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                  王 志東（おう しとう） 

千葉工業大学 工学部未来ロボティクス学科 教授、工学博士 

IEEE Robotics and Automation Society では、Vice President of Electronic Products & Services 

Board と Executive Committee を務めている。ロボティクス・メカトロニクス関連の国際会議、学会にて様々な 

論文賞を受賞しており、2005 年には日本機械学会賞（優秀論文賞）を受賞している。 

 

 佐久間 一郎（さくま いちろう） 

東京大学 大学院工学系研究科附属医療福祉工学開発評価研究センター 教授 

日本生体医工学会の理事長を務めた後、現在理事、国際委員会委員、日本コンピューター外科学会、 

日本不整脈心電学会の理事を務めており、工学と医学の双方の分野を横断する研究に従事している。 

 

 田中 拓男（たなか たくお） 

国立研究開発法人理化学研究所 田中メタマテリアル研究室 主任研究員 

光工学分野を専門とし、従来の光科学が扱えなかった「透磁率」を人工的なナノ構造で制御したメタマテリアルと 

それを実現する三次元ナノ加工技術に関する研究は世界的にも高く評価されている。国際学術雑誌への論文 

発表や、国際会議だけでも 100 件を超える招待講演を行うなど活発に活動している。 

 

 冨重 圭一（とみしげ けいいち） 

東北大学 大学院工学研究科 教授 

触媒化学分野の教育・研究に長年関わってきており、特に二酸化炭素、天然ガス、バイオマスなど資源変換 

の化学に関わる固体触媒の開発で高い業績を上げている。同分野において国内外問わず幅広い人脈を 

築いている。触媒は様々な分野との関りが強いため他領域の研究者等への広報活動に繋がることが期待される。 
 

※MICE アンバサダープログラムの詳細についてはこちらのウェブページを参照ください。 

https://mice.jnto.go.jp/ambassador/ambassador-news.html  

 

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

 

2019 年 9 月 26 日 

理事長 清野 智 

 MICE アンバサダーに新たに 4 名に就任いただきました！ 

日本政府観光局（JNTO）では、国際会議の日本誘致を推進するため、新たに 4 名を MICE アンバサダーに任命しました。 

MICE アンバサダープログラムは、学術分野や産業界において国内外に対し強い発信力やネットワークを持ち、日本の顔として

「国際会議開催地としての日本」の広報活動や国際会議の誘致活動に寄与いただける有識者の方々を「MICE アンバサダー」とし

て任命し、その活動に対して支援を行う制度です。 

現在総勢 69 名に就任いただいており、MICE アンバサダーの活躍により、2019 年度上期には 3 件の国際会議の日本での開

催が決定しました。また、2019 年内に 7 件の国際会議が MICE アンバサダーにより開催されます。 

JNTO では今後も「MICE アンバサダープログラム」を効果的かつ強力に展開することにより、更なる国際会議の誘致に努めます。 

 

 

 

 

 

◆2019年度上期に新たに就任したMICEアンバサダー （※敬称略） 

【お問い合わせ先】MICE プロモーション部  佐藤・大西・康・大平 

TEL：03-6691-4852  Email：conference_ambassador@jnto.go.jp 

https://mice.jnto.go.jp/ambassador/ambassador-news.html
mailto:conference_ambassador@jnto.go.jp
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◆2019 年度上期に MICE アンバサダーの活躍により日本への誘致が決定した会議 

 

アンバサダー 北村 喜文（東北大学 電気通信研究所 教授） 

会議名 
人と情報システムの相互作用に関する国際会議 

ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2021 (CHI 2021) 

開催予定年月日 2021 年 5 月 8 日～13 日 開催都市 横浜 

参加予定人数 4,000 名（外国人 3,000 名） 予定参加国数 50 ヵ国 

 

 

アンバサダー 今村 文彦（東北大学 災害科学国際研究所 所長・教授） 

会議名 
第 30 回国際津波シンポジウム 

30th International Tsunami Symposium 

開催予定年月日 2021 年 7 月 27 日～29 日 開催都市 仙台 

参加予定人数 200 名（外国人 80 名） 予定参加国数 20 ヵ国 

 

 

アンバサダー 高田 毅士（東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻 教授） 

会議名 

第 27 回原子炉構造工学国際会議 

27th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology 

(SMiRT27) 

開催予定年月日 2023 年 8 月 6 日～11 日 開催都市 横浜 

参加予定人数 600 名 予定参加国数 30 ヵ国 

 

※敬称略 
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別紙 2 
   

 ◆MICE アンバサダーによる 2019 年開催済・開催予定の会議  
 

The 12th Conference on Field and Service Robotics（FSR2019） 

開催時期・都市：2019 年 8 月 29 日～8 月 31 日  東京都 

アンバサダー：吉田 和哉（東北大学 大学院工学研究科 教授 / 機械科学技術国際共同大学院 プログラム長） 

会議ウェブページ：http://www.srg.mech.keio.ac.jp/fsr2019/  
 

第 25 回 ICOM(国際博物館会議)京都大会 2019 

開催時期・都市：2019 年 9 月 1 日～9 月 7 日  京都府 

アンバサダー：栗原 祐司（京都国立博物館 副館長） 

会議ウェブページ：https://icom-kyoto-2019.org/  
 

第 17 回国際義肢装具協会（ISPO）世界大会 

開催時期・都市：2019 年 10 月 5 日～10 月 8 日  神戸市 

アンバサダー：陳 隆明（社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団理事 兼 総合リハビリテーションセンター所長 / 

兵庫県立福祉のまちづくり研究所長 ロボットリハビリテーションセンター長） 
会議ウェブページ：http://www.ispo-congress.com/  

 

第 23 回生物湿式冶金学国際シンポジウム 

開催時期・都市：2019 年 10 月 20 日～10 月 23 日  福岡市 

アンバサダー：笹木 圭子（九州大学 工学研究院 教授） 

会議ウェブページ：http://www.ibs2019fukuoka.jp/  
 

The 20th International Conference on Systems Biology (ICSB2019) 

開催時期・都市：2019 年 11 月 1 日～11 月 5 日  沖縄県国頭郡恩納村 

アンバサダー：森田 洋平（沖縄科学技術大学院大学 准副学長（広報担当）） 

会議ウェブページ：https://www2.aeplan.co.jp/icsb2019/index_ja.html  
 

14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction（ISIR 2019） 

開催時期・都市：2019 年 11 月 13 日～11 月 16 日  奈良市 

アンバサダー：齋藤 滋 （富山大学長） 

会議ウェブページ：http://square.umin.ac.jp/isir2019/  
 

The 9th International Conference on Polyphenols and Health 2019 (ICPH2019) 

開催時期・都市：2019 年 11 月 28 日～12 月 1 日 神戸市 

The 7th International Conference on Food Factors (ICoFF2019) / The 12th International  

Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods 2019 (ISNFF2019) 

開催時期・都市：2019 年 12 月 1 日～12 月 5 日  神戸市 

アンバサダー：芦田 均（神戸大学大学院農学研究科 教授） 

会議ウェブページ：http://icph2019.umin.jp/  

http://icoff2019.umin.jp/                                   ※敬称略 
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