ネットワークシステム研究所 第8回ネットワーク仮想化シンポジウム H30.9.28
東京大学 本郷キャンパス
情報学環・ダイワユビキタス学
術研究館

 国内　68件　　国外　9件　　計77件
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部署 会議・イベント名 開催日 開催場所

耐災害ICT研究センター NICTオープンハウス2018 in 仙台　耐災
害ICT研究センター 施設一般公開 H30.10.6・7 耐災害ICT研究センター

戦略的プログラムオフィス 街の課題を魅力に転換するアイデアソン
「ホクリク魅力ソン2018 」 H30.10.6・27

6日：TKP金沢カンファレンス
センター
27日：ITビジネスプラザ武蔵

未来ICT研究所 量子ICTフォーラム2018 H30.10.11・12 NII

戦略的プログラムオフィス アイデアソン「IoTで拓く北九州のまちと
くらしの未来」 H30.10.14 九州工業大学 戸畑キャンパス 

「MILAiS」

脳情報通信融合研究センター 第1回脳科学技術未来WS OIST × CiNet H30.10.17～19
17日：沖縄科学技術大学院大学
18・19日：NICT沖縄電磁波技
術センター大会議室

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2018　
NICTオープンハウス2018 in けいはんな H30.10.25～27 けいはんなプラザ、ATR

グローバル推進部門 米国NSFとのPI （研究推進責任者）ミーテ
ィング H30.10.26 NICTイノベーションセンター

サイバーセキュリティ研究所 プライバシー保護データマイニングシンポ
ジウム H30.10.31 フクラシア丸の内オアゾ Hall A

脳情報通信融合研究センター 社会行動ビッグデータの社会実装・倫理的
問題について H30.10.31 グランフロント大阪 総合テス

トベッド研究開発推進センター　

サイバーセキュリティ研究所 第11回NICTERプロジェクトワークショッ
プ H30.11.5・6 立命館大学びわこ・くさつキャ

ンパス

ネットワークシステム研究所 第13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 H30.11.5～7 富士レークホテル

戦略的プログラムオフィス
「未知のクリエーソン 2018 in 仙台」
・インプットセミナー
・アイデアソン

H30.11.17・18

17日：インプットセミナー
仙台市立東二番丁小学校体育館
18日：アイデアソン
東北大学電気通信研究所本館

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2018 H30.11.19 スイスホテル南海大阪

電磁波研究所 平成30年度沖縄電磁波技術センター施設
一般公開 H30.11.23 沖縄電磁波技術センター

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 IoT/AI活用によるビジネス
イノベーション ‐ 新しいツールがビジネ
ス分野にもたらす価値とは？ ‐ 」

H30.11.26 一橋大学 一橋講堂

サイバーセキュリティ研究所 第2回 NICT-TWISCサイバーセキュリティ
ワークショップ H30.11.26

国際学会CANDARに合わせた開
催（7-9）
ホテルアソシア高山リゾート会
議室　楓（岐阜県高山市）

戦略的プログラムオフィス ハッカソン「IoTで拓く北九州のまちとく
らしの未来」 H30.12.1・2 九州工業大学 戸畑キャンパス 

「MILAiS」
イノベーション推進部門 oneM2Mインダストリー・デイ H30.12.5 いしかわハイテク交流センター　
サイバーセキュリティ研究所 第2回NICT-SCH-KISTI共同ワークショップ H30.12.8 NICT本部

テラヘルツ研究センター 第5回理研－NICT合同テラヘルツワークシ
ョップ H30.12.11～13 関西学院大学 関西学院会館

先端ICTデバイスラボ 先端ICTデバイスラボ成果報告会 H30.12.14 NICT本部

電磁波研究所 NICT電磁波研究所シンポジウム～電磁波
を用いて新たな価値の創造を導く～ H30.12.21 AP市ヶ谷 

脳情報通信融合研究センター
International Symposium on Predictive 
Coding Account for Autism Spectrum Dis-
order

H31.1.8 脳情報通信融合研究センター

先進的音声翻訳研究開発
推進センター

「多言語音声翻訳アイデアコンテスト 審査
会・表彰式」 H31.1.12 TEPIA ホール

未来ICT研究所 「12th Superconductive SFQ VLSI workshop 
（SSV2019） 」 H31.1.16・17 NICT 未来ICT研究所（神戸）

戦略的プログラムオフィス 「工場向けワイヤレスIot講習会in大阪」 H31.1.30 グランフロント大阪　北館タワー

戦略的プログラムオフィス ビジネスを護るサイバーセキュリティデイ
ズ2019 H31.2.6 金沢商工会議所研修室1

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
2019 H31.2.7 AP新橋

電磁波研究所 「災害・危機管理ICTシンポジウム2019」 H31.2.8 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

脳情報通信融合研究センター The 5th CiNet Conference:　Computation 
and representation in brains and machines H31.2.20～22 脳情報通信融合研究センター

電磁波研究所 第13回NICT/EMC-netシンポジウム H31.2.22 ベルサール八重洲
総合テストベッド研究開発
推進センター

宇宙データを活用したハッカソン「NICT 
Space Hack 2019 」 H31.2.23・24 NICTイノベーションセンター

統合ビッグデータ研究センター Smart Sustainable Moblityハッカソン H31.2.23・24 Samurai Startup Island
先進的音声翻訳研究開発
推進センター

多言語音声翻訳試作品（PoC）コンテスト 
審査会・表彰式 H31.3.2 TEPIAホール

知能科学融合研究開発
推進センター

第2回自動翻訳シンポジウム～自動翻訳と
翻訳バンク～ H31.3.6 コングレスクエア日本橋

戦略的プログラムオフィス
ナショナルサイバー
トレーニングセンター

サイバーセキュリティシンポジウム道後
2019 H31.3.7・8 愛媛大学城北キャンパス他

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

衛星通信と5Gの連携に関するワークショ
ップ2019
英語会議名称：Satellite-5G workshop 
2019

H31.3.8 TKP品川カンファレンスセンター
ANNEX

デプロイメント推進部門 平成30 年度起業家甲子園・起業家万博
（全国大会） H31.3.11・12 丸ビルホール

耐災害ICT研究センター 第1回広域ネットワーク防災訓練ワークシ
ョップ H31.3.23 静岡県立大学　草薙キャンパス

統合ビッグデータ研究センター
第2回環境×健康スマートIoT実証実験

「カラダにうれしい空気を探そう」データ
ソン

H31.3.23・24 トッパン薬院ビル（福岡市）

耐災害ICT研究センター 耐災害ICT研究シンポジウム2019 H31.3.25 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

戦略的プログラムオフィス 第18回ワールドデータシステム国際科学
委員会（WDS-SC）会議 H30.4.19・20

ブラジル連邦共和国　リオデジ
ャネイロ市内　Observatory of 
tomorrow

グローバル推進部門
電磁波研究所 Space weather as a Global Challenge 2018 H30.7.24 駐米日本大使館

ネットワークシステム研究所 CU-NICT Workshop on Photonic Network 
Research 2018 H30.8.29 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 16th BroadSky Workshop H30.10.15～18 カナダ　ナイアガラ

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

第21回国際パーソナルマルチメディア
無線通信シンポジウム（WPMC2018） H30.11.25～28 タイ　チェンライ

グローバル推進部門 ASEAN IVO Forum 2018及びASEAN IVO SC
会議 H30.11.27・28 インドネシア　ジャカルタ

ワイヤレスネットワーク
総合研究センター

SPS IPC Drives 2018　VDMAフォーラム内
「無線通信が切り拓くフレキシブルファク
トリーの未来
～Wireless communications energize flexi-
ble manufacturing～」

H30.11.29 ドイツ　ニュルンベルク

グローバル推進部門 第7回日欧国際共同研究シンポジウム H30.12.3 オーストリア　ウィーン大学

グローバル推進部門 第3回シリコンバレー起業家育成プログラム H31.2.24～3.1 米国　カリフォルニア州 
サンタクララ郡及びサンマテオ郡

国外


