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官公庁、企業、研究機関、経済団体等

イイノカンファレンスセンターRoomA

日本語
無料（情報交換会費　5,000円）

14：00～17：30（受付13：30 ～ ⁄ 情報交換会 17:50 ～）

開催日

時　間

対　 象

場　所

言 　語
参加費

2020 1 14年 日月 火

●主催 : 国立研究開発法人 理化学研究所、国立研究開発法人 産業技術総合研究所

東京都千代田区内幸町2-1-1

申し込み方法

https://krs2.riken.jp/m/riken_aist_2nd_symposium
次のサイトから登録ください。

●問合せ先：理研 - 産総研合同シンポジウム事務局（riken-aist_jointgrant-ml@aist.go.jp）

量子技術と資源循環技術の最前線
理化学研究所・産業技術総合研究所 第 2 回合同シンポジウム

国立研究開発法人 理化学研究所（以下   「理研」という）と国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」という）では、基本協定の基、世界初／世界一の
技術の実現に向けた研究協力を推進しています。今回、両機関の連携を広く外部へ公知することを目的に、第 2 回合同シンポジウムを開催します。
本シンポジウムでは、各研究分野のトップランナーから量子技術分野および資源循環技術分野について、両機関が協力して初めて実現できる 2050 年の社会
課題解決を目指した共同研究（チャレンジ研究）の成果を含めご紹介いたします。これら分野にご関心のある方はぜひお越しください。
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