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New Submission for JHES2022-demo
Follow the instructions, step by step, and then use the "Submit" button at the bottom of the form. The required fields are
marked by *.

Author Information
For each author please fill out the form below. Some items on the form are explained here:

Email address will only be used for communication with the authors. It will not appear in public Web pages of this
conference. The email address can be omitted for not corresponding authors. These authors will also have no access to the
submission page.

Web page can be used on the conference Web pages, for example, for making the program. It should be a Web page of
the author, not the Web page of her or his organization.

Each author marked as a corresponding author will receive email messages from the system about this submission.
There must be at least one corresponding author.

One of the authors should be marked as a presenter. If you are not sure, choose your best guess.

Author 1 (click here to add yourself)

First name†: * 太郎

Last name: * ⾦沢

Email: * kanazawa.taro@demo.easychair.org

Country/region: * Japan

Organization: * ⾦沢⼤

Web page:

corresponding author

presenter

Author 2 (click here to add yourself)

First name†: * 次郎

Last name: * ⽯川

Email: * ishikawa.jiro@demo.easychair.org

Country/region: * Japan

Organization: * ⾦沢⼤

Web page:

corresponding author

presenter

JHES2022-demo (author)

https://easychair.org/
https://easychair.org/help/?d=28956889;track=291173;a=29041137
https://easychair.org/account/signout?a=29041137;track=291173;d=28956889


Author 3 (click here to add yourself)

First name†: * 守

Last name: * 久保

Email: *

Country/region: * Japan

Organization: * ⾦沢⼤

Web page:

corresponding author

presenter

Click here to add more authors

† Note: leave first name blank if there is no first name. If you are not sure how to divide a name into the first and last name,
read the Help article about names.

Title
The title should be entered as plain text, it should not contain HTML elements.

Title: * JHES2022-demo 講演題⽬

Keywords
Type a list of keywords (also known as key phrases or key terms), one per line to characterize your submission. You should
specify at least three keywords.

Keywords: *

キーワード１
キーワード２
キーワード３

Topics
Please select topics relevant to your submission from the following list. Topics are typically used for assigning submissions to
reviewers and for conference analytics. You must select exactly one topic.

https://easychair.org/help/first_name_and_last_name?d=28956889;a=29041137;track=291173


A1. プラズマ・照明関係

A1-1. プラズマ A1-2. 照明・視覚・視環境

A1-3. その他（プラズマ・照明関係）

A2. 電⼒・エネルギー関係

A2-1. 電⼒ A2-2. スマートグリッド

A2-3. ⾼電圧 A2-4. 再⽣可能エネルギー

A2-5. その他（電⼒・エネルギー関係）

A3. 電気機器・磁気応⽤関係

A3-1. 電気機器・磁気応⽤ A3-2. 電気設備

A3-3. パワーエレクトロニクス A3-4. その他（電気機器・磁気応⽤関係）

B. 回路・医⽤電⼦関係

B-1. 回路 B-2. 信号処理

B-3. 医⽤電⼦ B-4. ⽣体⼯学

B-5. 感覚・運動 B-6. その他（回路・医⽤電⼦関係）

C. 通信関係

C-1. 通信⽅式 C-2. アンテナ・伝搬

C-3. 無線通信・光通信 C-4. 通信⽤デバイス・無線電⼒伝送・EMC

C-5. スマート無線 C-6. その他（通信関係）

D. 材料・デバイス関係

D-1. 材料 D-2. 物性

D-3. 薄膜 D-4. 集積回路

D-5. 素⼦ D-6. 部品

D-7. 光・量⼦エレクトロニクス D-8. その他（材料・デバイス関係）

E. 情報ネットワーク関係

E-1. 情報化社会 E-2. Web活⽤教育

E-3. 情報セキュリティ E-4. インターネット基盤技術

E-5. IoT E-6. その他（情報ネットワーク関係）

F1. コンピュータ・ソフトウェア関係

F1-1. 基礎・理論 F1-2. コンピュータシステム

F1-3. 組込みシステム F1-4. データ⼯学

F1-5. Web・クラウド応⽤ F1-6. モバイル・ユビキタスコンピューティング

F1-7. ソフトウェア⼀般 F1-8. その他（コンピュータ・ソフトウェア関係）

F2. 情報処理関係

F2-1. 画像・メディア⼯学 F2-2. パターン認識・理解

F2-3. 機械学習/深層学習（理論） F2-4. ヒューマンインターフェース

F2-5. コンピュータビジョン F2-6. 最適化



F2-7. ビッグデータ F2-8. その他（情報処理関係）

G. ⾳波・⾳響関係

G-1. ⾳声・聴覚 G-2. 超⾳波

G-3. 電気⾳響 G-4. 騒⾳・振動

G-5. 建築⾳響 G-6. ⾳楽⾳響

G-7. ⽔中⾳響 G-8. ⾳響教育

G-9. その他（⾳波・⾳響関係）

H. 計測・制御関係

H-1. センサ・計測 H-2. 制御系設計

H-3. モデリング・同定 H-4. ロボット

H-5. その他（計測・制御関係）

Other Information and Files

Abstract. * 概要を⽇本語300字程度または英語120words程度で記載してください

JHES2022-demo 概要を日本語300字程度または英語120words程度で記載してください

会員の⽒名. * 講演者が会員の場合は「講演者の⽒名」、それ以外の場合は「会員の共著者1名の⽒名」

⽯川次郎

所属学会. * ひとつ選んでください

電気学会

電⼦情報通信学会

映像情報メディア学会

⽇本⽣体医⼯学会

情報処理学会

計測⾃動制御学会

⽇本⾳響学会

電気設備学会

IEEE

会員種別. * ひとつ選んでください

正会員



准員

学⽣員

会員番号. * 半⾓（数字、アルファベット）で⼊⼒してください

123456789

優秀論⽂発表賞. * ひとつ選んでください

応募しない

電気学会

電⼦情報通信学会

⽇本⽣体医⼯学会

情報処理学会

計測⾃動制御学会

⽇本⾳響学会

IEEE

備考. 何かありましたら記⼊してください（任意）

Paper. Upload your paper. The paper must be in PDF format (file extension .pdf)

選択されていませんファイルを選択

Ready?
If you filled out the form, press the 'Submit' button below. Do not press the button twice: uploading may take time!
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