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平成 29 年 8 月 31 日 

報道機関 各位 

 

一般社団法人電気学会 

東 京 支 部 

 

平成 29 年度電気学会東京支部カンファレンス・学生研究発表会 

開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて，一般社団法人電気学会東京支部は，本年度の支部大会「東京支部カンファレンス」を

平成 29 年 9 月 4 日（月）に東京工業大学大岡山キャンパスにて開催いたします。 

今回は，午前に学会での発表が初めての学生を対象とした学生研究発表会（約 130 名の学

部 4 年生や修士 1 年生が発表予定），午後は電源開発株式会社，株式会社日立製作所，古河電

気工業株式会社の若手・中堅研究者の方に，現場における電気技術の活用例やニーズ等をご紹

介いただく交流セミナーのほか，居村岳広氏（東京大学大学院工学系研究科特任講師）によ

る特別講演「ワイヤレス電力伝送研究の最前線」を実施いたします。時間等の詳細は別紙 1

をご参照下さい。 

専門家のみならず，一般にも非常に関心の高い話題をご提供する催しとなっておりますので，

取材ならびに記事掲載をご検討くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

【添付資料】 

別紙 1 平成 29 年度電気学会東京支部カンファレンス ※全体プログラム 

別紙 2 会場案内図 

 

 

【本件お問合せ先】 

                    一般社団法人 電気学会 総務課（担当：藤本） 

                    〒102-0076 東京都千代田区五番町 6-2  

                             HOMAT HORIZON ビル 8F 

                    Tel：03-3221-7312 Fax：03-3221-3704  

                  E-mail：tokyo-cp@iee.or.jp 



平成 29 年度電気学会東京支部カンファレンス 
 

期 日 平成 29 年 9 月 4日（月） 

会 場 東京工業大学 大岡山キャンパス 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2丁目 12−1 

交 通 東急大井町線・目黒線「大岡山」駅から徒歩 1分 

地 図 http://www.titech.ac.jp/maps/index.html#ookayama 

 

時 間 内 容 会 場 

9：15～12：30 第 8 回学生研究発表会【参加費無料】 

～学会本格デビューに向けた，学生のための発表会～ 

大岡山南 2号館， 

大岡山南 3号館， 

大岡山南 4号館， 

大岡山南 5号館 

13：45～15：15 交流セミナー ～学会と現場の情報交流会～【参加費無料】 

本年度は電源開発，日立製作所，古河電気工業に，企業の

現場における電気技術の活用例や現場のニーズ等をご紹

介いただきます。 

・電源開発：脇坂 純 氏「IoT 時代における水力発電所の

設備保全」 

・日立製作所：西出篤史 氏「高経年設備の保全と更新に

おけるプロセス及び考え方と今後の課題について」 

・古河電気工業：佐々木隆博 氏「Fukushima FORWARD 

Project における送電システムの開発」 

くらまえホール 

15：30～17：00 特別講演【参加費無料】 

居村岳広 氏（東京大学） 

「ワイヤレス電力伝送研究の最前線」 

くらまえホール 

17：30～19：00 懇親会 

【会費】一般 5,000 円 学生 2,000 円  

学生研究発表会発表者：1,000 円 ※いずれも税込 

第一食堂 

 

問合先 一般社団法人電気学会 東京支部 事務局 

E-mail：tokyo-cp@iee.or.jp   Tel：03-3221-7312  Fax：03-3221-3704 

主 催 一般社団法人電気学会 東京支部 

    URL：http://www.iee.jp/tokyo/ 

別紙１



本館

第一食堂
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大岡山南 2号館 2階
学生研究発表会　第 1・2会場

大岡山南 3号館 2階
学生研究発表会　第 3~5 会場

大岡山南 4号館 2階
学生研究発表会　第 6・7会場

大岡山南 5号館 1階
学生研究発表会　第 8~10 会場
学生研究発表会　総合受付

大岡山駅

東京工業大学　大岡山キャンパス
会場案内図
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fujimoto
タイプライターテキスト
別紙２

fujimoto
長方形



【学生研究発表会　第 1・2会場】
　大岡山南 2号館　2階

第 2会場
S224

第 1会場
S223

S222 S221

【学生研究発表会　第 3～ 5会場】
　大岡山南 3号館　2階

第 4会場
S322

第 5会場
S323

第 3会場
S321

【学生研究発表会　第 6・7会場】
　大岡山南 4号館　2階

第 7会場
S423

第 6会場
S422 S421

【学生研究発表会　第 8～ 10 会場】
【学生研究発表会　総合受付】　
　大岡山南 5号館　1階

第 9会場
S514

第 8会場
S513

第 10 会場
S516

総合受付
(8 時 50 分～ 12 時 )

S515

S511 S512

S517 S518

出入口

【交流セミナー・特別講演会場】
　東工大蔵前会館　１階

出入口

くらまえホール

エクセルシオール
カフェ

受付 (13 時～ 17 時 )

懇親会（17：30 ～ 19：00）のみ
ご参加の方は，会場の第一食堂に
直接お越し下さい。
なお，同食堂での参加受付は
17：00 より開始します。
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