2019年度5月期 シンポジウム・セミナー等開催援助 学術分野
代表者氏名

会議等名称

援助金額
（千円）

VLDB 2020 実行委員会
実行委員長
石川 佳治
（名古屋大学 大学院情報学研究科 知能システム学専攻 教授）

The 46th International Conference on Very Large Data Bases
（第46回巨大データベースに関する国際会議、略称「VLDB 2020」）

1,000

AVEC '20 実行委員会
実行委員長
山門 誠
（神奈川工科大学 自動車システム開発工学科・教授）

第15 回先進自動車制御国際シンポジウム（AVEC'20）

1,000

Cyberworlds 2019 実行委員会
実行委員長
清川 清
（奈良先端科学技術大学院大学・教授）

The 18th International Conference on Cyberworlds (Cyberworlds 2019)

1,000

MIKA2019 実行委員会
実行委員長
菊間 信良
（名古屋工業大学 教授）
Asia Pacific Wireless Communications Symposium 2020
組織委員長
三瓶 政一
（大阪大学 大学院工学研究科 教授）
電気学会 第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行
委員会
実行委員長
鈴木博章
ICAIIC2020 実行委員会
実行委員長
藤井威生
（電気通信大学 教授）

電子情報通信学会・通信ソサイエティ
革新的無線通信技術に関する横断型研究会

510

Asia Pacific Wireless Communications Symposium 2020

700

第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

1,000

The 2nd international conference on artificial intelligence in information
and communication (ICAIIC2020)

1,000

SMICT2020組織委員会
委員長
原 晋介
（大阪市立大学 大学院工学研究科 教授）

The 14th International Symposium on Medical Information and
Communication Technology
(ISMICT 2020)

300

ISPlasma2020/ IC-PLANTS2020組織委員会
組織委員長
若原 昭浩
(豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授

第12回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する国際シ
ンポジウム／第13回プラズマナノ科学技術国際会議

500

2019年超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会
実行委員長
中尾 彰宏
（東京大学 教授）

2019年超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会

250

2019年度5月期 シンポジウム・セミナー等開催援助

学術分野 計10件 7,000千円

2019年度11月期 シンポジウム・セミナー等開催援助 学術分野
代表者氏名

会議等名称

援助金額
（千円）

主催機関代表
甕 昭男
（会長 YRP研究開発推進協会）

The 23rd International Symposium on Wireless Personal Multimedia
Communications (WPMC2020)
（和名）第23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
（WPMC2020）

1,000

2020年アンテナ伝搬国際シンポジウム実行委員会
実行委員長
新井 宏之
（横浜国立大学 大学院工学研究院 教授）

2020 International Symposium on Antennas and Propagation（ISAP2020）
和文訳：2020年アンテナ伝搬国際シンポジウム

1,000

第13回モバイルコンピューティング及びユビキタスネットワーク国際会議
実行委員長
河口 信夫
（名古屋大学 教授）

第13回モバイルコンピューティング及びユビキタスネットワーク国際会議

1,000

第50回IEEE 多値論理国際シンポジウム

1,000

IEEE 9th International Conference on Teaching, Assessment, and
Learning for Engineering
(IEEE TALE2020)

1,000

22nd International Conference on Distributed Computing and Networking
（ICDCN2021）

1,000

ISMVL2020実行委員会
実行副委員長
淡野公一
（宮崎大学 工学教育研究部 電気システム工学科 教授）
IEEE TALE 2020 実行委員会
General CoChair
光原 弘幸
（徳島大学 理工学部 講師）
第22回分散計算と情報通信に関する国際会議（ICDCN2021） 組織委員会
組織委員長
山口弘純
（大阪大学大学院 情報科学研究科 准教授）

2019年度11月期 シンポジウム・セミナー等開催援助

学術分野 計6件 6,000千円

2019年度5月期 シンポジウム・セミナー等開催援助 社会貢献分野
代表者氏名

会議等名称

援助金額
（千円）

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会
会長 安田浩

IoTセキュリティ人材育成に向けた啓発セミナー

一般社団法人テレコムサービス協会
企画部長 明神浩

ビジネスモデル発見＆発表会２０１９九州大会

500

トラストサービス推進フォーラム
会長 手塚悟

TSFシンポジウム2019秋

300

2019年度5月期 シンポジウム・セミナー等開催援助

社会貢献分野 計3件 1,800千円

1,000

2019年度11月期 シンポジウム・セミナー等開催援助 社会貢献分野
代表者氏名

会議等名称

援助金額
（千円）

特定非営利活動法人報道実務家フォーラム
理事長 瀬川至朗
（早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース プログラムマネー
ジャー、政治経済学術院教授 元毎日新聞編集局次長）

報道実務家フォーラム２０２０

500

フォトニックインターネットラボ
代表 山中 直明
（慶應義塾大学 理工学部 教授）

iPOP2020 第 16 回 IPと光ネットワークに関する国際会議

800

日本教育工学協会
会長 野中 陽一

第４６回全日本教育工学研究協議会全国大会 鹿児島大会

1,000

関西スマホサミット

1,000

一社）ソーシャルメディア研究会
代表理事・竹内和雄 （兵庫県立大学環境人間学部准教授）

2019年度11月期 シンポジウム・セミナー等開催援助

社会貢献分野 計4件 3,300千円

