
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　89件

国内 ■は再掲　国内計　71件

4.1　広報

114

開催場所開催日会　　議　　名部　署

銀座フェニックスプラ
ザ（東京）Ｈ22．４．２新世代ネットワーク推進フォーラム第3回総会総合企画部

NICT（本部）Ｈ22．６．23第4回 新世代ネットワークワークショップ総合企画部

NICT（本部）Ｈ22．７．16第1回 複雑システムのネットワーク科学研究会総合企画部

NICT（本部）Ｈ22．10．18第2回 複雑システムのネットワーク科学研究会総合企画部

NICT（本部）Ｈ22．11．12第3回 複雑システムのネットワーク科学研究会総合企画部

NICT（本部）Ｈ22．11．29第4回 複雑システムのネットワーク科学研究会総合企画部

NICT（神戸）Ｈ22．12．7第5回 複雑システムのネットワーク科学研究会総合企画部

国立京都国際会館Ｈ22．６．５平成22年度 産学官連携推進会議新世代ネットワー
ク研究センター

NICT（本部）Ｈ22．６．23第4回 新世代ネットワークワークショップ新世代ネットワー
ク研究センター

NICT（本部）Ｈ22．７．24＜t−カップチャレンジ＞時の甲子園 in 小金井新世代ネットワー
ク研究センター

KDDIホール（東京）Ｈ22．10．14NICT量子暗号プロジェクトの成果発表会新世代ネットワー
ク研究センター

ANAインターコンチ
ネンタルホテル東京Ｈ22．10．18～20第3回 国際量子暗号会議（UQCC2010）新世代ネットワー

ク研究センター
早稲田大学 西早稲田
キャンパスＨ22．11．４・５第4回 超高速フォトニクスシンポジウム新世代ネットワー

ク研究センター

NICT（本部）Ｈ23．２．３・４
ネットワーク基盤技術シンポジウム
「新世代ネットワークにおける極限環境ブロードバン
ド接続技術」

新世代ネットワー
ク研究センター

NICT（鹿島）Ｈ23．２．23国際VLBI事業技術開発センターシンポジウム新世代ネットワー
ク研究センター

国立京都国際会館Ｈ22．６．５平成22年度 産学官連携推進会議新世代ワイヤレス
研究センター

コクヨホール（東京）Ｈ22．６．30周波数資源開発シンポジウム2010新世代ワイヤレス
研究センター

TKP代々木ビジネスセ
ンター（東京）Ｈ22．７．22UWB高度化と応用シンポジウム新世代ワイヤレス

研究センター

明治大学Ｈ22．10．28第5回 China-Japan-Korea UWB&WBAN International 
Workshop

新世代ワイヤレス
研究センター

NICT（本部）Ｈ22．12．２WINDSワークショップ「WINDSと将来の衛星通信」新世代ワイヤレス
研究センター

NICT（神戸）Ｈ22．８．16～23第15回 細胞生物学ワークショップ未来ICT研究セン
ター

神戸国際会議場Ｈ22．12．14～16第9回 ナノ分子エレクトロニクス国際会議
（ICNME2010）

未来ICT研究セン
ター

淡路夢舞台国際会議場Ｈ23．１．24～26International Symposium“Physicochemical Field for 
Genetic Activities”

未来ICT研究セン
ター

東京ビッグサイトＨ23．２．18先端光ICTシンポジウム未来ICT研究セン
ター

筑波大学 大学会館Ｈ22．４．４ユビキタスデータ管理WS（UDM2010）
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター
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開催場所開催日会　　議　　名部　署

国立京都国際会館Ｈ22．６．５平成22年度 産学官連携推進会議
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

大手町サンケイプラザ
（東京）Ｈ22．６．16ALAGIN（Advanced Language Information Forum） 

シンポジウム

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

NICT（けいはんな）Ｈ22．６．21～23最先端音声言語技術フォーラム
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

早稲田大学 国際会議場Ｈ22．９．22～24Interspeech 2010 Satellite Workshop on Second 
Language Studies

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

国際電気通信基礎技術
研究所（ATR）Ｈ22．９．22～25ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech 

Synthesis及び Bizzard Challenge Workshop 2010

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

御殿場高原リゾート　
時之栖（静岡）Ｈ22．10．１・２2nd International Workshop on Spoken Dialogue 

System technology（IWSDS 2010）

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

けいはんなプラザ等Ｈ22．11．４～６けいはんな情報通信研究フェア2010
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

梅田スカイビル（大阪）Ｈ22．12．９けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2010
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

品川インターシティ
（東京）、COCON烏丸
（京都）

Ｈ23．２．21・22言語グリッドシンポジウム
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

けいはんなプラザ等Ｈ22．11．４～６けいはんな情報通信研究フェア2010
ユニバーサルメ
ディア研究セン
ター

学術総合センター（東
京）Ｈ22．５．19～213DSA2010国際会議

ユニバーサルメ
ディア研究セン
ター

日本科学未来館 みらい
CANホール（東京）Ｈ22．６．11平成22年度超臨場感コミュニケーション産学官フォー 

ラム（URCF）シンポジウム

ユニバーサルメ
ディア研究セン
ター

ベルサール九段Ｈ22．10．14・15ITU-T Q.4/17 Interim Meeting, Tokyo 2010情報通信セキュリ
ティ研究センター

SYDホール（東京）Ｈ22．10．27Traceable Network Developers Conference 2010
（TNDC'10）

情報通信セキュリ
ティ研究センター

ガーデンホテル金沢Ｈ22．11．27第3回 nicterプロジェクトワークショップ情報通信セキュリ
ティ研究センター

コクヨホール（東京）Ｈ23．２．17情報通信セキュリティシンポジウム情報通信セキュリ
ティ研究センター

コクヨホール（東京）Ｈ23．３．２CRYPTRECシンポジウム2011情報通信セキュリ
ティ研究センター

NICT（本部）Ｈ22．４．26平成21年度スパコン成果発表会（平成22年度クラウ
ド利用説明会）

電磁波計測研究セ
ンター

国立京都国際会館Ｈ22．６．５平成22年度 産学官連携推進会議電磁波計測研究セ
ンター
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開催場所開催日会　　議　　名部　署

国立京都国際会館Ｈ22．８．９～12国際写真測量とリモートセンシング第8部会シンポジ
ウム

電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．８．20第8回 APD応用研究会電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．９．24第6回 妨害波測定法研究会/第7回 EMIアンテナ校
正研究会（合同研究会）

電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．10．７
宇宙天気データ解析ワークショップ
（「太陽高エネルギー粒子予報ワークショップ」として
開催）

電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．10．８STE（太陽地球環境）現象報告会電磁波計測研究セ
ンター

久茂地公民館、沖縄県
那覇市Ｈ22．10．30平成22年度地球電磁気・地球惑星圏学会 アウトリー

チイベント
電磁波計測研究セ
ンター

沖縄県市町村自治会館Ｈ22．10．31～11．３第128回 地球電磁気・地球惑星圏学会総会・講演会電磁波計測研究セ
ンター

筑波大学 計算科学研
究センター・国際ワー
クショップ室

Ｈ22．11．25・26科学情報学研究会電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．12．３EMC-net 第7回 妨害波測定法研究会電磁波計測研究セ
ンター

NICT（本部）Ｈ22．12．６～８中間圏・熱圏・電離圏（MTI）研究会電磁波計測研究セ
ンター

パシフィコ横浜Ｈ23．２．４災害・危機管理ICTシンポジウム2011電磁波計測研究セ
ンター

ベルサール八重洲Ｈ23．２．28NICT/EMC-netシンポジウム電磁波計測研究セ
ンター

九州大学 西新プラザＨ23．２．28～３．２NICTシミュレーションシンポジウム電磁波計測研究セ
ンター

NICT（沖縄亜熱帯計測
技術センター）Ｈ23．３．３・４NICT-HyARC 平成22年度共同研究集会電磁波計測研究セ

ンター

京都大学Ｈ23．３．14・15SMILES国際ワークショップ電磁波計測研究セ
ンター

東京工業大学 大岡山
キャンパスＨ22．４．28・29第４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連携研究部門

せんだいメディアテー
クＨ22．６．９ICT推進フェア2010 in 東北連携研究部門

リーガロイヤルホテル
広島Ｈ22．７．14APNG 12th CampでのNICTワークショップ連携研究部門

東京大学 弥生講堂Ｈ22．９．21Live E！シンポジウム2010連携研究部門

KDDIホール（東京）Ｈ22．10．14NICT量子暗号プロジェクトの成果発表会連携研究部門
NICT（本部）、
ベルサール九段

Ｈ22．12．３、
Ｈ23．１．27

新世代ネットワーク推進フォーラム
テストベッドネットワーク推進ＷＧ連携研究部門

ベルサール九段Ｈ23．１．27ICTテストベッド戦略2011
～JGN2plus・StarBEDジョイントシンポジウム～連携研究部門

京都センチュリーホテ
ルＨ23．２．４「ユニバーサルコミュニケーション研究の歩み」講演会連携研究部門

東京ステーションカン
ファレンスＨ22．４．21・22第3回 日中情報通信フォーラム研究推進部門

NICT（本部）Ｈ22．５．26第8回 NICT-ETRI国際ワークショップ研究推進部門

yoshida Title:p114_118-4_1_2.ec7 Page:116  Date: 2011/10/19 Wed 12:12:41 



４

成
果
普
及

4.1　広報

117

開催場所開催日会　　議　　名部　署

国立京都国際会館Ｈ22．６．５平成22年度 産学官連携推進会議研究推進部門

新宿住友ビルＨ22．６．30次世代IPネットワーク推進フォーラム第４回 定期総会研究推進部門

12/20・21 NICT（本部）
12/22 NICT（麹町）Ｈ22．12．20～22ワイヤレスセンシングネットワーク研究開発に関する

日印ワークショップ研究推進部門

コクヨホール（東京）Ｈ22．12．９
NICT民間基盤技術研究促進制度/ベンチャー支援制
度成果発表会
～ICT知財活用と事業化促進に向けて～

基盤技術研究促進
部門

NICT（麹町）

Ｈ22．６．28、
７．22・29、
８．26、９．24、
10．22、１２．17、
Ｈ23．１．13・28、３．４

交流ネットワークサロン情報通信振興部門

①（財）にいがた産業
創造機構
②（財）石川県産業創
出支援機構
③有限責任監査法人
トーマツ（静岡）
④大阪商工会議所
⑤あいちベンチャーハ
ウス
⑥ホテルコスモスクエ
ア国際交流センター
⑦ホテルセンチュリー
21広島
⑧ホテルサンルート松
山

①Ｈ22．11．
　８・15・22・29
②Ｈ22．11．12・26、
　12．17
③Ｈ22．11．19
④Ｈ22．８．５・24、
　９．４・５
⑤Ｈ23．３．３
⑥Ｈ23．２．２
⑦Ｈ23．２．２
⑧Ｈ23．２．15

地域連携イベント
① 新潟（事業計画策定セミナー）
② 石川（いしかわITビジネス塾）
③ 静岡（NICT・SVS情報通信関連企業支援プログラ
ム）

④ 大阪（ベンチャーキャンプ）
⑤ 東海総合通信局（ベンチャー企業経営者セミナー）
⑥ 近畿総合通信局（ベンチャーキャンプ）
⑦ 中国総合通信局（ICTベンチャー支援セミナー）
⑧ 四国総合通信局（ICTベンチャー向け知的財産権セ
ミナー）

情報通信振興部門

コクヨホール（東京）Ｈ22．12．９
NICT民間基盤技術研究促進制度/ベンチャー支援制
度成果発表会
～ICT知財活用と事業化促進に向けて～

情報通信振興部門

THE GRAND HALL
（東京）Ｈ23．１．25平成22年度情報通信ベンチャービジネスプラン発表

会情報通信振興部門

みずほ情報総研（株）　
大会議室（東京）

Ｈ23．２．18・24、
３．４・11・18・22・31

NICT起業家経営塾
第1回 「ベンチャーの成長奇跡の全体像」
第2回 「事業計画書の作り方①」
第3回 「事業計画書の作り方②」
第4回 「事業計画書の作り方③」
第5回 「資本政策と資金調達」
第6回 「ビジネスアイデア創造・事業計画の検証」
第7回 「ビジネスプランの発表」

情報通信振興部門

有限責任あずさ監査法
人（東京）Ｈ23．３．11頑張る高専ICTビジネスコンテスト情報通信振興部門

国外 ■は再掲　国外計　18件

開催場所開催日会　　議　　名部　署

Scandic Hotel 
Rosendahl
（フィンランド）

Ｈ22．10．20～22第3回 日EU共催新世代ネットワークに関するシンポ
ジウム総合企画部

クラウンプラザホテル
（中国 成都市）Ｈ22．12．６～８

第5回 光パケットスイッチング/光CDMA技術に関
する国際ワークショップ
（5th International Workshop on OPS&OCDMA）

新世代ネットワー
ク研究センター
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開催場所開催日会　　議　　名部　署

テネリフェ （スペイン）Ｈ22．５．13～15OICETS光地上局通信実験国際ワークショップ
（GOLCE2010）

新世代ワイヤレス
研究センター

レシフェ（ブラジル）Ｈ22．10．11～14第13回 国際移動通信シンポジウム（WPMC2010）新世代ワイヤレス
研究センター

Grand Visconti Palace 
Hotel（イタリア ミラノ）Ｈ22．10．20The 8th BroadSky Workshop新世代ワイヤレス

研究センター

モントレー市（スイス）Ｈ23．３．27～30The 5th International Symposium on Medical ICT
（ISMICT2011）

新世代ワイヤレス
研究センター

Crowne Plaza Beijing 
Zhongguancun（中国 北
京）

Ｈ22．10．18・19第4回 ユニバーサルコミュニケーション国際シンポ
ジウム（IUCS2010）

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

ノースカロライナ州
（米国）Ｈ22．４．26WICOW2010

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

蘇州（中国）Ｈ22．11．５・６第10回 日中自然言語処理共同研究促進会議
知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

パリ（フランス）Ｈ22．12．２・３国際ワークショップ「International Workshop on 
Spoken Language Translation（IWSLT2010）」

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

アダマスリゾート
（タイ プーケット）Ｈ22．12．７～９東南アジア地区における自然言語処理研究者の人材

育成を目的とするトレーニングコース（ADD6） 第6回

知識創成コミュニ
ケーション研究セ
ンター

Crowne Plaza Beijing 
Zhongguancun（中国 北
京）

Ｈ22．10．18・19第4回 ユニバーサルコミュニケーション国際シンポ
ジウム（IUCS2010）

ユニバーサルメ
ディア研究セン
ター

オークランド工科大学
（ニュージーランド）Ｈ22．11．26DMC2010（Data Mining for Cybersecurity 2010）情報通信セキュリ

ティ研究センター

仁川（韓国）Ｈ22．10．11～14SPIEアジア・太平洋リモートセンシング会議電磁波計測研究セ
ンター

バンドン（インドネシ
ア）Ｈ22．12．１～３2010 International Workshop on Space Weather in 

Indonesia
電磁波計測研究セ
ンター

バンコク（タイ）Ｈ23．１．26・27SEALION 国際シンポジウム電磁波計測研究セ
ンター

Melia Hotel（ベトナム 
ハノイ）Ｈ22．８．11APII Workshop 2010連携研究部門

ワシントンDC（米国）Ｈ23．３．７第7回 日米ICT R&Dフォーラム研究推進部門

バンコク（タイ）、シン
ガポール、ハノイ（ベ
トナム）

Ｈ22．11．22、
Ｈ23．１．11、
３．11

アジア情報通信技術フォーラム研究推進部門
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