大会プログラム
会期

平成 30 年 8 月 28 日（火）～ 30 日（木）
8 月 12 日（日）
：子ども理科体験教室，8 月 31 日（金）
：テクニカルツアー

会場

横浜国立大学（横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1）

理工学部講義棟 A
一般セッション
52 セッション，246 講演
シンポジウム・オーガナイズドセッション
15 テーマ，94 講演
および
1 テーマ，5 講演
チュートリアルセッション
経済学部講義棟 2 号館
教育文化ホール
ヤングエンジニアポスターコンペティション（YPC）
150 件
および
ものづくり道場セッション
17 件
International Student Poster Presentations from KIPE (APECC) 2 件
第 1 食堂
プレナリ―セッション 8 月 28 日（火）9：00～12：20
経済学部講義棟 2 号館
開会宣言：大会実行委員長 河村篤男
（111 室）
挨拶：電気学会産業応用部門長 川上紀子
祝辞：電気学会会長 山口博
祝辞：横浜国立大学学長 長谷部勇一
特別講演 1：”Power Electronics Industries in Korea”
Prof. Eui-Cheol NHO,
Pukyong National University,
President of The Korean Institution of Power
Electronics (KIPE)
特別講演 2：”Welcoming an Era of Electronified Power Systems”
Prof. Jinjun LIU,
Xi’an Jiaotong University,
Representative of China Electrotechnical Society
(CES)
特別講演 3：
「電気自動車の開発」
日産自動車 主管 吉本貫太郎
特別講演 4：
「横浜開港の歴史に関して」
横浜開港資料館 館長 西川武臣
英文論文誌説明会：英文論文誌委員会編修長 大石潔
表彰式
経済学部講義棟 2 号館
スペシャルプレナリー 8 月 28 日（火）13：10～13：50
”The 2018 IEEE Medal in Power Engineering”受賞記念講演
セッション
（111 室）
「研究の勘所：p-q 理論とマルチレベル変換器を例として」
東京工業大学 赤木泰文
懇親会
8 月 29 日（水）18:30～20:30
ローズホテル横浜
表彰式（YPC，International Student Poster Presentations）
（2F ボールルーム）
次回大会開催地紹介
企業展示
17 社，18 ブース
経済学部講義棟 2 号館
8 月 28 日（火）12:20～18:30
（ラウンジ）
8 月 29 日（水） 9:00～17:20
8 月 30 日（木） 9:00～15:40
大学展示
第 1 部：8 月 29 日（水）9:30～15:40
理工学部講義棟 A
第 2 部：8 月 30 日（木）9:30～15:40
（ラウンジ）
中央図書館
女性エンジニアの会
8 月 28 日（火）14:10〜15:20
参加対象：女性エンジニア，女性教員，女子学生，など
（メディアホール）
理工学部講義棟 A
若手エンジニアの会
8 月 28 日（火）16:50〜18:30
参加対象：学生，若手エンジニア，若手教員，など
（106 室）
総合受付
8 月 28 日（火）8:00～18:30
経済学部講義棟 2 号館
（ラウンジ）
8 月 29 日（水）8:00～17:20
8 月 30 日（木）8:30～15:40
かながわ県民センター
子ども理科体験教室
8 月 12 日（日）9:30〜17:30
テーマ：「作って学ぼう、電気のおもしろさ 大切さ！」
（2F ホール）
テクニカルツアー
8 月 31 日（金）9:45〜16:30
見学先 午前：みなとみらい２１熱供給株式会社 センタープラント・第二プラント
午後：日産自動車株式会社 横浜工場・エンジンミュージアム
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セッション一覧
シンポジウム・オーガナイズドセッション講演
セッション
S1

日付

S3

S4

S5

S7

S8

S9

S10

S11

S13

S14

OS1

14:10 〜 17:10

経済学部講義棟 2 号館（111）

No.5-S1-1 〜 5-S1-7

8/29

9:00 〜 12:00

経済学部講義棟 2 号館（111）

No.4-S2-1 〜 4-S2-6

8/29

9:00 〜 11:40

理工学部講義棟 A（107）

No.3-S3-1 〜 3-S3-6

8/29

9:00 〜 11:15

理工学部講義棟 A（201）

No.4-S4-1 〜 4-S4-5

経済学部講義棟 2 号館（111）

No.5-S5-1 〜 5-S5-10

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

ITS 技術とその応用

需要家の分散型電源による需給調整サービスの社会実装に向けて
13:20 〜 18:10

装置産業における工場電気設備のサスティナブル動向
8/29

13:20 〜 17:00

理工学部講義棟 A（106）

No.5-S6-1 〜 5-S6-8

8/29

13:20 〜 16:15

理工学部講義棟 A（107）

No.3-S7-1 〜 3-S7-7

8/29

13:20 〜 15:35

理工学部講義棟 A（201）

No.4-S8-1 〜 4-S8-5

8/30

9:00 〜 11:55

経済学部講義棟 2 号館（111）

No.2-S9-1 〜 2-S9-5

8/30

9:00 〜 11:30

理工学部講義棟 A（107）

No.2-S10-1 〜 2-S10-6

13:20 〜 15:40

経済学部講義棟 2 号館（111）

No.3-S11-1 〜 3-S11-6

8/30

13:20 〜 16:15

理工学部講義棟 A（106）

No.5-S12-1 〜 5-S12-9

8/30

13:20 〜 16:15

理工学部講義棟 A（107）

No.5-S13-1 〜 5-S13-7

電気工学における磁性材料

高速道路交通管制システムの高度化

実世界ハプティクスのための制御の新展開

IoT プラットフォーム上の制御技術

モータドライブ技術の特異点 今までとこれから
8/30

S12

講演番号

次世代自動車用電源システム（2025 年に向けて）−コネクテッドカーと電源システム・電源要素技術の動向−

8/29
S6

会場

省エネルギー・新エネルギー技術の鉄道分野への適用
8/28

S2

時間

上下水道施設における設備保全と維持管理技術

IoT 時代を指向する BACS の構築

近未来の分散エネルギーシステム ブロックチェーンによるローカルＶＰＰ
8/30

13:20 〜 15:55

理工学部講義棟 A（201）

No.4-S14-1 〜 4-S14-6

8/29

9:00 〜 11:30

理工学部講義棟 A（106）

No.1-OS1-1

パワーエレクトロニクス動画コンテスト

ものづくり道場セッション
ものづくり道場セッション
8/28

14:10 〜 16:30

教育文化ホール

No.7-1 〜 7-17

理工学部講義棟 A（106）

T1-1 〜 T1-5

チュートリアルセッション
T1

初心者向け講習会「AC ドライブシステムのセンサレスベクトル制御」
8/30

9:00 〜 12:00
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一般講演
セッション
R1-1

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ I）

日付

時間

会場

講演番号

8/28

16:50 〜 18:30

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-1 〜 1-5

R1-2

パワーエレクトロニクス（スイッチング素子）

8/28

16:50 〜 18:30

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-6 〜 1-10

R2-1

力制御

8/28

16:50 〜 18:30

理工学部講義棟 A（104）

No.2-1 〜 2-5

R3-1

回転機制御技術（回転機制御一般 I）

8/28

16:50 〜 18:30

理工学部講義棟 A（102）

No.3-1 〜 3-5

R3-2

電気機器一般（電気機器一般 I）

8/28

16:50 〜 18:30

理工学部講義棟 A（202）

No.3-6 〜 3-10

R4-1

自動車技術（自動運転・ITS・他）

8/28

16:50 〜 18:30

理工学部講義棟 A（201）

No.4-1 〜 4-5

R5-1

スマートファシリティ・システム

8/28

16:50 〜 18:30

理工学部講義棟 A（105）

No.5-1 〜 5-5

R1-3

パワーエレクトロニクス（非接触給電）

8/29

9:00 〜 10:20

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-11 〜 1-14

R1-4

パワーエレクトロニクス（大容量インバータ）

8/29

9:00 〜 10:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-15 〜 1-18

R1-5

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ II）

8/29

10:40 〜 12:00

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-19 〜 1-22

R1-6

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 I）

8/29

10:40 〜 12:00

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-23 〜 1-26

R2-2

センシング

8/29

10:40 〜 12:00

理工学部講義棟 A（104）

No.2-6 〜 2-9

R3-3

回転機制御技術（SR モータ制御）

8/29

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（102）

No.3-11 〜 3-14

R3-4

回転機（誘導モータ）

8/29

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（202）

No.3-15 〜 3-18

R3-5

回転機制御技術（モデル予測制御）

8/29

10:40 〜 12:00

理工学部講義棟 A（102）

No.3-19 〜 3-22

R3-6

回転機（リラクタンスモータ）

8/29

10:40 〜 11:40

理工学部講義棟 A（202）

No.3-23 〜 3-25

R5-2

電気鉄道（電車線）

8/29

9:20 〜 11:40

理工学部講義棟 A（105）

No.5-6 〜 5-12

R1-7

パワーエレクトロニクス（マルチレベルコンバータ）

8/29

13:20 〜 15:20

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-27 〜 1-32

R1-8

パワーエレクトロニクス（コンポーネント）

8/29

13:20 〜 15:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-33 〜 1-38

R1-9

パワーエレクトロニクス（ゲートドライバ）

8/29

15:40 〜 17:20

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-39 〜 1-43

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ I）

8/29

15:40 〜 17:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-44 〜 1-48

R2-3

知的産業システム

8/29

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（104）

No.2-10 〜 2-15

R2-4

モーションコントロール I

8/29

15:40 〜 17:20

理工学部講義棟 A（104）

No.2-16 〜 2-20

R3-7

回転機制御技術（同期モータ制御）

8/29

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（102）

No.3-26 〜 3-31

R3-8

回転機制御技術（回転機制御一般 II）

8/29

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（202）

No.3-32 〜 3-37

R3-9

回転機制御技術（回転機制御一般 III）

8/29

15:40 〜 17:20

理工学部講義棟 A（102）

No.3-38 〜 3-42

R3-10

回転機制御技術（回転機制御一般 IV）

8/29

15:40 〜 17:20

理工学部講義棟 A（202）

No.3-43 〜 3-47

R5-3

電気鉄道（変電 I）

8/29

13:20 〜 15:00

理工学部講義棟 A（105）

No.5-13 〜 5-17

R5-4

電気鉄道（変電 II）

8/29

15:40 〜 17:20

理工学部講義棟 A（105）

No.5-18 〜 5-22

パワーエレクトロニクス（AC-DC コンバータ）

8/30

9:00 〜 10:20

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-49 〜 1-52

R1-10

R1-11
R1-12

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ II）

8/30

9:00 〜 10:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-53 〜 1-56

R1-13

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 II）

8/30

10:40 〜 12:00

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-57 〜 1-60

R1-14

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ III）

8/30

10:40 〜 12:00

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-61 〜 1-64

R3-11

回転機制御技術（同期モータセンサレス制御 I）

8/30

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（102）

No.3-48 〜 3-51

R3-12

回転機（永久磁石モータ I）

8/30

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（202）

No.3-52 〜 3-55

R3-13

回転機制御技術（同期モータセンサレス制御 II）

8/30

10:40 〜 12:00

理工学部講義棟 A（102）

No.3-56 〜 3-59
No.3-60 〜 3-63

R3-14

回転機（永久磁石モータ II）

8/30

10:40 〜 12:00

理工学部講義棟 A（202）

R4-2

自動車技術（運動制御）

8/30

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（201）

No.4-6 〜 4-9

R4-3

自動車技術（蓄電・給電）

8/30

10:40 〜 12:00

理工学部講義棟 A（201）

No.4-10 〜 4-13

R5-5

電気鉄道（配電）

8/30

9:00 〜 10:20

理工学部講義棟 A（105）

No.5-23 〜 5-26

R5-6

電気鉄道（車両）

8/30

10:40 〜 11:40

理工学部講義棟 A（105）

No.5-27 〜 5-29

パワーエレクトロニクス（制御）

8/30

13:20 〜 14:40

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-65 〜 1-68

R1-15
R1-16

パワーエレクトロニクス（EMC）

8/30

13:20 〜 15:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-69 〜 1-74

R1-17

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 III）

8/30

15:40 〜 17:00

理工学部講義棟 A（102）

No.1-75 〜 1-78

R1-18

パワーエレクトロニクス（太陽光発電）

8/30

15:40 〜 17:20

経済学部講義棟 2 号館（211）

No.1-79 〜 1-83

R1-19

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ III）

8/30

15:40 〜 17:20

経済学部講義棟 2 号館（212）

No.1-84 〜 1-88

R2-5

人間支援システム

8/30

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（104）

No.2-21 〜 2-26

R2-6

モーションコントロール II

8/30

15:40 〜 17:20

理工学部講義棟 A（104）

No.2-27 〜 2-31

電気機器一般（電気機器一般 II）

8/30

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（202）

No.3-64 〜 3-69

R3-15
R3-16

回転機（回転機一般）

8/30

15:40 〜 17:40

理工学部講義棟 A（202）

No.3-70 〜 3-75

R5-7

電気鉄道（信号・通信）

8/30

13:20 〜 15:20

理工学部講義棟 A（105）

No.5-30 〜 5-35

R5-8

電気鉄道（運行・最適設計）

8/30

15:40 〜 17:00

理工学部講義棟 A（105）

No.5-36 〜 5-39

ヤングエンジニアポスターコンペティション
YPC

ヤングエンジニアポスターコンペティション

8/28

14:10 〜 16:30

教育文化ホール・第１食堂
（れんが館）

No.Y-1 〜 Y-150

International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)
ISPP

International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)

8/28
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14:10 〜 16:30

Education and Culture Hall

No. ISPP-1 〜 No. ISPP-2

プログラム

第 1 日目［８月 28 日（火）］

経済学部講義棟 2 号館（111）

経済学部講義棟 2 号館（211）

経済学部講義棟 2 号館（212）

理工学部講義棟 A（102）

理工学部講義棟 A（104）

9：00 ～ 12：20 会場：経済学部講義棟 2 号館（111）
開会宣言：大会実行委員長 河村篤男
挨
拶：電気学会産業応用部門長 川上紀子
祝
辞：電気学会会長 山口 博
祝
辞：横浜国立大学学長 長谷部勇一
英文論文誌説明会：英文論文誌委員会編修長 大石 潔
表彰式

ランチタイム
13:10 ～ 13:50 スペシャルプレナリーセッション 経済学部講義棟 2 号館（111）
“The 2018 IEEE Medal in Power Engineering" 受賞記念講演

14:10 〜 16:30 会場 （教育文化ホール・第１食堂）ヤングエンジニアポスターコンペティション（YPC）（150 件）座長：真田雅之（大阪府立大学） 星 伸一 ( 東京理科大学 )
会場 （教育文化ホール）ものづくり道場セッション（17 件）座長：塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）
会場 （教育文化ホール）International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)（2 件）

午後

14:10 〜 17:10
S1：
省エネルギー・新エネルギー技術の
鉄道分野への適用
(7 件 )
座長：林屋 均 ( 東日本旅客鉄道 )

16:50 〜 18:30
R1-1：
パワーエレクトロニクス
(DC-DC コンバータ I)
(5 件 )
座長：七森公碩
( 舞鶴工業高等専門学校 )

16:50 〜 18:30
R1-2：
パワーエレクトロニクス
( スイッチング素子 )
(5 件 )
座長：中西俊貴 ( 三英社製作所 )

16:50 〜 18:30
R3-1：
回転機制御技術
( 回転機制御一般 I)

(5 件 )
座長：大沼 巧
( 沼津工業高等専門学校 )

16:50 〜 18:30
R2-1：
力制御
(5 件 )
座長：駒田 諭 ( 三重大学 )

第２日目［８月 29 日（水）］

午前

経済学部講義棟 2 号館（111）

経済学部講義棟 2 号館（211）

経済学部講義棟 2 号館（212）

理工学部講義棟 A（102）

理工学部講義棟 A（104）

9:00 〜 12:00
S2：
次世代自動車用電源システム（2025
年に向けて）－コネクテッドカーと
電源システム・電源要素技術の動向
－	
(6 件 )
座長：小川 誠 ( いすゞ中央研究所 )

9:00 〜 10:20
R1-3：
パワーエレクトロニクス
( 非接触給電 )
(4 件 )
座長：日下佳祐 ( 長岡技術科学大学 )

9:00 〜 10:20
R1-4：
パワーエレクトロニクス
( 大容量インバータ )
(4 件 )
座長：長谷川一徳 ( 九州工業大学 )

9:00 〜 10:20
R3-3：
回転機制御技術
(SR モータ制御 )
座長：石川裕記 ( 岐阜大学 )

10:40 〜 12:00
R1-5：パワーエレクトロニクス
(DC-DC コンバータ II)
(4 件 )
座長：川上太知
( 大阪府立大学工業高等専門学校 )

10:40 〜 12:00
R1-6：パワーエレクトロニクス
( 電力変換器・制御方式 I)
(4 件 )
座長：阿部晃大
( 東京都立産業技術高等専門学校 )

10:40 〜 12:00
R3-5：回転機制御技術
( モデル予測制御 )
(4 件 )
座長：井上征則 ( 大阪府立大学 )

10:40 〜 12:00
R2-2：
センシング
(4 件 )
座長：五十嵐 洋 ( 東京電機大学 )

13:20 〜 18:10
S5：
需要家の分散型電源による需給調整
サービスの社会実装に向けて (10 件 )
座長：柳原隆司
(RY 環境・エネルギー設計 )

13:20 〜 15:20
R1-7：
パワーエレクトロニクス
( マルチレベルコンバータ ) (6 件 )
座長：米田昇平 ( 東京海洋大学 )

13:20 〜 15:20
R1-8：
パワーエレクトロニクス
( コンポーネント )
(6 件 )
座長：今岡 淳 ( 名古屋大学 )

13:20 〜 15:20
R3-7：
回転機制御技術
( 同期モータ制御 )
(6 件 )
座長：牧島信吾 ( 東洋電機製造 )

13:20 〜 15:20
R2-3：
知的産業システム
(6 件 )
座長：市川紀充 ( 工学院大学 )

10:40 〜 12:00
R1-9：パワーエレクトロニクス
(5 件 )
( ゲートドライバ )
座長：折川幸司 ( 北海道大学 )

15:40 〜 17:20
R1-10：パワーエレクトロニクス
( マトリックスコンバータ I) (5 件 )
座長：高橋広樹 ( 安川電機 )

15:40 〜 17:20
R3-9：回転機制御技術
( 回転機制御一般 III)
(5 件 )
座長：佐竹 彰
( 三菱電機先端技術総合研究所 )

15:40 〜 17:20
R2-4：モーションコントロール I
(5 件 )
座長：内村 裕 ( 芝浦工業大学 )

(4 件 )

ランチタイム

午後

18:30 ～ 20:30 懇親会（会場：ローズホテル横浜（2F ボールルーム））

第３日目［８月 30 日（木）］

午前

経済学部講義棟 2 号館（111）

経済学部講義棟 2 号館（211）

経済学部講義棟 2 号館（212）

理工学部講義棟 A（102）

9:00 〜 11:55
S9：
実世界ハプティクスのための制御の
新展開
(5 件 )
座長：辻 俊明 ( 埼玉大学 )
横倉勇希 ( 長岡技術科学大学 )

9:00 〜 10:20
R1-11：
パワーエレクトロニクス
(AC-DC コンバータ )
(4 件 )
座長：池田風花
( 宇部工業高等専門学校 )

9:00 〜 10:20
R1-12：
パワーエレクトロニクス
( マトリックスコンバータ II) (4 件 )
座長：GohTeck Chiang
( 豊田中央研究所 )

9:00 〜 10:20
R3-11：回転機制御技術
( 同期モータセンサレス制御 I) (4 件 )
座長：篠原篤志 ( 鹿児島大学 )

10:40 〜 12:00
R1-13：パワーエレクトロニクス
( 電力変換器・制御方式 II)
(4 件 )
座長：春名順之介
( 宇都宮大学 )

10:40 〜 12:00
R1-14：パワーエレクトロニクス
( マトリックスコンバータ III) (4 件 )
座長：大沼喜也
( 長岡パワーエレクトロニクス )

10:40 〜 12:00
R3-13：回転機制御技術
( 同期モータセンサレス制御 II)(4 件 )
座長：松本 純 ( 中部大学 )

13:20 〜 14:40
R1-15：
パワーエレクトロニクス
( 制御 )
(4 件 )
座長：渡辺大貴 ( 長岡技術科学大学 )

13:20 〜 15:20
R1-16：
パワーエレクトロニクス
(EMC)
(6 件 )
座長：齋藤 真 ( 芝浦工業大学 )

15:40 〜 17:20
R1-18：パワーエレクトロニクス
( 太陽光発電 )
(5 件 )
座長：山田洋明 ( 山口大学 )

15:40 〜 17:20
R1-19：パワーエレクトロニクス
(DC-DC コンバータ III)
(5 件 )
座長：長井真一郎 ( ポニー電機 )

理工学部講義棟 A（104）

ランチタイム

午後

13:20 〜 15:40
S11：
モータドライブ技術の特異点－今ま
でとこれから
(6 件 )
座長：塚越昌彦
( 東芝三菱電機産業システム )
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13:20 〜 15:20
R2-5：
人間支援システム
(6 件 )
座長：矢代大祐 ( 三重大学 )

15:40 〜 17:00
R1-17：パワーエレクトロニクス
( 電力変換器・制御方式 III) (4 件 )
座長：萬年智介 ( 東京理科大学 )

15:40 〜 17:20
R2-6：モーションコントロール II
(5 件 )
座長：野崎貴裕 ( 慶應義塾大学 )

第 1 日目［８月 28 日（火）］
理工学部講義棟 A（105）

理工学部講義棟 A（106）

理工学部講義棟 A（107）

理工学部講義棟 A（201）

理工学部講義棟 A（202）

特別講演 1："Power Electronics Industries in Korea"
Prof. Eui-Cheol NHO, Pukyong National University, President of The Korean Institution of Power Electronics (KIPE)
特別講演 2："Welcoming an Era of Electronified Power Systems"
Prof. Jinjun LIU, Xi'an Jiaotong University, Representative of China Electrotechnical Society (CES)
特別講演 3：「電気自動車の開発」
日産自動車 主管 吉本貫太郎
特別講演 4：「横浜開港の歴史に関して」
横浜開港資料館 館長 西川武臣

ランチタイム
13:10 ～ 13:50 スペシャルプレナリーセッション 経済学部講義棟 2 号館（111）
“The 2018 IEEE Medal in Power Engineering" 受賞記念講演

14:10 〜 16:30 会場 （教育文化ホール・第１食堂）ヤングエンジニアポスターコンペティション（YPC）（150 件）座長：真田雅之（大阪府立大学） 星 伸一 ( 東京理科大学 )
会場 （教育文化ホール）ものづくり道場セッション（17 件）座長：塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）
会場 （教育文化ホール）International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)（2 件）
16:50 〜 18:30
R5-1：
スマートファシリティ・システム
(5 件 )
座長：市川紀充 ( 工学院大学 )

16:50 〜 18:30
R4-1：
自動車技術
( 自動運転・ITS・他 )
(5 件 )
座長：浜松芳夫 ( 日本大学 )

16:50 〜 18:30
R3-2：
電気機器一般
( 電気機器一般 I)
(5 件 )
座長：中村雅憲 ( 中部大学 )

第２日目［８月 29 日（水）］
理工学部講義棟 A（105）
9:20 〜 11:40
R5-2：
電気鉄道
( 電車線 )

(7 件 )
座長：根津一嘉
( 鉄道総合技術研究所 )

理工学部講義棟 A（106）

理工学部講義棟 A（107）

理工学部講義棟 A（201）

理工学部講義棟 A（202）

9:00 〜 11:30
OS1：
パワーエレクトロニクス動画コンテ
スト
(1 件 )
座長：金井丈雄
( 東芝三菱電機産業システム )

9:00 〜 11:40
S3：
磁気浮上と磁気軸受の原理と応用
(6 件 )
座長：上野 哲 ( 立命館大学 )
大橋俊介 ( 関西大学 )

9:00 〜 11:15
S4：
ITS 技術とその応用
(5 件 )
座長：細野裕行 ( 日本大学 )
高橋 聡 ( 名古屋電機工業 )

9:00 〜 10:20
R3-4：
回転機
( 誘導モータ )
(4 件 )
座長：小坂 卓 ( 名古屋工業大学 )
10:40 〜 11:40
R3-6：回転機
( リラクタンスモータ )
(3 件 )
座長：青山真大 ( 静岡大学 )

ランチタイム
13:20 〜 15:00
R5-3：
電気鉄道
( 変電 I)
(5 件 )
座長：久野村 健 ( 東海旅客鉄道 )

13:20 〜 18:00
S6：
装置産業における工場電気設備のサ
スティナブル動向
(8 件 )
座長：二藤部光弘 ( 日立製作所 )
遠原直樹 ( 日新製鋼 )

13:20 〜 16:15
S7：
電気工学における磁性材料

(7 件 )
座長：宮城大輔 ( 東北大学 )
藤崎敬介 ( 豊田工業大学 )

13:20 〜 15:30
S8：
高速道路交通管制システムの高度化
(5 件 )
座長：泉 隆 ( 日本大学 )

15:40 〜 17:20
R5-4：電気鉄道
( 変電 II)
(5 件 )
座長：川原敬治 ( 西日本旅客鉄道 )

13:20 〜 15:20
R3-8：
回転機制御技術
( 回転機制御一般 II)
(6 件 )
座長：前川佐理 ( 東芝 )
15:40 〜 17:20
R3-10：回転機制御技術
( 回転機制御一般 IV)
(5 件 )
座長：宮島孝幸 ( ダイキン工業 )

18:30 ～ 20:30 懇親会（会場：ローズホテル横浜（2F ボールルーム））

第３日目［８月 30 日（木）］
理工学部講義棟 A（105）

理工学部講義棟 A（106）

理工学部講義棟 A（107）

理工学部講義棟 A（201）

理工学部講義棟 A（202）

9:00 〜 10:20
R5-5：
電気鉄道
( 配電 )
(4 件 )
座長：橋本 慎 ( 東日本旅客鉄道 )

9:00 〜 12:00
T1：
初心者向け講習会「AC ドライブシス
テムのセンサレスベクトル制御」
座長：久保田寿夫 ( 明治大学 )

9:00 〜 11:30
S10：
IoT プラットフォーム上の制御技術(6
件)
座長：藤井高史 ( オムロン )

9:00 〜 10:20
R4-2：
自動車技術
( 運動制御 )
(4 件 )
座長：石丸英児 ( 三菱自動車工業 )

9:00 〜 10:20
R3-12：
回転機
( 永久磁石モータ I)
(4 件 )
座長：堺 和人 ( 東洋大学 )

10:40 〜 12:00
R4-3：自動車技術
( 蓄電・給電 )
(4 件 )
座長：加藤 崇 ( 日産自動車 )

10:40 〜 12:00
R3-14：回転機
( 永久磁石モータ II)

13:20 〜 15:55
S14：
近未来の分散エネルギーシステム－
ブロックチェーンによるローカルＶ
ＰＰ
(6 件 )
座長：叶田玲彦 ( 日立製作所 )

13:20 〜 15:20
R3-15：
電気機器一般
( 電気機器一般 II)
(6 件 )
座長：榎本裕治 ( 日立 )

10:40 〜 11:40
R5-6：電気鉄道
( 車両 )

(3 件 )
座長：渡邉翔一郎
( 交通安全環境研究所 )

(4 件 )
座長：貝森弘行
( サイエンス・ソリューションズ )

ランチタイム
13:20 〜 15:20
R5-7：
電気鉄道
( 信号・通信 )
(6 件 )
座長：宮武昌史 ( 上智大学 )

13:20 〜 16:15
S12：
上下水道施設における設備保全と維
持管理技術
(9 件 )
座長：小野正敏 ( メタウォーター )

13:20 〜 16:15
S13：
IoT 時代を指向する BACS の構築
(7 件 )
座長：小嶋 誠 ( 関工商事 )

15:40 〜 17:00
R5-8：電気鉄道
( 運行・最適設計 )

15:40 〜 17:40
R3-16：回転機
( 回転機一般 )
(6 件 )
座長：山崎克巳 ( 千葉工業大学 )

(4 件 )
座長：渡邊朝紀
( 交通安全環境研究所 )
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※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者

シンポジウム

MEMO
8 月 28 日（火） 14:10 〜 17:10
会場 経済学部（111）

S1
5-S1-1
5-S1-2

省エネルギー・新エネルギー技術の鉄道分野への適用
座長：林屋

均（東日本旅客鉄道）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○林屋

均（東日本旅客鉄道）

当委員会の活動概要
地上電力設備における省エネ施策の現状
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○伊藤

5-S1-3

努（東海旅客鉄道）

鉄道車両における省エネの現状
･･･････････････････････････ ○富川英朝（東芝インフラシステムズ）・若林良明（三菱電機）・篠宮健志（日立製作所）

5-S1-4

電気鉄道における運転と運行計画の省エネルギー技術の現状
････････････････････････････････････････････････････ ○渡邉翔一郎（交通安全環境研究所）・宮武昌史（上智大学）

5-S1-5

駅設備における省エネの現状
･････････････････････････ ○田中弘毅（西日本旅客鉄道）・飯野友記（東日本旅客鉄道）・川原敬治（西日本旅客鉄道）

5-S1-6

鉄道システム全体による省エネルギーソリューションの取組み
･･･････････････････････････ ○高橋弘隆（日立製作所）・角谷彰彦（東芝インフラシステムズ）・藤田敬喜（三菱電機）

5-S1-7

鉄道電気利用における省エネルギー技術の賦存量算出
･････････････････････ ○小川知行（鉄道総合技術研究所）・飯野友記（東日本旅客鉄道）・田中弘毅（西日本旅客鉄道）

8 月 29 日（水） 9:00 〜 12:00
会場 経済学部（111）

S2 次世代自動車用電源システム（2025 年に向けて）
－コネクテッドカーと電源システム・電源要素技術の動向－
座長：小川

4-S2-1

誠（いすゞ中央研究所）

ホンダのハイブリッドシステム
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○高橋佑典（本田技術研究所）

4-S2-2

自動車用蓄電デバイスの技術動向
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○古川

4-S2-3

淳（古河電池）

自動車用パワーエレクトロニクスシステム最前線とスマート社会時代における自動車パワエレ技術のあり方
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○山本真義（名古屋大学）

4-S2-4

コネクテッドカー社会の未来展望
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○岩崎喜一（トヨタ自動車）

4-S2-5

電気自動車と電力システムの統合
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○太田

4-S2-6

豊（東京都市大学）

自動車分野におけるデジタルツインの現状と可能性
･･････････････････････････････････････････ ○重松浩一（サイバネットシステム）・関末崇行（アンシス・ジャパン）
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※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者

シンポジウム

MEMO
8 月 29 日（水） 9:00 〜 11:40
会場 理工学部講義棟 A（107）

S3

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用
座長：上野

3-S3-1

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

哲（立命館大学）・大橋俊介（関西大学）

−磁気浮上・磁気軸受とは−

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○上野

3-S3-2

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

････････････････････････････････････ ○栗田伸幸（群馬大学）・上野

3-S3-3

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

哲（立命館大学）

- 磁気回路専用形・回転形 哲（立命館大学）・進士忠彦（東京工業大学）・
増澤 徹（茨城大学）・山本雅之（エドワーズ）

－ 磁気回路専用形・平面形 －

･･･････････････････ ○大路貴久（富山大学）・柿木稔男（崇城大学）・森下明平（工学院大学）・水野 毅（埼玉大学）・
岡 宏一（高知工科大学）・鈴木晴彦（福島工業高等専門学校）

3-S3-4

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

－磁気回路兼用型・回転形－

･･････････････････････････ ○朝間淳一（静岡大学）・千葉

3-S3-5

明（東京工業大学）・大島政英（公立諏訪東京理科大学）・
土方規実雄（東京都市大学）

磁気回路兼用型・平面運動
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○坂本泰明（鉄道総合技術研究所）

3-S3-6

磁気浮上と磁気軸受の原理と応用

－超電導磁気浮上－

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○小森望充（九州工業大学）

8 月 29 日（水） 9:00 〜 11:15
会場 理工学部講義棟 A（201）

S4

ITS 技術とその応用
座長：細野裕行（日本大学）・高橋

4-S4-1

･･････････････ ○泉

4-S4-2

隆・増島悠人（日本大学）・山内伸一郎（首都高 ETC メンテナンス）・及川宗敏（首都高速道路）

Google ストリートビューを用いた探索経路確認システムの開発
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○滕

4-S4-3

隆（日本大学）

弘翔・泉

隆・細野裕行（日本大学）

フラクタル画像解析を用いた移動車両の追跡
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○黒岩

4-S4-5

琳・大髙拓也・泉

影に着目した先行車両追跡
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○関

4-S4-4

聡（名古屋電機工業）

ETC 車両感知器データを用いた車種判別

孝・矢澤翔大・新妻清純（日本大学）

インテリジェント交通流における近似解析法の提案と評価
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○星野貴弘・張
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征陽・浜松芳夫（日本大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者

シンポジウム

MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 18:10
会場 経済学部（111）

S5

需要家の分散型電源による需給調整サービスの社会実装に向けて
座長：柳原隆司（RY 環境・エネルギー設計）

5-S5-1

需要家の分散型電源の活用の方向性
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○柳原隆司（RY 環境・エネルギー設計）

5-S5-2

需要家蓄電池システムを用いたエネルギーサービスのユースケース
･････････････････････････････････････････ ○中村正雄（富士電機）・丸山高弘（三菱電機）・小林延久（早稲田大学）

5-S5-3

分散電源による VPP 構築のための国際表標準化動向
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○田中立二（産業技術総合研究所）

5-S5-4

需給調整サービスを守るセキュリティ要件 通信サービスのセキュリティに関する一考察
･･････････････････････････････････････････････････ ○魚住光成（三菱電機）・横山健児（NTT ファシリティーズ）・
吉松健三（技術研究組合制御システムセキュリティセンター）・上野正巳（日本電信電話）・
芹澤善積（電力中央研究所）・水野 修（工学院大学）・小林延久（早稲田大学）

5-S5-5

蓄電池による需給調整サービスの標準仕様
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○島末紀之（きんでん）

5-S5-6

DER・EES・EV を用いたスマートエネルギーにおけるユースケースの国際標準化動向と需給調整の課題
････････････････････････････････････ ○芹澤善積（電力中央研究所）・新井 裕（明電舎）・小林延久（早稲田大学）・
小柳文子（環境エネルギー技術研究所）・田中晃司（東京電力エナジーパートナー）・
田中立二（産業技術総合研究所）

5-S5-7

需要家の電力資源を活用した電力需給調整の課題と今後のあり方
････････････････････････････････････････････････ ○小林延久・石井英雄（早稲田大学）・柳原隆司（東京電機大学）

5-S5-8

スマートエナジジー標準化動向
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○今井

5-S5-9

毅（日本規格協会）

電気事業者 - 需要家間システムインタフェース (IEC TC57WG21) 標準化動向
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○小坂忠義（日立製作所）

5-S5-10 モバイルワイヤレスネットワーク適用による分散型電源システムへの影響の一考察
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○曽根高則義（早稲田大学）
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※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者

シンポジウム

MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 17:00
会場 理工学部講義棟 A（106）

S6

装置産業における工場電気設備のサスティナブル動向
座長：二藤部光弘（日立製作所）・遠原直樹（日新製鋼）

あいさつ＆報告概要（南方委員長）
【回転機（直流機および高圧電動機）】
5-S6-1

日本国内の３０年先を行く直流機及び高圧電動機サステナブル体制海外動向
･･････････････････････････････ ○森田

5-S6-2

････････････････○假谷

5-S6-3

登（電動機・ブラシ技術研究所）・安部勝彦（日立パワーソリューションズ）

鉄鋼におけるサステナブルの現状と期待
晃（JFE スチール）・井上敏行（JFE プラントエンジ）・田岡 洋・後藤利彦（新日鐵住金）・
松本 実（日鉄住金テックスエンジ）

一般産業におけるステナブルの現状と期待
････････････････････････････････････････････････ ○江藤計介（出光興産）・條島勇児（ダイオーエンジニアリング）

5-S6-4

電機メーカ・電動機修理業界からみた現状と期待
････････････････････････････････････････････････････････････ ○二藤部光弘（日立製作所）・渡邊尚利（桑原電工）

【駆動装置および制御装置】
5-S6-5

直流電動機ドライブ保守技術伝承の取り組み
･･･････････････････････････････････････････････････ ○三堀真一・新田和弘・前原輝男・新井幸雄（JFE スチール）

5-S6-6

既設設備ライフサイクル・親和性に配慮したモータドライブ装置更新への取り組み
･･･････ ○石田

5-S6-7

尚・小玉純康・宇治川弘人・間宮太一・中村雅史・岡本徹也・白石

･･･････････････････････････････････････････ 永田

5-S6-8

創（東芝三菱電機産業システム）

ＡＣドライブ装置のＥＯＬ対策（制御回路セル化によるサステナブル性向上）
寛・秋田佳稔・○田村崇広・澤畠達大・田治一晃（日立製作所）

設置環境による制御システムへの影響と対策
･････････････････････････････････････････････････････････ 飯田

清・○杉原将仁（横河ソリューションサービス）

まとめ＆講評（森田委員長）

8 月 29 日（水） 13:20 〜 16:15
会場 理工学部講義棟 A（107）

S7

電気工学における磁性材料
座長：宮城大輔（東北大学）・藤崎敬介（豊田工業大学）

3-S7-1

磁性材料の基礎と展望
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○山内清隆（三泉）

3-S7-2

モータ鉄心としての電磁鋼板
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○村川鉄州・藤村浩志（新日鐵住金）

3-S7-3

圧粉磁芯用粉末のヒステリシス損に及ぼす原料鉄粉粉体特性の影響
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○高下拓也（JFE スチール）

3-S7-4

アモルファス・ナノ結晶軟磁性材料の現状と開発動向
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○東

3-S7-5

･････････････････････････････････････････････････････････ ○新

3-S7-6

大地（日立金属）

パワーエレクトロニクスにおけるソフトフェライト
政憲・中畑

功・森

健太郎・渡辺雅彦（TDK）

NdFeB 焼結磁石
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○土井祐仁（信越化学工業）

3-S7-7

NdFeB 系異方性ボンド磁石
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○三嶋千里（愛知製鋼）
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シンポジウム

MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:35
会場 理工学部講義棟 A（201）

S8

高速道路交通管制システムの高度化
座長：泉

4-S8-1

隆（日本大学）・山口

眞治（富士通）

首都高速道路における歩行者等立入・逆走に対する検知警告システムの検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○高見禎成（首都高速道路）

4-S8-2

ネットワーク型 ETC 技術に関する実証実験
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○宮﨑

4-S8-3

ミリ波レーダーによる交通量計測システムの実用的評価
･･････････････ ○亀田

4-S8-4

崇（首都高 ETC メンテナンス）

修（中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京）・面上英之・松木

功・越峠知明（日本無線）

走光型視線誘導システムの改良
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○田子和利（名古屋電機工業）

4-S8-5

シンガポールにおける道路課金の現状と将来
･･･････････････････････････････････････････ ○早川祥史・山本公之・北嶋一欽・小田

毅（三菱重工機械システム）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 11:55
会場 経済学部（111）

S9

実世界ハプティクスのための制御の新展開
座長：辻

2-S9-1

俊明（埼玉大学）・横倉勇希（長岡技術科学大学）

混合定数系モデルに基づく柔軟アームの力制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○遠藤孝浩（京都大学）

2-S9-2

ハプティクスのための無人ヘリコプタの一設計案
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○矢代大祐（三重大学）

2-S9-3

Reproduction of Instantaneous Motion Using Variable-Structured Elastic Actuator
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 三浦一将・○桂

2-S9-4

誠一郎（慶應義塾大学）

時間遅れを有する遠隔操作における接触予見制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○内村

2-S9-5

裕（芝浦工業大学）

高減速比ギアードモータのセンサレス力制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○辻

俊明・森戸一弥・境野

翔（埼玉大学）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 11:30
会場 理工学部講義棟 A（107）

S10

IoT プラットフォーム上の制御技術
座長：藤井高史（オムロン）

2-S10-1 反復学習制御によるサーボプレス機の下死点補正の一検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○藤井高史・上山勇樹・阿部泰明（オムロン）

2-S10-2 産業用コントローラによる包装機異常検知の一検討
･･･････････････････････････････････ ○峯本俊文・広橋佑紀・服部玲子・片畑隆敏・太田雄也・鶴田浩輔（オムロン）

2-S10-3 DNN を活用したモデル予測制御のハードウエア実装
･･･････････････････････････････････････････････････････ ○広津鉄平（日立製作所）・本田健太郎（九州工業大学）・
中村敏明・堀口辰也（日立製作所）・田向 権（九州工業大学）

2-S10-4 農業用温室ハウスにおける IoT 技術の展開事例
･････････････････････････････････････････････････････ ○樫本

弘・堤

一真・平社信人（群馬工業高等専門学校）

2-S10-5 画像処理による計測制御の適応事例
･･･････････････････････････････ ○平社信人・佐々木信雄・松本

敦・市村智康・樫本

弘（群馬工業高等専門学校）

2-S10-6 データベース駆動型制御を核とした IoT プラットフォームの構築
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○大久保柚香・木下拓矢・山本
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透（広島大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者

シンポジウム

MEMO
8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:40
会場 経済学部（111）

S11

モータドライブ技術の特異点－今までとこれから
座長：塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）

3-S11-1 総論
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○松瀬貢規（明治大学）

3-S11-2 汎用インバータの特異点－今までとこれから
･･･････････････････････････････････････････････････････ ○鳥羽章夫・望月昌人・小林雄之・藤田光悦（富士電機）

3-S11-3 サーボドライブの特異点－今までとこれから
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○森本進也（安川電機）

3-S11-4 センサレス制御の特異点－今までとこれから
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○佐竹

彰（三菱電機）

3-S11-5 家電インバータの特異点－今までとこれから－
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○鈴木尚礼・岩路善尚（日立製作所）

3-S11-6 産業用大容量モータドライブの特異点－今までとこれから－
･････････････････････････････････････････････････ 相川恭汰・○石丸祐輔・塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）

8 月 30 日（木） 13:20 〜 16:15
会場 理工学部講義棟 A（106）

S12

上下水道施設における設備保全と維持管理技術
座長：小野正敏（メタウォーター）

開会挨拶
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 松本信幸（横浜市環境創造局）

5-S12-1 ＡＩ技術を活用した設備の信頼性・維持管理性向上の可能性についての検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○坂田成彦（東京都水道局）

5-S12-2 下水道設備保全管理システム導入による計画的な保全管理の実現
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○工藤

賢（東京都下水道局）

5-S12-3 横浜市の下水道施設における設備保全と維持管理技術
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○松井

哉（横浜市環境創造局）

5-S12-4 監視制御設備設計事例と維持管理事例
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○寺岡寛雅（日水コン）

5-S12-5 水道関連データ連携方式および GIS による見える化に関する検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○坂入威郎・海江田広和・中川晃一（三菱電機）

5-S12-6 社会インフラを支える診断技術 〜従来の診断技術から ICT を活用した最新技術まで〜
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○仲谷啓史（明電舎）

5-S12-7 上下水道の維持管理を効率化する O&M 支援システム
････････････････････････････････････････････････････ ○横井浩人・陰山晃治・三宮 豊・遠藤 隆（日立製作所）・
坪倉徹哉（日立プラントサービス）・斉藤晴茂（日立製作所）

5-S12-8 運転管理現場への導入で技術継承に貢献〜運転管理支援ソリューション
･････････････････････････････････････････ ○宮尾圭一・小峰英明・岩下真理・穂刈啓志（東芝インフラシステムズ）

5-S12-9 ISO55001（アセットマネジメントシステム）に基づいた設備保全の事例について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○武田信二（メタウォーター）

閉会挨拶
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････梅田 賢治（東芝インフラシステムズ）
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シンポジウム

MEMO
8 月 30 日（木） 13:20 〜 16:15
会場 理工学部講義棟 A（107）

S13

IoT 時代を指向する BACS の構築
座長：小嶋

誠（関工商事）

5-S13-1 IoT 時代を指向する BACS の構成と新たなサービス

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○豊田武二（豊田 SI 技術士事務所）

5-S13-2 IoT 時代への BACnet の IP 化動向

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○伊藤

弘（アズビル）

5-S13-3 IoT 時代における BACS の設備制御

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○鈴木智幸（ジョンソンコントロールズ）

5-S13-4 IoT 時代における BACS のサービス展開

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○朝倉

啓（東芝インフラシステムズ）

5-S13-5 クラウド型 BACS を支える技術

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○大山晋平（日立製作所）

5-S13-6 施設の維持管理と IoT
･･･････････････････････････････････････････････････････････○藤原孝行（東京都環境公社 東京都環境科学研究所）

5-S13-7 IoT 技術を適用した高圧地絡波形の要因分析 ( その 3)

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○井上善和（関西電気保安協会）

8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:55
会場 理工学部講義棟 A（201）

S14

近未来の分散エネルギーシステム－ブロックチェーンによるローカルＶＰＰ
座長：叶田玲彦（日立製作所）

4-S14-1 統合化する分散エネルギービジネスーブロックチェーン技術によるローカル VPP の実現ー

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○中村良道（スマートエナジー研究所）

4-S14-2 国内の既築住宅産業におけるブロックチェーンを活用した省エネ改修（ローカル VPP）に関する提言

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○今村美幸（横浜市住宅供給公社）

4-S14-3 バーチャルパワープラント構築のためのエネルギーゲートウェイ

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○小松宣夫（日新システムズ）

4-S14-4 ブロックチェーンによる分散エネルギー情報基盤

･･････････････････････････････ 中村良道（スマートエナジー研究所）・○芦原秀一（QUEST）・福田

晃（九州大学）

4-S14-5 ローカル VPP による地域エネルギーサービスの展開

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○上保裕典（富士通総研）

4-S14-6 スマートコミュニティの近未来像

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○古田康衛（鹿島建設）

オーガナイズドセッション
8 月 29 日（水） 9:00 〜 11:30
会場 理工学部講義棟 A（106）

OS1

パワーエレクトロニクス動画コンテスト
座長：金井丈雄（東芝三菱電機産業システム）

1-OS1-1 パワーエレクトロニクス動画コンテスト

－開催の主旨と結果，応募作品，応募者の感想－

･･･････････････････････････････････････････ ○金井丈雄（東芝三菱電機産業システム）・萬年智介（東京理科大学）・
綾野秀樹（東京工業高等専門学校）・南 政孝（神戸市立工業高等専門学校）

チュートリアルセッション
8 月 30 日（木） 9:00 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（106）

T1

初心者向け講習会「AC ドライブシステムのセンサレスベクトル制御」

T1-1

三相電圧形インバータと PWM

T1-2

永久磁石同期電動機とベクトル制御

T1-3

永久磁石同期電動機の位置センサレス制御

T1-4

センサレス制御の実装技術〜ＰＷＭ生成と同期制御〜

T1-5

センサレスベクトル制御の応用事例

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○林

洋一（青山学院大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○森本進也（安川電機）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○道木慎二（名古屋大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○山本康弘（明電舎）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○岩路善尚（仮）

質疑応答
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ものづくり道場セッション

MEMO
8 月 28 日（火） 14:10 〜 16:30
会場 （教育文化ホール）

ものづくり道場セッション
座長：塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）

7-1

SiC-MOSFET デバイスモデルの開発

7-2

大容量エアコンへの SiC インバータモジュールの適用

･･････････････････････････････ ○椋木康滋・堀口剛司（三菱電機）・葛本昌樹・萩原
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○一木

誠・赤木泰文（東京工業大学）

智・大西崇仁・岩崎憲嗣（三菱電機）

7-3

2 次元テーブルを用いて磁気飽和を考慮した同期機制御方式の実機適用と動作検証

7-4

共有メモリ型並列ソルバーを用いた回転機の実応用電磁界有限要素解析の高速化

7-5

永久磁石同期電動機の位置推定方法組み合わせによるセンサレス制御可能範囲拡大の検討

7-6

非対称性を考慮した PM モータのコギングトルク解析

7-7

パワエレ機器の EMC 問題への取り組み

7-8

銅損を低減するスイッチトリラクタンスモータの新規ロータ構造

7-9

大容量セーフティモータドライブ装置の開発

7-10

SVC サイリスタバルブの低損失化

7-11

電流経路切り替えによるゼロ電流スイッチングを用いたマルチレベルインバータトポロジー

7-12

圧粉磁心におけるコアロス評価

･･････････････ ○新村直人・手塚久貴・中村利孝・林

誠（東芝三菱電機産業システム）・竹内活徳・松下真琴（東芝）

････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○浅沼達也・仙波和樹・山田

隆（JSOL）

･････････････････････････････････ ○堀田征史・塚本健郎・廣野大輔（サンデン・オートモーティブコンポーネント）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○太田啓仁（富士電機）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○勝又洋樹（富士電機）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○楠見隆行・梅谷和弘・平木英治（岡山大学）
･･･････････････････････････････････････ ○鈴木伸也・森藤

力・織田健志・鈴木寛充（東芝三菱電機産業システム）

･････････････････････････････ ○佐藤将樹・大竹飛鳥・藤本貴文・伊村正幸・近藤晃司（東芝三菱電機産業システム）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 杉本智哉・○野崎貴裕（慶應義塾大学）

〜電気的測定と熱量計測法の比較〜

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○石倉祐樹（村田製作所）

7-13

2 相インバータのベクトル制御による 3 相誘導電動機駆動の紹介

7-14

手のひらサイズ産業用 AC サーボモータ

･･･････････････････････････････････････････ ○エコングウフォートウフォート・稲森真美子・森本雅之（東海大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○堀内

7-15

高効率モータ用重ね巻インサータの開発

7-16

ハイブリッド油圧システムの構成と制御

7-17

75kW マイクロ水力発電用永久磁石同期発電機の開発

学・北島

純（山洋電気）

････････････････････････････････････････････････ ○山本泰三・守谷幸次（住友重機械工業）・渡邉祐治（三工機器）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○宮島孝幸・横山貴裕・仲田哲雄（ダイキン工業）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○安田善紀・平野正樹・大澤康彦（ダイキン工業）
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一般セッション

MEMO

8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-1

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ I）
座長：七森公碩（舞鶴工業高等専門学校）

1-1

自律動作する絶縁型回生スナバ回路の実機評価
････････････ ◎東山弘治・草間史人・赤松慶治・小曽根

1-2

真（パナソニック）・道平雅一（神戸市立工業高等専門学校）

分散型電源を目的とした単一トランスを用いる三方向絶縁型コンバータにおける出力電流非干渉制御
･･･････････････◎木村雄希（長岡技術科学大学）・柳

洋成・岩谷一生（TDK ラムダ）・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）

1-3(6p)

広い電圧駆動範囲に対して動作モード切り替え法を用いた T-type Dual Active Bridge DC-DC コンバータの電
圧制御法

1-4

DAB DC-DC コンバータの低出力領域における ZVS 実現のためのスイッチイング方式の実験的検証

1-5

GaN パワーデバイスを用いた車載用 DC-DC コンバータの検討

･･･････････････････････････････････････････････ ◎比嘉

隼・宅間春介・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

･････････････････････････････ ◎齋藤裕貴・ムハンマドハザルアズメールビンアビマレク・柿ヶ野浩明（立命館大学）
･･･････････････････････････････････････ ◎金

岐泰・関戸基生・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-2

パワーエレクトロニクス（スイッチング素子）
座長：中西俊貴（三英社製作所）

1-6

高速 GaN スイッチング回路の高精度電圧プロービング検討
･･････････････････････････････････････････････････････････ ○長浜

竜（岩崎通信機）・髙木茂行（東京工科大学）

1-7

繰り返し UIS 試験における SiC スイッチング素子の劣化評価

1-8

熱異方性のあるグラファイトを用いたパワーモジュール用放熱基板の熱干渉低減に関する数値的検討

1-9

Ni メッキ接合を用いた SiC パワーモジュールのスイッチング損失評価

･･････････････････････････････････････････････････ ◎相良光彦・和田圭二（首都大学東京）・西澤伸一（九州大学）
････････････････････････････････････････････････････････ ◎福永崇平・舟木

剛（大阪大学）・沓水真琴（カネカ）

･･････････････････････････････････････ ◎糸瀬智也・川越彬央・今給黎明大・小迫雅裕・匹田政幸（九州工業大学）・
巽 宏平・飯塚智弘（早稲田大学）・佐藤信明・清水孝司・上田和敏（三井ハイテック）

1-10

SiC-MOSFET インバータのサージ電圧抑制－スナバコンデンサの検討－
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎石川光亮・小笠原悟司・竹本真紹・折川幸司（北海道大学）

8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-1

力制御
座長：駒田

諭（三重大学）

2-1

ディザー信号を考慮したカルマンフィルタとノッチタイプオブザーバによる力センサレス力制御システム

2-2

2 次元触覚ディスプレイ実現に向けたアクチュエータの同時制御のための計算時間に関する基礎検討

2-3

温調に基づく射出成形機の力バランス制御システムの開発その１

2-4

温調に基づく射出成形機の力バランス制御システムの開発その２

2-5

周回出力に基づいた上肢先端における最大出力分布の推定

･･･････････････････････････････････････････････ ○神谷直季・大石

潔・横倉勇希・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎島津晃大・永井栄寿・河村篤男（横浜国立大学）
･･････････ ◎堀田大吾・山口毅秀・森田
････････････････････ ◎松井佑樹・大石
････ ◎後藤

洋（住友重機械工業）・松井佑樹・横倉勇希・大石
潔・横倉勇希（長岡技術科学大学）・森田

優・藤代崇弘・下野誠通（横浜国立大学）・池内
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康・赤塚浩二・植松

潔（長岡技術科学大学）

洋・堀田大吾（住友重機械工業）
博・竹中

透（本田技術研究所）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-1

回転機制御技術（回転機制御一般 I）
座長：大沼

巧（沼津工業高等専門学校）

3-1(6p)

電流制御系を考慮した永久磁石同期モータのセンサレス速度制御の安定性解析

3-2

マルチコアプロセッサ上への実装時における並列度向上に向けたマルチレート電流制御系の解析

････････････････････････････････ ○前川佐理・杉本麻梨子（東芝）・石田圭一・野木雅也・金森正樹（東芝キヤリヤ）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎井上雅理・黒柳彰宏・枝廣正人・道木慎二（名古屋大学）

3-3

遺伝的アルゴリズムを用いた PMSM の空間高調波を含んだパラメータ同定手法の検討

3-4

磁気飽和を考慮したシンクロナスリラクタンスモータの停止時における全パラメータ同定法

3-5

インダクタンス変動にロバストな巻線温度センサレスの実験的検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎須藤鎮喜・赤津

観（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎藤原俊吾・森本茂雄・井上征則・真田雅之（大坂府立大学）
･･････ ◎岩田大輝・大石

潔・横倉勇希・岡田裕司（長岡技術科学大学）・井出勇治・倉石大悟・高橋昭彦（山洋電気）

8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-2

電気機器一般（電気機器一般 I）
座長：中村雅憲（中部大学）

3-6

Y 結線型冗長レゾルバの基礎検討

3-7

高温インバータ励磁下のヒステリシスおよび鉄損特性の一検討

･････････････ ◎池田紘子・滝澤勇二・山口信一・森田友輔・伊藤一将・阿久津

悟・廣谷

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎八尾

3-8(6p)

ツインドライブアクチュエータの試作と評価

3-9

変圧器における部分放電発生時の異音検出手法の検討

･････････････････････････････････････････････ ◎石井隆明・野中

迪・岡崎広大（三菱電機）

惇・畠山哲夫（富山県立大学）

剛・前田修平・多良文宏・大﨑幹生（安川電機）

･････････････････････････････････････････････････ ◎内山陽介・平野太一・小貫素彦・鈴木秀康（東日本旅客鉄道）

3-10(6p) 遠距離での共振型非接触電力伝送
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎亀好秀憲・稲森真美子・森本雅之（東海大学）

8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 理工学部講義棟 A（201）

R4-1

自動車技術（自動運転・ITS・他）
座長：浜松芳夫（日本大学）

4-1

インテリジェント交通流における車間距離の維持行動とその効果についての基礎検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎李

正宇・星野貴弘・浜松芳夫（日本大学）

4-2(6p)

先進運転支援システムにおける操舵状態オブザーバの外部トルクに着目したハンズオンオフ検出の実験的検証

4-3

MBD における蓄電池評価のための電動車両モデル

4-4

ニューラルネットワークを用いた自動運転用ミリ波レーダーの精度向上手法

4-5

2 電源 HEECS チョッパへの間欠 PDM 制御導入による出力電圧制御の周波数特性

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○皆木

亮（ADTech）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○井上修司（パナソニック）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎粟飯原亮太・藤本康孝（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎田村文太郎・石橋隆之・河村篤男（横浜国立大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 28 日（火） 16:50 〜 18:30
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-1

スマートファシリティ・システム
座長：市川紀充（工学院大学）

5-1

ディープラーニングによる大病院の電力需要の予測
･････････････････････････････････････････････････････････ ◎馬場哲平・水野裕志・松井信正（長崎総合科学大学）

5-2(6p)

工場における一次エネルギーコスト削減のためのエネルギープラント最適運用計画と最適運用計画の統合
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川口嵩平・福山良和（明治大学）

5-3

高抵抗接地状態における重地絡から発生する短絡事故への移行現象解明
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎孫

如凱・遠藤和輝・西村和則（広島工業大学）

5-4(6p)

文脈を利用したセンサドリフト異常に関するビル空調系統の順位付け手法

5-5

メカナムホイールを用いた移動ロボットのフィードバック制御

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎森山拓郎・石井
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤

岳（東芝）

稔・浜松芳夫・星野貴弘（日本大学）

8 月 29 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-3

パワーエレクトロニクス（非接触給電）
座長：日下佳祐（長岡技術科学大学）

1-11(6p) オープン型コイルを用いたワイヤレス電力伝送システムの kQ 積の一同定法
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎畑

勝裕・居村岳広・堀

1-12

共振周波数追従制御を適用した水中探査機向け非接触給電システムの負荷電圧特性の検討

1-13

漏洩磁界キャンセル用短絡巻線によるワイヤレス給電コイルのインダクタンス変動の定式化

洋一（東京大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎米田昇平・木船弘康（東京海洋大学）
･････････････････････････････････････････････････････････ ◎古川啓太・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-14(6p) 近接場電磁界結合通信と位相シフト型電力変換回路を用いた双方向電力制御型コンタクトレスコネクタ
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎石川敬祐・石垣将紀・杉山隆英（豊田中央研究所）

8 月 29 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-4

パワーエレクトロニクス（大容量インバータ）
座長：長谷川一徳（九州工業大学）

1-15

キャリア交換レベルシフト PWM を適用した SDBC インバータの電圧スパイク抑制法

1-16

デルタ結線カスケード STATCOM のコンデンサ電圧脈動抑制制御

1-17

低周波送電用多重インバータとキャリア周波数の検討

1-18

太陽光発電プラント向け 1500Vdc - 2.55MW 高パワー密度インバータ

････････････････････････････････････････････････ ◎工藤悠生・Sochor Paul・萩原

誠・赤木泰文（東京工業大学）

･･･････････････････････････････････････ ◎俄斯拉諾・竹下隆晴・國井康幸・岩月秀樹・上田
･･･････････････････ ○寺島淳史（愛知工業大学）・中田篤史（静岡理工科大学）・鳥井昭宏・元谷

玄（名古屋工業大学）
卓（愛知工業大学）

･･･････････････････････････ ◎深澤一誠・多和田義大・吉住友樹・勝倉朋也・高橋伸広（東芝三菱電機産業システム）
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一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-5

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ II）
座長：川上太知（大阪府立大学工業高等専門学校）

1-19

3 レベル動作を有する Dual Active Bridge コンバータを用いた非線形デッドタイム誤差領域における電圧制御
法
･････････････････････････････････････････････････････････ ◎河内謙吾・渡辺大貴・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-20

三相変圧器の零相電流を用いた DC-DC コンバータ回路の検討

1-21

3.3kV HEECS 用チョッパ単体試作および DAB 動作確認試験

1-22

鉄道車両用 ZVS-PWM 制御 3 レベル DC/DC コンバータの実験検証

･････････････････････････････････････ ○糸川祐樹・網本健志・川井由宇・奥田達也（三菱電機先端技術総合研究所）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○弦田幸憲・小原秀嶺・河村篤男（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○糀

芳信・三島智和（神戸大学）

8 月 29 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-6

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 I）
座長：阿部晃大（東京都立産業技術高等専門学校）

1-23

直列形アクティブフィルタを用いたハイブリッド静止形無効電力補償装置の新しい制御法

1-24

アクティブバッファ付き単相‐三相電力変換器のチョッパ回路に関する検討

1-25

Seamless Control of Grid-Connected Inverter during Multiple Phases Disconnection of Double Circuit
Transmission Line in a Weak Grid

1-26

多重方形波インバータとアクティブフィルタを直列接続したマルチポート系統連系インバータに関する基礎検
討

･･････････････････････････････ ◎佐竹幸栄・常盤歩夢・山田洋明・田中俊彦（山口大学）・福田光則（中国電機製造）
･･･････････････････････････････････ ◎中野宏昭（同志社大学）・山下尚也（ダイキン工業）・加藤利次（同志社大学）

･･･････････････････････････････････････ ◎劉

･･･････････････････････････････ ◎宮下

奔（横浜国立大学）・吉野輝夫（TMEIC）・河村篤男（横浜国立大学）

充・比嘉

隼・伊東淳一（長岡技術科学大学）・野下裕市（東京農工大学）・
石橋正基（東京都立産業技術高等専門学校）

8 月 29 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-2

センシング
座長：五十嵐

2-6

洋（東京電機大学）

極細熱電対の開発と多点式温度センサへの応用
････････････････････････････････ ○沼尻治彦・佐々木正史・倉持幸佑・河原大吾（東京都立産業技術研究センター）・
童子俊一・西山 武・桐田麗香・青島幸広・山口幸広・福盛慎也（日本熱電機製作所）

2-7

パワーエレクトロニクスのための広帯域高精度電流センサの開発

2-8

非接触交流電圧検出器の基礎研究

2-9

無人航空機向け光無線通信・位置姿勢計測統合システムの研究

･････････････････････････････････ ○原野正幸・依田

元・関

憲一・林

和延・小宮山哲也・山田修平（日置電機）

･････････････････････････････････････････････････････ ◎佐川秀哉・長洲正浩・皆藤新一（茨城工業高等専門学校）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 松家大介・◎波田野利昭（日立製作所）
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一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-3

回転機制御技術（SR モータ制御）
座長：石川裕記（岐阜大学）

3-11

センサレス駆動 SR モータの転流角最適化による効率改善

3-12

異なる制御法による SR モータの振動・騒音抑制効果の比較検証

････････････････････････････････････････････････ ◎石田博之・吉田俊哉（東京電機大学）・茨田敏光（荏原製作所）
･････････････････････････････････････････････････ ◎森下創史・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

3-13

SRM ベクトル制御の汎用マイコンへの実装

3-14

磁化特性の数式モデルに基づくゼロトルクリプル下における SRM の電流実効値と DC 電流リプルの低減手法

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松本将来・赤津

観（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎熊谷崇宏・伊東淳一（長岡技術科学大学）

8 月 29 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-4

回転機（誘導モータ）
座長：小坂

3-15

かご形磁界共振結合モータの基本特性と等価回路による検討

3-16

磁石併用高トルク誘導機

3-17

空間高調波を二次励磁に活用した集中巻ステータ構造のかご形誘導電動機の基礎検討

3-18

固定子電流パワースペクトル監視によるインバータ駆動電動機の軸受異常検出

卓（名古屋工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎秋山貴伸・瀧嶋健太・堺

和人（東洋大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎杉山直輝・堺

和人（東洋大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎青山真大・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････ ◎金丸

誠・大久保拓哉・佐野壮太・佐竹

彰・寺島

覚（三菱電機）

8 月 29 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-5

回転機制御技術（モデル予測制御）
座長：井上征則（大阪府立大学）

3-19

PMSM のモデル予測電流制御におけるセンサレス制御のための電圧ベクトル射影
･･･････････････････････････････････ ◎野村勇太・栗林

徹・高木

佑・残間忠直・小岩健太・劉

康志（千葉大学）

3-20(6p) インバータ出力電圧制限を考慮した PWM モデル予測制御に基づく PMSM の最適電流制御
･････････････････････････････････････････････ 小岩健太・○残間忠直・栗林

徹・野村勇太・劉

3-21

モデル予測制御に基づく PMSM 電流制御系のテーブル実装における参照法の検討

3-22

負荷トルク補償機能を有するモデル予測速度制御

康志（千葉大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎嶋岡雅浩・道木慎二（名古屋大学）
･････････････････････ ◎河合宏明（神戸製鋼所）・Zhang Zhenbin（山東大学）・Kennel Ralph（ミュンヘン工科大学）

8 月 29 日（水） 10:40 〜 11:40
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-6

回転機（リラクタンスモータ）
座長：青山真大（静岡大学）

3-23

ベクトル制御を用いた電気自動車用高速 SRM の検討

3-24

同期リラクタンスモータにおける 2 種類のロータコアの組み合わせによるトルクリプル低減

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎髙橋将軌・赤津

観（芝浦工業大学）

･･･････ ◎山本裕斗・森本茂雄・真田雅之・井上征則（大阪府立大学）・玉村周平・前谷達男（WOLONG モーター制御）

3-25(6p) 同期リラクタンスモータモデルを用いたトポロジー最適化によるトルクリプル低減要因に関する検討
･･･････････････････････ ○貝森弘行（サイエンスソリューションズ）・岡本吉史（法政大学）・若尾真治（早稲田大学）

− 38 −
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一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 9:20 〜 11:40
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-2

電気鉄道（電車線）
座長：根津一嘉（鉄道総合技術研究所）

5-6

ブースターセクションにおける直列コンデンサの効果検証

5-7

トロリ線とすり板間に生じる長アークの挙動解析に向けた電磁熱流体シミュレーションの開発

･･･････ ○甘利

智・薄井敏彦・志賀裕賢・引地邦和・大澤美孝・佐藤拓哉・竹原長巳・長谷川洋明（東日本旅客鉄道）

･･････ ◎小久保翔太・真栄田義史・岩田総司・根本雄介・岩尾

徹（東京都市大学）・早坂高雅（鉄道総合技術研究所）

5-8

張力とアーク極性がトロリ線断線形状に与える影響

5-9

高耐食亜鉛合金めっき鋼より線とコネクタクランプの接続部における腐食状態評価

5-10

砕石基礎支持物の強度検定方法に関する研究

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎和田祥吾・伊東和彦・早坂高雅（鉄道総合技術研究所）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎近藤優一・川原敬治（西日本旅客鉄道）
･････････････････････････････････････････ ◎池田浩司・立花悠哉・長山健太郎・柴田和喜・伊藤和博・佐々木大樹・
村上雅樹・池ノ谷 亨・西郡幸春（東日本旅客鉄道）

5-11

門形支持物における線路方向の固有周期への架線による影響

5-12

ミューオンを用いた不明基礎種別判別の検証

･･･････････ ◎道本武泰（東日本旅客鉄道）・原田

智（鉄道総合技術研究所）・根崎

誠・加藤

洋（東日本旅客鉄道）

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎出川定弘・藤倉英聡・加藤

洋（東日本旅客鉄道）

8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-7

パワーエレクトロニクス（マルチレベルコンバータ）
座長：米田昇平（東京海洋大学）

1-27

多重三相インバータの直流回路リプル電流低減

1-28

フライングキャパシタ形線形増幅回路におけるキャパシタ電圧バランス制御の基礎検討

1-29

電流不連続モードを適用した 3 レベルフライングキャパシタコンバータの動作検証

･････････････････････････････････････････････････ ◎水島清也・三木大和・中島直哉（東芝三菱電機産業システム）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎大野達樹・片山正也・小原秀嶺・河村篤男（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････ ◎石橋諒一・レ

ホアイナム・渡辺大貴・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-30(6p) モジュラー・マルチレベル DSCC 変換器を用いた実時間・実電力エミュレータ：高速誘導電動機駆動システム
への応用
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎斉藤健一朗・赤木泰文（東京工業大学）

1-31

MMC 方式を適用した 12.65MVA VSC の開発

〜バルブ編〜

･･････････････････････ 石黒崇裕・飯尾尚隆（東芝エネルギーシステムズ）・◎大木隆広（東芝三菱電機産業システム）

1-32

MMC 方式を適用した 12.65MVA VSC の開発

〜制御装置編〜

････････････････････････････････････････････････････････････ 石黒崇裕・飯尾尚隆（東芝エネルギーシステムズ）・
◎浦部宏之・臼木一浩・川上紀子（東芝三菱電機産業システム）
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一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-8

パワーエレクトロニクス（コンポーネント）
座長：今岡

淳（名古屋大学）

1-33(6p) 電力用空心インダクタの線束分割方法と損失特性
･･･････････････････････････････ ◎松田和也・永井歩美（奈良工業高等専門学校）・中濱真之・前田浩延（ダイヘン）・
石飛 学（奈良工業高等専門学校）

1-34

異なる磁気特性を有するパウダーコアの複合化による DC/DC コンバータ用インダクタの性能向上に関する研
究

1-35

トポロジー最適化を用いたインダクタンスキャンセル構造の導体パターン設計の検討

･････････････････････････････････････････ ◎伊藤広一郎・青木達也・今岡

淳・石倉祐樹・山本真義（名古屋大学）

･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎野村勝也・高橋篤弘・小島 崇（豊田中央研究所）・
山崎慎太郎・矢地謙太郎・坊 大貴・藤田喜久雄（大阪大学）

1-36

ダイオード整流器・三相 PWM インバータシステムにおける直流リンクコンデンサのモニタリング手法

1-37

電力変換装置の素子接合部温度計算の簡易化

1-38

衝撃吸収材を用いた基板の振動・衝撃応答の検証

････････････････････････････････････････････････ ◎長谷川一徳・大村一郎（九州工業大学）・西澤伸一（九州大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎原田翔平・家田
･････････････････････････････････････ ○椋木

誠・古谷峻千・長坂邦昭・加々美

潤（東芝三菱電機産業システム）
明（東芝三菱電機産業システム）

8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-9

パワーエレクトロニクス（ゲートドライバ）
座長：折川幸司（北海道大学）

1-39

ゲート - ソース間電圧とゲート電荷を用いた SiC MOSFET の短絡保護回路開発

1-40

共振ネットワークを用いた複合共振型ゲート駆動回路の検討

･････････････････････････････････････････････････････ ◎矢野新也・中松佑介・堀口剛司・曽田真之介（三菱電機）
･･････････････････････････････････ ◎井上季樹・三浦友史・伊瀬敏史（大阪大学）・服部文哉（パワエレアカデミー）

1-41

dV/dt ストレスによる SiC-MOSFET のゲート誤点弧の温度依存性
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎中田修平・田中祥太・北川竣也・沖崎瑞希（金沢工業大学）

1-42(6p) GaN HEMT 誤点弧現象の解析及び設計法に関する研究
･････････････････････････････ ◎岩城聡明・澤田高志（名古屋大学）・石脇誠也（島根大学）・山本真義（名古屋大学）

1-43

キャパシタンストランジスタによるプッシュプル自励型ゲートドライバの発振周波数補償
･････････････････････････ ◎水島卓也・田中伽津嵯（長崎大学）・石橋尚之・広川正彦（TDK）・甲木昭彦（長崎大学）

8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-10

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ I）
座長：高橋広樹（安川電機）

1-44

AC-AC 変換の昇降圧動作と昇圧時の波形改善を実現するリバーシブルマトリックスコンバータ

1-45

三相 4 線式昇圧形マトリクスコンバータの不平衡負荷を考慮した負荷電圧一定制御

1-46

PIS 補償器を用いた三相 4 線式マトリックスコンバータの不平衡負荷及び負荷変動に対応した負荷電圧制御

1-47

交直両用直接形電力変換器の研究

1-48

Three-Level Single-Phase Current-Source AC/DC/AC Conversion System with Reduced Switching Device
Counts

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎奥園広大・芳賀

仁（長岡技術科学大学）

････････････････････････････････････････････ ◎杉野雅樹・小山昌人・山村直紀（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
･･････････････････････････････････････････ ◎酒井田純也・山村直紀・小山昌人（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
････････････････････････････････････････････ ◎豊

大樹・小山昌人・山村直紀（三重大学）・石田宗秋（中部大学）

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎プリアンダナエカ
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ラーマン・野口季彦（静岡大学）
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MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-3

知的産業システム
座長：市川紀充（工学院大学）

2-10

軌跡情報を用いた粗い地図情報に基づく自己位置推定手法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎利光

遼・藤本康孝（横浜国立大学）

2-11(6p) 深層強化学習による施工機械の経路最適化
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎田邉峻也・孫

2-12(6p)

澤源・中谷優之・内村

裕（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎葛生一樹・内村

裕（芝浦工業大学）

並列分散 PfGA による建設重機の作業経路の最適化

2-13(6p) コレントロピーに基づく Particle Swarm Optimization を用いた Artificial Neural Network によるショーケース
データの故障解析
････････ ◎大高直哉・福山良和（明治大学）・川村

雄・村上賢哉・アダモサンタナ・飯坂達也・松井哲郎（富士電機）

2-14

畳込みニューラルネットワークによる雲画像の差分情報を用いた降雨予測手法

2-15

国内原子力発電所

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎塚原

プラント監視系システム向け

･････････ ○瀬川友作・岡本雅巳・福冨孝浩・荒川

純・藤本康孝・筆保宏徳（横浜国立大学）

サイバーセキュリティ

健・大場

功・平川大介・富永真哉（東芝エネルギーシステムズ）

8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-4

モーションコントロール I
座長：内村

裕（芝浦工業大学）

2-16

高周波電圧印加による変位量推定とブリッジ回路を併用した圧電アクチュエータの位置センサレス制御

2-17

多慣性環境のインピーダンス内部パラメータの同定

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎櫻木佑哉・関

健太・岩崎

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎武藤大貴・横倉勇希・大石

誠（名古屋工業大学）
潔（長岡技術科学大学）

2-18(6p) Back-drivability Improvement of Geared 2-inertia System Based on Disturbance Observer and Load-side
Disturbance Observer
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎徐

2-19

爽・横山

稔・下野誠通（横浜国立大学）

高応答バックフォワードドライバビリティのための負荷側速度オブザーバを用いたねじれトルク制御系の広帯
域化
･･･････････････････････････････････････････････ ◎川合勇輔・横倉勇希・大石

潔・宮﨑敏昌（長岡技術科学大学）

2-20(6p) Vibration Suppression of Electromagnetic-Force-Restoration Weighing Cell Using Wave Control
･･･････････････････････････････････････ ◎ Hiroki Kurumatani・Yuki Inoue・Satoshi Nishimura（Keio University）・
Masahiko Isaka・Ryo Shimane・Takuya Tanaka（K.T.MFG. CO., LTD.）
・
Seiichiro Katsura（Keio University）

8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-7

回転機制御技術（同期モータ制御）
座長：牧島信吾（東洋電機製造）

3-26

PMSM 駆動システム用磁束オブザーバの二重化による電機子抵抗推定法
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎篠原篤志・山本吉朗（鹿児島大学）

3-27

小振幅加振トルクにおける IPMSM の電圧飽和回避制御

3-28

2 次元テーブルを用いて磁気飽和を考慮した同期機制御方式の実機適用と動作検証

3-29

永久磁石同期モータの高効率化に適した最適化アルゴリズムの検討 II

3-30

パラメータ変動の大きな IPMSM における最大トルク制御座標系の位相測定法

3-31

IPMSM の最大トルク制御座標上における電流制御系のゲイン設計

･･････････････････････････････ ◎松浦亮平・竹下隆晴（名古屋工業大学）・濱田鎮教・久保
･･････････････ ◎手塚久貴・中村利孝・新村直人・林

肇・只野裕吾（明電舎）

誠（東芝三菱電機産業システム）・竹内活徳・松下真琴（東芝）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○安藤隆裕・高木茂行（東京工科大学）
････････････････････････････････････････ ◎山本拓也・大沼

巧（沼津工業高等専門学校）・道木慎二（名古屋大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木昭義・大沼
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巧（沼津工業高等専門学校）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-8

回転機制御技術（回転機制御一般 II）
座長：前川佐理（東芝）

3-32

エアギャップ磁束密度の高調波成分に着目した多相 MATRIX モータのトルク増大方法の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎坂本駿弥・岡島佑大・赤津

観（芝浦工業大学）

3-33(6p) マルチインバータ駆動モータの極数変換時の制御特性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎矢野秀征・堺

3-34

デュアルインバータで駆動するダブルデルタソース巻線モータの巻線電流の独立制御法

3-35

デュアルインバータ駆動オープン巻線誘導機の低速度領域におけるモータ損失改善

3-36

３多重巻線同期機のモデル化と電流制御

3-37

巻線切替と 9 スイッチインバータを用いた永久磁石同期モータの広範囲可変速ドライブ

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎橋場知広・芳賀
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎水越彰仁・芳賀
････････････････ ◎岡本友里子・米谷晴之・佐竹

和人（東洋大学）

仁（長岡技術科学大学）
仁（長岡技術科学大学）

彰（三菱電機）・鈴木寛充・新村直人（東芝三菱電機産業システム）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎片山翔太・芳賀

仁（長岡技術科学大学）

8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-9

回転機制御技術（回転機制御一般 III）
座長：佐竹

彰（三菱電機先端技術総合研究所）

3-38(6p) 一般化磁束推定法を用いた同期リラクタンスモータのセンサレスベクトル制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○新中新二（神奈川大学）

3-39(6p) センサレス誘導電動機の広範囲駆動のための直接周波数形ベクトル制御法
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中村直人・新中新二（神奈川大学）

3-40(6p) 単相誘導電動機の補助巻線電流制御による始動特性改善
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎井坂

聡・吉田俊哉（東京電機大学）

3-41

重畳周波数分散による信号重畳法を利用した DyCE 原理に基づく適応位置センサレスサーボシステムの低騒音
化

3-42

FPGA を用いた PMSM の重みつき移動平均 1MHz マルチサンプリングデッドビート制御による高速応答性の
実験的検討

･･･････････････････････････････ ◎河村尚輝（千葉大学）・長谷川

勝（中部大学）・劉

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎高橋
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康志・残間忠直（千葉大学）

新・矢後伸一郎・横山智紀（東京電機大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-10

回転機制御技術（回転機制御一般 IV）
座長：宮島孝幸（ダイキン工業）

3-43

高力率単相ダイオード整流をもつ電解コンデンサレスモータドライブのデュアルインバータ適用によるトルク
脈動抑制
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎西尾元紀・芳賀

仁（長岡技術科学大学）

3-44

電解コンデンサレス単相－三相インバータのモータ電流制御に基づく直接直流リンク電流制御

3-45

IPMSM 駆動用電解コンデンサレスインバータにおける入力電流高調波規制を満足するスイッチング周波数低
減制御に関する検討

････････････････ ◎阿部晃大（東京都立産業技術高等専門学校）・大石

･･･････････････ ◎荒木雄志・大石

潔・芳賀

仁・横倉勇希（長岡技術科学大学）

潔・横倉勇希（長岡技術科学大学）・阿部晃大（東京都立産業技術高等専門学校）・
小林孝次・柏原辰樹（サンデンアドバンストテクノロジー）

3-46

2 相インバータによる瞬時ベクトル制御の特性

3-47

3 相モータ駆動のための 2 相インバータの弱め界磁制御法

･･･････････････････････ ◎白石拓也・エコングウフォートウフォート・中出智之・稲森真美子・森本雅之（東海大学）
･････････････････････････････････ ◎中出智之・エコングウフォートウフォート・稲森真美子・森本雅之（東海大学）

8 月 29 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-3

電気鉄道（変電 I）
座長：久野村

5-13

電鉄用変電所におけるき電電力量の偏りに関する考察

5-14

電鉄用直流変電所の設備ダウンサイジングに関する検討

･･･････････････････････････････････････ ◎福原

健（東海旅客鉄道）

卓・西村一実・百瀬智文・傘木伸樹・阿部泰久（東日本旅客鉄道）

････････････････････････････････････ ◎佐藤栄徳・阿部正太朗・亀島健司・阿部智美・岡本英敏（東日本旅客鉄道）・
河津浩典・山本浩嗣・安河内 大（日立製作所）

5-15

直流電鉄用変電所におけるラインテスト装置の機能検証について

5-16

列車制動時に発生する回生電力の横取り現象についての検討

5-17

電力貯蔵装置によるき電電圧降下補償の実証試験

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎今村英樹・明石太輔・宮口浩一（西日本旅客鉄道）
･･････････････････････････ ○中嶋

誠・松本

晃・大和久智宏・林屋

･･････････････････････････････････････････ ◎南之園弘太・橋本

均（東日本旅客鉄道）・井上

慎（東日本旅客鉄道）・安河内

一（永楽電気）

大（日立製作所）

8 月 29 日（水） 15:40 〜 17:20
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-4

電気鉄道（変電 II）
座長：川原敬治（西日本旅客鉄道）

5-18

直流き電電圧降下を視覚化する機械的モデル

5-20

静止形 FC と回転形 FC の列車負荷分担制御に関する検討

5-21

静止型切替開閉器使用時の列車負荷解放特性の把握

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○松崎俊太郎・橋本
･････････････････････････････････････････････････ ◎守山浩史・清水俊匡・甲斐正彦・久野村

慎（東日本旅客鉄道）
健（東海旅客鉄道）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎蓜島伸隆（東日本旅客鉄道）

5-22

静止形切替用開閉器のスナバ回路の高調波電流に対する検討
･･･････････････････････ ◎鈴木直樹・甲斐正彦・久野村 健（東海旅客鉄道）・宮嶋宏樹（東芝インフラシステムズ）・
桝井 健（三菱電機）・市橋憲幸・中林重幸（東芝三菱電機産業システム）

5-19

新幹線車両主変換装置による電車線電圧降下補償制御の検討
･････････････････････････････････････････････････ 久野村
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健・佐藤賢司・◎清水俊匡・丸野雄也（東海旅客鉄道）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-11

パワーエレクトロニクス（AC-DC コンバータ）
座長：池田風花（宇部工業高等専門学校）

1-49

変形台形波変調と PAM 制御を用いた直列接続洋上風力発電

1-50

並列サイリスタ素子の電流バランス検討

･･･････････････････････････････････････････････････ ○木村紀之・川畑尚暉・森實俊充・大森英樹（大阪工業大学）
･････････････････････････････････････････････････ ◎貝本

1-51(6p)

羽・田辺友章・清原豊彦（東芝三菱電機産業システム）

SiC パワーデバイスの高耐圧特性を用いた交流電気車トランスレス化回路及び絶縁状態確保のための基礎検討
･･･････････････････････････････････････････････････････ ○福田典子・田口義晃・小笠正道（鉄道総合技術研究所）

1-52

新北海道本州間連系設備に適用する自励式 HVDC 変換器の開発
････････････････････････････････････････････････ ◎柏木航平・伊村正幸・川上紀子（東芝三菱電機産業システム）・
鈴木大地（東芝エネルギーシステムズ）・三浦昭彦（北海道電力）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-12

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ II）
座長：Goh Teck Chiang（豊田中央研究所）

1-53

マトリックスコンバータと PWM 整流器で構成する高周波絶縁 AC-DC 変換器の制御法

1-54

マトリックスコンバータを用いた双方向絶縁形 AC/DC Dual-Active-Bridge コンバータにおける励磁電流を考
慮した制御法

1-55

配電用三相 / 単相マトリクスコンバータにおける入力側の電流・電圧情報を用いた負荷電圧一定制御法

1-56

高周波誘導加熱応用三相‐単相ダイレクト AC-AC コンバータの提案

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎大沼喜也・宮脇

･･････････････････ ◎佐久間謙介・繁内宏治（千葉大学）・徐

進・下里

慧（長岡パワーエレクトロニクス）

昇（Myway プラス）・佐藤之彦（千葉大学）

････････････････････････････････････････････ ◎西本政宗・山村直紀・小山昌人（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
･･････････････････････････････････････････････････ ○河嶋亮輔・三島智和（神戸大学）・井出千明（富士電子工業）

8 月 30 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-13

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 II）
座長：春名順之介（宇都宮大学）

1-57

双対性からみた電力変換に関する検討

1-58

パワーデカップリング形発電動作点制御回路における GCC 機能の実機検証

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････○古関庄一郎（古関 PE 事務所）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎関口貴哉・清水敏久（首都大学東京）

1-59(6p) 蓄電池併設型太陽光発電用 PCS の受電点潮流に応じた力率制御に関するフィールド試験
････････････････････････････････････････ ○遠藤浩輝・吉岡佑介（ＧＳユアサ）・井上

1-60

馨・加藤利次（同志社大学）

IEC TC22 MT3 の活動状況と規格改正のための検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○吉野輝雄（東芝三菱電機産業システム）
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一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-14

パワーエレクトロニクス（マトリックスコンバータ III）
座長：大沼喜也（長岡パワーエレクトロニクス）

1-61

高周波リンク形マトリクスコンバータの出力電圧誤差を考慮したソフトスイッチング用回路パラメータの算出

1-62

三相 - 高周波単相マトリックスコンバータの 1 ステップ転流法

･･･････････････････････････････ ◎林

健太郎・小山昌人（三重大学）・石田宗秋（中部大学）・山村直紀（三重大学）

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎宅間春介・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-63(6p)

Modular Matrix Converter (MMxC) を用いた急速充電用電力変換器の実機検証
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木一馬・竹下隆晴（名古屋工業大学）

1-64

昇圧モータ駆動回路と三相絶縁充電器を統合した電源システムの実験検証
････････････････････ ○ゴーテックチャン・戸村修二・杉山隆英（豊田中央研究所）・北村康宏・深田雅一（デンソー）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-11

回転機制御技術（同期モータセンサレス制御 I）
座長：篠原篤志（鹿児島大学）

3-48

永久磁石同期電動機の位置推定方法組み合わせによるセンサレス制御可能範囲拡大の検討

3-49

IPMSM の位置センサレス制御のための拡張誘起電圧に基づく同一次元オブザーバの極配置

･････････････････････････････････ ◎堀田征史・塚本健郎・廣野大輔（サンデン・オートモーティブコンポーネント）
･･･････････････････････････････････････ ◎馬渕俊弥・冨田睦雄（岐阜工業高等専門学校）・長谷川 勝（中部大学）・
道木慎二（名古屋大学）・加藤真二（岐阜工業高等専門学校）

3-50

IPMSM の磁気飽和現象にロバストな磁束モデルに基づく矩形波電圧重畳を用いた低速位置センサレス最大ト
ルク制御

3-51

信号重畳を利用した拡張誘起電圧による位置センサレス制御の応答性改善

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松本

純（中部大学）

･･････････････････････････････････････ ◎二村拓未・道木慎二（名古屋大学）・古川智康・蓑島紀元（豊田自動織機）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-12

回転機（永久磁石モータ I）
座長：堺

和人（東洋大学）

3-52

不可逆減磁を考慮した自動車駆動用 Dy フリーボンド磁石適用 PMASynRM と希土類焼結磁石適用 IPMSM の
特性比較

3-53

出力密度・効率向上のために低鉄損材料と強磁力磁石を適用した自動車駆動用 2 層 IPMSM の運転特性

･････････････････････････････････････････････････ ◎小林眞莉香・森本茂雄・真田雅之・井上征則（大阪府立大学）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎井本涼太・真田雅之・森本茂雄・井上征則（大阪府立大学）

3-54(6p)

高 Bs ナノ結晶合金を採用した究極高効率モータの開発
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○榎本裕治・出口見多・今川尊雄（日立製作所）

3-55(6p) Sm-Fe-N 磁石適用によるアモルファスモータの高出力化に関する検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎出口見多・榎本裕治・床井博洋（日立製作所）
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一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（102）

R3-13

回転機制御技術（同期モータセンサレス制御 II）
座長：松本

3-56

純（中部大学）

拡張誘起電圧モデルと最大トルク制御座標系併用による Lq 変動にロバストな位置センサレス制御
････････････････････････････････････････ ◎太田和希・道木慎二（名古屋大学）・大沼

巧（沼津工業高等専門学校）

3-57(6p) 永久磁石同期モータのための高周波電圧印加と最小次元 D 因子拡張磁束状態オブザーバを用いた広範囲センサ
レス駆動法
････････････････････････････････････････････････････ ○細岡

竜・村上穣視（サージュ）・新中新二（神奈川大学）

3-58

パターンマッチング手法による位置センサレス制御のためのインダクタンス空間分布計測法

3-59

永久磁石同期モータの位置センサレス制御に関する文献調査と高応答化の考察

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○宋

河珉・道木慎二（名古屋大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○正木良三（SunDAS）

8 月 30 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-14

回転機（永久磁石モータ II）
座長：貝森弘行（サイエンス・ソリューションズ）

3-60

積層形アキシャルモータの特性解析
････････････････････ ◎曽根田千夏・佐久間昂輝・浅井

洋・下野誠通（横浜国立大学・神奈川産業技術総合研究所）・
大西公平（神奈川産業技術総合研究所・慶應義塾大学）

3-61

共有メモリ型並列ソルバーを用いた回転機の実応用電磁界有限要素解析の高速化

3-62

永久磁石同期機における電機子巻線循環電流損の評価と低減に関する検討

3-63

焼結ネオジム磁石の形状と配向の最適化による集中巻 IPM モータの特性改善に関する検討

････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎浅沼達也・仙波和樹・山田
･･･････････････････ 山崎克巳・◎古橋享大（千葉工業大学）・大口英樹（東海大学）・今盛

隆（JSOL）

聡・首藤雅夫（富士電機）

･････････････････････････････････････････････････････････････ 山崎克巳・◎近藤涼太・成島広樹（千葉工業大学）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（201）

R4-2

自動車技術（運動制御）
座長：石丸英児（三菱自動車工業）

4-6(6p)

二輪駆動車椅子におけるすべり速度を考慮した安定走行制御
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○野村実希・野崎貴裕・村上俊之（慶應義塾大学）

4-7

電気自動車の減速時スリップ率推定器によるトルク関数制御
･･････････････････････････････････････････････････ ◎ Abd Razak Mohammad Radzi・羽根吉寿正（東京電機大学）

4-8(6p)

4 輪独立駆動する電気自動車を想定したλ -Method に基づくタイヤ力ベクトル制御と負荷率最大化
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎布施空由・藤本博志（東京大学）

4-9

農業用車両運動におけるコーナリングスティフネスと横滑り角の同時推定手法の提案
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木誠人・堀
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洋一・藤本博志（東京大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 理工学部講義棟 A（201）

R4-3

自動車技術（蓄電・給電）
座長：加藤

4-10

崇（日産自動車）

回生型ゲート駆動回路を適用した LC 直列回路方式セル電圧均等化回路のバッテリモジュール充電時における
動作特性
･･････････････････････････････････････ ◎佐藤大記（諏訪東京理科大学・東京理科大学）・星

4-11

高エネルギー・高パワー密度 WO3 電極蓄電池の特性評価

4-12

蓄電池長寿命化のためのハイブリッド電源の負荷配分法

伸一（東京理科大学）

･･････････････････ ○高木茂行（東京工科大学）・佐々木亮人・佐々木敦也・平林英明・片岡好義（東芝マテリアルズ）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎新垣

樹・浦崎直光（琉球大学）

4-13(6p) 走行中ワイヤレス給電に向けたコンデンサレスかつフェライトレス 85kHz 自己共振コイルの層間材料の影響
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎高橋芳明・畑

勝裕・居村岳広・堀

洋一（東京大学）

8 月 30 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-5

電気鉄道（配電）
座長：橋本

5-23

地下駅への直流電力変換装置導入に関する一考察

5-24

駅内配電システムの直流化による省エネルギー効果の定量的評価

5-25

鉄道駅における水素エネルギー供給システムの導入効果検証〜武蔵溝ノ口駅の事例〜

5-26

電気鉄道用き電線の振動によるエナジーハーベストに関する基礎検討

慎（東日本旅客鉄道）

･･････････････････････････････････････ ◎金子勝弘・川原敬治（西日本旅客鉄道）・福島勇児・藤田敬喜（三菱電機）
･･････････････････ ◎薗田洋平・小林慶彦・森

貞雄・川原敬治（西日本旅客鉄道）・竹内勇人・藤田敬喜（三菱電機）

････････････ ◎濱井燃太・志賀博樹・小林義弘・天野昌義（東日本旅客鉄道）・中川隆史（東芝エネルギーシステムズ）
･････････････････ ○杉山達彦・芝田

泰・橋口

原（静岡大学）・武内

紳・田中弘毅・川原敬治（西日本旅客鉄道）・
古賀英明・三屋裕幸（鷺宮製作所）

8 月 30 日（木） 10:40 〜 11:40
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-6

電気鉄道（車両）
座長：渡邉翔一郎（交通安全環境研究所）

5-27

放熱を考慮したリチウムイオン蓄電池モデルによる発熱量を低減する充電電流パターンの効果検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤拓哉・宮武昌史（上智大学）

5-28(6p) 電気車用 VVVF インバータの AM ラジオノイズ対策およびノイズ電流シミュレーションモデル
･･････････････････････････････････ ○東

5-29

聖・伊藤大介（三菱電機）・石田貴仁（Mitsubishi Electric Europe B.V.）・
菅原賢悟（近畿大学）・森本茂雄（大阪府立大学）

ハイブリッド電源 3 レベルインバータの低速域における 2 レベル動作時の直流側電流の解析
･･･････････････････････････ ◎大樂陽介（千葉大学）・近藤圭一郎（早稲田大学）・篠宮健志・石川勝美（日立製作所）
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一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 13:20 〜 14:40
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-15

パワーエレクトロニクス（制御）
座長：渡辺大貴（長岡技術科学大学）

1-65

低変調率動作における PWM 制御性能向上

1-66

三相インバータの力率変動に対応した入力電流高調波を低減するキャリア比較三相変調

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎永井大介・小野里航平（東芝三菱電機産業システム）
･･････････････ ◎西澤是呂久・伊東淳一（長岡技術科学大学）・藤田

1-67(6p)

悟・小高章弘・鳥羽章夫・海田英俊（富士電機）

出力段フィルタレス正弦波インバータのディジタル制御系設計と実機検証
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎廣滋伸一・山中建二・北條昌秀（徳島大学）

1-68

低キャリア周波数領域における 1MHz マルチサンプリング手法を用いた三相 PWM インバータの外乱補償型
デッドビート制御の実験検証
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎植田寛朗・横山智紀（東京電機大学）

8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-16

パワーエレクトロニクス（EMC）
座長：齋藤

1-69

真（芝浦工業大学）

SiC デバイスを用いた絶縁型 AC/DC コンバータにおける伝導性ノイズのモデリングと解析
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎川村勇貴・北川

亘・竹下隆晴（名古屋工業大学）

1-70(6p) 巻線間浮遊容量の簡易推定法を用いた高周波三相コモンモードインダクタのモデリング
････････････････････････････ ◎高橋翔太郎・小笠原悟司・竹本真紹・折川幸司（北海道大学）・玉手道雄（富士電機）

1-71

スイッチング損失と電磁ノイズを考慮した直流側バスバー構造とゲート抵抗の最適設計

1-72

低周波帯域のディファレンシャルモードノイズに対応したアクティブノイズキャンセラの実機検証

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎三井晃司・和田圭二（首都大学東京）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎益子大輝・清水敏久（首都大学東京）

1-73(6p) モータドライブシステムにおけるノイズ伝搬の分析に向けた配線等価回路モデルに関する基礎検討
･････ ◎大松澤考弘・須賀良介（青山学院大学）・長谷川光平・安住壮紀・常盤

1-74

豪（東芝）・橋本

修（青山学院大学）

EMI 抑制を実現する降圧チョッパ回路と CAN の協調制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎白井

諒・清水敏久（首都大学東京）

8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:00
会場 理工学部講義棟 A（102）

R1-17

パワーエレクトロニクス（電力変換器・制御方式 III）
座長：萬年智介（東京理科大学）

1-75

補助変換器を有する双方向チョッパの直流遮断器動作

1-76

パルス密度変調を適用した誘導加熱電源の金属加熱実験

1-77

電力パケット伝送を用いたロボットハンド制御の実機検証

1-78

モデル予測制御を用いた蓄電池エネルギーマネジメント制御開発

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮葉啓彰・萩原

誠（東京工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小森康人・山中建二・北條昌秀（徳島大学）
･･･････････････････････････････････････････････････ ○安藤
････････ ◎加納潤一・嶺岸

聖・浅田和紀・伊藤和矢・横山智紀（東京電機大学）

瞳・小掠哲義・武田憲明・山岡正拓（パナソニック）・赤阪大介（マスワークス合同会社）
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一般セッション

MEMO
8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（211）

R1-18

パワーエレクトロニクス（太陽光発電）
座長：山田洋明（山口大学）

1-79

太陽光発電システムの発電電力量向上にむけた後付け形に適する小容量蓄電システムの充放電制御法

1-80

太陽電池モジュール用 BPD の誘導雷サージによる直列接続絶縁破壊試験

･････････････････････ ◎石橋幹弥・芳賀

仁（長岡技術科学大学）・有松健司（東北電力）・加藤康司（サンケン電気）

･････ ◎大原圭一郎・志賀滉大・南野郁夫・濱田俊之（宇部工業高等専門学校）・桶 真一郎（津山工業高等専門学校）・
石倉規雄（米子工業高等専門学校）・藤井雅之（大島商船高等専門学校）

1-81(6p) 太陽電池パネル間の直流電圧と電流の遮断装置―制御信号の感度についての改良―
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎李

1-82

暁楊・熊野照久（明治大学）

パワーデカップリング機能を有するフライバックコンバータのゼロ電圧スイッチング法
････････････････････････････････ ◎渡辺大貴・伊東淳一（長岡技術科学大学）・伊東洋一・岩渕昭夫（サンケン電気）

1-83(6p) スイッチトキャパシタと PWM コンバータの分圧により素子耐圧を低減可能な LLC 共振形倍電圧整流回路を用
いた多直列太陽電池パネル用部分影補償器
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中根

亨・鵜野将年（茨城大学）

8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:20
会場 経済学部講義棟 2 号館（212）

R1-19

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ III）
座長：長井真一郎（ポニー電機）

1-84

インターリーブ方式昇圧チョッパの高周波動作におけるゼロ電流検出手法の検証
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 小川侑大・○柿ヶ野浩明（立命館大学）

1-85(6p) 高周 波ディジタル制御方式 DC-DC コンバータのための高分解能 DPWM 信号生成回路の基礎検討
･･･････････････････････ 古川雄大（福岡⼤学）・◎中村裕一・江藤春日（長崎大学）・黒川不二雄（⻑崎総合科学大学）

1-86

バッテリ充電器の充電パターンを考慮した効率および充電時間の視覚的評価モデル

1-87

双方向型非接触給電システムのバッテリの充電サイクルを考慮したソフトスイッチング用スナバコンデンサ容
量に関する一考察

･･･････････････････････････････････････ 太田涼介・◎ヌグロホダニスウォロ

･･･････････････････････････････････････ ◎太田涼介・ヌグロホダニスウォロ

1-88(6p)

スダルモ・星

スダルモ・星

伸一（東京理科大学）

伸一（東京理科大学）

フェーズシフトスイッチトキャパシタコンバータとタップトインダクタを利用した直列共振形倍電圧整流回路
を統合した EDLC 用モジュラーバランス回路の詳細解析
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎長谷川航輝・鵜野将年（茨城大学）

8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-5

人間支援システム
座長：矢代大祐（三重大学）

2-21

高効率減速機を用いたパワーアシストスーツのトルクセンサレス制御の検討

2-22

電動パワーステアリングシステムにおける車両運動を考慮したモデル規範型スライディングモード制御器の一
設計法

2-23

異構造力触覚装置で構成した動作再現システムにおけるスケーリングを用いた力触覚情報加工の一手法

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎金井嘉毅・藤本康孝（横浜国立大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎藤村

悠・橋本誠司（群馬大学）

･････････ ◎松永卓也（神奈川県立産業技術総合研究所）・下野誠通（横浜国立大学・神奈川県立産業技術総合研究所）・
大西公平（慶應義塾大学・神奈川県立産業技術総合研究所）

2-24

通信時間遅れを有する系に対しての遠隔操作支援システム

2-25

障害物と段差の検知を行う白杖ロボット開発に向けた基礎実験

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎簑原
･･･････････････････････････････････････ ◎坪井雄一・下野誠通・泉
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彬・小林浩司・内村

裕（芝浦工業大学）

真由子・高野陽介・菊間大輝（横浜国立大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
○印と◎印は講演者、◎印は論文発表賞の審査の対象者、(6) は 6 ページ論文

一般セッション

MEMO
2-26

股義足のロボット化による効果の検証：模擬義足を使用した健常者における比較
･････････････････････ ○植山祐樹（成蹊大学）・久保

勉（心身障害児総合医療療育センター）・柴田昌明（成蹊大学）

8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:20
会場 理工学部講義棟 A（104）

R2-6

モーションコントロール２
座長：野崎貴裕（慶應義塾大学）

2-27(6p) ノンパラメトリックモデルを用いた双安定逆ベースト制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎寺西

郁・嶋田直樹（石川工業高等専門学校）

2-28

制御安定性を考慮した FB 制御器パラメータ自動調整のプラント変動への適応化に関する検討

2-29

非対称 CPG の内部情報を用いた空圧式除振装置の流量外乱抑制

2-30

空圧ステージに対する機械系を考慮したモデル追従制御の簡易実装

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎郷

直樹・前田佳弘・岩崎

･････････････････････････････････････････････････････････････ 柏崎

誠（名古屋工業大学）

翔・◎齊藤萩朔・涌井伸二（東京農工大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ 武井

陸・◎鈴木達也・涌井伸二（東京農工大学）

2-31(6p) 非周期外乱抑圧特性向上のための周期外乱オブザーバの組み合わせ設計
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎村松久圭・桂

誠一郎（慶應義塾大学）

8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-15

電気機器一般（電気機器一般 II）
座長：榎本裕治（日立）

3-64

小形表面磁石形バーニア発電機の出力について−純抵抗負荷による出力の検証−

3-65

PM モータにおけるコンシクエントポール構造による磁石の数量の低減に関する検討

･･･････････････････････････････○片岡康浩（秋田県立大学）・松島由太郎（元 静岡大学）・穴澤義久（秋田県立大学）
･･･････････････････････････････････････････ ◎小林一平・横井裕一・樋口 剛（長崎大学）・宮本恭祐（安川電機）・
Katteden Kamiev（The Switch Drive Systems Oy）

3-66

直流偏磁を考慮した HEFSM のヒステリシス損失解析

3-67

デュアルロータ・アキシャルフラックス PM バーニアモータの試作と評価

･････････････････････････････････････････････････ ◎関戸基生・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎北條通大・下村昭二（芝浦工業大学）

3-68(6p) 高速モータのための新しい磁気ギアの特性
････････････････････････････････････････････････ ◎相曽浩平・赤津

3-69

観（芝浦工業大学）・青山康明（日立製作所）

リニア PM バーニアモータのスポーク型磁石配置の効果について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎二宮達矢・下村昭二（芝浦工業大学）

8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:40
会場 理工学部講義棟 A（202）

R3-16

回転機（回転機一般）
座長：山崎克巳（千葉工業大学）

3-70

スマートフォン内蔵マイクによる電動機の回転音分析

3-71

永久磁石モータ用ネオジム磁石の内部減磁分布

3-72

２重非適合接続面を用いたタービン発電機固定子鉄心通風ダクト部の磁界解析

･･････････････････････････････････････････････ ○廣瀬達也・竹内文章（東芝）・平手利昌（東芝産業機器システム）
･････････････････････････････････････ ○山本日登志・松本信子（KRI）・小林久理眞・漆畑貴美子（静岡理工科大学）
･････････････････････ ○藤田真史・佐藤孝洋・高橋則雄（東芝）・長倉

謙・十川和真（東芝エネルギーシステムズ）・
貝森弘行（サイエンスソリューションズ）

3-73(6p) 突極型同期電動機の始動用回路の有無による始動特性の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○郡

大祐・小山貴之・飯塚元信（日立製作所）

3-74(6p) 磁界共振を用いた超軽量モータの可変速特性と可変キャパシタンスレス化の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎瀧嶋健太・堺

和人（東洋大学）

3-75(6p) 水力発電機器の温度上昇の簡易予測手法の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○安田正史・林
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義一郎（電源開発）
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8 月 30 日（木） 13:20 〜 15:20
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-7

電気鉄道（信号・通信）
座長：宮武昌史（上智大学）

5-30

映像解析に基づく特殊信号発光機の視認性確認手法

5-31

レール破断時における軌道回路不正扛上の一検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎菊池祐介（東日本電気エンジニアリング）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎矢尾裕樹・畑中寿人・福島浩晃（東日本旅客鉄道）

5-32

在来線デジタル列車無線における空中線の構成に関する一検討

5-33

ステレオカメラを用いた鉄道建築限界自動計測技術

5-34

建築限界判定装置の開発に向けた車体動揺補正の検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎中村健吾・椎崎善貴・早野秀昭（東日本旅客鉄道）
･･････････････････････ ◎深井寛修・渡部勇介・田林精二（明電舎）・渡邉徳久・相原
･･････････････････････ ◎大森達也・長峯

5-35

望・遠山

茂・伊東博之（東京急行電鉄）

喬・北尾憲一・中曽根隆太・向嶋宏記（鉄道総合技術研究所）・
松山智彦・原田宗幸（九州旅客鉄道）

画像処理技術を用いた軌道回路用信号ボンド異常判定装置（試作機）の開発
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○工藤由康・鈴木雅彦・金田敏之（東日本旅客鉄道）

8 月 30 日（木） 15:40 〜 17:00
会場 理工学部講義棟 A（105）

R5-8

電気鉄道（運行・最適設計）
座長：渡邊朝紀（交通安全環境研究所）

5-36

鉄道車両駆動用誘導電動機の出力密度向上のための設計法
････････････････ ◎池田怜太郎（千葉大学）・近藤圭一郎（早稲田大学）・古関隆章（東京大学）・宮武昌史（上智大学）

5-37(6p) 実ダイヤグラム適用を考慮した乗務員スケジューリング問題に対する乗務員の勤務時間と休憩時間の平均化の
ための改良タブーサーチ提案
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小久保達也・福山良和（明治大学）

5-38(6p) 移動閉塞信号システム導入路線における省エネルギー運転曲線
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎市川

5-39

駿・宮武昌史（上智大学）

鉄道システム設計最適化へのアプローチ
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○山田隆亮・牧
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健太郎・宮内

努（日立製作所）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
◎印は講演者

ヤングエンジニアポスターコンペティション

MEMO

8 月 28 日（火） 14:10 〜 16:30
会場 （教育文化ホール・第１食堂）

YPC

ヤングエンジニアポスターコンペティション
座長：真田雅之（大阪府立大学）・星

Y-1

力率 99.9% を実現する北米向け単相倍電圧パッシブ整流器

Y-2

三相部分スイッチング整流回路の高効率化

･････････････････････････････････････････････････ ◎奥

裕希・寺澤

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎青木

伸一（東京理科大学）

寛・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）

暉・飴井賢治・清田恭平・大路貴久（富山大学）

Y-3

高周波駆動ブリッジレス臨界モード PFC コンバータの特性評価

Y-4

カレントダブラ同期整流回路の等価回路についての検討

Y-5

SiC-MOSFET のデッドタイムレス制御―同期整流方式に関する基礎検討 3―

Y-6

双方向の電力融通と昇降圧が可能なブリッジ型 DC/DC コンバータ

Y-7

高い昇圧比をもったカスケード接続昇圧 DC-DC コンバータ

Y-8

Cockcroft-Walton 回路を用いた共振コンバータの ZVS 条件に関する一考察

Y-9

多重インターリーブ CW 回路を用いた高電圧電源とその出力遅れ補償法

Y-10

フライバックコンバータ回路におけるトランスの検討

Y-11

微増加比例法を用いた単相高周波変圧器の一設計法

Y-12

LLC 方式 DC-DC コンバータにおける SiMOSFET および GaNHEMT の ZVS 動作の比較検討

Y-13

単セルバッテリを用いた小型宇宙機電源システム用インタリーブコンバータ

Y-14

磁気結合を有する双方向 4 相インターリーブチョッパの動作確認

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松尾雅紀・齋藤
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎大久保俊樹・高野健太・成
･･････････････････････････････ ◎二瓶颯斗・長洲正浩（茨城工業高等専門学校）・秋山
･･････････････････････････････････ ◎塩山

真（芝浦工業大学）

慶珉（茨城工業高等専門）
悟・石川勝美（日立製作所）

知・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）・西田保幸（千葉工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎木口龍雅・西田保幸（千葉工業大学）
･････････････････････････････････････････････････ ◎大内

光・安田

匠・南

政孝（神戸市立工業高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木英紀・野口季彦（静岡大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤祥太・林

孝亮・佐藤宣夫（千葉工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎渡世怜志・桝川重男（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎荒井洋壽・枡川重男（東京電機大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎井上将彦・佐藤祐介・鵜野将年（茨城大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎曽我部祐貴（舞鶴工業高等専門学校）

Y-15

多段接続 Superbuck コンバータを用いた電圧バランス充電器の理論的解析

Y-16

昇圧型フライバックコンバータ回路に関する検討

Y-17

直並列切り替えシステムの昇圧動作における実験的な検討

Y-18

フォワードコンバータの磁気デバイス小型化に関する一検討

Y-19

車載用電力双方向昇降圧 DC/DC コンバータの基礎検討

Y-20

Development of High-Speed and High-Voltage Pulse Generator Using Multi-Toroidal-Core Transformer

Y-21

広電圧範囲に対応した電力平準化用双方向昇降圧チョッパの制御

Y-22

直流電動車いすの段差越え時にハードウェア・フェイルセーフな新チョッパ回路

Y-23

インバータ駆動される負荷から生じる磁気騒音の検討

Y-24

擬似ランダム信号を使用した系統連系インバータによる負荷推定の精度向上に関する実験的検討

Y-25

６素子３レグ PWM 電流形インバータによる単相誘導電動機駆動

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎許

奇・佐藤祐介・鵜野将年（茨城大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎林

孝亮・佐藤宣夫（千葉工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎磯崎恵作・成
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎白石達也・石飛

慶珉（茨城工業高等専門学校）
学（奈良工業高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎桂田竜児・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎エルマナハフィズ・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎松田大雅・西

将希・浜崎真一・辻

峰男（長崎大学）

･････････････････････････････････････････････････ ◎小菅駿之介・永井栄寿・小原秀嶺・河村篤男（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････････････ ◎川瀬大介・澤田純兵・茂木進一・中村佳敬（神戸市立工業高等専門学校）
･･･････････････････････････････････････ ◎寺口直希・南

政孝・茂木進一・道平雅一（神戸市立工業高等専門学校）

･････････････････････････････････････････････････････ ◎中牟田
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光・荒木大吾・藤

清高・根葉保彦（福岡大学）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
◎印は講演者

ヤングエンジニアポスターコンペティション

MEMO
Y-26

PWM デュアル電流形インバータ駆動三相誘導電動機の一制御法

Y-27

三相電圧形 3 レベル変換器におけるパルス電圧重畳二相 PWM 法の適用による効率改善

Y-28

ひずみ特性因子による三相電圧形 3 レベルインバータの交流側高調波電流の評価

Y-29

インバータの制御演算遅れ時間の補償法の検討 -LCL フィルタ付三相グリッド連系インバータへの適用例 -

Y-30

周速比制御を適用したモジュラーマルチレベル DSBC 変換器を用いた風力発電システムの検討

Y-31

MMC による有効・無効電力制御

Y-32

三相 3 線入力三相 4 線出力マトリックスコンバータによる不平衡電圧出力

Y-33

六角形 MMC による三相 AC-AC パワーフロー制御

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎上田崇允・藤

清高・根葉保彦（福岡大学）

･････････････････････････････････････････････････ ◎今出弘一・八塚大颯・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）
･････････････････････････････････････････････････ ◎茨木渓太・高見達也・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎南野暢基・加藤利次・井上
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎棚橋
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎武藤

馨（同志社大学）

茜・山田洋明・田中俊彦（山口大学）

司・白濱秀文・大山和宏（福岡工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎原田麻央・山本吉朗・篠原篤志（鹿児島大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎瀬戸直人・萬歳直紀・浜崎真一・辻

峰男（長崎大学）

Y-34

MMC 形式パワーコンディショナの MPPT 制御

Y-35

Control of Full Bridge type Modular Multilevel Converter for AC/AC Conversion with Grid Connection

Y-36

系統電圧推定を用いた三相系統連系インバータのデッドビート制御による FRT 性能検証

Y-37

蓄電機能を持つ六角形 MMC の三相 AC-AC 電力平準化制御

Y-38

機電一体インホイールモータ用 2 重 5 相インバータの DC リンクキャパシタの容量低減

Y-39

マトリックスコンバータと 2 出力インバータによる絶縁型マルチポート変換器のスイッチング回数低減法の検
討

Y-40

異なる駆動周波数における非接触給電装置の特性比較

Y-41

可変コンデンサを用いた PSS 方式非接触給電回路の検討

Y-42

中継コイルを用いた三相非接触給電の基礎的検討

Y-43

非接触給電における位置ずれと給電電流の相関特性

Y-44

マイクロ移動ロボットへの非接触給電における送電コイル位置の検討

Y-45

磁界共振結合型非接触給電における防水ケース内の空気層の影響と磁場解析結果

Y-46

無線電力伝送用アクティブキャパシタの制御

Y-47

ボルト型ランジュバン振動子による強力超音波発生用高周波インバータの基礎検討

Y-48

電界結合非接触コンセント・プラグの電力密度向上に関する検討

Y-49

13.56MHz を用いた AGV 用ワイヤレス給電アンテナの設計

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎濱川友太・岩本勇志・浜崎真一・辻
･････････････････････････････････････････････････････････◎ Md Roknuzzaman・浜崎真一・辻

峰男（長崎大学）
峰男（長崎大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎伊藤智香・横山智紀（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎萬歳直紀・瀬戸直人・浜崎真一・辻
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎三浦

顕・赤津

峰男（長崎大学）
観（芝浦工業大学）

恭・春名順之介・船渡寛人（宇都宮大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎堀

恭大・金子裕良（埼玉大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎塩澤佳輝・金子裕良（埼玉大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎奈良健司・金子裕良（埼玉大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎牧野力斗・山中建二・北條昌秀（徳島大学）
･････････････････････････････････････････ ◎黒田

群・高木宥誌・元谷

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎権田貴紀・元谷

卓・道木加絵・鳥井昭宏（愛知工業大学）
卓・道木加絵・鳥井昭宏（愛知工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎外輪徹志・中原健吾・浜崎真一・辻

峰男（長崎大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎菊田捷仁・三島智和（神戸大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎初見拓也・船渡寛人・春名順之介（宇都宮大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎倉本

曉・赤津

Y-50

無線センサノード向け自己完結型振動発電デバイスの構築

Y-51

循環電流制御回路を用いた振動発電における電圧正規化の効果に関する数値的検討

観（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大崎数馬（群馬大学大学院理工学府）
･･･････････････････････････････････････ ◎近藤小春・南

− 68 −

政孝・茂木進一・道平雅一（神戸市立工業高等専門学校）

※この目次は、インターネットで申し込まれたデータを元に作成しています。
◎印は講演者

ヤングエンジニアポスターコンペティション

MEMO
Y-52

圧電素子を用いた自励式誘電エラストマー発電回路の起動特性
･･･････････････ ◎坂野

匠・大山和宏・朱

世杰（福岡工業大学）・和氣美紀夫（Wits）・千葉正毅（千葉科学研究所）

Y-53

走査型プローブ顕微鏡による SiC パワー MOSFET の構造観察とその解析

Y-54

サブサーフェス磁気イメージングシステムのパワー半導体素子への適用

Y-55

走査型プローブ顕微鏡による Si パワー半導体デバイス断面構造のナノスケール観測

Y-56

n 型 MOSFET ダイオードクランプリニアアンプの広帯域化のためのゲート駆動回路

Y-57

絶縁型交流電源極性判定回路の提案

Y-58

カットコアリアクトルの高周波モデル検討

Y-59

周波数の異なるスイッチングリプルを用いた簡易双方向電力線通信

Y-60

TMR センサを用いたボンディングワイヤの電流測定法の検討

Y-61

スナバ回路を利用した単相 - 三相マトリックスコンバータによる AC 速度サーボシステムの検討

Y-62

変形台形波変調を用いた PMSM のトルク増大とトルクリップル低減の研究

Y-63

DTC を用いた IPMSM 駆動の高速領域における高トルクを得るための指令トルクの計算法

Y-64

比例制御弁を用いた水素流量調整による水素エンジン発電機の出力電圧制御

･････････････････････ ◎中島瑞貴・土井敦史・内田悠貴・小嶋正宏・佐藤宣夫・小田昭紀・山本秀和（千葉工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎岡田英朗・薮本

海・佐藤宣夫（千葉工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎土井敦史・中島瑞貴・佐藤宣夫・山本秀和（千葉工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････････ ◎青栁俊英・横倉勇希・大石
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎森田
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎森本

潔（長岡技術科学大学）

鼎・齋藤

真（芝浦工業大学）

光・齋藤

真（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎長谷部彰大・小浜輝彦・辻
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田守
･･････ ◎鶴岡勝弘・大石

建・赤津

聡史（福岡大学）
観（芝浦工業大学）

潔・横倉勇希・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）・阿部晃大（東京都立産業技術高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎城領

聡・森實俊充・大森英樹・木村紀之（大阪工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中島祐介・篠原篤志・山本吉朗（鹿児島大学）
･･････････････････････････････････････ ◎新田ひかり・石塚紘基・星

伸一（東京理科大学）・福田一人（デイトナ）

Y-65

Experimental Verification of Vector Controlled Magnetically Motor

Y-66

機電一体多重多相モータの制御に関する検討

Y-67

MATRIX モータを用いた製造公差に起因する振動抑制手法の検討

Y-68

オープン巻線構造永久磁石同期モータの駆動手法検討

Y-69

模擬実験装置による慣性モーメントを考慮した風力発電システムに関する実験手法

Y-70

力行時の回生電力を有効活用するインバータ適用時の SRM ドライブの特性試験

Y-71

トライアックを用いた PMSM の簡易センサレス制御

Y-72

ユニバーサルセンサレスベクトル制御系における最適電流ベクトル生成法

Y-73

高周波交番電圧重畳に基づいた PM モータ位置センサレス制御における負荷時の位置推定誤差補償法

Y-74

位置センサレス・電流センサレス制御技術を利用した永久磁石同期モータ電流制御系のフェールセーフ化に関
する検討

Y-75

オールパスフィルタを用いた高速 PMSM における回転子位置推定法の検討

Y-76

高回転 PMSM 位置センサレス制御のためのオールパスフィルタを用いた適応磁束オブザーバの安定性改善

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎マチャオルサワントクリシュナ・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎福田渓太・赤津
････････････････････････････････････････････････････ ◎楊

侃・赤津

観（芝浦工業大学）

観（芝浦工業大学）・深山義浩（三菱電機）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎本田一成・赤津

観（芝浦工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎市村直紀・竜田藤男・西方正司（東京電機大学）
････････････････････････････ ◎西原昌吾・大山和宏（福岡工業大学）・藤井裕昭・上原一士・百武

康（明和製作所）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎浜辺鷹宏・吉田俊哉（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎新田

歩・平原英明・山本

修（職業能力開発総合大学校）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大田黒修平・山本吉朗・篠原篤志（鹿児島大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎近藤史弥・道木慎二（名古屋大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎石川裕真・長谷川
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大月康平・長谷川
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勝（中部大学）
勝（中部大学）
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MEMO
Y-77

オールパスフィルタおよび電流位相規範型デッドタイム補償による誘導電動機速度センサレスベクトル制御の
低速性能改善

Y-78

AT-NPC 方式 3 レベルインバータによる誘導電動機の速度センサレスベクトル制御

Y-79

IPMSM 簡易センサレスベクトル制御系のパラメータ変動時の解析

Y-80

AC サーボの操作量飽和対策における慣性モーメントの一同定法

Y-81

IPMSM のオンラインパラメータ同定

Y-82

スイッチトリラクタンスモータ用制御パラメータの多目的遺伝的アルゴリズムを用いたオンライン導出コント
ローラ

Y-83

初期実験データを用いた SRM と SRG の制御器ゲイン設計

Y-84

スーパージャンクション構造を有する横型自己バイアスチャネルダイオードの集積化による電気的特性のシ
ミュレーション解析

Y-85

電力用半導体モジュールの多並列接続回路における電流検出回路の開発

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎真柄光志・長谷川
･････････････････････････････････････････････ ◎松本亜矢・須藤皓司・辻
･････････････････････････････････････････････ ◎生嶋洸伸・辻

勝（中部大学）

峰男・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）

峰男・浜崎真一・中村亘祐・大道哲二（長崎大学）

･･････････････････････････････････ ◎三輪晃己・上町俊幸（石川工業高等専門学校）・大石
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎右田久祥・曹

潔（長岡技術科学大学）

梅芬（東京都立産業技術高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎八鍬佑紀・星

伸一（東京理科大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎後藤一也・池田英広（西日本工業大学）

････････････････････････ ◎武藤吉弘・太田信耀・工藤嗣友（神奈川工科大学）・對馬広隆・菅原文彦（東北学院大学）
･･･････････････････････････････････････ ◎加藤美夕・長洲正浩（茨城工業高等専門学校）・鈴木宗佑（北海道大学）・
稲葉政光（日立パワーデバイス）・石川勝美（日立製作所）

Y-86

GaN GIT / Si MOSFET を適用した小型 EV カート用モータインバータの効率評価

Y-87

Ni メッキ接合を用いた SiC パワーモジュール適用による三相インバータの効率改善

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎末岐

渉・杉原英治・林

慧・舟木

剛（大阪大学）

･････ ◎川越彬央・糸瀬智也・今給黎明大・小迫雅裕・匹田正幸（九州工業大学）・巽 宏平・飯塚智弘（早稲田大学）・
杉浦和彦・鶴田和弘（デンソー）・佐藤信明（三井ハイテック）

Y-88

ノーマリオン型 GaAs パワートランジスタに適用するゲート駆動回路に関する一検討

Y-89

散逸力変調方式による走査型容量原子間力顕微鏡の開発

Y-90

熟練技能再現を目的とした広帯域高次反力オブザーバの実装と推定結果

Y-91

出力量と操作量を評価する出力フィードバック制御の可解条件

Y-92

二足歩行ロボットの腰回転動作による床反力モーメント低減手法

Y-93

コンプライアンスを有する二足歩行ロボットのビジュアルサーボによる視線制御

Y-94

被覆制御に基づく全方向移動ロボット群の誘導制御

Y-95

冗長性を有するハンドアイ・ロボットにおける移動速度推定に基づく追従視制御

Y-96

状況に応じて選択された仮想的な力指令値に基づく力覚操作アシスト機能を有する移動ロボットのための遠隔
操作制御手法の研究

Y-97

時系列を考慮した線形回帰分析に基づく力覚センサのヒステリシス補償

Y-98

ケーブルを引き回す自律移動ロボットの経路計画－移動パターンの増加による得られる経路への影響

･････････････････････････････････････････････････････････････････ 井渕貴章・◎前川武尊・舟木
･････････････････････････････ ◎潤間威史（静岡大学）・佐藤宣夫・山本秀和（千葉工業大学）・岩田

剛（大阪大学）

････････････････ ◎中條あかね・漆原史朗・吉岡

崇（香川高等専門学校）・大石

太（静岡大学）

潔・横倉勇希（長岡技術科学大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎灰田拓未・齊藤充行・脇田

航・小林康秀（広島市立大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎齋藤悠之・柴田昌明・植山祐樹（成蹊大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田中翔太・小田尚樹（千歳科学技術大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○新井直幸・大平
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎堀

峻・島田

明（芝浦工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎眞崎

隼人・柴田昌明・植山裕樹（成蹊大学）

崚・小林聖人・元井直樹（神戸大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小池龍一郎・境野

翔・辻

俊明（埼玉大学）

･････････････････････････････････････ 道木加絵・◎大浦与輝（愛知工業大学）・舟洞佑記・道木慎二（名古屋大学）・
鳥井昭宏・元谷 卓（愛知工業大学）
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Y-99

術者の負担軽減を目的とした支持装置の制御システムの開発
･･････････････････････････････････････ ◎武井悠馬・和多田雅哉（東京都市大学）・庄司欣央・松林直人（東京技研）

Y-100

高い不整地走行性能を持つ小型軽量レスキューロボットの開発

Y-101

4 軸駆動型電動船舶における運動モデルの基礎検討

Y-102

空間高調波損失を考慮した全駆動範囲における誘導電動機の効率評価

Y-103

インバータ駆動誘導電動機の無負荷試験法の検討

Y-104

鉄損抵抗を考慮した一次磁束鎖交数ベクトル演算によるインバータ駆動誘導電動機のトルク推定法

Y-105

アウターロータ固定形三相かご形誘導電動機の試作

Y-106

集中巻三相かご形誘導電動機の特性に及ぼす固定子スロット開口幅の影響

Y-107

電動工具用自己冷却 SRM の検討

Y-108

アモルファス鋼板を用いた EV 用高速 SRM の検討

Y-109

スイッチトリラクタンスジェネレータを用いたマイクロ水力発電システムに関する研究

Y-110

平滑ラジアル力和における RMS 電流低減のためのスイッチドリラクタンスモータのロータポール最適化に関
する研究

Y-111

少ない極スイッチドリラクタンスモータ平坦化ラジアル力合計

Y-112

揺動する電磁アクチュエータの寸法検討

Y-113

横方向磁束型小形風力同期発電機のモデル提案

Y-114

アキシャルギャップ磁束変調ハイブリッド界磁モータの提案

Y-115

半波整流可変界磁モータの固定子と回転子巻線比による自己励磁特性への影響について

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎多田有佑・曹
･･････････････････････････････････････････ ◎工藤

梅芬（東京都立産業技術高等専門学校）

寛・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）・北条善久（東洋電機製造）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎竹内啓祐・千葉
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎森本

稔・平原英明・山本

･･････････････････････････････ ○ Balapuwaduge A.S.Gunasekara・平原英明・山本
････････････････････････････････････････････ ◎渡邉徳宏・廣塚

明（東京工業大学）

修（職業能力開発総合大学校）
修（職業能力開発総合大学校）

功・中村雅憲（中部大学）・杉本英久（昭和電機）

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎和田安理・渡邉徳宏・中村雅憲・廣塚
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎肥沼孝一・赤津

功（中部大学）

観（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎富岡武勇・赤津

観（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎阿部栞太・中沢吉博（秋田工業高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････◎ Wiguna Candra Adi・Furqani Jihad・千葉
･･････････････････････････････････････････････････ ○ Furqani Jihad・Wiguna Candra・千葉
･･･････････････････◎陳

凌宇・Adrien Thabuis・千葉

明（東京工業大学）

明（東京工業大学）・永野正雄・中村公昭（本田技術研究所）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田所
･･････････････････････ ◎寺家尚哉・深見

明（東京工業大学）

正・小山正人（金沢工業大学）・森

凌・熊野照久（明治大学）

剛・山田正樹・中野正嗣（三菱電機）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○鳥越圭介・阿部貴志・樋口

Y-116

圧粉磁心を用いたクローポール型半波整流可変界磁モータの電磁界解析による効率特性評価

Y-117

半波整流可変界磁発電機の励磁電流による最大電力点追従制御に関する検討

Y-118

アキシャルギャップを有するラジアルギャップ型 SRM のインダクタンス特性の検討

Y-119

ラジアル・アキシャル併用型電動機の特性解析

Y-120

Radial-Axial Flux PM モータのハルバッハ配列磁石主極開角について

Y-121

極薄電磁鋼板を用いた永久磁石モータの基礎特性

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○平田晃基・阿部貴志・樋口

剛（長崎大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････ 秋吉亮治・◎京

慎平・樋口

剛（長崎大学）

剛・横井裕一（長崎大学）

････････････････････････････ ◎井田雄也・大山和宏（福岡工業大学）・藤井裕昭・上原一士・百武

康（明和製作所）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎福田浩平・石川赴夫（群馬大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎尾関元熙・下村昭二（芝浦工業大学）
･･･････････ ◎落井克仁・朝間淳一・大岩孝彰（静岡大学）・大槻正嗣（JAXA）・岡 茂八郎（大分工業高等専門学校）・
榎園正人（日本文理大学）・篠田文彦（新明和工業）

Y-122

渦電流損とヒステリシス損を考慮した永久磁石同期モータのモデルと高効率化制御の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松本雄祐・石川赴夫（群馬大学）
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MEMO
Y-123

スリットステータモータの空間高調波による鉄損に関する一検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎橋爪隆太・横井裕一・樋口

Y-124

Si-IGBT および GaN-FET インバータ励磁下の IPMSM のコア損特性の一検討

Y-125

高速回運転可能な IPMSM

Y-126

直流送電システムにおける特殊三巻線変圧器の高調波除去効果に及ぼす巻数比の影響

Y-127

洋上風力発電用高周波変圧器の高効率化

Y-128

共振回路を用いたリアクトル鉄損の測定方法

Y-129

開磁気回路における反磁界補正に関する検討

Y-130

超接合構造を持つトレンチゲート構造自己バイアスチャネルダイオードのシミュレーション

Y-131

熱動形過電流リレーの新構造提案

Y-132

ソフト電磁アクチュエータ

Y-133

ロープレスエレベータ用高温超伝導リニアスイッチトリラクタンスモータの基礎検討

Y-134

片側式リニアスイッチトリラクタンスモータの基礎特性の測定

Y-135

交流電磁石によるアルミニウムリングの引上げ力解析

･･･････････････････････････････ ◎杉本昂也（豊田工業大学）・八尾

剛（長崎大学）

惇（富山県立大学）・藤﨑敬介（豊田工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎湯浅泰旺・三木一郎（明治大学）
･････････････････････････････････････････････････････････ ◎塚本

凱・山下健一郎（サレジオ工業高等専門学校）

･････････････････････････････････････････ ◎鮫島大芽・森實俊充・木村紀之・大森英樹・近都恵介（大阪工業大学）
････････････････････････････ ◎塚田航平・藤﨑敬介（豊田工業大学）・進藤裕司・吉川直樹・吉竹徹真（川崎重工業）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎日永田尚哉・赤津

観（芝浦工業大学）

･････････････････････････････ ◎對馬広隆（東北学院大学）・工藤嗣友（神奈川工科大学）・菅原文彦（東北学院大学）
････････････････････････････････ ◎篠原遼太郎・月間
････････････････････････････････････ ◎宇田川

満（大阪電気通信代学）・甲斐孝幸・小倉健太郎（三菱電機）

翔（大阪電気通信大学）・安藤大輔・月間

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山下眞矢・平山

満（大阪電気通信大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山田鳳文・平山

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）
斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎草野聡志・大路貴久・飴井賢治・清田恭平（富山大学）

Y-136

マイクロ風力発電用軽量ファンの回転アシスト機能に利用するグラファイト薄膜の反磁性反発力の検討

Y-137

磁気浮上自動車に関する基礎検討

Y-138

コンシクエントポール型ベアリングレスバーニアモータにおける歯数の組み合わせとトルクリプルの関係

Y-139

高出力ベアリングレスモータの SPM・BPM ロータ構造による特性の比較

Y-140

Effect of Stator Pole Shoes in a Miniaturized Single-Drive Axially Controlled Bearingless Motor

Y-141

ホモポーラ形ベアリングレスモータの高速駆動時における磁気支持特性

Y-142

リラクタンス型ベアリングレスバーニアモータのトルク測定

Y-143

リチウムイオン電池物理モデルを応用したモータ駆動シミュレーション

Y-144

S 字のトルク制御関数を用いた電動車両のスリップ抑制

Y-145

車両重心点位置のズレを考慮した車両モデルの提案

Y-146

タッチ式メジャーの精度向上に関する検討

Y-147

固体高分子形燃料電池セパレータ薄型化に向けたレーザー加工を施したガス拡散層の検討

･････････････････････････････････ ◎国分荘太・伊東倫大・蛭田貴之・伊藤

淳・鈴木晴彦（福島工業高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎飯島大河・河村篤男（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････････････････････ ○南

香夏子・多田夏実・土方規実雄・田中康寛（東京都市大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 劉

宗威・○千葉

･･･････････････････････････････････････････◎ Cavalcante Rubio Guilherme・杉元紘也・千葉
････････････････････････････････････････ ◎鈴木

大・朝間淳一・大岩孝彰（静岡大学）・千葉

･･･････････････････････････････････････････････ ◎多田夏実・南

明（東京工業大学）
明（東京工業大学）
明（東京工業大学）

香夏子・土方規実雄・田中康寛（東京都市大学）

･････････････････････････････････････････ ◎佐藤航輔・河野昭彦・漆畑広明・藤田洋司・小山正人（金沢工業大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎深澤新悟・井上
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎三浦大輝・齊藤充行・脇田

馨・加藤利次（同志社大学）
航・小林康秀（広島市立大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎森下景輔・吉田俊哉（東京電機大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中台健人（東京理科大学）
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MEMO
Y-148

移動閉塞と固定閉塞における列車の発着時隔の一比較
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎角濱文隆・高木

亮（工学院大学）

Y-149

単純性・頑健性の観点からの列車ダイヤの評価の検討

Y-150

水素化ホウ素ナトリウムを水素源とする 1 kW 級エンジン発電機向け小型水素リアクターの基礎特性

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮本俊志（日本大学）
･･････････････････････････････････････････････････ ◎石塚紘基・星

伸一（東京理科大学）・福田一人（デイトナ）

International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)
International Student Poster Presentations from KIPE (APECC)
ISPP-1.

Wireless charging lamp------------team name: WCS
･･････････････ Mr. Gwang-Soo Lee, Mr. Ho-Young Lee (Hankyong National University), advisor Prof. Woo-Cheol Lee

ISPP-2. Mecanum wheels vacuum cleaner------------team name: MCRG Crew
･･･････････････････････････････････Mr. Doo-Hyun Kim, Mr. Chang-Hwa Choung, Mr. Ji-Ho Park, Ms. Su-Yeon Lee,
Ms. Do-Yeon Kim (Pusan National University), advisor Prof. Jang-Mok Kim
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