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2023 年 電気学会産業応用部門大会 
2023 IEE-Japan Industry Applications Society Conference 

大  会  開  催  案  内  と  論  文  募  集  
Conference Information and Call for Papers 

 

進化するナゴヤで産業技術の神髄を 
Discover the Essence of Industrial Technology in the Evolving NAGOYA 

 

  第 36 回電気学会産業応用部門大会を以下の通り 2023 年 8 月

22 日から 8 月 24 日に名古屋市の名古屋工業大学で開催するに

あたり，論文を募集します。大会では，参加者の皆様が学術・技

術交流を深められるよう様々な企画を実施します。奮って論文

をご応募いただきますようお願いいたします。 

2023 IEE-Japan Industry Applications Society Conference 

(JIASC2023) will be held from August 22nd to 24th, 2023, at Nagoya 

Institute of Technology, Nagoya, Aichi, Japan. 

 

会    期   2023 年 8 月 22 日 (火) ～ 8 月 24 日 (木) 

   8 月 19 日 (土) ： 子ども理科体験教室 

   8 月 22 日 (火) ： プレナリーセッション 

   8 月 23 日 (水) ： 懇親会（別会場を予定） 

会    場  名古屋工業大学 御器所キャンパス（名古屋市昭和区御器所町） 

内    容  プレナリーセッション，特別講演，シンポジウム，オーガナイズドセッション， 

一般セッション，ヤングエンジニアポスターコンペティション (YPC)， 

懇親会，企業展示，女性エンジニアの会，若手エンジニアの会， 

テクニカルツアー，子ども理科体験教室，その他 

※新型コロナウイルス感染状況により内容・実施方法の変更や中止の可能性がございます。最新
情報は大会 Webサイトでご確認下さい。 

広告・企業展示の募集 大会プログラムに掲載する広告，および大会期間中に開催する企業展

示への参加を募集します。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 論文締切：2023 年 6 月 2 日 (金) 17:00  ※延長はございません 

 
※ 論文集の配布は USB 方式でなく事前ダウンロード方式となります。それに伴い，論文公開日

は１週間前程度となります。ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 

General Information Date : August 22nd (Tue.) – 24th (Thu.), 2023 
Venue : Gokiso Campus, Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Aichi, Japan 

 Deadline for paper submission is 5PM, June 2nd, 2023*  * No extension 

Contact Information JIASC2023 Secretariat        E-mail: jiasc2023(at)lab-ml.web.nitech.ac.jp 
Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology 
Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya, Aichi 466-8555, Japan 

Steering Committee  
Chair 

Takaharu Takeshita (Nagoya Institute of 

Technology) 

 
Secretary 
Wataru Kitagawa (Nagoya Institute of 
Technology.) 

Technical Program Committee 
Chair 
Chikatoshi Yamada (National Institute of 
Technology, Okinawa College) 
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○ 論文募集および申込み 

一般セッション： 

論文を日本語または英語で発表討論するもので，本大会はオーラルセッションで実施します。 

（日本語論文：2 ページ，4 ページ，6 ページ*，英語論文：4 ページ，6 ページ*） 

*6 ページの論文は，電気学会論文誌 D（産業応用部門誌）又は英文論文誌 D（JIA）に投稿できる完成度の論文に限ります。 

ヤングエンジニアポスターコンペティション(YPC)： 

26 歳以下の若手で，過去に YPC で発表していない方が，卒業論文や大学院，企業での研究成果をポスターで発表討論する
ものです。新型コロナウイルス感染状況によっては 2021 年と同様に短い口頭発表を行う YSP に変更する可能性があります。 

（日本語論文，英語論文：1 ページ） 

オーガナイズドセッション： 

新たな分野や最新の技術に関してより活発な討論を行うため，オーガナイザーにより企画されたセッションです。 

（日本語論文，英語論文：4 ページ，6 ページ*） 
*6 ページの論文は，電気学会論文誌 D（産業応用部門誌）又は英文論文誌 D（JIA）に投稿できる完成度の論文に限ります。  

【講演申し込み上の注意】 

一般セッション，YPC，およびオーガナイズドセッションの講演者は，電気学会会員または協賛学会会員とします。非会員

で講演予定の方は電気学会 Web サイト (https://www.iee.jp) の入会案内をご確認の上，早急に入会手続きをお願いします。講演

は 1 人 1 件としますが，他の講演論文に共著者として参加することは問題ありません。  

講演登録は大会 Web サイトを通じて行います。なお，講演登録者は事前登録扱いとなりますので，事前に参加費の払い込み

をお願いします。また，講演者以外の一般参加者（准員，学生員を含む）の登録や懇親会などの事前登録も，すべて大会 Web

サイト上で行います。  

女性エンジニアの会： 

大会中，女性エンジニア（教員・学生・企業）の交流を深める会を開催します。参加方法は大会 Web サイトに掲載予定です。  

若手エンジニアの会：  

大会中，若手技術者（教員・博士課程学生・博士進学を志す修士課程学生・企業）の交流を深める会を開催します。参加方
法は大会 Web サイトに掲載予定です。 

託児室： 

大会中，託児室の開設を計画しています。利用申込方法は大会 Web サイトに掲載予定です。  

○ 参加費*1
（続報で掲載予定） 

 
大会参加費 

懇親会 
事前登録*3 当日受付 

正員（名誉員，終身員を含む） 未定 未定 未定 

准員・学生員 未定 未定 未定 

会員外（入会なし） 未定 未定 未定 

会員外（入会あり）*2 未定 未定 未定 

*1 正員，准員・学生員の大会参加費は不課税，会員外の大会参加費および懇親会は税込です。大会参加費には講演論文集及びプログラムが

含まれます。 

*2 会員外の方を対象に，大会参加費や入会金・初年度年会費を減額する電気学会入会キャンペーンを実施いたします。 

*3 事前登録により大会・懇親会参加登録された方で，期限までに入金が確認できなかった方，または参加費納入に関する事前連絡が無かっ
た方は，大会当日に改めて参加登録をしていただき，当日受付金額を申し受けます。ご注意ください。 

○ 懇親会 

懇親会は，名古屋工業大学から場所を変えて近隣の会場にて行う予定ですが，新型コロナウイルス感染状況により受付方法，
参加費などが大きく変わることが予想されます。大会 Webサイトに掲載予定の最新情報をご参照下さい。 

問い合わせ先 
2023 年電気学会産業応用部門大会事務局      E-mail : jiasc2023(at)lab-ml.web.nitech.ac.jp 

〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町 名古屋工業大学 大学院工学研究科 工学専攻 

実行委員会 委員長 竹下 隆晴（名古屋工業大学） 論文委員会 委員長 山田 親稔（沖縄工業高等専門学校） 

 幹事 北川 亘 （名古屋工業大学） 


