
特別講演
（9月3日（火）　15:30〜17:00　岩手大学　テクノホール）
＜講演 1＞「岩手の地酒、科学と伝統技術の連携」

工藤　朋　氏（鷲の尾酒造代表取締役）

＜講演 2＞「平泉の黄金文化」
伊藤　博幸　氏
　（岩手大学平泉文化研究センター客員教授）

テーマ付きセッション
3-E-a1	 ナノ構造制御・評価と有機デバイス・
	 センサの高性能化
（9月 3日（火）　9:00 〜 10:40　E会場 17 講義室）

座長：加藤　景三（新潟大学）・青木　裕介（三重大学）

3-E-a1-1	 総論－ナノ構造制御・評価と有機デバイス・センサ
の高性能化－
○加藤　景三（新潟大学）

3-E-a1-2	 （企業招待講演）フレキシブルエレクトロニクスに貢
献する電気接続と要素技術
三井　亮介，松尾　幸祐，稲吉　真一，佐藤　隼也，
吉良　敦史，○中島　伸一郎（日本航空電子工業）

3-E-a1-3	 垂直静電塗布法を用いた有機半導体薄膜の均質化
○山内　博（東京電機大学），岡田　悠悟（千葉大学），
田所　貴志（東京電機大学），工藤　一浩（千葉大学）

3-E-a1-4	 電気泳動堆積法を用いて作製される樹脂ーセラミッ
クス複合膜の電気及び熱伝導特性
○青木　裕介（三重大学）

3-E-a1-5	 （企業招待講演）熱ナノインプリントシートを用いた
抗原迅速診断デバイスの開発
◎青山　周平，秋山　雄斗，門田　健次（デンカ），
山田　真澄，関　実（千葉大学）

3-E-a1-6	 免疫センサ構築のためのキトサン修飾カーボンナノ
チューブ
○小野田　光宜（兵庫県立大学），Malhotra	Bansi		
Dhar（Delhi	Technological	University）

（9 月 3 日（火）　10:55 〜 12:35　E会場 17 講義室）
3-E-a1-7	 （企業招待講演）有機光電変換素子を用いた光・放射

線センサの開発
○高須　勲（東芝）

3-E-a1-8	 複眼構造を有するフレキシブルカラーセンサの作製
と特性評価
○工藤　一浩，唐澤　幸一，岡田　悠悟，酒井　正
俊（千葉大学），山内　博（東京電機大学）

3-E-a1-9	 水晶振動子および表面プラズモン共鳴を用いた複合
センサの作製と薄膜・溶液評価
○新保　一成，ラートバチラパイボーン　チュティ
パーン，大平　泰生，馬場　暁，加藤　景三（新潟大学）

3-E-a1-10	 有機 EL素子の発光効率に対するキャリア注入の影響
○森　竜雄，青山　悟，清家　善之（愛知工業大学）

3-E-a1-11	 変位電流法を用いた自己組織化単分子膜における光
誘起電子移動の直接観測
吉原　興宙，田口　大，○間中　孝彰（東京工業大学）

3-E-a1-12	 金属グレーティング上グラフェン堆積による表面プ
ラズモン励起電界増強の検討
○馬場　暁，若月　楓舞，ノートチャナット　スペー
ラ（新潟大学），石川　亮佑（東京都市大学），ラー
トバチラパイボーン　チュティパーン，新保　一成，
加藤　景三（新潟大学）

3-F-a1	 高密度エネルギー変換システムにおける
技術動向

（9月 3日（火）　9:00 〜 11:30　F会場 16 講義室）
座長：田島　克文（秋田大学）

3-F-a1-1	 高密度エネルギー変換システムの現状
○田島　克文（秋田大学）

3-F-a1-2	 （企業招待講演）高密度エネルギー変換システム用電
磁鋼板とその評価
○千田　邦浩，吉崎　聡一郎，財前　善彰，上坂　
正憲，尾田　善彦（JFEスチール）

3-F-a1-3	 インホイールダイレクトドライブ用磁気ギヤード
モータの開発
○中村　健二，伊藤　亘輝，尾花　晃平（東北大学）

3-F-a1-4	 トロイダル巻線固定子を用いたモータの高密度化に
関する研究
○吉田　征弘，石坂　亮平，佐々木　亘大，田島　
克文（秋田大学）

3-F-a1-5	 （企業招待講演）回路網法による圧粉磁心リアクトル
の性能評価に関する研究
○近田　滋（トヨタ自動車），吉田　征弘（秋田大学）

3-F-a1-6	 （企業招待講演）HVDC 昇圧コンバータ用高周波変
圧器の損失低減技術
○栗田　直幸（日立製作所）

3-F-a1-7	 電磁界共振式ワイヤレス給電技術を用いた選択的電
磁力発生に関する研究
○土井　達也（足利大学）

3-F-a1-8	 電子機器の温度予測・非定常熱制御とパワーエレク
トロニクス分野への展開
○西　剛伺（足利大学）

一般セッション
3-A-a1	 放電基礎・現象Ⅰ
（9月 3日（火）　9:00 〜 10:30　A会場 22 講義室）

座長：熊田　亜紀子（東京大学）

3-A-a1-1	 針 - 球面電極間の空気中静電気火花放電発光スペク
トル分析
○三浦　崇（労働安全衛生総合研究所）

3-A-a1-2	 不平等電界下における加圧ドライエアの絶縁破壊過程
◎李　陽，菊池　祐介，永田　正義（兵庫県立大学），
川野　涼子，吉村　学，武藤　浩隆（三菱電機）

3-A-a1-3	 狭ギャップ大気圧非平衡プラズマの発光分光分析と
高分子表面酸化特性
◎古田　憲司郎，中野　俊樹，北嶋　武（防衛大学校）

3-A-a1-4	 発泡エナメル皮膜材料における交流コロナ放電によ
る放電電流と帯電現象の関係
◎武川　秀介，岡田　翔，上野　秀樹（兵庫県立大学），
宮崎　優伍，山内　雅晃，溝口　晃（住友電気工業）

3-A-a1-5	 並列気中ギャップの放電進展特性
○三木　恵，三木　貫，工藤　亜美，齋藤　幹久（電
力中央研究所）

3-A-a1-6	 植物由来絶縁油の直流沿面放電現象
○山本　博法，桶谷　健，宮城　克徳，花岡　良一（金
沢工業大学）

3-A-a2	 放電基礎・現象Ⅱ
（9月 3日（火）　10:45 〜 12:00　A会場 22 講義室）

座長：志村　尚彦（東芝環境ソリューション）

3-A-a2-1	 真空中の絶縁破壊現象の Particle-In-Cell シミュレー
ション
◎江尻　開，藤井　隆，熊田　亜紀子，日高　邦彦（東
京大学）



3-A-a2-2	 モンテカルロシミュレーションによる対向発散磁界
下誘導結合プラズマ中の電子閉じ込め効果の制御条
件依存性の解析
◎小澤　良輔，菅原　広剛（北海道大学）

3-A-a2-3	 誘導結合型磁化プラズマ容器側壁近傍における電子
エネルギー利得機構（2）－シース電界形状と磁界印
加方向が利得機構に及ぼす影響のモンテカルロ解析－
◎高橋　宏徳，菅原　広剛（北海道大学）

3-A-a2-4	 モンテカルロ法によるＲＦ電界ＤＣ磁界下電子輸送
係数解析－電子サイクロトロン共鳴条件近傍の電子
輸送係数の特性－
◎佐藤　壮，菅原　広剛（北海道大学）

3-A-a2-5	 二重シャッタードリフト装置によるフロン系絶縁ガ
スの電子輸送係数測定
◎中田　理幸，川口　悟，高橋　一弘，佐藤　孝紀（室
蘭工業大学），川野　涼子，吉村　学（三菱電機）

4-A-a1	 放電基礎・現象Ⅲ
（9月 4日（水）　9:00 〜 10:30　A会場 22 講義室）

座長：菊池　祐介（兵庫県立大学）

4-A-a1-1	 車両用インバータ駆動モータへの適応性評価のため
の平角巻線の部分放電計測
○天野　皓揮，伊野　晃平，永田　正義（兵庫県立
大学）

4-A-a1-2	 針ー平板電極系での部分放電電磁波と計測距離との
関係
◎羽渕　雄堂，岡田　翔，上野　秀樹（兵庫県立大学）

4-A-a1-3	 無酸素銅電極表面のレーザー加工による人工的な突
起と真空中放電箇所の調査
◎今野　浩史郎，山納　康（埼玉大学），池田　洵，
華表　宏隆，山城　啓輔（富士電機）

4-A-a1-4	 電極表面中心からの電極表面の汚損分布と真空中絶
縁破壊コンディショニング特性の関係
◎中野　幹久，山納　康（埼玉大学）

4-A-a1-5	 繰返し印加法によるHFO1234ze(E) のインパルス耐
電圧評価
◎髙野　翔，山城　啓輔，高野　哲美，早瀬　悠二（富
士電機），日高　邦彦，熊田　亜紀子（東京大学）

4-A-a1-6	 キュービクルを想定した設備の部分放電診断に適用
可能な簡易センサの基礎検討－ボイド電極に対する
周波数特性－
◎新貝　健将，八島　政史（東北大学），倉石　隆志
（電力中央研究所）

4-A-a2	 放電応用Ⅰ
（9月 4日（水）　10:45 〜 11:45　A会場 22 講義室）

座長：猪原　哲（佐賀大学）

4-A-a2-1	 誘電体バリア放電を用いたエチレン分解に印加電圧
波形が与える影響
◎岩井　輝，高橋　克幸，高木　浩一（岩手大学），
石田　進二，寺澤　達矢（エナジーサポート）

4-A-a2-2	 気液界面放電水処理による難分解性有機物のエネル
ギー効率の向上
◎神谷　佑，生沼　学，内藤　皓貴，稲永　康孝（三
菱電機）

4-A-a2-3	 150	kHz	帯大電力バースト型誘導性結合Ar/CF4 プ
ラズマを用いたシリコンウエハエッチング
◎齋藤　雄真，柴田　晃大，高橋　克幸，向川　政
治，高木　浩一，行村　建（岩手大学），小木曽　久
人，中野　禅（産業技術総合研究所）

4-A-a2-4	 放電型光触媒装置による浮遊菌の処理（Ⅹ）―浮遊
カビの処理特性―
○志村　尚彦，瀬川　昇（東芝環境ソリューション）

4-A-p1	 放電応用Ⅱ
（9月 4日（水）　13:00 〜 14:00　A会場 22 講義室）

座長：稲永　康隆（三菱電機）

4-A-p1-1	 電気集じん装置荷電部におけるオゾン生成量変化に
ついての考察
◎栗田　加奈絵，野﨑　優介，永吉　健太郎（富士
通ゼネラル研究所），江原　由泰（東京都市大学）

4-A-p1-2	 水浄化と植物育成を両立させた循環型水耕栽培シス
テム
○小越　将行，渡辺　毅，来須　孝光，小越　澄雄（諏
訪東京理科大学）

4-A-p1-3	 水中キャビテーション放電による殺菌水の生成とメ
カニズム
◎松永　貴志，猪原　哲（佐賀大学）

4-A-p1-4	 針電極による放電解凍電圧低減
○加藤　正平，平瀬　裕子（東洋大学）

3-B-a1	 誘電・絶縁材料Ⅰ
（9月 3日（火）　9:00 〜 10:30　B会場 23 講義室）

座長：村上　義信（豊橋技術科学大学）

3-B-a1-1	 絶縁ワニスの環境負荷軽減技術
○保田　直紀，柬理　寿史（三菱電機），根子　卓也
（菱電化成）

3-B-a1-2	 Measuring	 complex	dielectric	 constant	 of	CFRP	
plate
○Alkhteeb	 Sultan，Oho	 Shigeru，Shimizu	
Hiroyoki，Nishimura	Seisuke（日本工業大学）

3-B-a1-3	 インバータ駆動高電圧回転機における PWM波形印
加時の有限要素法解析 -I. 解析手法の構築と妥当性検
証 -
◎梅本　貴弘（三菱電機），中村　隆央，柄沢　一成
（東芝三菱電機産業システム）

3-B-a1-4	 インバータ駆動高電圧回転機における PWM波形印
加時の有限要素法解析 -II. 発熱密度への影響 -
◎中村　隆央，柄沢　一成（東芝三菱電機産業シス
テム），梅本　貴弘（三菱電機）

3-B-a1-5	 インバータ駆動モータ用絶縁フイルムの部分放電開
始電圧の温度特性
○伊野　晃平，天野　皓揮，永田　正義（兵庫県立
大学）

3-B-a1-6	 加速劣化試験を実施した 6.6kV	CV ケーブルの水ト
リー劣化調査—電界解析を用いた水トリー劣化診断
データの評価—
◎牧野　広俊，八島　政史（東北大学），栗原　隆史
（電力中央研究所），佐藤　智之，坂田　学（東北電力）

3-B-a2	 誘電・絶縁材料Ⅱ
（9月 3日（火）　10:45 〜 12:00　B会場 23 講義室）

座長：高橋　俊裕（電力中央研究所）

3-B-a2-1	 経年 OFケーブル接続箱におけるケーブル絶縁層の
絶縁厚方向に連続する油浸絶縁紙の異常様相の把握
○栗原　隆史，牧野　裕太，髙橋　俊裕，髙橋　紹
大（電力中央研究所）

3-B-a2-2	 分解ガス吸収量の飽和状態を模擬したポリプロピレ
ンフィルム間オイルギャップにおける部分放電特性
◎竹元　雄大，巽　健太朗，加藤　丈佳，栗本　宗
明（名古屋大学），古森　郁尊（鳥羽商船高等専門学
校），鈴置　保雄（愛知工業大学），笹谷　幸生，佐
野　侑也，浜田　信吉，小倉　慎太郎（日新電機）

3-B-a2-3	 塩水の量が絶縁油の交流絶縁破壊特性に及ぼす影響
◎平松　悠史，長井　宏樹，村上　祐一，村本　裕
二（名城大学）



3-B-a2-4	 高粘度シリコーン油中の水滴から噴出した水粒によ
る交流損失電流の測定〜電極間未橋絡状態の電流測
定〜
◎本田　祥己，八島　政史（東北大学），栗原　隆史，
高橋　俊裕（電力中央研究所）

3-B-a2-5	 交流電界の電界強度およびその周波数が水の氷核生
成に及ぼす影響
◎加賀　慶斗，高橋　克幸，高木　浩一（岩手大学）

4-B-a1	 誘電・絶縁材料Ⅲ
（9月 4日（水）　9:00 〜 10:30　B会場 23 講義室）

座長：田中　康寛（東京都市大学）

4-B-a1-1	 SF6 ガス中楔ギャップのインパルス部分放電特性に
及ぼすエポキシ樹脂中ナノシリカ添加効果
◎阿部　和馬，大角　浩太郎，小迫　雅裕，匹田　
政幸（九州工業大学）

4-B-a1-2	 超音波照射と分散したナノシリカがエポキシ樹脂の
インパルス絶縁破壊強度に及ぼす影響
◎加藤　千陽，紫村　未来，今中　政輝，杉本　重幸，
加藤　丈佳，栗本　宗明（名古屋大学），鈴置　保雄
（愛知工業大学）

4-B-a1-3	 エポキシ／酸化チタンナノコンポジット内部のボイ
ド放電による課電寿命特性
◎巽　健太朗，加藤　千晴，加藤　丈佳，栗本　宗
明（名古屋大学），吉田　成是，梅本　貴弘，馬渕　
貴裕，武藤　浩隆（三菱電機）

4-B-a1-4	 ナノサイズTiO2 の添加量がエポキシ樹脂のトリーイ
ング絶縁破壊電圧に与える影響
◎兒玉　憲彦，川島　朋裕，穂積　直裕，村上　義
信（豊橋技術科学大学），吉田　成是，梅本　貴弘，
馬渕　貴裕，武藤　浩隆（三菱電機）

4-B-a1-5	 エポキシ／酸化チタンナノコンポジットの持つ耐圧
向上効果とフィラー分散状態の関係
○栗本　宗明（名古屋大学），吉田　成是，梅本　貴
弘，馬渕　貴裕，武藤　浩隆（三菱電機）

4-B-a1-6	 エポキシ樹脂ナノコンポジットの交流高電界電界発
光
○遠山　和之（沼津工業高等専門学校），吉田　成是，
梅本　貴弘，馬渕　貴裕，武藤　浩隆（三菱電機）

4-B-a2	 誘電・絶縁材料Ⅳ
（9月 4日（水）　10:45 〜 11:45　B会場 23 講義室）

座長：穂積　直裕（豊橋技術科学大学）

4-B-a2-1	 マイクロフィラー充填エポキシ樹脂のV-t 特性への
ナノフィラー粒径の影響
◎下里　明日香，山下　太郎，大竹　美佳，栗原　
二三夫（東光高岳）

4-B-a2-2	 シリコーンゲル中で発生・進展する電気トリーの印
加電圧依存性
◎川相　有佑，佐々木　慎平，全　現九，藤井　雅治，
井堀　春生（愛媛大学）

4-B-a2-3	 炭化水素系熱硬化性樹脂 /シリカ複合材のV-t 特性
における電極形状の影響
◎大角　浩太郎，小迫　雅裕，匹田　政幸（九州工
業大学），亀井　伸人（RIMTEC）

4-B-a2-4	 種々の条件におけるマイクロ波プラズマを用いた Si
基板上への SiO2 薄膜の形成及び評価
◎小川　隼平，黒田　達也，加藤　那征，芳賀　洋典，
石崎　博基（埼玉工業大学）

4-B-p1	 誘電・絶縁材料Ⅴ，誘電・絶縁材料の計測
（9月 4日（水）　13:00 〜 14:45　B会場 23 講義室）

座長：岡本　徹志（東芝インフラシステムズ）

4-B-p1-1	 ポリマーがいし外被材の経年劣化に関する研究
	 － Dynamic	Drop	Test におけるシリコーンゴム表面

の帯電状況の観測－
◎菅原　修人，八島　政史（東北大学）

4-B-p1-2	 棒状 TiO2 粒子の充填がシリコーンエラストマーの誘
電率と伸長変形量に及ぼす影響
◎藤原　亮介，畑野　太郎，今中　政輝，杉本　重幸，
加藤　丈佳，栗本　宗明（名古屋大学），鈴置　保雄
（愛知工業大学）

4-B-p1-3	 熱・放射線同時付与による軟質および硬質エポキシ
樹脂の絶縁劣化
◎石井　洋之，森　啓吾，伊東　清太郎，山口　輝，
平井　直志，大木　義路（早稲田大学）

4-B-p1-4	 トラップを考慮した電荷輸送モデルによる絶縁ス
ペーサの直流帯電シミュレーション
◎嶋川　肇，佐藤　正寛，熊田　亜紀子（東京大学），
日高　邦彦（東京電機大学）

4-B-p1-5	 絶縁材料の表面抵抗率の測定法に関する考察
○前田　孝夫（絶縁テクノ工房），山野　芳昭（千葉
大学）

4-B-p1-6	 同軸ケーブルの伝搬パラメータに関する精密計測
○山田　達司（産業技術総合研究所）

4-B-p1-7	 波形解析を用いた変圧器油中の交流電界の光学的測定
○井堀　春生，近藤　亮介，全　現九，藤井　雅治（愛
媛大学），大竹　泰智，梅本　貴弘（三菱電機）

3-C-a1	 光応用・視覚，電磁界理論，半導体・機能・
超電導材料

（9月 3日（火）　9:00 〜 10:15　C会場 24 講義室）
座長：飯盛　浩司（名古屋大学）

3-C-a1-1	 光学定理に基づく光学迷彩装置のトポロジー最適化
◎飯盛　浩司，山本　遼，高橋　徹，松本　敏郎（名
古屋大学）

3-C-a1-2	 微小コイル状導体の変形とその電子状態への影響に
関する理論的検討
◎池田　昌樹，胡桃　聡，鈴木　薫（日本大学），須
田　善行（豊橋技術科学大学），水津　光司（千葉工
業大学），松田　健一（日本大学）

3-C-a1-3	 切替 CV法による導電性高分子を用いた神経伝達物
質の伝達について
○藤井　雅治，豊福　大地，岡島　洋介，井堀　春生，
全　現九（愛媛大学）

3-C-a1-4	 紫外線オゾン処理による塗布型 IGZO-TFTの低温化
プロセスとFET特性
◎角田　航，瀬川　康樹，山内　博，岡田　悠悟，
酒井　正俊，山本　和貫，飯塚　正明，工藤　一浩（千
葉大学）

3-C-a1-5	 屈折率分布型レンズアレイによる大面積均一投影露光
○堀内　敏行，風間　裕太，吉田　寛弥，井門　芳恵，
住本　和弥，柳田　明，小林　宏史（東京電機大学）

3-C-a2	 教育・研究	
（9月 3日（火）　10:30 〜 11:45　C会場 24 講義室）

座長：相知　政司（千葉工業大学）

3-C-a2-1	 ICT を用いた電気磁気学の学習意欲向上に向けた教
材の開発
◎大滝　優，相知　政司（千葉工業大学）

3-C-a2-2	 コミュニケーションをテーマとした電子工作教室
○宮内　肇（松江工業高等専門学校）



3-C-a2-3	 データに見る鹿児島高専電気電子工学科学生の進路
○中村　格（鹿児島工業高等専門学校）

3-C-a2-4	 IoT 技術教材としてのインターネット接続型組込み
システムにおける情報送信の多様化
○荻窪　光慈（埼玉大学）

3-C-a2-5	 専門科目の授業項目抽出とその関連構造分析
○松田　豊稔（熊本高等専門学校）

4-C-a1	 電磁環境
（9月 4日（水）　9:00 〜 10:15　C会場 24 講義室）

座長：山崎　健一（電力中央研究所）

4-C-a1-1	 平行平板電極間の火花放電に対する火花抵抗則の係
数値推定と実験検証
○高　義礼（釧路工業高等専門学校），藤原　修（電
気通信大学）

4-C-a1-2	 表面電荷法の 2段階法による導体を持つ人体モデル
の静電誘導電流計算
○濱田　昌司（関西大学）

4-C-a1-3	 スマートメータ周辺における RF電磁界の人体ばく
露評価
◎椎名　健雄，山崎　健一（電力中央研究所）

4-C-a1-4	 日常生活環境における中間周波帯電磁界のばく露の
実態について
○江嵜　かおる，幾代　美和，相本　篤子，多氣　
昌生（首都大学東京），小島原　典子（東京女子医科
大学），和氣　加奈子（情報通信研究機構），山崎　
健一（電力中央研究所）

4-C-a1-5	 図書館の電子商品監視（EAS）機器から発生する中
間周波帯電磁界の特性及び人体ばく露評価
○幾代　美和，地高　僚太郎，金川　宗嵩，江嵜　
かおる，相本　篤子，鈴木　敬久，多氣　昌生（首
都大学東京），小島原　典子（東京女子医科大学），
和氣　加奈子（情報通信研究機構），山崎　健一（電
力中央研究所）

4-C-a2	 金属・セラミックス
（9月 4日（水）　10:30 〜 11:45　C会場 24 講義室）

座長：青木　裕介（三重大学）

4-C-a2-1	 水溶液からの電気化学堆積法による ZnO膜の高速製膜
◎芳賀　洋典，陣内　意康，小川　隼平，黒田　達也，
加藤　那征，石崎　博基（埼玉工業大学）

4-C-a2-2	 高分子材料カゼイン濃度による導電性 Cu ナノ粒子
コロイドの特性への影響
◎関口　昌利，小川　隼平，黒田　達也，芳賀　洋典，
陣内　意康，加藤　那征，藤池　拓三，小林　海都，
石崎　博基（埼玉工業大学）

4-C-a2-3	 数十 GHz 帯用導電ペースト接合材料の電磁界解析
◎菱田　晃右（信州大学），下石坂　望（コネクティッ
クジャパン /信州大学），曽根原　誠，佐藤　敏郎（信
州大学）

4-C-a2-4	 単一磁束量子マイクロプロセッサを用いた
Josephson-CMOS ハイブリッドシステムの動作実証
◎弘中　祐樹，山梨　裕希，吉川　信行（横浜国立
大学）

4-C-a2-5	 ACMセンサを用いた水平方向および垂直方向の大
気環境の大気環境モニタリング手法
○龍岡　照久，黒川　晃澄，吉野　恵一，岸垣　暢
浩（東京電力ホールディングス），大園　智章，斎藤
善征，山崎　智之，北嶋　知樹（東京電力パワーグリッ
ド）

4-C-p1	 計測
（9月 4日（水）　13:00 〜 14:45　C会場 24 講義室）

座長：山田　達司（産業技術総合研究所）

4-C-p1-1	 サーマルコンバータを利用した差動電圧計測への応用
○山田　達司（産業技術総合研究所）

4-C-p1-2	 磁性体スリットを用いた位置検出方式の開発
○武舎　武史（三菱電機），犬島　浩（早稲田大学）

4-C-p1-3	 産業用熱電対の不均質評価
○佐々木　正史，沼尻　治彦，倉持　幸佑（東京都
立産業技術研究センター）

4-C-p1-4	 耐電圧試験装置における遮断電流の評価
◎倉持　幸佑，佐々木　正史，沼尻　治彦（東京都
立産業技術研究センター）

4-C-p1-5	 アンテナ差分出力によるパルス電圧下の部分放電検
出の高感度化
◎山田　哲也，髙木　謙一郎，白波瀬　真人，柏崎
貴司，高橋　芳光，林　裕二（SOKEN）

4-C-p1-6	 CNNを用いたレストランの昼夜の繁忙時間帯におけ
る卓割当て自動化に関する基礎検討
◎清水　薫，松村　太陽，小野　隆（日本大学）

4-C-p1-7	 畳み込みニューラルネットワークを用いた列車の運
行予測に関する基礎検討 ( Ⅱ )
◎朝倉　扶三郎，松村　太陽，小野　隆（日本大学）

3-D-a1	 プラズマⅠ
（9月 3日（火）　9:00 〜 10:30　D会場 25 講義室）

座長：赤塚　洋（東京工業大学）

3-D-a1-1	 ダイヤモンド膜生成用誘導熱プラズマ下流の反応
チャンバ内における温度場・化学組成場の圧力依存
性に対する電磁熱流体解析
◎畑　和史，荒井　隆志，田中　康規，上杉　喜彦，
石島　達夫，中野　裕介（金沢大学）

3-D-a1-2	 大気圧プラズマ浸窒焼入れにおける“窒化ポテンシャ
ル”の制御
◎神原　優華，市來　龍大（大分大学），岡田　健（東
北大学），立花　孝介，古木　貴志，金澤　誠司（大
分大学）

3-D-a1-3	 高温バリア放電の拡張化応用した鉄鋼の表面窒化
◎川述　圭樹，市來　龍大，神田　直人，立花　孝介，
古木　貴志，金澤　誠司（大分大学）

3-D-a1-4	 準大気圧直流ヘリウムアーク放電プラズマ生成と特
性評価
◎門脇　和正，菊池　祐介（兵庫県立大学），青田　
達也，前中　志郎，藤田　和宜（ユメックス），高村
秀一（ユメックス /愛知工業大学）

3-D-a1-5	 大気圧プラズマ窒化処理における拡張オーステナイ
ト相形成のための水素流量比の最適化
◎中原　弘将，市來　龍大，大谷　亮仁，西口　宏泰，
立花　孝介，古木　貴志，金澤　誠司（大分大学）

3-D-a1-6	 上段および下段コイル電流の同時変調時におけるタ
ンデム型変調誘導熱プラズマの電磁熱流体解析
◎隠田　一輝，明石　恵太，田中　康規，中野　裕
介，石島　達夫，上杉　喜彦（金沢大学），末安　志
織，渡邉　周，中村　圭太郎（日清製粉グループ）

3-D-a2	 プラズマⅡ
（9月 3日（火）　10:45 〜 12:00　D会場 25 講義室）

座長：白藤　立（大阪市立大学）

3-D-a2-1	 大気圧非平衡プラズマの連続スペクトル発光分光計
測診断
○赤塚　洋，大西　広，Van	der	Gaag　Thijs，根
津　篤（東京工業大学）



3-D-a2-2	 容量結合方式による誘電体バリア放電の自己組織化
構造の連続制御
◎佐藤　秀樹，村上　創，小國　恭平，向川　政治，
高木　浩一，高橋　克幸（岩手大学）

3-D-a2-3	 反応拡散方程式に基づく容量結合方式誘電体バリア
放電における格子定数の計算
◎村上　創，佐藤　秀樹，高橋　克幸，向川　政治，
高木　浩一（岩手大学）

3-D-a2-4	 準大気圧下における高繰り返しナノ秒パルス窒素グ
ロー放電の特性評価（II）
◎平野　涼，菊池　祐介，井岡　克也，八束　充保（兵
庫県立大学）

3-D-a2-5	 準大気圧高繰り返しナノ秒パルスグロー放電を用い
たDLC成膜
◎井岡　克也，菊池　祐介，平野　涼，八束　充保（兵
庫県立大学）

4-D-a1	 プラズマⅢ
（9月 4日（水）　9:00 〜 10:15　D会場 25 講義室）

座長：佐久川　貴志（熊本大学）

4-D-a1-1	 イオン交換樹脂を併用した三次元集積化マイクロソ
リューションプラズマによる過酸化水素の生成効率
向上
○白藤　立，呉　準席（大阪市立大学）

4-D-a1-2	 球雷放電の時空間再現性の向上を目指した棒電極形
状の検討
◎斉藤　直岐，前山　光明，稲田　優貴（埼玉大学）

4-D-a1-3	 キャビテーションプラズマにおける放電伸展距離に
及ぼす電圧パルス繰り返し周波数の影響
◎上田　唯人，岡田　翔，岡　好浩，上野　秀樹（兵
庫県立大学）

4-D-a1-4	 ファラデーシールドが及ぼす誘導結合プラズマの E
モード抑制への影響
◎三浦　廉，松原　翔（岩手大学），鎌田　貴晴（八
戸工業高等専門学校），向川　政治，高木　浩一（岩
手大学）

4-D-a1-5	 大気圧 He/CH4 プラズマ特性に及ぼすガス流量によ
る影響の解析
◎木村　勇太，小嶋　正宏，藤田　諒，小田　昭紀（千
葉工業大学），太田　貴之（名城大学），上坂　裕之（岐
阜大学）

4-D-a2	 パルスパワーⅠ
（9月 4日（水）　10:30 〜 11:30　D会場 25 講義室）

座長：村上　祐一（名城大学）

4-D-a2-1	 耐圧 13kV 級 SiC-MOSFETの電気的特性評価と誘導
性パルスパワー電源への応用
◎小野寺　太一郎，高橋　克幸，高木　浩一（岩手
大学），坂本　邦博（産業技術総合研究所）

4-D-a2-2	 大気圧プラズマおよび電界によるタンパク質の構造
変化
◎奥村　賢直，中川　裕子（一関工業高等専門学校），
袁　春紅，高木　浩一，高橋　克幸（岩手大学）

4-D-a2-3	 水面上パルス放電における生成活性種の電極構成に
よる比較
◎漢那　朝和，豊田　創平，佐久川　貴志（熊本大学）

4-D-a2-4	 プラズマを用いた海水中の菌類の殺菌処理
◎曽根　久徳，齋藤　南斗，秋山　雅裕（岩手大学）

4-D-p1	 パルスパワーⅡ
（9月 4日（水）　13:00 〜 14:00　D会場 25 講義室）

座長：奥村　賢直（一関工業高等専門学校）

4-D-p1-1	 パルス高電界が熱風乾燥処理におけるホウレンソウ
の乾燥速度と品質変化に及ぼす影響
◎山田　崇寛，山影　航也，高橋　克幸，高木　浩一，
折笠　貴寛（岩手大学），鎌形　潤一，青木　仁史（ニ
チレイフーズ）

4-D-p1-2	 直流電圧印加による氷中の大腸菌殺菌
○村上　祐一，村本　裕二（名城大学）

4-D-p1-3	 On	the	measuring	approach	of	the	plasma	flow	in	a	
plasma	focus	device	for	particle	acceleration
○スパダベッキャ　ウルデリコ，志村　尚彦（東芝
エネルギーシステムズ），柿沼　啓太，志熊　良樹，
高橋　一匡，佐々木　徹，菊池　崇志（長岡技術科
学大学）

4-D-p1-4	 3kV 以下の放電プラズマを用いた液体中のエネル
ギー特性
◎菅原　幹雅，工藤　駿，秋山　雅裕（岩手大学）

3-F-a2	 磁性材料・磁気応用・マイクロ磁気Ⅰ
（9月 3日（火）　11:45 〜 12:15　F会場 16 講義室）

座長：曽根原　誠（信州大学）

3-F-a2-1	 立体構造重ね巻型 3相一体可変インダクタの脚長に
関する検討
◎我妻　直人，中村　健二（東北大学），有松　健司，
大日向　敬（東北電力）

3-F-a2-2	 プレイモデルと Cauer 回路を取り入れた磁気回路モ
デルを用いたマイナーループの算定精度向上に関す
る検討
◎羽根　吉紀，中村　健二（東北大学）

4-F-a1	 磁性材料・磁気応用・マイクロ磁気Ⅱ
（9月 4日（水）　9:00 〜 10:30　F会場 16 講義室）

座長：曽根原　誠（信州大学）

4-F-a1-1	 アモルファス鉄心の製造に関するレーザ切断の磁気
特性評価
○舘村　誠，今川　尊雄（日立製作所），佐藤　孝平，
三上　浩幸（日立産機システム）

4-F-a1-2	 方向性電磁鋼板の磁歪と結晶方位の相関解析
◎川村　悠祐，溝上　雅人，中村　修一（日本製鉄）

4-F-a1-3	 高周波パワートランスにおける損失抑制構造の検討
◎永井　歩美（東北大学），松田　和也，石飛　学（奈
良工業高等専門学校）

4-F-a1-4	 漏洩磁界低減機能を持つ EV走行中非接触給電シス
テムのコイル構成に関する検討
◎安部　拓馬，大場　捷平，佐藤　文博，宮原　敏（東
北学院大学），松木　英敏（東北大学），佐々木　秀（光
電子）

4-F-a1-5	 単層サブミリ長薄膜MI 素子の磁気インピーダンス
特性
梅崎　泰生，○菊池　弘昭（岩手大学）

4-F-a1-6	 振り子アーム式発電機によるウェアラブル歩行発電
のしくみと性能評価
○安倍　秀明（パナソニック）

4-F-a2	 磁性材料・磁気応用・マイクロ磁気Ⅲ
（9月 4日（水）　10:45 〜 12:30　F会場 16 講義室）

座長：菊池　弘昭（岩手大学）

4-F-a2-1	 渦電流探傷試験を用いたばね鋼材の高感度探傷と傷
形状の評価
○福岡　克弘，長谷川　諒（滋賀県立大学）



4-F-a2-2	 磁性体を内包する対象物内の磁界分布をView	Line	
MRI から推定する手法の開発
◎劉　爽，邱　雯綺（東京大学），Maggiora	D.　
Gabriel（Pontifical	Catholic	University	of	Chile），桑
波田　晃弘，日下部　守昭（東京大学），Irarrazaval
Pablo（Pontifical	Catholic	University	of	Chile），関
野　正樹（東京大学）

4-F-a2-3	 小型デバイス応用を鑑みたステンレス基板上の Pr-
Fe-B 系磁石膜の作製と磁気特性
◎井上　皓司，竹市　薫，山下　昂洋，柳井　武志，
中野　正基，福永　博俊（長崎大学）

4-F-a2-4	 PLD 法で作製したR2Fe14B 系磁石膜の Si 基板への成
膜と磁気特性
◎松岡　凌平，山口　貴志，竹市　薫，山下　昂洋，
柳井　武志，中野　正基，福永　博俊（長崎大学）

4-F-a2-5	 Nd-Fe-B 焼結磁石のFORC解析
宮澤　和則，○岡本　聡，蓬田　貴裕，菊池　伸明，
北上　修（東北大学）

4-F-a2-6	 (Sm,Y)(Fe,Co)11.5Ti0.5 液体急冷合金における生成相の
熱処理温度依存性
◎萩原　将也，眞田　直幸，桜田　新哉（東芝）

4-F-a2-7	 MFMの複数距離観察法を用いたフェライト焼結磁
石の熱消磁及び交流消磁状態における磁区観察
◎櫻井　志，小原　学，小野　治（明治大学）

ポスターセッション
3-P	 若手研究者によるポスターセッション
	 （各分野共通）
（9月 3日（火）　13:15 〜 15:15　P会場 12，13 講義室）
3-P-1	 Controlling	the	luminescence	of	gold	quantum	dots	

by	the	plasmonic	effect	of	silver	nanoprisms
◎Kiyokawa	Itaru，Lertvachirapaiboon	Chutiparn，
Baba	Akira，Shinbo	Kazunari，Kato	Keizo（Niigata	
University）

3-P-2	 反射三極管型仮想陰極発振器における出力マイクロ
波の電力・変換効率
◎春木　亮太朗，田中　稜太，伊藤　弘昭（富山大学）

3-P-3	 二重同軸管による層流プラズマジェットを用いた材
料照射効果
◎渡辺　和樹，伊藤　弘昭（富山大学）

3-P-4	 窒素イオンによる表面改質法を用いた環境セル用隔
膜の開発
◎田井　有希，松谷　貴臣（近畿大学），川﨑　忠寛
（ファインセラミックスセンター）

3-P-5	 擬火花放電プラズマ CVD法によるDLC膜特性に及
ぼす基板バイアスの効果
◎佐藤　一真，武田　一希，中村　嘉孝（八戸工業
高等専門学校），渡部　政行（日本大学），向川　政
治（岩手大学），鎌田　貴晴（八戸工業高等専門学校）

3-P-6	 Investigation	 of	 Plasma	Parameters	 and	Mode	
Transition	 in	 Inductively	Coupled	Plasma	with	
Hydrogen	＆	Oxygen	gases
◎武田　一希，佐藤　一真（八戸工業高等専門学校），
渡辺　政行（日本大学），向川　政治（岩手大学），
鎌田　貴晴，中村　嘉孝（八戸工業高等専門学校）

3-P-7	 キャビテーションプラズマを用いた溶液中メチレン
ブルーの分解における放電電極材質の影響
◎大塚　健太郎，岡持　貴之，小川　雄吾，倉田　怜，
岡　好浩，八束　充保（兵庫県立大学）

3-P-8	 キャビテーションプラズマを用いた金属ナノ粒子の
合成と酸化チタン光触媒への適用
◎倉田　怜，岡持　貴之，小川　雄梧，大塚　健太郎，
岡　好浩（兵庫県立大学），村井　健介（産業技術総
合研究所），八束　充保（兵庫県立大学）

3-P-9	 Ar プラズマを用いた PTFE表面処理によるTi 薄膜
付着性と処理温度の影響
◎家坂　昂希，鷹野　一朗（工学院大学）

3-P-10	 単極性型パルスパワー電源により発生した気液界面
プラズマによる金ナノ粒子合成
◎阿部　真之介，Thai	Van　Phuoc，齊藤　信雄，
小杉　健一朗，高橋　一匡，佐々木　徹，菊池　崇
志（長岡技術科学大学）

3-P-11	 小麦粉粘土を用いた生体組織模倣材料の低周波導電
率特性
◎長瀬　由佳，濱田　昌司（関西大学）

3-P-12	 再生可能エネルギーを用いたプラズマ生成システム
の開発と農業応用への展望
◎小松　一聖，石ケ森　大河，藤田　実樹，奥村　
賢直（一関工業高等専門学校）

3-P-13	 両極性パルス加速器の 2段加速におけるパルス重イ
オンビームの特性評価
◎寺田　匡志，石田　治康，伊藤　弘昭（富山大学）

3-P-14	 大気圧プラズマによる陸上養殖環境の改善
◎安部　光，平　和幸，奥村　賢直，渡邊　崇（一
関工業高等専門学校）

3-P-15	 アーク放電蒸発を用いたナノ粒子生成法の検証
○鈴木　大嗣，喜屋武　毅（近畿大学）

3-P-16	 パルス高周波電流計測のためのリニアロゴスキーコ
イルの特徴
◎藤原　杏子，菊池　崇志，佐々木　徹，高橋　一
匡（長岡技術科学大学），田村　文裕（長岡技術科学
大学 /長岡工業高等専門学校），徳地　明（長岡技術
科学大学 /パルスパワー技術研究所）

3-P-17	 高速点火慣性核融合用材料のWarm	Dense	Matter
物性評価のための容量分圧器を用いたサーマルガン
への印加電圧波形の計測
◎服部　司真（長岡技術科学大学），田村　文裕（長
岡技術科学大学 /長岡工業高等専門学校），樫根　健
史（鹿児島工業高等専門学校），高橋　一匡，佐々木
徹，菊池　崇志（長岡技術科学大学），徳地　明（パ
ルスパワー技術研究所 /長岡技術科学大学），江　偉
華（長岡技術科学大学），藤岡　慎介，佐野　孝好（大
阪大学）

3-P-18	 中継コイルを用いた EV走行中非接触給電における
送電側コイル形状に関する検討
◎大場　捷平，安部　拓馬，佐藤　文博，宮原　敏（東
北学院大学），松木　英敏（東北大学），佐々木　秀（光
電子）

3-P-19	 直接給電 FES における安定マルチチャネル駆動に向
けた体内素子設計の検討
◎本郷　祐太，佐藤　文博，宮原　敏（東北学院大学），
松木　英敏（東北大学），佐々木　秀（光電子）

3-P-20	 ダイヤモンドNVセンサを用いた磁気ナノ粒子検出
のための磁気プローブの開発
◎北泉　隆裕，桑波田　晃弘，齋地　康太，佐藤　
匠（東京大学），五十嵐　龍治，増山　雄太（量子科
学技術研究開発機構），岩崎　孝之，波多野　睦子（東
京工業大学），八井　崇，関野　正樹（東京大学）

3-P-21	 硝酸アンモニウム添加による酸化チタンの結晶構造
への影響
◎陣内　意康，芳賀　洋典，小川　隼平，黒田　達也，
加藤　那征，石崎　博基（埼玉工業大学）



3-P-22	 The	crystal	 structure	of	 copper	oxides	prepared	
under	various	conditions	by	dc	reactive	magnetron	
sputtering
◎Anmar	 Shukor（Kogakuin	 University），Ali	
Haider（Kufa	University），Takano	Ichiro（Kogakuin	
University）

3-P-23	 TiO2/Cu2O 薄膜へのZnO中間層挿入による光触媒効
果の改善
◎城市　晃宏，鷹野　一朗（工学院大学）

3-P-24	 Cu2O/TiO2 薄膜における膜構造と光起電力の関係
○石坂　啓介，鷹野　一朗（工学院大学）

3-P-25	 Calculation	 of	 Impulse	Breakdown	Strength	 of	
Epoxy/TiO2	 Nanocomposite	 using	Maximum	
Electric	Field	around	Agglomerates
◎Tagawa 	 Kazuma，Kato 	 Ch iha ru，Kato	
Takeyo sh i，Kur imo t o 	 Muneak i（Nagoya	
University），Yoshida	 Shigeyoshi，Umemoto	
Takahiro，Mabuchi	 Takahiro，Muto	Hirotaka
（Mitsubishi	Electric）

3-P-26	 フィラーの添加がポリイミドの誘電・機械特性に与
える影響
○長瀬　えみり，森　啓吾，大木　義路，平井　直
志（早稲田大学）

3-P-27	 ダイヤモンド微粒子の誘電泳動特性評価
◎林　将平，李　赫男，稲葉　優文，中野　道彦，
末廣　純也（九州大学）

3-P-28	 陽子線描画における高分子圧電材料 (PVDF-TrFE)
への照射効果
◎野尻　佳孝，西川　宏之（芝浦工業大学），林　秀
臣（エコデザイン推進機構）

3-P-29	 三角波印加時における高分子絶縁材料の誘電特性
◎増田　俊平，遠山　和之（沼津工業高等専門学校）

3-P-30	 Si基板上へのSr-Passivation処理によるショットキー
障壁の制御
◎黒田　達也，小川　隼平，加藤　那征，芳賀　洋典，
石崎　博基（埼玉工業大学）

3-P-31	 XLPE フィルムへの電荷印加履歴が空間電荷挙動に
及ぼす影響
◎小倉　康太郎，三宅　弘晃，田中　康寛（東京都
市大学）

3-P-32	 直流電圧を前課電したモータ巻線被覆用絶縁材料中
の空間電荷が部分放電開始電圧へ与える影響
◎成田　迅宏，三宅　弘晃，田中　康寛（東京都市
大学）

3-P-33	 シリコーンゴムの劣化指標値としてのインデンター
により測定した応力 - ひずみ曲線の積分値
◎伊東　清太郎，平井　直志，大木　義路（早稲田
大学）

3-P-34	 複数のリンゴ品種における果肉の複素比誘電率と
Brix 糖度の相関
◎村山　祐樹，阿部　一誠，三浦　健司（岩手大学）

3-P-35	 固体絶縁物接続界面における交流絶縁破壊電圧特性
－楔ギャップ部への絶縁グリース塗布の効果－
◎加藤　正樹，村松　一徳，三澤　諒典，大澤　直樹，
吉岡　芳夫（金沢工業大学），柳瀬　博雅，岡本　健
次（富士電機）

3-P-36	 半球棒対アルミナ被覆平板電極を用いた大気圧空気
中でのタウンゼント放電（APTD）発生メカニズム
の解明－APTDの安定発生とストリーマ放電の観察－
◎五十村　健汰，髙尾　渉，大澤　直樹，吉岡　芳
夫（金沢工業大学）

3-P-37	 同軸円筒型電極内ナノパルス放電の進展過程と換算
電界の経時推移
◎龍　輝優，山口　仁志，王　斗艶，浪平　隆男（熊
本大学）

3-P-38	 大気圧 He/CH4 プラズマ特性に及ぼすパルス電圧の
繰り返し周波数依存性の数値解析
◎小嶋　正宏，木村　勇太，藤田　諒，小田　昭紀（千
葉工業大学），太田　貴之（名城大学），上坂　裕之（岐
阜大学）

3-P-39	 高速高電圧固体スイッチで動作する軸方向放電励起
CO2 レーザーの開発
◎淺谷　大輔，外山　大貴，Noor	Shahira　Binti	
Masroon（近畿大学），宇野　和行（山梨大学），中
野　人志（近畿大学）

3-P-40	 短パルス軸方向放電励起CO2 レーザーの高出力化
◎外山　大貴，小松　壱成（近畿大学），宇野　和行
（山梨大学），中野　人志（近畿大学）

3-P-41	 多層非線形分割リング共振器の共振周波数とその層
間距離依存性
◎五十嵐　健太，前田　博史，胡桃　聡，鈴木　薫，
松田　健一（日本大学）


