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──平成 29 年度電気関係学会 北陸支部連合大会──

期 日 平成 29 年 9 月 11 日（月）
会 場 富山大学工学部総合教育研究棟（工学系）（富山県富山市五福 3190）
詳 細 大会HP（http://2017.jhes.jp/）を参照のこと
問合先 連合大会事務局 E-mail：pc2017@jhes.jp

──平成 29 年電気関係学会 関西連合大会──

期 日 平成 29 年 11 月 25 日（土），26 日（日）
会 場 近畿大学東大阪キャンパス（大阪府東大阪市小若江 3-4-1）
講演形式 講演論文について，12 分間の講演，3 分間の質疑応答の口頭発表とします．口頭発表用のデータと PCを御

用意下さい．プロジェクタ接続のための VGA 端子を備えていない PC は，変換アダプタを御用意下さい．
また，音声出力を御希望の方は，スピーカーなどを御用意下さい．

一般講演の募集要項
一般講演のセッション

G1．電気理論・電気物理・レーザ応用（電気学会）
G2．計測・センサ・マイクロマシン（電気学会）
G3．制御・システム（電気学会）
G4．電気機器・産業応用／パワーエレクトロニクス（電気学会）
G5．電力・エネルギー（電気学会）
G6．電気電子材料・デバイス（電気学会・電子情報通信学会共催）
G7．電磁波・アンテナ・伝搬・無線通信システム・無線通信ネットワーク（電子情報通信学会）
G8．光エレクトロニクス・光通信システム・光通信ネットワーク（電子情報通信学会）
G9．電子回路・集積回路・ハードウェア設計（電子情報通信学会）
G10．情報基礎・通信基礎・アルゴリズム（電子情報通信学会）
G11．情報処理システム（電子情報通信学会）
G12．画像処理技術（映像情報メディア学会）
G13．映像メディア関連技術（映像情報メディア学会）
G14．電気設備（電気設備学会）

講演者の資格 講演者は主催学会会員（准員，学生員を含む）を原則としますが，非会員資格での講演申込みを認める
ものとし，非会員の方も講演者となることができるものとします．

講演内容 最近の研究成果で，学術的に価値のある未発表のものに限ります．
応募上の制限 講演は，一人 1件に限ります．同一人が数件の応募論文の共著者となることは構いませんが，内容が極

めて類似したものを数件にわたって発表することは認められません．
申込みの取扱い (1) プログラム委員会で内容が不適当と認めた場合は，採択しません．

指定した書式（投稿の手引き参照）と著しく異なる論文も，採択しないことがあります．
(2) プログラム構成上の都合によっては，講演形式及びセッションを変更することがあります．

著作権の取扱い 全セッションについて，担当学会に著作権を譲渡する必要があります．詳細は，大会Web サイトを
御覧下さい．

講演申込費等
参加者種別 講演申込費 大会参加費 大会参加費

(大会参加費を含む) 事前登録 当日受付
正会員 6,000 円 4,000 円 6,000 円
准員・学生員・留学生 4,000 円 3,000 円 4,000 円



非会員の学生・院生 7,000 円 3,000 円 4,000 円
非会員（学生等除く） 9,000 円 6,000 円 8,000 円
・上記の講演申込費並びに大会参加費は，主催学会会員は不課税，非会員は消費税込みです．
・大会参加費にはプログラム・講演論文集（CD）の代金が含まれます．
・論文不採択の場合，講演申込金は返金します．発表取消しの場合は，返金致しません．
・プログラム・講演論文集（CD）のみの購入や追加購入の詳細は，大会Web サイトを御覧下さい．
投稿の手続き，送金方法及び原稿の提出
(1) 「投稿の手引」等の配布及び「講演申込」の手続，「論文原稿」の投稿は下記の大会Web サイト経由でお願い

します．論文原稿は大会Web サイトから PDF ファイルにて電子投稿（アップロード）して下さい．詳細に
ついては大会Web サイトを御覧下さい．
大会Web サイト http://kjciee.org/kjciee2017/

(2) 講演申込みは大会Web サイトの「講演申込み」から行って下さい．講演申込受付期間は，8 月 21 日（月）を
締切とします．

(3) 論文原稿（PDF）は，A4 サイズ 2ページ以内とし，日本語または英語で作成して下さい．
(4) 論文原稿の投稿（PDF のアップロード）は，8 月 21 日（月）までとします．アップロード受付期間内であれ

ば何度でも修正・差替え（アップロード）が可能です．なお，業務処理を円滑に行うため，講演申込内容のう
ち，タイトル，講演者氏名，所属を変更する場合は，大会Web サイト上で，講演申込内容を，講演論文の内
容と一致するように修正して下さい．

(5) 講演申込費は，郵便局備付けの振込用紙（青色）を使用して 8 月 25 日（金）までに所定の口座までお振込み
下さい．期日までに振り込まれない場合，講演取り消しとなる場合があります．口座番号等，詳細については
大会Web サイトを御覧下さい．

問合先 近畿大学（大阪府東大阪市小若江 3-4-1）
理工学部電気電子工学科 平成 29 年電気関係学会関西連合大会係
E-mail kjciee-info@ele.kindai.ac.jp

表 彰 会員の育成と当学会の発展を目的として，優秀な講演発表を行った新進の研究者・技術者に下記の賞を贈呈し
ます．

(1) 連合大会奨励賞
(2) 電気学会優秀論文発表賞
(3) 電子情報通信学会関西支部優秀論文発表賞
(4) 映像情報メディア学会関西支部優秀論文発表賞
なお，(1)については全一般講演を対象とし，(2)～(4)については各関係学会の一般講演を対象とします．また

(1)，(2)については，講演発表時に 35 歳未満の方を対象とします．(1)，(2)，(4)について，講演申込時点での
主催会員・非会員の別によらず選奨を行い，受賞時点で主催学会会員であることを条件に受賞者を最終決定します．各
賞の詳細については大会Web サイトを御覧下さい．
参 考 (1) 採択された講演論文は，CD-ROMに収録してプログラム・講演論文集（CD）として発行します．

(2) 論文採択通知及び発表日時は，大会Web サイト上に公開し，はがき・メール等による講演者への個別
通知は行いません．

(3) プログラム・講演論文集（CD），大会参加章及び領収書等は，当日会場にてお渡しします．事前の郵送
は行いません．

(4) プログラム・講演論文集（CD）の発行日は 11 月 6 日（月）とします．また，講演申込者は，申込み時
に発行される登録番号，パスワードを用いて 11 月 6 日（月）から大会Web サイトを通じて，事前に
論文を閲覧することができます．

(5) 聴講のみの大会参加も大会Web サイトから申込みできます．申込受付期間は，10 月 23 日（月）まで
とします．事前登録には割引価格が適用されます．申込受付期間に大会参加費の払い込みも済まされま
すと，論文の事前閲覧が可能になります．口座番号等，詳細については大会Web サイトを御覧下さ
い．なお，従来通りの当日受付も行います．

主 催 電子情報通信学会・電気学会・映像情報メディア学会・電気設備学会各関西支部
協 賛 IEEE Kansai Section



──平成 29 年度（第 68 回）電気・情報関連学会 中国支部連合大会──

日 時 平成 29 年 10 月 21 日（士）9：00～17：30
会 場 岡山理科大学（岡山県岡山市北区理大町 1-1）
講演者 電気・情報関連学会会員に限ります．ただし，講演者以外は非会員も連名は可能とします．同一人物が複数の

講演の講演者になることはできません．
講演内容 最近行った研究，計画及び工事報告，現地試験報告，新製品紹介等
講演方法 質疑応答 3分を含み 1件 13 分（都合により変更することがあります．）原則としてプロジェクタを使用
【注意】 ①講演会場にはプロジェクタを準備します．持参のノート PCで発表して下さい．また，不具合による備えの

ために，USBメモリ・CD-ROM等により原稿データを持参して下さい．
②円滑な進行のため，セッション開始前までに各自持参した PCで原稿データが正常に表示できることを会場
にて確認しておいて下さい．

講演申込 平成 29 年度（第 68 回）電気・情報関連学会中国支部連合大会HP（http://rentai-chugoku.org/）から講演
申込システムにアクセスしてお申込み下さい．

講演原稿 原稿枚数は 1 件あたり 2 枚までです．（図面，表を含む）原稿は，大会 HP 上の「書き方の手引」に従って
作成して下さい．

【注意】 ①システムで登録可能なファイル形式は PDFです．講演申込と共にシステムから原稿をアップロードして下
さい．なお，ファイルの容量は最大 2MBまでとします．

②講演申込時に，全著者の氏名，所属，メールアドレスを入力願います．
③著作権は連合大会委員会に帰属します．
④論文集やプログラムの発行日（公知日）は，10 月 16 日（月）とします．それを踏まえ，必要に応じ特許出
願等の権利処理を済ませるようお願い致します．

申込及び原稿提出の締切 講演申込及び原稿提出は，8 月 25 日（金）で締め切ります．
申込料 講演 1件につき 3,000 円，（CD-ROM版論文集代含む）．講演者には当日にCD-ROM版論文集を配布します．
払込先 郵便振替口座番号 01390-6-105523

加入者名 電気・情報関連学会中国支部連合大会 大会委員会
【注意】 郵便振替払込用紙の「払込取扱票」の通信欄には必ずシステムが発行した論文登録番号を記載して下さい．

複数の講演申込料をまとめて振り込む場合は，論文登録番号及び著者名を「払込取扱票」の通信欄に，必ず明
記して下さい．

表 彰 優秀論文に対する表彰制度があります．（各学会支部HP参照）
問合先 電気・情報関連学会中国支部連合大会実行委員会

〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学大学院 気付 連合大会実行委員会
E-mail：info2017@rentai-chugoku.org

懇親会 午後の一般講演終了後に懇親会を開催します．
（事前予約）一般 3,000 円・学生 1,000 円
（当日受付）一般 3,500 円・学生 1,500 円
お申込みは，HP（http://rentai-chugoku.org/banquet/）で受け付けしております．

主 催 電気・情報関連学会各中国支部（電子情報通信学会・照明学会・電気学会・情報処理学会・映像情報メディア
学会・電気設備学会）


