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1. 会議の概要

会議の概要

大 会 名 CIGRE 2022 京都シンポジウム

日 時 2022年4月3日（日）～8日（金）

会 場
国立京都国際会館

〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422

会議のテーマ
（暫定）

Power system transformation including active distribution

【Preferential Subjects】
PS1: Driving towards an enhanced system reliability, security and resiliency
PS2: New commercial and technical relations between TSO, DSO and customers
PS3: Innovative developments for a sustainable power network

想定参加者
世界各国のCIGRE（国際大電力システム会議）関係者他
（300～400人程度）



2. 会議のプログラム



PS1: Driving towards an enhanced system reliability, security and resiliency

A) Development of methods, models and analytic techniques for establishing 
dynamic performance of distribution networks such as lightning protection, 
power quality and EMC

B) Development of new system planning and operational methodologies and 
tools 

C) Activities and methodologies as countermeasures against natural disaster 
and severe climate

D) Regulatory policies and technical solutions facilitating grid modernization 
with uncertainty arising from the expansions of DERs

E) Cyber security issues, including network codes, technologies and strategies 
supporting and enhancing power system security and resiliency

F) Maximizing the use of existing assets through innovative and controllable 
technologies, such as HVDC, FACTS and smart grid devices

3.1 Preferential Subjects（優先議題）



3.2 Preferential Subjects（優先議題）

PS2: New commercial and technical relations between TSO, DSO, and customers

A) Application of Information and Communication Technologies (ICT) and actual 
use cases of activities among TSO, DSO, and customer side including new 
service providing entities

B) Technological and operational aspects to “Connect and Manage” DERs and 
actual use cases

C) Latest activities of market and power system operation for provision of 
ancillary services utilizing DER’s flexibility and sector coupling solutions

D) Technical, operational and regulatory aspects of aggregating and integrating 
DERs



3.3 Preferential Subjects（優先議題）

PS3: Innovative developments for a sustainable power network

A) Advanced technologies for power system planning and operation, including 
Internet of Things (IoT), big data analysis and Artificial Intelligence (AI)

B) State-of-the-art technologies for field work and asset management, such as 
drones, Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)

C) New trends of ICT for enhancing the utilization of DERs including Blockchain

D) Training and fostering work forces for future sustainable grid operation and 
asset management



C6 - Active Distribution Systems and Distributed Energy Resources (Lead SC)

D2 - Information Systems and Telecommunication (Lead SC) 

B3 - Substations and Electrical Installations 

C1 - Power System Development and Economics

C2 - Power System Operation and Control

C4 - Power System Technical Performance

C5 - Electricity Markets and Regulation

4. 参加予定の研究委員会（SC）



ランク 協賛金

特 典

企業ブース
企業ロゴ掲載
(現地/Web)

ガイドブック

広告掲載
Webサイト
企業紹介

プレゼン
テーション

※1

会議無料
招待人数

※2

プラチナ ¥1,500,000 3ｍ×2ｍ サイズ大 2ページ
写真+
説明文

あり 4名

ゴールド ¥1,000,000 2ｍ×2ｍ サイズ中 1ページ
説明文

（6～10行）
ー 3名

シルバー ¥ 500,000 1.5ｍ×2ｍ サイズ小 0.5ページ
説明文

（3～5行）
ー 1名

ブロンズ ¥ 200,000
パンフレッ
ト配布のみ

サイズ小 ー ー ー ー

※1 プレゼンテーションの会場・形式は未定です。

※2 チュートリアル・テクニカルツアーを除く会議・イベントに

出席される方を対象とします。

5. 協賛企業様 特典表



企業ブースでの企業紹介が可能です

企業ブース（ゴールド） 例 企業ブース設置箇所 例

2m

2m

2.4m

備品：ホワイトボード、机、椅子
Wi-Fi利用可能
※ブース備品の詳細については検討中のため、

変更となる可能性があります。

・メインセッション会場前に設置予定
・ブースの場所は、ランク順および

先着順に割り当てます。
※ブースの場所は、ランクにより異なります。
※上記写真はブース設置箇所の一例であり、

協賛企業数によっては、上記写真以外の場所へ
設置する場合もあります。

6. 企業ブース（会場、4/5～7の3日間）



7. ロゴのボードへの掲載（会場、4/5～7の3日間）

協賛企業ロゴはボード等を用いて会場でも掲示します

ボードへのロゴ掲載イメージ

ゴールド ロゴイメージ

プラチナ ロゴイメージ

Sponsors

Space for information 

シルバー・ブロンズ

ロゴイメージ

ボードは
会場内(入口通路ほか)
会場外(入口付近)
に設置予定です。

会場入口 写真



8. ロゴの掲載（Webサイト）

協賛企業ロゴはWebサイト上にも掲載する予定です

Webサイトのイメージ

（他のCIGRE会議体より）

ゴールド ロゴイメージ

プラチナ ロゴイメージ

注意点

 広告はランク順に掲載されます。

 ランクが同じ場合、先着順で
掲載されます。



9. 配布資料への広告の記載

会議のガイドブックへ広告を掲載する予定です

注意点

 広告はランク順に掲載されます。

 ランクが同じ場合、先着順で
掲載されます。

＜広告イメージ＞

 フルカラー

 全参加者に配布されます

 紙媒体か電子媒体かは
未定です



10. 問合せ先

京都シンポジウム実行委員会協賛募集担当
・cigre.kyoto-symposium@b5.kansai-td.co.jp （関西電力送配電株式会社窓口）


