
 

セセセッッッシシショョョンンン構構構成成成    

■■■一一一般般般講講講演演演セセセッッッシシショョョンンン    

○○○ロロロボボボテテティィィクククススス・・・信信信号号号処処処理理理 ((( 999///444 )))    

○○○電電電気気気回回回路路路・・・電電電子子子回回回路路路 ((( 999///555 )))    

○○○スススマママーーートトトシシシススステテテムムム (((999///555 )))    

○○○ソソソフフフトトトウウウェェェアアア・・・ユユユーーーザザザイイインンンタタタフフフェェェーーーススス (((999///555 )))    

○○○機機機械械械学学学習習習（（（ⅠⅠⅠ））） ((( 999///555)))    

○○○ソソソフフフトトトコココンンンピピピュュューーーテテティィィンンングググ・・・画画画像像像処処処理理理 ((( 999///555 )))    

○○○生生生体体体医医医工工工学学学 ((( 999///666)))    

○○○セセセンンンシシシンンングググ・・・知知知覚覚覚情情情報報報処処処理理理 (((999///666 )))    

○○○機機機械械械学学学習習習（（（ⅡⅡⅡ））） ((( 999///666)))       

○○○プププロロロジジジェェェクククトトト管管管理理理・・・教教教育育育用用用シシシススステテテムムム ((( 999///666 )))       

○○○計計計測測測・・・制制制御御御シシシススステテテムムム（（（ⅠⅠⅠ））） ((( 999///666 )))    

○○○社社社会会会イイインンンフフフラララデデデーーータタタ・・・セセセキキキュュュリリリテテティィィ ((( 999///666 )))    

○○○機機機械械械学学学習習習（（（ⅢⅢⅢ））） ((( 999///666)))    

○○○デデデバババイイイススス・・・通通通信信信 ((( 999///666 )))    

○○○計計計測測測・・・制制制御御御シシシススステテテムムム（（（ⅡⅡⅡ））） ((( 999///666 )))    

   

■■■ポポポスススタタターーーセセセッッッシシショョョンンン    

○○○生生生体体体医医医工工工学学学・・・福福福祉祉祉工工工学学学（（（ⅠⅠⅠ））） ((( 999///444 )))    

○○○生生生体体体医医医工工工学学学・・・福福福祉祉祉工工工学学学（（（ⅡⅡⅡ））） ((( 999///444 )))    

○○○機機機械械械学学学習習習 ((( 999///444)))    

○○○音音音声声声画画画像像像処処処理理理・・・知知知覚覚覚情情情報報報処処処理理理 ((( 999///444 )))    

○○○情情情報報報シシシススステテテムムム・・・通通通信信信・・・ロロロボボボテテティィィクククススス ((( 999///444)))    

○○○電電電気気気電電電子子子回回回路路路・・・信信信号号号処処処理理理・・・電電電子子子物物物性性性 (((999///444 )))    

○○○計計計測測測・・・制制制御御御シシシススステテテムムム (((999///444)))    

   

■■■SSStttuuudddeeennnttt    CCCooommmpppeeettt iii ttt iii ooonnn    SSSeeessssss iii ooonnn   

○○○SSStttuuudddeeennnttt    CCCooommmpppeeettt iii ttt iii ooonnn    SSSeeessssss iii ooonnn（（（ⅠⅠⅠ））） (((999///444 )))    

○○○SSStttuuudddeeennnttt    CCCooommmpppeeettt iii ttt iii ooonnn    SSSeeessssss iii ooonnn（（（ⅡⅡⅡ））） (((999///444 )))    

○○○SSStttuuudddeeennnttt    CCCooommmpppeeettt iii ttt iii ooonnn    SSSeeessssss iii ooonnn（（（ⅢⅢⅢ））） (((999///444 )))    

大会参加費 正員（協賛学会員を含む）：13,000 円 准員・学生員（協賛学会員を含む）：3,000 円 会員外：24,000 円 会員外学生：6,000 円 

※会員外の電気学会正員・学生員への入会キャンペーン実施中！初年度会費の割引等の特典あり．事前申込で割引あり．詳しくはホームページで． 

 
主 催：電気学会 電子・情報・システム部門  共 催：琉球大学工学部，電気学会九州支部，電気学会九州支部沖縄支所 

協 賛：映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，情報処理学会， 

照明学会，精密工学会，電子情報通信学会，日本 e-Learning 学会，日本オペレーションズ・リサーチ学会，日本感性工学会， 

日本生体医工学会，日本設備管理学会，日本知能情報ファジィ学会，レーザー学会, IEEE 福岡支部，Japan Chapter of the IEEE  

Society on Systems, Man, and Cybernetics 

問合先：電気学会 事業サービス課 電子・情報・システム部門大会係  E-mail: conf21c@iee.or.jp  Tel: 03-3221-7313  Fax: 03-3221-3704 

2019年電気学会 

電子・情報・システム部門大会 
2019 Annual Conference on Electronics, Information and Systems 

Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ) 

2019 年 9月 4日（水）－ 9月 7日（土） 
（7 日（土）は技術見学会開催予定） 

Sep.4 (Wed) - Sep.7 (Sat), 2019 

琉球大学 工学部 
（〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原 1 番地） 

University of the Ryukyus, Okinawa, Japan 

詳細は大会ホームページ http://www.iee.jp/eiss/conf2019/ にて公開予定 

事前申し込みで割引が

あります(8月 13日まで) 

特別講演： 狩俣 繁久 教授（琉球大学）「琉球列島の言語多様性と琉球語研究の魅力」(9 月 5 日) 
先端技術セミナー： 玉城 史朗 教授(琉球大学)「IoTと近未来型農業」(9月4日) 

 
英語セミナー： メキュー 律子 氏（琉球大学）「気持ちよく受け入れてもらうための英語発表 〜こんなことから始めよう！〜(9月4日) 

 
懇親会： ホテルロイヤルオリオン「旭の間」(9月5日) 

学生セミナー： ～学生と企業の技術者の交流会～(9月5日) 
 

技術見学会： ぬちまーすの製塩工程・泡盛の造り酒屋をめぐる(9月7日) 

セセセッッッシシショョョンンン構構構成成成    

■■■技技技術術術委委委員員員会会会企企企画画画セセセッッッシシショョョンンン    

○○○医医医用用用・・・生生生体体体工工工学学学 ((( 999///444 )))    

○○○都都都市市市ののの全全全体体体モモモデデデルルル ((( 999///444 )))    

○○○デデデーーータタタ駆駆駆動動動制制制御御御とととそそそののの応応応用用用 (((999///444 )))    

○○○神神神経経経工工工学学学 ((( 999///444)))    

○○○先先先端端端電電電子子子材材材料料料とととプププロロロセセセッッッシシシンンングググ ((( 999///444 )))    

○○○メメメタタタヒヒヒュュューーーリリリススステテティィィクククスススとととそそそののの周周周辺辺辺 ((( 999///555 )))    

○○○人人人ののの持持持つつつ技技技能能能デデデーーータタタののの計計計測測測・・・評評評価価価・・・活活活用用用 ((( 999///555)))    

○○○レレレーーーザザザーーープププロロロセセセシシシンンングググととと先先先端端端技技技術術術 (((999///555)))    

○○○知知知・・・技技技ののの伝伝伝承承承ととと複複複合合合現現現実実実型型型実実実応応応用用用 ((( 999///555 )))    

○○○実実実践践践ににに学学学ぶぶぶ制制制御御御工工工学学学・・・制制制御御御技技技術術術教教教育育育 ((( 999///555 )))    

○○○CCCyyybbbeeerrr---PPPhhhyyysss iii cccaaa lll    SSSyyysssttteeemmmsss セセセキキキュュュリリリテテティィィ ((( 999///555)))    

○○○人人人間間間ををを中中中心心心とととしししたたた横横横断断断的的的波波波動動動セセセンンンシシシンンングググ ((( 999///666)))    

○○○スススマママーーートトトビビビジジジョョョンンン (((999///666)))    

○○○高高高機機機能能能回回回路路路実実実装装装技技技術術術    ～～～実実実用用用化化化ががが期期期待待待ささされれれるるる非非非ノノノイイイマママ

ンンン型型型デデデバババイイイススス～～～ ((( 999///666 )))    

○○○次次次世世世代代代化化化合合合物物物半半半導導導体体体デデデバババイイイスススののの機機機能能能ととと応応応用用用 ((( 999///666 )))    

○○○低低低予予予算算算・・・低低低投投投資資資時時時代代代にににおおおけけけるるるエエエンンンジジジニニニアアアリリリンンングググデデデザザザイイインンン

ののの戦戦戦略略略とととそそそののの実実実践践践 ((( 999///666 )))    

   

■■■現現現地地地大大大会会会委委委員員員会会会企企企画画画セセセッッッシシショョョンンン    

○○○次次次世世世代代代ののの社社社会会会シシシススステテテムムムととと知知知的的的画画画像像像処処処理理理 ((( 999///444)))    

○○○介介介護護護ととと福福福祉祉祉 ((( 999///444 )))    

○○○知知知的的的学学学習習習シシシススステテテムムム ((( 999///555 )))    

○○○亜亜亜熱熱熱帯帯帯型型型 III oooTTT&&&IIICCCTTT 農農農業業業 ((( 999///666 )))    

   

■■■公公公募募募企企企画画画セセセッッッシシショョョンンン    

○○○災災災害害害対対対応応応・・・見見見守守守りりり支支支援援援のののたたためめめのののセセセンンンシシシンンングググ技技技術術術とととそそそののの応応応

用用用 ((( 999///444)))    

○○○人人人間間間情情情報報報学学学：：：スススポポポーーーツツツ，，，医医医療療療，，，教教教育育育ででで役役役ににに立立立つつつ情情情報報報技技技術術術

((( 999///444)))    

○○○密密密結結結合合合マママルルルチチチコココアアアプププロロロセセセッッッサササ組組組込込込みみみシシシススステテテムムムにににおおおけけけるるる各各各

種種種課課課題題題ととと解解解決決決 ((( 999///555 )))    

○○○バババイイイオオオメメメトトトリリリクククスススとととそそそののの応応応用用用 ((( 999///555 )))    

○○○スススマママーーートトトセセセンンンシシシンンングググととと機機機械械械学学学習習習 ((( 999///555 )))    

○○○ IIICCCTTT とととスススマママーーートトト社社社会会会 ((( 999///666)))    

○○○ドドドロロローーーンンンののの活活活用用用ととと制制制御御御ななならららびびびににに画画画像像像認認認識識識 ((( 9/6) 

 


