※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 20 日（火） 15:00 〜 18:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-21）

S1

パワーコンバータに用いられる受動部品の研究 ･ 開発および製作技術
座長：茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）

総論
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 西田保幸（千葉工業大学）

1-S1-1

パワーコンバータに用いられる受動部品の研究 ･ 開発および製作技術の最新動向—総論—
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○西田保幸（千葉工業大学）

1-S1-2

パワーコンバータに用いられるインダクタ最新技術動向
･････････ ○今岡

1-S1-3

淳（名古屋大学）・今井

慎（パナソニック）・松盛裕明（名古屋工業大学）・笹谷卓也（デンソー）・
関屋大雄（千葉大学）・佐藤祐樹（日本 TI）・岩城聡明（ナチュラニクス）・
長井真一郎（ポニー電機）・清水敏久（首都大学東京）

パワーコンバータに用いられる高周波トランスの最新技術動向
･･･････････････････････････････････ ○折川幸司（北海道大学）・桝川重男（東京電機大学）・林 旻（TDK ラムダ）・
中津欣也（日立製作所）・相牟田京平（日立金属）

1-S1-4

パワーコンバータに用いられるノイズフィルタリアクトルの最新技術動向
････････････････････ ○仲野 陽（アルプスアルパイン）・枡川重男（東京電機大学）・杉田貴紀（ヘッドスプリング）・
尾形正典（岡谷電機産業）・相牟田京平（日立金属）・小笠原悟司・折川幸司（北海道大学）

1-S1-5

パワーコンバータに用いられるフィルムコンデンサの最新技術動向
････････････････････････････････････ ○平上克之（指月電機製作所）・竹岡宏樹（パナソニック）・大倉正寿（東レ）・
寺園勝志（安川電機）・梶原一宏（長崎総合科学大学）

1-S1-6

パワーコンバータに用いられるアルミニウム電解コンデンサの最新技術動向
････････････ ○長谷川一徳（九州工業大学）・恩田謙一（日本ケミコン）・向山大索（ルビコン）・東根

1-S1-7

亮（日立化成）

パワーコンバータに用いられる積層セラミックコンデンサの最新技術動向
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○西山茂紀（村田製作所）

総合討論

8 月 20 日（火） 15:00 〜 18:20
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-23）

S2

プラント設備への ICT/AI 技術活用
座長：中原昌彦（アズビル）・坂本

匡（東芝三菱電機産業システム）

あいさつ＆報告概要（委員長）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 南方英明（千葉工業大学）

5-S2-1

デジタルトランスフォーメーションによる設備管理のスマート化
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○白井呂尚（横河ソリューションサービス）

5-S2-2

プラントの保全活動を効率化させる差圧・圧力発信器の診断機能
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○植岡昌治（アズビル）

5-S2-3

Web ベース新 HMI の開発とプラントへの適用効果
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○清水

5-S2-4

亮・許斐真広（東芝三菱電機産業システム）

トレースバックシステムの開発とプラント設備への応用
･････････････････････････････････････････････････････ ○上原大輔・合志春文（安川オートメーション・ドライブ）

5-S2-5

鉄鋼制御設備の保全業務における AI 活用
･･･････････････････････････････････････････････････ ○衛藤彩香・村地俊彦・諸岡伸幸・前原輝男（JFE スチール）

5-S2-6

画像データを活用した品質向上への取り組み
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○深見慎太郎（日本製鉄）

まとめ＆講評（副委員長）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 吉沢一郎（日本製鉄）
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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 20 日（火） 15:00 〜 18:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-32）

S3 パワーエレクトロニクス高周波電磁場の物質照射技術
（パワーエレクトロニクス電磁場の新たな応用展開）
座長：藤崎敬介（豊田工業大学）

3-S3-1

パワーエレクトロニクス高周波電磁場の物質照射技術
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○藤崎敬介（豊田工業大学）

3-S3-2

新しい化学を創出する高周波電磁応用
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○和田雄二・藤井

3-S3-3

知・椿

俊太郎（東京工業大学）

マイクロ波化学プロセスのグローバルスタンダード化
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○塚原保徳（マイクロ波化学）

3-S3-4

鉄鋼プロセスの高周波電磁界応用と実証試験
････････････････････････････････････････････････････････････ ○佐藤元泰（中部大学）・永田和宏（東京工業大学）

3-S3-5

マイクロ波化学応用に適用する GaN 増幅器
･････････････････････ ○弥政和宏・新庄真太郎・河村由文・杉谷拓海・森 一富（三菱電機）・石崎俊雄（龍谷大学）・
塚原保徳（マイクロ波化学）・和田雄二（東京工業大学）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 12:00
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-21）

S4

磁性材料の磁気特性を活かした磁気応用
座長：宮城大輔（千葉大学）・本塚

3-S4-1

智（九州工業大学）

高効率モーター用磁性材料の技術動向
･･････････････ ○豊田俊介（一般金属系材料研究開発センター）・谷川茂穂（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）

3-S4-2

鉄系アモルファス薄帯の磁気特性制御とバーニアモータへの応用
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○戸高

3-S4-3

孝・上杉一進・中川博貴（大分大学）

アモルファス合金薄帯の小型ラジアルギャップモータへの適用評価
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○溝口勝俊・臼井弘明・高山

3-S4-4

駿（シナノケンシ）

磁歪材料と磁気双安定素子
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○田代晋久（信州大学）

3-S4-5

電解めっき法を利用して作製した軟磁性薄帯
･････････････････････････ ○柳井武志・三枝香風・加治淳一・原田大暉・山下昂洋・中野正基・福永博俊（長崎大学）

3-S4-6

可動体を含む渦電流場のカウアー等価回路
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○進藤裕司（川崎重工業）
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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 21 日（水） 9:00 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-22）

S5

民生分野における IoT を活用した省エネ、創エネ、
蓄エネ設備インテリジェント制御技術動向
座長：大津

智（NTT ファシリティーズ総合研究所）・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

総括
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 黒川不二雄（長崎総合科学大学）

4-S5-1

民生分野における IoT を活用した省エネ，創エネ，蓄エネ設備インテリジェント制御技術動向総論
･･･････ ○黒川不二雄（長崎総合科学大学）・大津

4-S5-2

智（NTT ファシリティーズ総合研究所）・金井康通（協和エクシオ）

家庭・ビル等におけるエネルギー管理システム制御技術動向
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○小坂忠義（日立製作所）

4-S5-3

民生分野の創エネ、蓄エネ設備および制御技術動向
･･･････････････････････････････････ ○松井信正（長崎総合科学大学）・千坂光陽（弘前大学）・和泉晃浩（シャープ）

4-S5-4

ネットワーク等に接続される家電・民生機器関連技術動向
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○井上禎之（三菱電機）

4-S5-5

民生機器用電源回路等における省エネルギー・エネルギー高効率技術動向
････････････････････････････････････････････････････････ 石山俊彦（八戸工業大学）・○大西雅人（パナソニック）

4-S5-6

家電民生分野に活用が期待できる技術動向 ( 駅における電力利用について )
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○佐藤栄徳・市川雅英（東日本旅客鉄道）

4-S5-7

民生分野における IoT を活用した省エネ，創エネ，蓄エネ設備インテリジェント制御技術動向総括討論
･･･････ ○黒川不二雄（長崎総合科学大学）・大津

智（NTT ファシリティーズ総合研究所）・金井康通（協和エクシオ）

総括討論
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 黒川不二雄（長崎総合科学大学）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:40
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-23）

S6

ITS 技術とその応用
座長：細野裕行（日本大学）・高橋

4-S6-1

フラクタル画像解析を用いた車両追跡における検出領域の最適化について
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○黒岩

4-S6-2

孝・矢澤翔太・新妻清純（日本大学）

３D 距離画像センサによる車両検知に関する検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○滕

4-S6-3

琳・松崎浩明・泉

隆（日本大学）

道路画像の意味的領域分割に関する一考察
･････････････････････････････････････････････････････････ ○関

4-S6-4

聡（名古屋電機工業）

弘翔・泉

隆・古川貴大・細野裕行（日本大学）

Pattern Macth Accelerator を用いた Mobility IoT 向け Malware 検出の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○柏山正守・関

弘翔・細野裕行（日本大学）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-31）

S7
2-S7-1
2-S7-2

メカトロニクス機器における精密サーボ技術
座長：関

健太（名古屋工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○関

健太（名古屋工業大学）

ガルバノスキャナにおける精密サーボ技術
HDD に適用される精密サーボ技術
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○熱海武憲（千葉工業大学）

2-S7-3

光ディスクドライブに適用される精密サーボ技術
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○浦川禎之（日本工業大学）

2-S7-4

大型超精密位置決めステージのモデルベースト制御技術
････････････････････････････････････････････････････････ ○大西

2-S7-5

亘・藤本博志（東京大学）・坂田晃一（ニコン）

モーションコントロール市場におけるΣ -7 シリーズ
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 古賀

2-S7-6

稔・○北吉良平（安川電機）

電子部品実装ロボットの精密サーボ技術
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○永田

2-S7-7

良（FUJI）

包装機械における精密サーボ技術と今後の展望
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○竹内一生（東京自働機械製作所）
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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 21 日（水） 13:20 〜 16:10
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-21）

S8

モータドライブの温故知新 - パネルディスカッション 座長：塚越昌彦（ＴＭＥＩＣ）

3-S8-1

モータドライブの温故知新

－総論－

････････････････････････････････････････････････ ○塚越昌彦（東芝三菱電機産業システム）・野口季彦（静岡大学）

パネルディスカッション 講演の部
パネルディスカッション 議論の部
パネルディスカッション 質疑の部

8 月 21 日（水） 13:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-22）

S9 移動体エネルギーストレージとパワーサプライシステム
〜自動車 , 電力 , 鉄道分野での応用展開とブレークスルー技術〜
座長：太田

4-S9-1

豊（東京都市大学）

[ 招待講演 ] 電動パワートレーンシステムの将来動向
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○河崎高志（トヨタ自動車）

4-S9-2

ＶＰＰにおけるＥＶアグリゲート実証と蓄電池の安全性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○田代洋一郎（東京電力ホールディングス）

4-S9-3

[ 招待講演 ]EV 大量普及が電力系統へ与える影響とその経済的価値の定量化 ‐デンマーク ACES Project にお
ける EV と電力系統の実データを活用した解析事例の紹介‐
･･････････････ ○鈴木健太（日産自動車）・Marinelli Mattia・Thingvad Andreas・Calearo Lisa（デンマーク工科大学）

4-S9-4

鉄道のエネルギーストレージ応用
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○宮武昌史（上智大学）

4-S9-5

走行中ワイヤレス給電とスマートグリッドの融合による未来ビジョン
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○居村岳広（東京理科大学）

4-S9-6

二次電池 SCiB(TM) と蓄電応用技術
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○門田行生（東芝インフラシステムズ）

4-S9-7

移動体エネルギーストレージとパワーサプライシステムにおけるパワーエレクトロニクスの応用展開
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○春名順之介・三浦

恭・澤口

大（宇都宮大学）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 16:05
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-23）

S10

高速道路交通管制システムの高度化
座長：泉

隆（日本大学）・佐々木

剛（首都高速道路）

4-S10-1 電波環境調査に基づく対策と効果検証
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○古市

守（首都高ＥＴＣメンテナンス）

4-S10-2 複数車線同時測定可能車両感知器の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○岡村和佳（首都高速道路）

4-S10-3 ＣＣＴＶの夜間画像の改善について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○手嶋英之（中日本高速道路）

4-S10-4 トンネル内異常事象の画像検知にＡＩを適用したシステムの事例紹介
･････････････････････････････････････････････････････････ ○山口眞治・新堀栄徳・藤後

努・大山雅男（富士通）

4-S10-5 Bluetooth を用いた交通渋滞・交通事故対策の取組み
･････････････････････････ ○藤田友一郎（中日本高速道路）・相原秀多（中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京）・
竹内一久（カーメイト）

4-S10-6 本州四国連絡高速道路における安全・安心の取組について
････････････････････････････････････････････････････ ○三橋直樹・赤井弘之・亀谷貴之（本州四国連絡高速道路）・
杉谷 健・金子繁樹（パナソニック システムソリューションズ 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 21 日（水） 13:20 〜 16:25
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-31）

S11

鉄道信号・通信設備接地基準の検討
座長：奥谷民雄（鉄道信号技術研究所）

5-S11-1 総論（委員会の構成）
･････････････････････････ 八木

誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）・藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・
田代維史（交通安全環境研究所）・○奥谷民雄（鉄道信号技術研究所）

5-S11-2 国内鉄道における接地方式
･････････････････････････････････ 奥谷民雄（技術士事務所鉄道信号技術研究所）・田代維史（交通安全環境研究所）・
新井英樹・藤田浩由（鉄道総合技術研究所）・八木 誠・李 偉傑・○高橋昌秀（日本信号）

5-S11-3 【鉄道信号・通信設備接地基準の検討】
海外における接地方式
･･･････････････････････ ○八木

誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）・藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・
田代維史（交通安全環境研究所）・奥谷民雄（鉄道信号技術研究所）

5-S11-4 接地方式による耐地絡・耐雷への影響の実験的検討
･･･････････ ○藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・中原 瞬・横田倫一（鉄道建設・運輸施設整備支援機構）・
田代維史（交通安全環境研究所）・奥谷民雄（技術士事務所 鉄道信号技術研究所）・
八木 誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）

5-S11-5 鉄道の接地に関する国際規格
･････････････････････････････････ ○田代維史（交通安全環境研究所）・八木 誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）・
藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・奥谷民雄（鉄道信号技術研究所）

5-S11-6 誘導予測計算による接地方式の影響検討
･････････････････････････････････････････ ○舘

裕・山口祐太（電気技術開発）・山口大介（鉄道総合技術研究所）・
奥谷民雄（技術士事務所 鉄道信号技術研究所）

5-S11-7 接地方式の比較検討
･････････････ ○山口大介・藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・八木 誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）・
田代維文（交通安全環境研究所）・奥谷民雄（技術士事務所 鉄道信号技術研究所）

5-S11-8 結論
･････････････････････････････････ ○藤田浩由・新井英樹（鉄道総合技術研究所）・田代維史（交通安全環境研究所）・
奥谷民雄（技術士事務所 鉄道信号技術研究所）・八木 誠・高橋昌秀・李 偉傑（日本信号）
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MEMO
8 月 21 日（水） 13:20 〜 16:45
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-32）

S12

人間活動 / 運動のモデリングとその活用例
座長：横田

祥（東洋大学）

5-S12-1 【基調講演】寸考／ヒトとモノの画像センシング技術の基本問題－現場からデカルト、ベルクソンまで－
････････････････････････････････････････････････････････････････ ○輿水大和（中京大学／ YYC ソリューション）

5-S12-2 産業・スポーツ技能可視化のための挙動曲面評価
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○三橋

郁（職業能力開発総合大学校）

5-S12-3 人工知能技術を応用した機械操作熟達支援
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○五十嵐

洋（東京電機大学）

5-S12-4 被介護者の動作のブレを許容する起立支援装置
･･････････････････ ○中後大輔・横田将宏・川添翔平（関西学院大学）・村松 聡（東海大学）・横田 祥（東洋大学）・
橋本洋志（産業技術大学院大学）・片山貴寛・水田康秀・神品 淳（RT. ワークス）

5-S12-5 A Study on Relationship Between Daytime Activity and Sleep Depth
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○何

宜欣（拓殖大学）

5-S12-6 運動 / 技能アセスメントのための人間モニタリング
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○鈴木

聡（東京電機大学）

5-S12-7 陸上長距離選手の心理的競技能力と性格特性について
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○加藤千恵子・青木滉一郎・吉沼

智（東洋大学）

総合討論

8 月 22 日（木） 9:00 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-22）

S13

需要家電力資源を活用した電力需給調整の動向
座長：小林延久（早稲田大学）

5-S13-1 電気事業者、需要家の電力エネルギーサービスインタフェース
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○柳原隆司（ＲＹ環境・エネルギー設計）

5-S13-2 非常用発電機を用いた需給調整サービスのユースケース
･･･････････････････････ ○重松宗一郎（東芝エネルギーシステムズ）・中村正雄（富士電機）・小林延久（早稲田大学）

5-S13-3 アグリゲーターシステムのユースケースの動向
････････････････････････････････ ○豊嶋伊知郎（東芝エネルギーシステムズ）・横山健児（NTT ファシリティーズ）・
田中立二（産業技術総合研究所）

5-S13-4 蓄熱システムの IEC 61850 情報モデルの国際標準化状況
･･･････ ○大谷哲夫（一般電力中央研究所）・田中立二（国立研究開発法人産業技術総合研究所）・小澤

浩（アズビル）

5-S13-5 OS4ES のセキュリティ要件
･･･････････････････････････ ○水野

修（工学院大学）・横山健児（NTT ファシリティーズ）・魚住光成（三菱電機）・
甲斐 賢（日立製作所）・芹澤善積（電力中央研究所）・小林延久（早稲田大学）

5-S13-6 需要家電力資源による電力需給調整その 4( ビル用マルチエアコン）
･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○小林延久（早稲田大学）・蜷川忠三（岐阜大学）

5-S13-7 電力需給調整の国内外制度設計状況
･････････････････････････････ ○田中晃司（東京電力エナジーパートナー）・小栁文子（環境エネルギー技術研究所）・
小林延久・田中立二（早稲田大学先進スマートグリッド技術研究所）・
新井 裕（明電舎）・芹澤善積（電力中央研究所）

5-S13-8 電力需給調整に関わる通信回線要件の考察
･････ ○曽根高則義・小林延久（早稲田大学）・名倉

賢（サイバーフィジカルシステム研究所）・西成活裕（東京大学）

5-S13-9 蓄熱槽を含む多彩なリソースの高度制御型ディマンドリスポンス技術実証（第６報）－蓄熱を中心とした VPP
実証事例－
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○福本淳二・小澤
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浩（アズビル）

※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 22 日（木） 9:00 〜 11:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-23）

S14

モータドライブの解析・センシング技術
座長：塚越昌彦（ＴＭＥＩＣ）

3-S14-1 実動作を想定した IGBT 破壊のリアルタイム表面撮影と同期エネルギーデータ
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○只熊利弥・松岡

徹（三菱電機）

3-S14-2 パッケージ寄生インダクタンスによる dI/dt ミラー効果と性能指標
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○大村一郎（九州工業大学）

3-S14-3 電磁界解析によるモータ実駆動時の性能分析
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○佐野広征・成田一行（JSOL）

3-S14-4 有限要素解析により作成した PM モータのビヘイビアモデル
〜その特徴と新しい使い方〜
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○赤津

観（芝浦工業大学）

3-S14-5 FPGA-Hardware-In-Loop を用いたモータドライブシステムのモデリング手法
･･････････････････････････････････････････････････････ ○松野知愛・杉山

潤・譚

ウェンジン（Myway プラス）

3-S14-6 磁気飽和を考慮した同期機モデルと 2 次元テーブルを用いた新制御方式の構築および動作特性の検証
････････････････････････････････････････ ○手塚久貴・中村利孝・新村直人・林 誠（東芝三菱電機産業システム）・
竹内活徳・松下真琴（東芝インフラシステムズ）

総合討論

8 月 22 日（木） 9:00 〜 11:05
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-31）

S15

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-S15-1 機械学習予測モデルを用いたウェブ搬送蛇行制御
････････････････････････････････ ○阿部泰明・上山勇樹・稲本修治・藤井高史（オムロン）・菅原志門（エイシング）

2-S15-2 組み込みシステム向け異常検知方式
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○中川慎二（日立製作所）

2-S15-3 ラゲール関数による仮想入力を用いた閉ループ同定法
･･････････････････････ ○新井将典・平社信人・重松洋一・平間雄輔（群馬工業高等専門学校）・川端洋之進（ヤマト）

2-S15-4 宇宙用太陽電池の電流集中再現モデルの提案と温度分布シミュレーション
･･･････････････････････････････････ ○野坂龍之介（宇部工業高等専門学校）・濱里直也（元宇部工業高等専門学校）・
中村徹哉（JAXA 宇宙航空研究開発機構）・南野郁夫（宇部工業高等専門学校）

2-S15-5 雷サージ印加時の BPD 内部温度シミュレーション用電気モデル
･････････････････ ○浦松

司・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）
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シンポジウム

MEMO
8 月 22 日（木） 13:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-22）

S16 （B 部門高電圧技術委員会共催）鉄道電気設備における雷害事例とその対策
座長：林屋

均（東日本旅客鉄道）

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

均（東日本旅客鉄道）

5-S16-1 総論
5-S16-2 JR 東海における信号設備の雷害事例
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○五十嵐裕孝（東海旅客鉄道）

5-S16-3 JR 北海道における電力設備の雷害事例
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○高井

渉（北海道旅客鉄道）

5-S16-4 JR 西日本における信号設備の雷害事例
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○武市

徹（西日本旅客鉄道）

5-S16-5 JR 西日本における電力設備の雷害事例
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○田中弘毅（西日本旅客鉄道）

5-S16-6 JR 東日本における在来線信号機器室の雷害対策について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○杉浦弘人（東日本旅客鉄道）

5-S16-7 JR 東日本における電力設備の雷害事例
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○天田博仁・林屋

均（東日本旅客鉄道）

5-S16-8 JR 九州博多駅における運転保安装置の雷害について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○糸山滉平・平野智也（九州旅客鉄道）

5-S16-9 今後の展望
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○関岡昇三（湘南工科大学）

総合討論

8 月 22 日（木） 13:20 〜 16:25
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-23）

S17 第 2 回リニアドライブ技術および応用事例紹介
〜企業におけるリニアドライブ技術の開発動向〜
座長：江澤光晴（キヤノン）

挨拶
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････矢島久志（SMC）

3-S17-1 産業用リニアモータ製品の紹介
･････････････････････････････････････････ ○矢島久志（SMC）・江澤光晴（キヤノン）・岸田和也（東洋電機製造）・
佐藤光秀（信州大学）・打田正樹（鈴鹿工業高等専門学校）

3-S17-2 ベルト状狭幅薄型二次導体を有する両側式リニア誘導モータの基礎検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○志村

3-S17-3 安川電機

樹・中津川潤之介・青山康明（日立製作所）

リニアモータの紹介

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○宮崎大輔（安川電機）

3-S17-4 汎用 E 型コアを用いた超精密機械用大推力横磁束形リニア同期モータ
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････○金

弘中（KOVERY Co., Ltd.）

3-S17-5 リニア振動アクチュエータの開発
････････････････････････････ ○泉

智博（パナソニック）・大羽隆文・小林 昇（パナソニック アプライアンス社）・
浅井保至・太田智浩（パナソニック）・平田勝弘（大阪大学）

3-S17-6 大型空調用磁気軸受ターボ圧縮機とドライブシステム
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○阪脇

篤・入野裕介・中澤勇二（ダイキン工業）

3-S17-7 リニアドライブの特許状況
･････････････････････････････････ ○矢島久志（SMC）・江澤光晴（キヤノン）・打田正樹（鈴鹿工業高等専門学校）・
岸田和也（東洋電機製造）・佐藤光秀（信州大学）
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シンポジウム

MEMO
8 月 22 日（木） 13:20 〜 16:50
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-31）

S18

診断・監視の基盤技術とその応用
座長：大屋英稔（東京都市大学）・平澤一浩（CAE ソリューションズ）

3-S18-1 真贋判定技術のための機能性材料の開発
････････････････････････････････････ ○藤川真樹・原

万里子（工学院大学）・七井

靖・渕

真悟（青山学院大学）

3-S18-2 河川のマイクロ波水位計の一方式
･････････････○平澤一浩（CAE ソリューションズ）・富澤良行（群馬工業高等専門学校）・荒井郁男（荒井電波研究所）

3-S18-3 振動波形データの定Ｑ変換を用いた回転機の故障診断
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○林

孝則・堀

貴雅・外山達斎（明電舎）

3-S18-4 テレメータシステムによる鉄道用設備の故障検出
･････････････････････････ ○三﨑友樹・為広重行（四国旅客鉄道）・石岡遼士・田中大介（新居浜工業高等専門学校）・
池田建司（徳島大学）・柏尾知明（近畿大学）

3-S18-5 遠隔地エネルギーシステムの Raspberry Pi を用いた模擬遠隔監視システムの開発
･･･････････････････････････････････････････････････････ ○後藤

聡・三宅啓太・松田吉隆・杉

剛直（佐賀大学）

3-S18-6 需要設備点検情報を用いた保全品質の高度化
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○西村和則（広島工業大学）

3-S18-7 心電図波形のスペクトルの特徴量に基づいた識別アルゴリズムの性能評価
･････････････････････････ ○岡井貴之・平田祥悟・大屋英稔・星 義克（東京都市大学）・中野和司（電気通信大学）・
山口芳裕・五十嵐 昂（杏林大学）・宮内 洋（救急振興財団）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:40
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-32）

S19

上下水道施設におけるリスク低減への取組
座長：森

竜也（明電舎）

開会挨拶
5-S19-1 上下水道施設におけるリスクマネジメントに関する検討事例
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○岩本信一郎（日水コン）

5-S19-2 水処理プラントの安全および効率的な運転に寄与する運転管理支援システム
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○那須侑子・原村和裕・大西敏仁（三菱電機）

5-S19-3 雨水リスク対応監視制御技術の開発
･･･････････････････････････････････････ ○山野井一郎・西田佳記・圓佛伊智朗・畑山正美・田所秀之（日立製作所）

5-S19-4 水質リスク低減に貢献する高度浄水処理システム
･･･････････････････････････････････････････････ ○村山清一・中嶋可南子・牧瀬竜太郎（東芝インフラシステムズ）

5-S19-5 事故時の運用を支援する配水予測技術
･･･････････････････････ ○松本和則（メタウォーター）・覚本昭弘・山田道崇（大分県）・金子真也（ニュージェック）

5-S19-6 上下水道施設における自然災害リスクへの対応
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○丹

隆司（明電舎）

閉会挨拶

8 月 21 日（水） 9:00 〜 11:55
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-32）

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）

T1-1

三相電圧形インバータと PWM
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 林

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

洋一（青山モータードライブテクノロジー）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 森本進也（安川電機）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 道木慎二（名古屋大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 福本哲哉（青山モータードライブテクノロジー）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 岩路善尚（日立製作所）
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一般セッション

MEMO
8 月 20 日（火） 15:00 〜 16:20
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R2-1

メカトロニクス I
座長：桂

2-1

誠一郎（慶應義塾大学）

毛髪再生医療のための植毛動作支援に向けた環境インピーダンス推定による層変化検出
･････････････････ ◎鳥海宗太郎・堀越幹生・下野誠通（横浜国立大学）・松永卓也（神奈川県立産業技術総合研究所）・
景山達斗・福田淳二（横浜国立大学）

2-2(6p)

Force Fluctuation Suppression by Additional Force Feedback in Force Control System with Vibrating
Environment for Rotary Wear Test
････････････････････ ◎横山

2-3(6p)

稔・下野誠通（横浜国立大学）・山下主税・長坂

整・松村

周（鉄道総合技術研究所）

人工蜂コロニーアルゴリズムによる建設重機の経路最適化
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大橋風雅・葛生一樹・内村

2-4(6p)

裕（芝浦工業大学）

分散深層強化学習を用いた施工機械の経路探索
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松原悠真・田邉峻也・内村

裕（芝浦工業大学）

8 月 20 日（火） 15:00 〜 16:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-1

回転機制御技術（回転機制御一般 I）
座長：岩路善尚（茨城大学）

3-1

エンジントルクを模擬する IPMSM の銅損低減制御
･･････････････････････････････ ○山中

優・竹下隆晴（名古屋工業大学）・濱田鎮教・滝口昌司・只野裕吾（明電舎）

3-2

磁化特性の数式モデルに基づ SRM のトルクリプルと電流実効値の低減手法

3-3

インバータ過変調領域で動作可能な誘導電動機の電流制御系

3-4

SR モータの動作領域を拡大可能な駆動回路の実機検証

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎熊谷崇宏・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎太田和希・道木慎二（名古屋大学）
･････････････････････････････････････････････････ ◎石川竜之進・後藤博樹・船渡寛人・春名順之介（宇都宮大学）

8 月 20 日（火） 15:00 〜 16:00
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-2

回転機（PM モータ I）
座長：朝間淳一（静岡大学）

3-5(6p)

円弧ラジアル配向金属磁石を用いた自動車主機用 IPMSM の設計検討
････････････････････････････････････････････････････････････ ○加納善明（大同大学）・藪見崇生（ダイドー電子）

3-6

キャリア高調波と零相磁束による自励式分布巻磁石フリーモータの提案とドライブシステムの基礎検討

3-7

ネオジム磁石を使用した透磁率変調技術に基づく可変界磁 PM モータの基礎検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎青山真大・野口季彦（静岡大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○岩間清大・野口季彦・青山真大（静岡大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 20 日（火） 15:00 〜 16:20
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R4-1

自動車技術（蓄電・給電）
座長：加藤

4-1

高ピークパワー WO3 電極蓄電池の回生特性評価

4-2

リチウムイオン電池の電気化学的モデリングおよび全固体電池への応用

崇（日産自動車）

･･････････････････････ ○高木茂行・北村昂太（東京工科大学）・佐々木亮人・片岡好則・平林英明（東芝マテリアル）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○佟

立柱（計測エンジニアリングシステム）

4-3(6p)

走行中ワイヤレス給電システムにおける包絡線モデリングとフィードフォワード制御による電流過渡特性改善

4-4

13.56MHz を用いた AGV 用薄型ワイヤレス給電アンテナの設計

････････････････････････････ ◎時田圭一郎・畑

勝裕・藤本博志・堀

洋一（東京大学）・居村岳広（東京理科大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎倉本

曉・赤津

観（芝浦工業大学）

8 月 20 日（火） 16:40 〜 18:00
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R2-2

メカトロニクス II
座長：関

2-5

スライディングモード微分器を用いた外乱オブザーバの一設計法

2-6(6p)

予測ホライズンが可変なモデル予測制御による変動遅延を含む系の制御

2-7

1 次ホールドを用いたサンプル値フィードフォワード制御によるＨＤＤのシーク制御

2-8

HDD トラックシークにおけるニューラルネットワークを用いたフィードフォワード制御

健太 ( 名古屋工業大学 )

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎岡崎さつき・村上俊之（慶應義塾大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎荒井裕貴・藤原和樹・内村
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎五十嵐

裕（芝浦工業大学）

遼・熱海武憲（千葉工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎万谷天輝・熱海武憲・中代重幸（千葉工業大学）

8 月 20 日（火） 16:40 〜 18:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-3

回転機制御技術（マルチインバータドライブ）
座長：道木慎二（名古屋大学）

3-8(6p)

デュアルインバータを用いた負荷電力補償による電解コンデンサレスインバータのトルク脈動抑制法

3-9

デュアルインバータ駆動オープン巻線モータの巻線スイッチを用いた短期間高トルク動作の検討

3-10

デュアルインバータを用いたモータドライブシステムの電源ラインに流入する電流高調波低減

3-11

デュアルインバータモータドライブにおける直流バスバッテリー解列時のフェールセーフ動作

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎西尾元紀・芳賀
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎七澤風画・芳賀
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎奥村

廉・芳賀

仁（長岡技術科学大学）
仁（長岡技術科学大学）
仁（長岡技術科学大学）

･････････････････････････････････････････････････ ◎大音慶明・Melinda Badriatul Fauziah・野口季彦（静岡大学）

8 月 20 日（火） 16:20 〜 17:40
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-4

回転機（PM モータ II）
座長：竹本真紹（北海道大学）

3-12(6p)

高効率高速モータの高パワー密度化の総括
･･････････････････････････････････････ ○榎園正人（日本文理大学）・上野尚平（大分大学）・祖田直也（茨城大学）・
槌田雄二（大分大学）・若林大輔・岡 茂八郎（日本文理大学）

3-13

ギャップ構成に着目した小型 PM モータの高パワー密度化に関する検討

3-14

15 kW, 150,000 r/min 超高速 PM モータの減磁特性を考慮した回転子構造の検討

3-15

80 μ m 鋼板を用いた高速永久磁石モータにおける PWM 駆動のモータ性能への影響

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宇佐美和明・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎藤田康平・野口季彦（静岡大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎落井克仁・朝間淳一（静岡大学）
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MEMO
8 月 20 日（火） 16:40 〜 18:00
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R4-2

自動車技術（電気自動車）
座長：高木茂行（東京工科大学）

4-5

永久磁石における損失の単体計測と解析による評価

4-6

可変磁束モータの基礎特性

･･･････ ◎清水

修・藤本博志（東京大学）・中田崇寛（JFE テクノリサーチ）・米山勝也・武田啓司・榎戸

･･････････････････････････････････････････････････････ ○鈴木利幸・武田啓司（TDK）・赤津

4-7(6p)

靖（TDK）

観（芝浦工業大学）

再生可能エネルギーによる DC 発電と急速充電機能を内蔵する電動車を連携させるシステムコンセプトの提案
･･･････････････････････････････ ○井出一正（日立パワーソリューションズ）・中津欣也・田中信太朗（日立製作所）・
熊崎寿久（日立アイイーシステム）

4-8

電気自動車の主電動機を用いた Antilock Brake System のための路面推定方法の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中道京介・山中建二・北條昌秀（徳島大学）

8 月 20 日（火） 16:40 〜 18:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R5-1

電気鉄道（信号）
座長：寺田夏樹（鉄道総合技術研究所）

5-1

AHP を用いた評価手法の考察と鉄道信号への適用

5-2

踏切制御子用リレー電圧測定器の開発と問題点の改良

･･････････････ ◎上月良太・森島直大・杉本裕紀子・小林大軌（京三製作所）・水間
････････････ ◎木下将弥・岡城崇之・野村光孝・森田

毅・Upvinder Singh（東京大学）

建（西日本電気テック）・成瀬浩樹・米村典久（東邦電機工業）

5-3

踏切設備モニタリングによるメンテナンスの変革（制御子センサの開発）

5-4

メンテナンス向上を目的とした NS 形電気転てつ機モニタリングの開発

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎山中恵太・鈴木雅彦・金田敏之（東日本旅客鉄道）
･･････････････ ◎佐々木正孝・鈴木雅彦・金田敏之（東日本旅客鉄道）・太田好紀・浜中正義・上里拓也（京三製作所）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-1

パワーエレクトロニクス（非接触給電 I）
座長：畑

1-1

周波数拡散 WPT システムの出力電流リップル低減法

1-2

大電力ワイヤレス電力伝送システムからの放射妨害特性の離散方向測定に対する妥当性検証

1-3

マトリックスコンバータを用いた三相ワイヤレス給電システム

･････････････････････････････ ○小倉浩嗣・司城
･････････････････････････････ ○司城

勝裕（東京大学）

徹・鈴木正俊・兼清靖弘・井上和弘・尾林秀一・石田正明（東芝）

徹・鈴木正俊・井上和弘・小倉浩嗣・尾林秀一・兼清靖弘・石田正明（東芝）

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

1-4(6p)

中継コイルをもつ磁場結合型非接触給電における伝送モード解析
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎馬野叶悟・石飛
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学（奈良工業高等専門学校）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R1-2

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）

1-5

スイッチトキャパシタ変換器をベースとした双方向 DC-DC コンバータのクラスタ数に関する検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎手崎和明・萩原

1-6(6p)

誠（東京工業大学）

結合インダクタを用いた DC-DC コンバータの数学的モデリングにおける低次元化手法の提案
････････････････････････････････････････ ◎川上太知（大阪府立大学工業高等専門学校）・森本茂雄（大阪府立大学）

1-7

クロックレス電圧共振半波形降圧 DC-DC コンバータのマルチフェーズ化による安定性検討
･･････････････････････････････････ ◎熊

1-8(6p)

軼・今岡

淳・山本真義（名古屋大学）・小堀康功・小林春夫（群馬大学）

結合型 2 相昇圧コンバータの電流リプル低減検討
･･･････････････････････････････････････････････････････ ○村上

哲・小林亮祐・小松祐太・岩蕗寛康（三菱電機）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-3

スイッチング解析（パワーデバイス）
座長：高木茂行（東京工科大学）

1-9

MOSFET の寄生容量を考慮した E 級発振器の解析と設計

1-10

パワーデバイス 3 直列接続時におけるターンオフ・オン時の電圧バランス

1-11

MOSFET 寄生容量を考慮した負荷変動に対する E 級インバータの設計

1-12

半導体素子における逆回復特性を考慮した接合部温度の検討

････････････････････････････････････････････････ ◎海老原史弥・魏

秀欽（千葉工業大学）・関屋大雄（千葉大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎橋本一馬・和田圭ニ（首都大学東京）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎羅
･････････････････････････････････････････････････ ◎萩尾悠樹・瀬戸

煒森・魏

秀欽（千葉工業大学）

誠・米田孝史（東芝三菱電機産業システム）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-5

回転機制御技術（誘導機・リラクタンス機制御）
座長：宮島孝幸（ダイキン工業）

3-16(6p) 回転子抵抗変動にロバストなすべり周波数形ベクトル制御法を用いた誘導電動機ベクトル制御法
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 中村直人・○新中新二（神奈川大学）

3-17

SynRM の全速度領域における速度・位置センサレス制御システムの駆動実験

3-18

高周波電流重畳システムを用いた極低速域における SynRM の位置センサレス制御

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎久畑篤紀・森本茂雄・井上征則・真田雅之（大阪府立大学）
･････････････････････････････････ ◎畑中孝斗・加藤聡馬（岐阜工業高等専門学校）・伊藤亮人（長岡技術科学大学）・
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）

3-19(6p) dq 軸間磁束干渉をもつ同期リラクタンスモータの電流制御・効率駆動・突極位相推定
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○新中新二（神奈川大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-6

回転機（PM モータ III）
座長：榎本裕治（日立製作所）

3-20

IPMSM の巻線構造と極数の違いが加振力に及ぼす影響と回転子偏心を考慮した際の加振力に関する基礎検討

3-21

回転子の軸が斜めに傾いた永久磁石同期モータの電磁力のモード分析

･････････････････････････････････････････････････ ◎森野慎太郎・真田雅之・森本茂雄・井上征則（大阪府立大学）
･････････････････････････････････････････ ◎伊藤史晃・竹内活徳・小番拓也・松下真琴（東芝インフラシステムズ）

3-22

IPMSM におけるトルクリプル低減に適した窪みの形状と配置の検討

3-23

集中巻 IPM モータにおける回転子スリットによる dq 軸間相互干渉の悪影響低減に関する検討

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎下川智也・森本茂雄・真田雅之・井上征則（大阪府立大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ 山崎克巳・◎山本兼太・近藤涼太（千葉工業大学）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R5-2

電気鉄道（再生可能エネルギー）
座長：高木

5-5

亮（工学院大学）

鉄道への再生可能エネルギーのき電供給に関する検討
･･･････････････････････････････････････････ ◎竹松卓也・佐藤栄徳・小林一樹・阿部正太朗・越 康彦・小貫素彦・
橋本 慎・笠井浩司・関島志郎（東日本旅客鉄道）

5-6

鉄道用施設の振動によるエナジーハーベストに関する基礎検討
･･････････････････ ○杉山達彦・芝田

5-7

泰・中川将志・橋口

原（静岡大学）・金子勝弘・川原敬治（西日本旅客鉄道）

在来鉄道における太陽光発電設備導入に関する検討
･･･････････････････････････････････････････ ◎天田博仁・湯本哲史・長野和海・金安麻友美・山田雄吾・関島志郎・
小貫素彦・橋本 慎・笠井浩司（東日本旅客鉄道）

5-8

気象データ等を活用した機械学習による駅の省エネルギー制御の検討
･･････････････････････････････････････････ ◎南之園弘太・橋本

慎（東日本旅客鉄道）・宇都宮健志・佐々木 潤・
渋谷早苗・山口浩司（日本気象協会）

8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-3

電気鉄道（電車線 I）
座長：根津一嘉（鉄道総合技術研究所）

5-9

上越新幹線トンネル内における磁器がいし RTV シリコーンコーティングの検証
･･･････････････････････････････････ ○宮腰陽一・佐藤

孝・佐藤尚也・村山陽介・関塚文也・樋口 渚・荒木基旭・
若木 渉・清水克幸（東日本旅客鉄道）

5-10

マイクロ波を用いた鉄道用がいし非接触検査手法の開発

5-11

電食加速試験及びがいしのメンテナンスに関する研究

･･････････････････････････････････････ ○土井章裕・田中弘毅・宮口浩一（西日本旅客鉄道）・村田博司（三重大学）
･････････････････････････････････････････ ○吉田光伸（東日本電気エンジニアリング）・江原由泰（東京都市大学）・
関島志郎・塩谷厚志・佐藤栄徳・林屋 均（東日本旅客鉄道）

5-12

可動ブラケットの保全方法検討に向けた内部腐食劣化状態調査
･････････････････････････････････････････････････ ◎伊東和彦・伊藤典之・森
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貞雄・宮口浩一（西日本旅客鉄道）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R5-4

ものづくり
座長：三橋

5-13

郁（職業能力開発総合大学校）

Quantum Chemical Evaluation of the Impact of the Potential Difference between the Liquid Sodium and the
Transition Metal on the Intensity of the Sodium-Water Reaction
･･････････････････････････････ ◎鈴木

愛・宮野正之・三浦隆治（東北大学）・荒

5-14

微細構造形成による金属へのレーザ加飾技術

5-15

被災地利用のための PZT 素子を用いた発電靴の開発

5-16

画像処理による点字ブロックの検出と視覚障碍者への情報伝達

邦章（日本原子力研究開発機構）

･･･････････････････････････････････････････････ ○田中等幸・松原早苗・西村太志（岐阜県産業技術総合センター）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎瀬戸敬太・塚越正太郎・橋本誠司・栗田伸幸（群馬大学）
･･･････････････････････････････････････ ◎岡本利彰・下野誠通・坪井雄一・泉

真由子・高野陽介（横浜国立大学）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-4

パワーエレクトロニクス（非接触給電 II）
座長：日下佳祐（長岡技術科学大学）

1-13

海水中用 PS 共振磁気結合ワイヤレス電力伝送システム

1-14

CLN 等価回路法による空気中および海水中の磁気結合型ワイヤレス電力伝送システムの電磁界解析

1-15

コの字型トランスを用いた海中非接触給電の検討

････････････････････････････････････････････ ○保田富夫（ワィティー）・貝森弘行（サイエンスソリューションズ）
････････････････････････ ○貝森弘行・石原照正・栁澤一郎（サイエンスソリューションズ）・保田富夫（ワィティー）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎古山和宜・金子裕良（埼玉大学）

1-16(6p) イミタンス変換器を用いた低域通過フィルタ等の縦続接続素子を有する WPT システムの設計方法
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○鈴木正俊（東芝）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-44）

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）

1-17

GaN パワーデバイスを用いた LLC コンバータの 2 次側同期整流回路の設計

1-18

高速駆動回路を用いた SiC MOSFET E2 級 DC-DC コンバータの設計

1-19

低スイッチ電圧ストレス E2 級 DC-DC コンバータの解析

1-20

圧粉磁心を用いた非結合リアクトル及び結合リアクトルの磁界の動作範囲の比較

･････････････････････････････････････････････････ ◎山田智基・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山崎将弘・魏
･･････････････････････････････････････････････････ ◎小木雄介・魏
････････････････････････････ ◎青木達也・伊藤広一郎・今岡

秀欽（千葉工業大学）

秀欽（千葉工業大学）・関屋大雄（千葉大学）

淳・山本真義（名古屋大学）・吉本耕助（大同特殊鋼）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-6

パワーエレクトロニクス（応用）
座長：岩城聡明（ナチュラニクス）

1-21

誘電エラストマーアクチュエータの高速駆動にむけた高電圧パルス回路の開発

1-22

任意の時比率における負荷変動に対する E 級インバータの解析

1-23

GMR センサを用いたボンディングワイヤ電流測定法の検討

1-24

三相９レベル PWM インバータの出力波形の調波解析（その３）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎上野元貴・中村
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎小日向夏美・羅

孝・舟木

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田守

煒森・魏
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秀欽（千葉工業大学）

建・赤津

･･････････････････････････････････････････････････････ ○滝川浩和（きんでん）・伊与田

剛（大阪大学）

観（芝浦工業大学）

功（大阪電気通信大学）

※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 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-7

回転機制御技術（回転機制御技術一般 II）
座長：冨田睦雄（岐阜工業高等専門学校）

3-24

IPMSM の位置センサレス制御のための適応磁束オブザーバを用いたインダクタンス同定

3-25

DyCE 原理に基づく適応磁束オブザーバを用いた誘導電動機の低速・回生領域における一次抵抗同定の安定性
解析

3-26

零速度領域を含めた SPM モータの温度推定法

3-27

モータ制御系のマルチコア実装時における並列度向上に向けた遅延挿入箇所の最適化

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎野村勇太・河村尚輝・残間忠直・劉

･･････････････････････････････････････････ ◎河村尚輝・劉
･･････ ◎岡田裕司・岩田大輝・大石

康志（千葉大学）

康志・残間忠直（千葉大学）・長谷川

勝（中部大学）

潔・横倉勇希（長岡技術科学大学）・井出勇治・倉石大悟・高橋昭彦（山洋電気）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○ Kim Jinsoo・道木慎二（名古屋大学）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-8

回転機（PM モータ IV）
座長：山本

修（職業能力開発総合大学校）

3-28(6p) アモルファス金属鉄心をティース部に用いた分布巻 IPM モータ
･･･････････････････････････････････････････････○榎本裕治・永田

稔・今川尊雄（日立製作所 研究開発グループ）

3-29(6p) アモルファス合金薄帯を用いた集中巻永久磁石同期モータの損失評価に関する基礎検討
････････････････････････････ ○高畑良一（日立製作所）・渕野大我・田所哲也（日立ジョンソンコントロールズ空調）

3-30

ナノ結晶軟磁性材料ステータコアを有するモータ特性の研究

3-31

IPM モータ・回転子への超高強度鋼板の適用可能性の検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○牧野省吾・野中
････････････････････････････････････････････････ ○藤原

剛（安川電機）

進・岩津智永（日鉄日新製鋼）・竹本真紹（北海道大学）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R4-3

自動車技術（運動制御）
座長：赤津

4-9(6p)

Design of 3K Planetary Gear for Electric Vehicle.

4-10

登坂時における電動カートのスリップ抑制制御評価

観（芝浦工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎ Hamraev Timur・藤本康孝（横浜国立大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎高橋空路・美井野

優・高木茂行（東京工科大学）

4-11(6p) 負荷側エンコーダを用いた軸トルク制御による減速機方式インホイールモータの振動抑制
･････････････････････････････････････････････････････ ◎和久井晟冴・延命朋希・藤本博志・堀

洋一（東京大学）

4-12(6p) ブラシモデルに基づく横滑りを考慮した駆動力制御系 4 輪独立駆動する電気自動車を想定したトラクション制
御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎布施空由・藤本博志（東京大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R5-5

電気鉄道（変換装置）
座長：小西武史（鉄道総合技術研究所）

5-17

新幹線車両主変換装置による電車線電圧降下補償の制御方法の検討

5-18

新幹線の周波数変換装置保護のための整流型超電導限流器の導入効果解析

･････････････････････････････････････････････････ ◎清水俊匡・久野村

健・佐藤賢司・加藤宏和（東海旅客鉄道）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎赤堀貴広・寺尾

5-19

高電圧き電システムにおける DC-DC 変換器の DC-AT 制御法

5-20

中セクションにおける静電容量の計算手法の検討

･･･････････････････････････ ○吉井

悠・大崎博之（東京大学）

剣（鉄道総合技術研究所）・石山琢麻（三菱電機）・川原敬冶（西日本旅客鉄道）

･････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木直樹・甲斐正彦・守山浩史・久野村

健（東海旅客鉄道）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-6

電気鉄道（電車線 II）
座長：宮口浩一（JR 西日本旅客鉄道）

5-21

門形支持物の支持構造の違いが固有周期に与える影響

5-22

亜鉛めっき鋼電車線支持物用ケレン装置の開発

5-23

BIM を活用した電車線路設備測量の検証

･･････････････････ ◎大石真歩・原田

智（鉄道総合技術研究所）・加藤

洋・根崎

誠・道本武泰（東日本旅客鉄道）

････････････････ ○髙見雅人・上原勇希・黒川剛士・島田喜明（東日本旅客鉄道）・新貝昌大・竹田良太（三和テッキ）
･･････････････････････････････････ ◎猿田裕司・加藤

洋（東日本旅客鉄道）・東森一範（富士テクニカルリサーチ）

5-24(6p) 不明電柱基礎の深さ確認用測定器の開発
･･･････････････････････････ ○中島志穂・藤倉英聡・加藤

洋（東日本旅客鉄道）・小林

匠・河野隆二（CWC 日本）

8 月 21 日（水） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R5-7

スマートエネルギーマネジメント
座長：三橋

郁（職業能力開発総合大学校）

5-25

リチウムイオン蓄電池の劣化診断による選択的運用から得られる太陽光発電余剰電力活用の経済性向上

5-26

エネルギープラント運用計画に対する DEEPSO-Q を用いた群強化学習適用の提案

･･････････････････････････････････････････････････････ ○有馬理仁（大和製罐）・林

磊・福井正博（立命館大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎高橋賢二郎・福山良和（明治大学）

5-27(6p) 並列 Global-best Brain Storm Optimization を用いた再生可能エネルギーの不確定性を考慮したエネルギープラ
ント最適運用計画
････････････････････････････････････････････ ◎新井

5-28

馨・福山良和（明治大学）・飯坂達也・松井哲郎（富士電機）

上下水道におけるエネルギー活用技術の現状と展望
･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎福井篤人（明電舎）・長岡

− 52 −

裕（東京都市大学）

※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 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-7

パワーエレクトロニクス（非接触給電 III）
座長：保田富夫（ワイティー）

1-25

SN 方式を用いた非接触給電回路の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎塩澤佳輝・金子裕良（埼玉大学）

1-26(6p) 受電器間のクロスカップリングの影響を自動的に補償可能な複数受電器ワイヤレス給電システム
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎石原將貴・梅谷和弘・平木英治（岡山大学）

1-27

電磁シールドによる遮蔽効果を考慮した非接触給電装置の磁気コアのトポロジー最適化

1-28

低スイッチ電圧ストレス E2 級 WPT システム

1-29

2 巻線コイルの並列駆動による生体影響評価用磁界発生装置

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大友佳嗣・五十嵐
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎北澤圭佑・魏

一（北海道大学）

秀欽（千葉工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松原壱樹・和田圭二・鈴木敬久（首都大学東京）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場

教養教育 B 棟（B-44）

R1-8

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）

1-30

モデル予測制御と PI 制御を併用した DC-DC コンバータの過渡応答改善に関する検討

1-31

モデル予測制御とカルマンフィルタを用いた DC-DC コンバータの負荷変動特性に関する検討

1-32

組み合わせ的最適化手法による DC-DC コンバータのモデル予測制御のスタートアップ特性評価

1-33

ニューラルネットワークの切り替えを用いた基準値修正方式 DC-DC コンバータの過渡特性の検討

1-34

指数関数的ニューラルネットワーク基準値修正による DC-DC コンバータの過渡応答特性について

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田口孝哉・野田侑也・丸田英徳（長崎大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎梅野直人（長崎大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎野田侑矢・田口孝哉・丸田英徳（長崎大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○星野大樹・丸田英徳（長崎大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎朝井笙太・丸田英徳・星野大樹（長崎大学）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 14:40
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-9

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

1-35

配電用三相 / 単相マトリクスコンバータにおける瞬時負荷電圧制御

1-36

絶縁型 AC-DC マトリックスコンバータのリプルキャンセル変調適用時の電力誤差補償法

1-37

絶縁型 AC/DC コンバータに用いるモジュラーマトリックスコンバータのレベルシフト PWM 制御

1-38

マトリックスコンバータを用いた絶縁型 AC/DC 変換器
- ダイオード整流回路の非線形特性を考慮した制御法 -

･･････････････････････････････････････････ ◎加藤勇基也・山村直紀・小山昌人（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
････････ ◎宅間春介・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）・大沼喜也・宮脇

慧（長岡パワーエレクトロニクス）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎武道宏平・竹下隆晴（名古屋工業大学）

････････････････････ ◎小高

渉・小笠原悟司・折川幸司・竹本真紹（北海道大学）・兵頭貴志・徳崎裕幸（オムロン）
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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。
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R2-3

産業計測制御 I
座長：熱海武憲（千葉工業大学）

2-9(6p)

車両機器振動監視システムにおけるリアルタイム異常検知

2-10

双腕型介護支援ロボットの開発に向けた起き上がり介助の動作解析

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○近藤

稔・堺谷

洋（鉄道総合技術研究所）

････････････････････ ◎矢島正大朗・下野誠通（横浜国立大学）・富樫信之（（地独）神奈川県立産業技術総合研究所）・
大西公平（慶応義塾大学）・太田喜久子（日本赤十字看護大学）・
平尾美佳・真志田祐理子（慶応義塾大学）・加藤星羅（ファインテクノス）

2-11

視覚障害者を対象とした環境認知のための力覚デバイス

2-12

ジャークセンサのパラメータ調整法および高感度化の提案

2-13

異なるタイプの中心窩センサからの広視野視覚情報に関する考察
〜 Overt Attention 型センサと Covert Attention 型センサの比較〜

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大藤
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎真鍋

茜・村上俊之（慶應義塾大学）
翼・涌井伸二（東京農工大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎平井悠華・齋藤拓己・渡邊竜哉・清水創太（芝浦工業大学）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-9

回転機・静止器（磁性材料）
座長：小森望充（九州工業大学）

3-32

永久磁石モータ用 Tb 拡散ネオジム磁石の内部磁場分布（第２報）

3-33

Si 傾斜磁性材料（HF 材）を適用したリアクトルの評価結果

3-34

錆による電磁鋼板の磁気特性劣化に関する検討

3-35

開磁気回路における Nd-Fe-B 磁石の磁気測定手法に関する検討

3-36

PWM インバータ励磁下の磁性材料の磁気ヒステリシス特性の数値的一検討

･････････････････････････････････････ ○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）
･･･････････････････････････････････････ ○財前善彰・平谷多津彦・尾田善彦・千田邦浩・山路常弘（JFE スチール）
････････ ◎三谷

怜・髙橋康人・藤原耕二（同志社大学）・松下真琴・徳増

正・安室

慧（東芝インフラシステムズ）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎日永田尚哉・赤津
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○八尾

観（芝浦工業大学）

惇・畠山哲夫（富山県立大学）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-10

回転機（誘導電動機）
座長：山崎克巳（千葉工業大学）

3-37

分流器を用いたアウターロータ固定形三相かご形誘導電動機のバー電流測定

3-38

多相極数切換誘導電動機の運転性能評価モデリング手法の検討

････････････････････････････････････････････ ◎渡邉徳宏・廣塚

功・中村雅憲（中部大学）・杉本英久（昭和電機）

･････････････････････････････････････････････････ ◎石塚航太・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

3-39(6p) 製造 / 材料活用 / 設計技術の融合による高効率誘導モータの開発
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 中﨑

修・○山本泰三（住友重機械工業）

3-40(6p) ギャップ狭小化と磁性くさび適用による誘導電動機の高効率化に関する検討
･････････････････････････････････････ ○杉本愼治（日立インダストリアルプロダクツ社）・高橋暁史（日立製作所）・
遠藤幹夫・田村達拡・木下裕貴（日立インダストリアルプロダクツ社）

3-41

固定子磁束鎖交数演算に基づくトルク推定による誘導電動機の固定子ターン間短絡故障検出の検討
･･･････････････ ○バラプワドウゲアミス
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シャーンタ

グナセカラ・平原英明・山本

修（職業能力開発総合大学校）

※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 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R4-4

家電・民生
座長：叶田玲彦（日立製作所）

4-13

電流―周波数変換を用いたピーク電流検出器の設計について
･････････････････････････････････････････････････ ◎古川雄大（福岡大学）・上津原和也・柴田裕一郎（長崎大学）・
末次 正（福岡大学）・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

4-14

蓄電セル温度が LC 直列回路方式セル電圧監視回路の電圧推定精度に与える影響に関する一考察

4-15

可搬型水素エンジン発電機の水素流量推定法の提案

4-16

太陽光発電システムにおける高感度電流センサを用いた直流漏洩電流検出技術に関する検討

4-17

デマンド予測の高精度化に関する検討

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤大記（公立諏訪東京理科大学）
････････････････････････････････････････････････ ◎新田ひかり・星

伸一（東京理科大学）・福田一人（デイトナ）

･･･････････････････････ ○有松健司（東北電力）・中村大輔・藍原和哉（日立産機システム）・今川尊雄（日立製作所）
･･････････････････ ○松田勝弘・尾出友実・葵木智之（東北電力）・比護貴之・鶴見剛也・所

健一（電力中央研究所）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:20
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R5-8

スマートファシリティ・次世代産業システム
座長：小林

5-29

浩（トーエネック）

高圧電気設備における地絡時の判定関数（Hc) について
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○井上善和（関西電気保安協会）

5-30

日々改善可能で、低コスト・高信頼な社会システムを実現するための要件

5-31

デジタルツインを用いたモータの寿命予測モデルの試作

5-32

アルミニウム製水冷ヒートシンクにおける腐食に関する評価

5-33

射出成形におけるオートエンコーダを用いたモータ電流からの成形不良検知技術の開発

････････････････････････････････････････････････ ○浅野勝宏（名古屋工業大学）・村川佳樹（名古屋工業大学卒業）
･･････････････････ ○宗像佳克・宮内隆太郎・西森
･････････････････････････････････････ ◎蓮実
･･････････････････････････････○中原

5-34

亨・木山明宏（サイバネットシステム）・重松浩一（名古屋大学）

智・中嶋

崇・出口見多・牧

亮・鈴木寛充・表

健一郎（東芝三菱電機産業システム）

晃司（日立製作所）・鈴木英明（Hitachi America, Ltd.）・
金子 悟（日立製作所）・岩路善尚（茨城大学）

許容トルクを考慮した Birateral Drive Gear 設計方法の提案
････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松木

洋（足利大学）・藤本康孝（横浜国立大学）

8 月 21 日（水） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-9

電気鉄道（電車線 III）
座長：古関隆章（東京大学）

5-35

光ファイバ式警報トロリ線システムの監視距離延長試験及びトロリ線温度測定検証
･･････････ ◎増井裕太・加藤直文・持塚宏也・嶽

吉一（東海旅客鉄道）・松栄豊和・蛭田浩義・田村和彦（日立金属）

5-36(6p) 新幹線高速わたり線管理方法の標準化に向けた検討
･･･････････････････････････････････ ◎大友祐一・中澤凌太・森田康一・高橋由和・加藤 彰・寺川英克・岡崎将志・
佐竹涼太・長山健太郎・長谷川宏一（東日本旅客鉄道）

5-37

取替容易な交流電車線用同相インシュレータセクションの開発
･･････････････････････････････････････････････ ◎佐々木大樹・池田浩司・村上雅樹・服部正樹（東日本旅客鉄道）・
小林武弘（三和テッキ）・渡邉 崇（日本電設工業）

5-38

架線金具画像の自動診断技術開発
･･････････････････ ○山田創平・金子

顕・黒川剛士・島田喜明（東日本旅客鉄道）・矢田

徹・渡辺正泰（日本電気）

5-39(6p) 銅含浸型カーボン系パンタグラフすり板の局部摩耗発生機構
･････････････ ○久保田喜雄・早坂高雅（鉄道総合技術研究所）・古賀進一郎（西日本旅客鉄道）・野崎秀彦（東洋炭素）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-10

パワーエレクトロニクス（高周波技術）
座長：林

1-39

バイアス電圧を考慮した積層セラミックコンデンサの損失評価法

1-40

階調方式を用いた傾斜磁場電源の提案
第一報 : 動作原理検証と損失検討

1-41

階調方式を用いた傾斜磁場電源の提案

旻（TDK ラムダ）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎武田友美佳・清水敏久（首都大学東京）

････････････････････････ ◎大石将幸・小林亮祐・竹島由浩・村上

哲・坂下友一（三菱電機）・寺田康彦（筑波大学）

第二報：リップル電流キャンセル回路の動作検証

･････････････････････････････････････････････ ◎小林亮祐・大石将幸・竹島由浩・村上

哲・坂下友一（三菱電機）

1-42(6p) 加工油除去を目的とした常磁性ワークの誘導加熱特性
･･･････ ◎坂本大地・松田和也（奈良工業高等専門学校）・仲野真一（アクア化学）・石飛

学（奈良工業高等専門学校）

1-43(6p) フィルタインダクタのインピーダンスと磁性コアの寸法共鳴との関係についての実験的検討
････････････････････････････ ◎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）

8 月 21 日（水） 15:20 〜 17:00
会場

教養教育 B 棟（B-44）

R1-11

パワーエレクトロニクス（DC-DC コンバータ IV）
座長：岩谷一生（TDK ラムダ）

1-44

軽負荷領域で ZVS 範囲を拡大する巻線切替を用いた DAB コンバータの損失解析
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎田代祐太郎・芳賀

仁（長岡技術科学大学）

1-45(6p) 高圧 DC/DC 変換器への Dual-Phase-Shift 制御適用の効果
･･････････････････････････････････････････････････････ ◎石橋卓治・地道拓志（三菱電機）・佐藤之彦（千葉大学）

1-46

結線変更一次側直列 - 二次側並列 DAB コンバータにおける一次側電圧非平衡時の高調波低減手法

1-47

低圧大電流負荷を持つマルチポート DC/DC コンバータの直流偏差抑制の検討

1-48

鉄道車両用 ZVS-PWM 制御 3 レベル DC-DC コンバータの循環電流低減による効率向上

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大野貴信・星
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎齋藤悠悟・芳賀
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○糀

伸一（東京理科大学）
仁（長岡技術科学大学）

芳信・三島智和（神戸大学）

8 月 21 日（水） 15:20 〜 17:00
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-12

パワーエレクトロニクス（AC-DC コンバータ）
座長：藤井幹介（富士電機）

1-49

低耐圧同期整流 MOSFET を用いたマルチセル AC-DC コンバータ高効率化の検討

1-50

単相パッシブ高力率整流器における電源電圧高調波歪みの影響

1-51

大容量ヒートポンプ式熱源機に適した PWM 整流器の開発

1-52

パレートフロントカーブによる航空機用電力変換器の回路方式最適化に関する基礎検討

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎蘇

洪亮・林

祐輔・高尾和人（東芝

研究開発センター）

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎井筒彬宏・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）
･･･････････････････ ◎久保田洋平・石田圭一・金森正樹・梁瀬裕行・小泉哲弥・遠藤隆久・金澤秀俊（東芝キヤリア）
････････････････ 春名順之介・末次

潤・○若林正人・船渡寛人（宇都宮大学）・福田

剛・山口浩二・鈴木史典（IHI）

1-53(6p) Quantitative Evaluation for Polarization and Electrostriction of the Elastomer by Nano-Scale Quantum
Chemical Calculation
･･････････････････ ◎鈴木

愛・宮野正之・三浦隆治・Gildas Diguet・Cavaille Jean Yves・Sebald Gael（東北大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R2-4

産業計測制御 II
座長：内村

裕（芝浦工業大学）

2-14(6p) 鉄鋼用３レベルインバータドライブシステムの直流電圧センサ健全性自己チェック機能
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○秋田佳稔・田村崇広・永田

2-15

寛（日立製作所）

インバータ内部データによる電動機レヤショート検出
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○久保

2-16(6p)

肇・林

孝則・迫

博己（明電舎）

熱雑音を利用した真性乱数生成回路の PSoC への実装と乱数品質の評価
･･･････････････････ ○松岡俊佑（旭川工業高等専門学校）・藤枝直輝（愛知工業大学）・市川周一（豊橋技術科学大学）

2-17

熱膨張アクチュエータにおける周波数応答の数値解析

2-18

熱膨張アクチュエータにおける周波数領域解析

･････････････････････････････････････････ ◎馬渕和晃・佐野仁亮・山本航平・熱海武憲・中代重幸（千葉工業大学）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎佐野仁亮・山本航平・熱海武憲・中代重幸（千葉工業大学）

8 月 21 日（水） 15:20 〜 16:40
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-11

超電導応用・リニアドライブ
座長：八尾

3-42

高温超電導軸受を用いた高速回転ロータの設計

3-43

小型超伝導磁石の着磁の簡便化に関する検討

3-44

ステレオビジョンを用いたソレノイド中心軸上磁場推定

3-45

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特性比較

･･･････････････････････････････････････････････････ ○小森望充・原

惇（富山県立大学）

啓城・浅海賢一・坂井伸朗（九州工業大学）

････････････････････････････････････････････････････････････ ○横山和哉（足利大学）・岡

徹雄（芝浦工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木賢也・野村新一（明治大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山下眞矢・平山

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

8 月 21 日（水） 15:20 〜 16:40
会場

C 棟・環境（141 番）

R3-12

回転機（回転機一般 I）
座長：高橋暁史（日立製作所）

3-46(6p) 磁石併用誘導モータのすべりに関する基本特性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎杉山直輝・堺

3-47

熱流体解析による永久磁石同期モータの巻線の非定常温度予測に関する検討

3-48

磁界共振結合モータのアキシャルギャップタイプにおける極数による基本特性

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎溝田

徹・原

和人（東洋大学）

洸・甲野藤正明（ヤンマー）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎秋山貴伸・堺

和人（東洋大学）

3-49(6p) ハイブリッド磁界共振結合回転機のトルクとすべりの特性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎森
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聖也・堺

和人（東洋大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 21 日（水） 15:40 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R5-10

電気鉄道（配電 I）
座長：田中弘毅（西日本旅客鉄道）

5-40

大気圧アークにおける電磁力と浮力が及ぼす長ギャップアーク挙動の解明

5-41

駅内直流配電の短絡保護に関する一考察

････････････････ ◎小久保翔太・真栄田義史・根本雄介・岩尾
････････ ◎薗田洋平・筒井信道・仲野

徹（東京都市大学）・早坂高雅（鉄道総合技術研究所）

淳・川原敬治（西日本旅客鉄道）・福野研一・地道拓志・福島勇児（三菱電機）

5-42

微地絡検知による配電線路保全方法に関する一考察

5-43

電鉄用柱上変圧器における落雷の影響に関する研究

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○中澤壮康・長岐健志・座間秀男（東日本旅客鉄道）
･･･････････････････････････････ ◎深谷大介（東日本旅客鉄道）・関島志郎・塩谷厚志・佐藤栄徳（東日本旅客鉄道）・
松本 聡（芝浦工業大学）・林屋 均（東日本旅客鉄道）

8 月 21 日（水） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-11

電気鉄道（地絡保護）
座長：小林宏泰（早稲田大学）

5-44

地絡事故時の信号用保安器焼損の実験的検証

5-45

踏切設備用地絡電流遮断装置の開発

･･････････････････････････････････････ 平川慎太郎（九州旅客鉄道）・○吉井

剣・藤田浩由（鉄道総合技術研究所）

･･････････････････････ 村上雅行・山田英二・網谷親一郎（東日本旅客鉄道）・○小山敏雄・安喰浩司（サンコーシヤ）

5-46

直流電鉄地絡時のレール電位の簡易な計算法とその特性例

5-47

直流高抵抗地絡保護方式検討のための測定および考察

5-48

VLD に対応したレール対地電圧計算方法の開発

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ○田口正和・久保田本気・中道好信（永楽電気）
･･････････････････ ◎樋口靖展・森本大観（鉄道総合技術研究所）・伊東和彦・相原
･･･････････････････････････････････････････ ◎木村祥太・宮内

徹・田中弘毅（西日本旅客鉄道）

努・小熊賢司・高橋弘隆・寺村佳子（日立製作所）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-13

パワーエレクトロニクス（制御・解析 I）
座長：折川幸司（北海道大学）

1-54(6p) カスケード H ブリッジの平滑コンデンサをエネルギーバッファとして用いる Solid-State Transformer におけ
る不平衡負荷補償制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎秋廣元輝・磯部高範・只野

1-55

PWM インバータにおける超高速サンプリングを適用したディジタル制御手法の一考察

1-56

MMC 変換器における疑似マルチレートデッドビート制御の検証

1-57

4 ビットシリアル信号入力デジタルアクティブゲート回路の開発

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎安藤

博（筑波大学）

聖・栗田将伍・横山智紀（東京電機大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎金井なつみ・栗田将伍・横山智紀（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････ ◎小原秀嶺（横浜国立大学）・秋山寿夫・萬年智介・和田圭二（首都大学東京）・
宮崎耕太郎・崔 通・高宮 真・桜井貴康（東京大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R1-14

電力用半導体素子応用 I（パワーデバイス）
座長：佐藤宣夫（千葉工業大学）

1-58

GaN デバイスを対象とした寄生インダクタンスによるスイッチング特性への影響評価

1-59

高速 SiC/GaN スイッチング回路のプロービング方式の比較

････････････････････････････････････････ ◎髙原貴昭・佐竹

彰（三菱電機）・三井晃司・和田圭二（首都大学東京）

･･････････････････････････････････････････････････････････ ○長浜

竜（岩崎通信機）・高木茂行（東京工科大学）

1-60

1.2 kV 30 kV/µs サージ電圧制御機能内蔵 SiC MOSFET ゲートドライバ

1-61

ソース電流帰還型ゲートドライバを用いた大容量 SiC-MOSFET モジュールのスイッチング特性検証

･･･････････････････････････････････････････････････････ ○山本昌弘・阿部充庸・秋山博則・丹羽章雅（デンソー）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎野下裕市・トウ明聡（東京農工大学）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R1-15

パワーエレクトロニクス（EMC I）
座長：中津欣也（日立製作所）

1-62

PFC におけるノイズキャンセラ方式を用いた雑音端子電圧低減方法

1-63

電流不連続モードを適用した独立型バッテリマネジメント用非絶縁形電力変換回路における雑音端子電圧に関
する一考察

1-64

補助巻線を用いた多相コンバータ向けコモンモードノイズキャンセリング

1-65

周波数ドメイン EMI モデリング手法におけるノイズ源モデル改善に関する研究

･･･････････････････････････････････････････ ◎荒海竜之介・藤田

悟・山田隆二・菅原敬人・藪崎

純（富士電機）

･･････････････････････････････････････････ ◎中西俊貴・小林和博（三英社製作所）・伊東淳一（長岡技術科学大学）
････････････････････ ◎佐々木
････････◎張

柏華・張

守・今岡

淳・山本真義（名古屋大学）・仲野

帥涛（九州大学）・今岡

陽・布施浩司（アルプスアルパイン）

淳（名古屋大学）・庄山正仁（九州大学）・竹上栄治（TDK ラムダ）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-16

パワーコンバータ I（マルチレベルコンバータ）
座長：長谷川一徳（九州工業大学）

1-66

SST ユニットを直列接続したマルチレベル電力変換システム向けコア電位分離型高周波トランスの開発

1-67

SST 直列型マルチレベル変換器のコンデンサ損失低減法

1-68

ゲートブロック動作後の直流電流挙動についての検討

1-69

スター結線型モジュラー・マルチレベル変換器の逆相電流出力の拡大手法

･････････････････････････････････････････････････････ ◎河口祐樹・古川公久・嶋田尊衛・楠川順平（日立製作所）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○古川公久・河口祐樹（日立製作所）
･････････････････････････････････････････････････ ◎阿部圭佑・吉野輝雄・服部圭佑（東芝三菱電機産業システム）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○大井一伸・漆畑正太・只野裕吾（明電舎）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R2-5

モーションコントロール I
座長：五十嵐

2-19

データマイニングによる制御パラメータの最適化手法

2-20

連続信号と離散信号を用いたオブザーバによる振り子システムの振れ角推定

2-21

外部回路を用いた圧電アクチュエータの力センサレス制御

2-22

スパイラルモータを用いた波力発電における回生電力の最大化

洋（東京電機大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 斉藤俊樹・○熱海武憲（千葉工業大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎阿野漱太・関
･････････････････････････････････････････････････ ◎櫻木佑哉・大野順平・関

健太・岩崎

誠（名古屋工業大学）

健太・岩崎

誠（名古屋工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎牧村愛萌・小山昌人（三重大学）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場

C 棟・環境（141 番）

R3-13

回転機（回転機一般 II）
座長：中村雅憲（中部大学）

3-50

圧粉磁心の高調波重畳を想定したコアロス特性評価

3-51

スポーク形 PM バーニアモータにおける永久磁石の追加とその効果

3-52

鉄道用トラクションモータの軸受劣化監視技術

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎齋藤達哉・榎園勇太・上野友之・中村悠一（住友電気工業）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎北條通大・下村昭二（芝浦工業大学）
･･････････････････ ○高橋暁史・加藤哲司・周 広斌（日立製作所）・徳山和男（日立製作所 鉄道ビジネスユニット）・
藤井克彦（日立インダストリアルプロダクツ）・岡本康太・中島啓行・藤井威人（東日本旅客鉄道）

3-53

IPMSM のコイルエンドが VR レゾルバ出力に与える影響
･･････････････････････････････････････････････････ ◎ Hari Andono Muhammad Lucky・赤津

観（芝浦工業大学）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R5-12

電気鉄道（工事 I）
座長：

5-49

新技術を用いた電車線路設計手法

5-50

電柱基礎の省力化施工の検証

5-51

渋谷駅改良工事における電車線切換計画

5-52

新幹線電化柱耐震補強工事用軌陸車の作動油温度上昇検討

･･･････････････････････････････････････････････････ ○林
･･･････････ ○梅澤康士・加藤

壮・梅澤康士・佐藤寿人・加藤

洋（東日本旅客鉄道）

洋・井上さおり（東日本旅客鉄道）・斉藤聖司（日本地工）・佐藤祥三（日本電設工業）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎相馬伸丈（東日本旅客鉄道）
･････････････････････････････････････ ◎葛西卓史・齋藤優景・福島規至・佐藤寿人・西

健太郎（東日本旅客鉄道）

8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-13

電気鉄道（配電 II）
座長：橋本

5-53

慎（東日本旅客鉄道）

電鉄用電力貯蔵装置導入時の誘導障害試験
････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤栄徳・西村優雅・赤間秀隆・関島志郎（東日本旅客鉄道）・
河津浩典・山本浩嗣・安河内 大・加藤哲也（日立製作所）

5-54

狭帯域電力線搬送の鉄道用変電所応用へ向けた通信環境の調査と適応模擬試験

5-55

鉄道沿線環境から発生するノイズ影響に対する考察

5-56

鉄道線路における高圧ケーブルの検査に関する研究

････････････････････････････ ◎池上洋行・谷村晃太郎・下口剛史（住友電気工業）・小西武史（鉄道総合技術研究所）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○立石

剛（東日本旅客鉄道）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鈴木寛治（東日本旅客鉄道）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 9:00 〜 10:20
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R5-14

電気鉄道（電力貯蔵）
座長：林屋

均（東日本旅客鉄道）

･･･････ ◎八代幸夫・那須野大樹・国井弥子・田村潤平・幡本勝彦・佐藤栄徳・関島志郎・林屋

均（東日本旅客鉄道）

5-57

蓄積測定データの解析による電力貯蔵装置充放電開始電圧設定の検証

5-58

列車の力学的エネルギーと架線電圧を用いた地上蓄電装置の充放電制御方式
･････････････････････････････････ ◎齋藤達仁・生出珠之助・小川知行・武内陽子・森本大観（鉄道総合技術研究所）

5-59

SESS のリチウムイオン電池内部抵抗値推移の一考察
･･･････････････････････････････････････････････････ ○高橋弘隆・手島正人（日立製作所 鉄道ビジネスユニット）・
五十嵐 洋・河津浩典（日立インダストリアルプロダクツ）

5-60

新津駅駅舎補助電源装置の運用実績
･････････････････････････････････････････････････ ○新保雅士・星野竜也・大滝

誓・須藤

健（東日本旅客鉄道）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-17

パワーエレクトロニクス（制御・解析 II）
座長：野下裕市（東京農工大学）

1-70(6p) 電動機・負荷のたわみ・ねじれ振動を考慮した実時間・実電力エミュレータ : マルチレベル DSCC 変換器を用
いた実験検証
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎斉藤健一朗・赤木泰文（東京工業大学）

1-71

汎用小信号解析法による電圧制御形系統連系インバータの周波数特性計算

1-72

電流波形組み換えインバータを適用した昇圧形三相 DC/AC 変換器の実験検証

1-73

周波数逓倍回路を用いた高周波出力インバータの損失の検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎兼子晶誠・加藤利次・井上

馨（同志社大学）

･･･････････ ◎萬年智介（東京理科大学）・ハーファム（University of Technology Sydney）
・和田圭二（首都大学東京）
････････････････････････････････ ◎折川幸司・小笠原悟司・竹本真紹（北海道大学）・伊東淳一（長岡技術科学大学）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-34）

R1-18

電力用半導体素子応用 II（パワーエレクトロニクス応用）
座長：松盛裕明（名古屋工業大学）

1-74

Design of indoor light energy harvesting system for wireless sensor nodes application

1-75

数種の鉄道車両用パワー半導体における劣化評価

1-76

スイッチング電流波形測定用電流センサの評価

1-77

大容量自励式変換器のヒューズによる短絡保護試験

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

暁宇・宮武昌史（上智大学）

････････････････････････････････････････････････ ○福田典子（鉄道総合技術研究所）・上田弘樹（東日本旅客鉄道）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎外谷彰悟・増田秀和・野村淳士（日置電機）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎山川智之・柏木航平（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 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R1-19

パワーエレクトロニクス（EMC II）
座長：長谷川光平（東芝）

1-78(6p) 多層プリント回路基板を用いたインバータ主回路の浮遊容量低減に関する検討
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎石川光亮・小笠原悟司・竹本真紹・折川幸司（北海道大学）

1-79

昇圧変圧器を介して流出するコモンモードノイズの実験評価
･･････････････････････ ◎有田圭吾・生田英二・清水敏久（首都大学東京）・柳樂和宏・寺澤達矢（エナジーサポート）

1-80

2 モータ駆動システムの伝導ノイズ抑制制御の検討

1-81

アクティブフィードバック回路を併用する PWM インバータ用ハイブリッドコモンノイズキャンセラ

･･････････････････････････････ ◎埴岡翔太・家澤雅宏（三菱電機）・小笠原悟司・竹本真紹・折川幸司（北海道大学）
･･････････････ ◎小原峻介・小笠原悟司・竹本真紹・折川幸司（北海道大学）・山本融真（東芝三菱電機産業システム）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-20

パワーコンバータ II（風力・直流送電）
座長：佐藤大介（長岡モーターディベロップメント）

1-82

風力発電システムの出力制限に関する基本的な検討

1-83

風力発電所・太陽光発電所向け自励式 SVC システム －号機冗長・制御多様化による信頼性・操作性向上－

･････････････････････････････････････････････････････････････ 松本輝雄・竜田藤男・○西方正司（東京電機大学）
････････････････････････････ ○芦崎祐介・板谷陽平・相原雄也・奥山涼太・森島直樹（東芝三菱電機産業システム）・
鈴木健一・近藤正佳（東京電機産業）

1-84

洋上直流送電変換所用 SST のための中周波変圧器特性解析

1-85

新北海道本州間連系設備に適用した 300MW-250kV 自励式変換器の事故時運転継続機能

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○木村紀之・森實俊充（大阪工業大学）
･････････････ ◎新井卓郎（東芝インフラシステムズ）・直井伸也・鈴木大地・千葉勇樹（東芝エネルギーシステムズ）・
川上紀子・臼木一浩（東芝三菱電機産業システム）・早川勝昭・内海貴徳・盛 正憲・千葉純吾（北海道電力）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R2-6

モーションコントロール II
座長：関

2-23

健太（名古屋工業大学）

単一位置決め動作データを用いた周波数応答関数同定法の比較
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎田中直紀・前田佳弘・岩崎

誠（名古屋工業大学）

2-24(6p) 水平 2 軸ロボットの軸間干渉力補償を考慮した位置決め制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････ 林

知史・◎古田智大・岩崎

2-25

タイバー温調射出成形機の低次元化とその状態フィードバック制御

2-26

実対角化を用いた 2 次共振振動抑制電流制御に基づく３慣性系の振動抑制法

････････････････････ ◎松井佑樹・大石

潔・横倉勇希（長岡技術科学大学）・森田

･･･････････････････････････････････････････････ ◎矢吹明紀・大石
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誠（名古屋工業大学）

洋・堀田大吾（住友重機械工業）

潔・宮崎敏昌・横倉勇希（長岡技術科学大学）

※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 22 日（木） 10:40 〜 11:40
会場

C 棟・環境（141 番）

R3-14

回転機（回転機一般 III）
座長：後藤博樹（宇都宮大学）

3-54

自動車用クローポールオルタネータにおける回転子形状が特性に与える影響の直交表分析

3-55

三次元渦電流解析によるタービン発電機の固定子鉄心端部損失の検討

3-56

直列接続方式ウインドファームの始動方法の提案

･･････････････････････山崎克巳・◎土佐和也（千葉工業大学）・額

素明・柵木

･･･････････････････ ○高橋則雄・藤田真史・佐藤孝洋・中村英之・長倉

一（SIGMA & HEARTS CO. LTD.）

謙・十川和真（東芝エネルギーシステムズ）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○竜田藤男・西方正司（東京電機大学）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R5-15

電気鉄道（工事 II）
座長：松本義弘（東日本旅客鉄道）

5-61

上越新幹線北長岡配電所機器更新工事

5-62

駅切換工事における簡易型案内装置の開発

･･･････････････････････････････････････ ○小俣

平・酒井勇仁・宮川崇雅・坂下晶子・田中大智（東日本旅客鉄道）

････････････････････････････････････ ◎千田成一・西

5-63

湖西線 PRC 更新について

5-64

東京圏設備指令システムの更新について

健太郎・田上貴之・鈴木裕介・山本翔平（東日本旅客鉄道）・
大野龍二・内藤 勉・堀井 悠（新陽社）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 大星文人・○武田

努（西日本旅客鉄道）

･････････････････････････････ ○尾仲幸恵・貞平健吾・平林直樹・小口泰彦・穂苅拓也・東條眞輝（東日本旅客鉄道）

8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-16

電気鉄道（電源品質）
座長：清水俊匡（東海旅客鉄道）

5-65

JR 東日本の 154kV 自営電力系統における電圧無効電力制御装置の導入

5-66

電鉄用変電所における並列コンデンサの効果及び必要性の検討

5-67

上越線自営電力系統の高調波（低次）による設備影響について

5-68

電鉄用配電線路の高調波共振と分路リアクトル導入の一検討

････････････････ ◎小野寛明・和田政幸・岡本英敏（東日本旅客鉄道）・桝井
･･･････････････････ ◎高橋純一・菅野

健・福島勇児・神志那

明（三菱電機）

誠・小林大介・鎌田健作・菊地和行・鹿野秋夫・萩原明男（東日本旅客鉄道）

･････････････････････････････････････････････････ ○土田

敬・小山大介・高橋

剛・石原紀章（東日本旅客鉄道）

･･･････････････････････････････････････ ○小林正樹・幡本勝彦・渡邊公一・八代幸夫・関島志郎（東日本旅客鉄道）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 10:40 〜 12:00
会場 教養教育 B 棟（B-15）

R5-17

電気鉄道（変電所）
座長：久野村

5-69

東海道線における変電所直流母線電圧変更による回生電力有効活用に関する研究

5-70

鉄道用変電所内制御線のデジタル伝送適用時の遅延特性測定

･････････････････････････････････････････････････････････ ◎高橋
･･････････ ○小西武史・森田

諒・橋本

健（東海旅客鉄道）

慎・南之園弘太（東日本旅客鉄道）

岳・竹内恵一・山口大介・岩本功貴（鉄道総合技術研究所）・池上洋行（住友電気工業）

5-71

電鉄用変電所設備における異音検知手法の検討

5-72

変電所メッシュ接地の敷設と大地電位に関する研究

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ○平野太一・向井茂雄・島田喜明（東日本旅客鉄道）
･････････ ○土屋貴之（日本電設工業）・鈴木敬久（首都大学東京）・佐藤英徳・塩谷厚志・林屋

均（東日本旅客鉄道）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 14:40
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-21

パワーエレクトロニクス（制御・解析 III）
座長：中西俊貴（三英社製作所）

1-86

電圧形および電流形変換器に関する検討

1-87

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コンバータの動作条件の明確化

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････○古関庄一郎（古関 PE 事務所）
･･･････････････････････････････ ◎宮下

充・日下佳祐・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）

1-88

9 スイッチインバータのデッドタイム誤差レス PWM 制御のための電流推定を用いた電流方向検出精度の改善

1-89

直流連系のための永久磁石型同期発電機の直列可変コンデンサを用いた電圧位相制御

･･････････････････････ ◎鎌田康平（三重大学）・山本恭平（デンソー）・小山昌人（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川村健太・野村新一（明治大学）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 14:40
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R1-22

パワーエレクトロニクス（EMC III）
座長：齋藤

1-90

真（芝浦工業大学）

機電一体構造の電動コンプレッサにおける伝導ノイズの簡易周波数解析
･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎安原崇志・高橋翔太郎・小笠原悟司（北海道大学）・
小林孝次・吉田 浩・柏原辰樹（サンデン・アドバンストテクノロジー）

1-91(6p) DC-DC コンバータの効率とノイズの特性に MOSFET の C-V 特性が与える影響のシミュレーション検討
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎長谷川光平・安住壮紀・常盤 豪（東芝）・
露口招弘・溝口 健・山本 洋・亀田充弘（東芝デバイス＆ストレージ）

1-92

グローバル高調波規制に適合する業務用空調機向け三相電解コンデンサレスインバータの大容量化

1-93

新米原 SS RPC 新設における高調波拡大事象及び対策について

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎井上達貴・土居弘宜・宮島孝幸（ダイキン工業）
････ ◎守山浩史・清水俊匡・中野勝康・甲斐正彦・久野村
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健（東海旅客鉄道）・住吉

治（東芝インフラシステムズ）

※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 22 日（木） 13:20 〜 15:00
会場 C 棟・環境（C-16）

R1-23

パワーコンバータ III（大容量変換）
座長：春名順之介（宇都宮大学）

1-94

大電流フルブリッジインバータの還流電流集中による発熱対策

1-95

北海道電力高見発電所 2 号機における揚水始動・回生制動制御

･････････････････････････････････････････････････ ◎渡辺拓実・松岡祐司・冨永

勇（東芝三菱電機産業システム）

･･････････････････････････････････････････････ ◎小野里航平・手操亮裕・小西勝久（東芝三菱電機産業システム）・
北 知将・大崎幸史（北海道電力）・佐藤裕二・岡 潔（日立三菱水力）

1-96

き電用回生蓄電システム向け直列補償型回路のき電短絡試験検証

1-97

無停電電源機能と負荷平準化機能を両立する蓄電池システムの FRT 対応における課題と対策について

1-98

3 レベルフライングキャパシタコンバータの状態フィードバック制御拡張による外部回路の共振抑制

････････････◎真木康次・野木雅之・佐竹信彦（東芝インフラシステムズ）・田中

彰（東芝 IT コントロールシステム）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○宇田怜史・河崎吉則・西村荘治（日新電機）
･････ ◎谷内田貴行・森島直樹（東芝三菱電機産業システム）・重枝秀紀・森本大観・吉井 剣（鉄道総合技術研究所）・
藤井俊行・石山琢麻（三菱電機）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:00
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-42）

R2-7

モーションコントロール III
座長：前田佳弘（名古屋工業大学）

2-27(6p) 細粒度並列処理を用いた 3 自由度制御の実現
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎車谷大揮・桂

誠一郎（慶應義塾大学）

2-28(6p) 急勾配スロープでアシスト可能な検診車用電動車いすの開発
･････････････････････････ ◎李

沛譲・劉

暢・松澤隆一・梁

宏博・上田直哉・渡邉大貴・朱

2-29

加速度センサを用いた二慣性系のロバストな負荷側加速度制御

2-30

双対性に着目した二剛性系の力制御による安定接触制御

･････････････････････････････････････ ◎鈴木駿介・横倉勇希・川合勇輔・大石
･･･････････････････････････････････････････････ ◎川合勇輔・横倉勇希・大石

2-31

赤（前橋工科大学）

潔・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）
潔・宮崎敏昌（長岡技術科学大学）

Coupling Dynamic Observer for Decoupling Control of Two Link Manipulator
･･････････････････････････････････ ◎ Tran Tuan Minh・Miyazaki Toshimasa（Nagaoka University of Technology）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-15

回転機制御技術（振動・トルクリプル低減）
座長：山本康弘（明電舎）

3-57

ロータリ圧縮機向け振動抑制制御の検討
･････････････････････････････････････････････････ ○能登原保夫・李 東昇（日立製作所）・岩路善尚（茨城大学）・
田村正博・月井浩二（日立ジョンソンコントロールズ空調）

3-58

非同期 PWM における台形波変調パルス演算方式を用いたトルクリプル低減手法の検討
･･･････････････････････････････････････････ ○安島俊幸・原 崇文・古川公久（日立製作所 研究開発グループ）・
松井大和・磯部純希（日立オートモーティブシステムズ）

3-59

非正弦誘起電圧を有する永久磁石同期モータの静的フィードフォワード制御を用いたトルクリプル抑制法

3-60

トルクリップル低減を目的としたオープン巻線構造 PMSM における第 3 次高調波電流制御手法

3-61

d-q 軸磁束の非線形性を補償した IPMSM のトルクリプル低減性能向上

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎内田悠介・中村直人・新中新二（神奈川大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎本田一成・赤津
･････････････････････････････････････ ◎赤塚弘恭（名古屋大学）・長谷川

観（芝浦工業大学）

勝（中部大学）・道木慎二（名古屋大学）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:20
会場

教養教育 B 棟（B-34）

R3-16

回転機制御技術（回転機制御一般 III）
座長：篠原篤志（鹿児島大学）

3-62

MTPA 制御が容易な磁束モデルに基づく同一次元オブザーバを用いた IPMSM の位置センサレス制御
･････････････････････････････････ ◎加藤聡馬・畑中孝斗（岐阜工業高等専門学校）・伊藤亮人（長岡技術科学大学）・
冨田睦雄（岐阜工業高等専門学校）・松本 純・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）

3-63

IPMSM の磁気飽和現象にロバストな磁束モデルに基づく低速位置センサレス最大トルク制御時のパラメータ
変動の影響

3-64

界磁巻線を持つ IPMSM の高トルク応答と高効率駆動のための電流指令生成法

3-65

直接トルク制御において磁束指令値を利用したインバータ変調方式切り換えによる IPMSM の方形波駆動の運
転特性

3-66

直流母線電流検出方式における低変調率駆動時のパルスシフト方式の検証

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

純（中部大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎近藤翔太・家澤雅宏（三菱電機）

･････････････････････････････････････････････････ ◎末藤渉太朗・井上征則・森本茂雄・真田雅之（大阪府立大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐野壮太・佐竹

彰・古谷真一（三菱電機）

3-67(6p) マルチインバータ駆動モータの極数・相数変換特性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎矢野秀征・堺
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和人（東洋大学）

※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。
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:00
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-17

回転機（永久磁石モータ）
座長：青山真大（静岡大学）

3-68(6p) 磁石磁束鎖交数オブザーバを用いた可変漏れ磁束型 IPMSM における磁石温度推定手法
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○加藤 崇・佐々木健介（日産自動車）・
ラボルダディエゴ フェルナンデス・アロンソダニエル フェルナンデス・
レイゴサダビス ディアス（オビエド大学）

3-69

高占積率巻線を採用した自動車駆動用 HEFSM の渦電流損失解析

3-70

IPM モータの可変磁力特性向上のための基本検討

･･･････････････････････････････････････ ◎岡田孟士・大塚啓太・松盛裕明・小坂

卓・松井信行（名古屋工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎姜

佳維・堺

和人（東洋大学）

3-71(6p) Δ型の磁石配置及び拡張フラックスバリアを採用した自動車駆動用可変磁力メモリーモータの検討 ( その 1)
ー着磁性能向上のための回転子形状の提案ー
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎綱田

錬・竹本真紹・小笠原悟司（北海道大学）

3-72(6p) Δ型の磁石配置及び拡張フラックスバリアを採用した自動車駆動用可変磁力メモリーモータの検討 ( その 2)
ー提案モータの無負荷・負荷性能ー
･････････････････････････････････････････････････････････････ ○竹本真紹・綱田

錬・小笠原悟司（北海道大学）

8 月 22 日（木） 13:20 〜 15:00
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-18

電気鉄道（列車運行・鉄道車両）
座長：中村達也（西日本旅客鉄道）

5-73(6p) 回生電力有効利用を目的とした電力貯蔵装置と回生インバータの協調制御に関する基礎検討
････････････････････････････････ ◎小林宏泰・近藤圭一郎（早稲田大学）・南之園弘太・橋本

5-74

駆動用インバータと誘導電動機の統合設計による出力密度最大化

5-75

列車運行シミュレータに対応した列車内旅客行動推定機能の開発

5-76

電圧変動を考慮した蓄電池電車用最適省エネダイヤと路線条件による効果検証

慎（東日本旅客鉄道）

･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎池田怜太郎（千葉大学）・近藤圭一郎（早稲田大学）
････････････････････････ ○國松武俊（鉄道総合技術研究所）・草部博輝・山田良平（ジェイアール総研情報システム）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤拓哉・宮武昌史（上智大学）

5-77(6p) 2 列車を走行中にソフト連結状態へ移行させる方法に関する検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○角濱文隆・高木

亮（工学院大学）

8 月 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-41）

R1-24

パワーエレクトロニクス（系統連携インバータ）
座長：萬年智介（筑波大学）

1-99

低インダクタンスな三相系統連系インバータの電流オーバーシュートを抑制する各位相での電圧復帰に対応し
た Fault Ride-through 制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎永井悟司・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-100

小容量 DC キャパシタを有する単相系統連系インバータの瞬低時の電圧変動に関する考察
･･･････････････････････････････････････････････ ○中村聡志・永井悟司・渡辺大貴・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-101(6p) パワーデカップリング機能を有する疑似共振方式フライバックコンバータの実機検証
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ○渡辺大貴・伊東淳一（長岡技術科学大学）

1-102

GaN トランジスタを用いた太陽光発電システム用インバータの検討
･･･････････････････････････････････････････････････ ○木寺和憲・大島和哉・安倍秀明・光武義雄（パナソニック）

1-103

周波数スロープ変化への同期検出回路応答の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○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 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 B 棟（B-44）

R1-25

パワーエレクトロニクス（パワーデバイス）
座長：今岡

1-104

淳（名古屋大学）

ゼロ電圧ターンオンをする電力変換器のモデリングのための寄生容量に着目したスイッチング現象の実験的検
討
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎栃木大樹・磯部高範・只野

博（筑波大学）

1-105(6p) 回路の実効的寄生インダクタンスとパワーデバイスの静特性を考慮したスイッチング波形の予測精度検証
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎古木健悟・梅谷和弘・平木英治（岡山大学）

1-106

スイッチング条件下における MOSFET のゲート酸化膜 TDDB 試験
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎林

1-107

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎徳山

1-108

真一郎・和田圭二（首都大学東京）

SAW フィルタを用いたゲート駆動電力伝送に適した検波回路の実験評価
寛・和田圭二・五箇繁善（首都大学東京）

2 台のチョッパを従属接続したパワー半導体デバイス用連続試験装置の電流リプル制御法
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山口大輝・和田圭二（首都大学東京）

8 月 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場

C 棟・環境（C-16）

R1-26

パワーエレクトロニクス（UPS・PCS）
座長：大井一伸（明電舎）

1-109

第七世代 IGBT を使用した単相出力 UPS の開発
･････････････････････････････････････････････････ ○津田和真・藤本健晃・永井信幸（東芝三菱電機産業システム）

1-110

高効率 3 レベル方式モジュラー中容量 UPS の開発
･･･････････････････････････････････････ ◎伹馬秀伸・中村宏輝・中森俊樹・田中智大（東芝三菱電機産業システム）

1-111

複数の双方向チョッパを使用したメガソーラ用三相インバータの過渡特性検証
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎清水嘉文・萩原

誠（東京工業大学）

1-112(6p) 蓄電池併設型太陽光発電用パワーコンディショナの受電電力可変制御を用いた EMS に関する基礎検討
･･･････････････････････････････ ◎本郷真一・横山昌央・遠藤浩輝（GS ユアサ）・井上

1-113

馨・加藤利次（同志社大学）

バランサー型部分陰補償回路
････････････････････････････････････････････････････････ ○浦部心一（トヨタ自動車）・清水敏久（首都大学東京）

8 月 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場 教養教育 A 棟（環境）（A-33）

R3-18

回転機制御技術（永久磁石同期モータセンサレス制御）
座長：野口季彦（静岡大学）

3-73

PMSM 位置センサレス制御のための Lq を用いない位置推定モデルのパラメータ感度解析とその利用に適した
モータ特性

3-74

渦電流を用いた SPMSM の位置推定

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎二村拓未・道木慎二（名古屋大学）
･･･････････････････････ ◎伊藤亮人（長岡技術科学大学）・加藤聡馬・畑中孝斗・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）

3-75(6p) 永久磁石同期モータの磁気飽和特性にロバストな極性判別法
･････････････････････････････････････････････････････ ○坂井俊文・國廣直希・大塚邦晃・篠宮健志（日立製作所）

3-76

粗分解能ホールセンサを用いた PMSM のベクトル制御のための積分フィードバック形基本波成分抽出法基づ
く位相速度推定法

3-77

電流差分ベクトルを用いたＳＰＭＳＭの高応答位置センサレス制御システムの提案

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎細岡

竜・村上穣視（サージュ）

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○正木良三（SunDAS）
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一般セッション

MEMO
8 月 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場 C 棟・環境（141 番）

R3-19

回転機（リラクタンスモータ）
座長：加藤

3-78

直流励磁型リラクタンスモータの発電特性

3-79

圧粉鉄心を用いた PMASRM における効率改善のための異なる励磁電流パターンに関する検討

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山元
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎南

崇（日産自動車）

蓮・後藤博樹（宇都宮大学）

勝彦・真田雅之・森本茂雄・井上征則（大阪府立大学）

3-80

電動工具用自己冷却 SRM の検討

3-81

Flattening Radial Force Sum for Noise Reduction of Switched Reluctance Motor at High Speed Operation

3-82

アモルファス鋼板を用いた EV 用高速 SRM の検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎肥沼孝一・赤津
･･･････････････････････････ ウィグナチャンドラアディ・フルクァニジハド・蔡

観（芝浦工業大学）

一飛・○千葉

明（東京工業大学）

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

観（芝浦工業大学）

8 月 22 日（木） 15:20 〜 17:00
会場

教養教育 A 棟（環境）（A-43）

R5-19

電気鉄道（鉄道車輌）
座長：近藤圭一郎（早稲田大学）

5-78(6p) 高速車両でのバッテリ自走システムについて
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ○加藤宏和・佐藤賢司（東海旅客鉄道）

5-79

東海道新幹線用新型静電アンテナの開発

5-80

車上装置ログデータに対する機械学習の適用と停止位置分類

･･････････････････････････････ ◎笹木栄志・西山武志・松村善洋（東海旅客鉄道）・西本研悟・圷

浩行（三菱電機）

･･････････････････････････････････････････････････ ○森島直大・上月良太・杉本裕紀子・小林大軌（京三製作所）・
水間 毅・Upvinder Singh（The University of Tokyo）

5-81

超高頻度運行路線における遅延時の高性能車両の運用と主回路電力制御による変電所ピーク抑制手法の検討

5-82

ブレーキ扱いを考慮した軽負荷回生絞込みエネルギーの予測シミュレーション手法の検討

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎渡辺賢央・高木

亮（工学院大学）

････････････････ ○小川知行・武内陽子・森本大観・齋藤達仁（鉄道総合技術研究所）・影山真佐富（西日本旅客鉄道）
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ヤングエンジニアポスターコンペティション

MEMO
8 月 20 日（火） 12:10 〜 14:45
会場 生協食堂 2 階

YPC

ヤングエンジニアポスターコンペティション
座長：山本康弘（明電舎）

Y-1

LC ネットワーク回路による三相高力率パッシブ整流器

Y-2

双方向スイッチを用いた三相部分スイッチング整流回路の高効率化

･･････････････････････････････････ ◎大塚穂高・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）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎古川莉久・飴井賢治・清田恭平・大路貴久（富山大学）

Y-3

シングル三相ブリッジ式と２重三相ブリッジ式のキャパシタインプット形三相ダイオード整流器の特性比較

Y-4

定電流特性を有する非絶縁共振形フォワード / フライバックコンバータを利用した一石式トランスレスセルバ
ランス回路

Y-5

入力変化に対するアクティブクランプ回路を用いた共振形 SEPIC 回路の基本特性について

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小坂法興・西田保幸（千葉工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎程
･････････････････････････････････････････ ◎辻

徳霄・鵜野将年・佐藤元基（茨城大学）

和樹・梶原一宏（長崎総合科学大学）・池田 敏（パナソニック）・
松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

Y-6

LIB 昇圧用フライバックコンバータ回路の単一電源化と高速スイッチング化の検討

Y-7

SiC-MOSFET を用いたブーストコンバータの動作特性

Y-8

迅速なモード切り替えが可能な双方向昇降圧形 DC/DC コンバータ

Y-9

降圧型 DC-DC コンバータにおける高電力密度化を実現する新しい制御手法に関する一検証

Y-10

LLC 共振型 DC-DC コンバータにおける二次側同期整流のデッドタイム補正の一方式

Y-11

ディジタルヒステリシス電流モード DC-DC コンバータにおける谷電流検出器のパラメータについて

Y-12

高周波リンク DC/DC コンバータのウェーブレット解析

Y-13

高いトランス利用率と電流バランス機能を有する電動車両用インタリーブマルチポートコンバータの実機検証

Y-14

3 レベル NPC インバータトポロジーを適用した Dual Active Bridge コンバータの実験的検証

Y-15

高周波共振型インバータの山登り法に着目した位相シフト制御法

Y-16

EHD ポンプのための高電圧電源の検討

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中山健太郎・佐藤宣夫（千葉工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎松本崚央・藤
･････････････････････････････････････････････････ ◎塩山
･･････ ◎榎倉浩志・川上太知・早川

清高・柴戸洋次郎・根葉保彦（福岡大学）

知・茂木進一・酒井昌彦（神戸市立工業高等専門学校）

潔（大阪府立大学工業高等専門学校）・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎仁平翔太・成

慶珉（茨城工業高等専門学校）

･････････････････････････････････････････････ ◎山嵜孝介・梶原一宏・松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）
･････････････････････････････････････････････････ ◎上崎文也・前田晃佑・道平雅一（神戸市立工業高等専門学校）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤元基・多田喜耶・鵜野将年（茨城大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎上内康暢・大野貴信・星
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎五十嵐

翔・芳賀

伸一（東京理科大学）
仁（長岡技術科学大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎角野文哉・枡川重男（東京電機大学）

Y-17

誘電体バリヤ放電による NOx 還元装置の高性能化

Y-18

水耕栽培用電源構成の提案

Y-19

低周波送電における送電電力と受電端電圧

Y-20

各種二相 PWM 法における直流側高調波電流の比較

Y-21

部分二相変調法を用いた場合のスイッチング損失の評価

･･････････････････････････････ ◎三矢昇吾・石橋正基（東京都立産業技術高等専門学校）・志茂亨輔（首都大学東京）
････････････････････････ ◎大橋
････････････････････････ ◎柴

希・岡澤孝亮・中田篤史（静岡理工科大学）・元谷
郁弥・秋草

寛・中田篤史（静岡理工科大学）・元谷

･････････････････････････････････････････････････ ◎片岡雄葵・塩山

卓・鳥井昭宏（愛知工業大学）
卓・鳥井昭宏（愛知工業大学）

知・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）

････････････････････････････････････････････････････ ◎北田成祐・綾野秀樹・井口雄紀（東京工業高等専門学校）・
松井義弘（福岡工業大学）・伊東淳一（長岡技術科学大学）
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MEMO
Y-22

13.56MHz を用いたワイヤレス給電における大電力・高効率アンテナの設計に関する初期検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎渡部真士（芝浦工業大学）

Y-23

13.56MHz WPT における受電側の高効率整流器の設計

Y-24

小型非接触電力伝送用送受信コイルの基板化

Y-25

銅損抑制構造をもつ高周波空心インダクタの大容量化

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎神田直也（芝浦工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎相良魁人・雨貝宗吾・成

慶珉（茨城工業高等専門学校）

･････････････････････････････ ◎朝雛えみり・松田和也（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）

Y-26

Multi-Objective Topology Optimization of Magnetic Couplers for Wireless Power Transfer Device

Y-27

無線電力送電用直列形アクティブキャパシタの制御

Y-28

センサー用微弱非接触給電装置の基礎検討 - 電磁誘導方式 -

Y-29

小型移動ロボットへの非接触給電における無線フィードバックを利用した受電電圧制御の検討

Y-30

電力パケット伝送によるロボットハンド力センサレス制御の基礎検証

Y-31

電力パケット伝送を用いたボールプレートシステムの設計

Y-32

STATCOM に適応する Y 結線 MMC の系統事故に対する零相電圧を用いた制御法

Y-33

高温超電導コイルを用いた鉄道用非接触給電システムの概念設計

Y-34

走査型プローブ顕微鏡によるパワー半導体素子内部構造の観測

Y-35

超接合構造を持つ集積化トレンチゲート型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-36

スーパージャンクション構造のピラー幅・密度の設計値による電気的特性の 3D シミュレーション解析

Y-37

銅線水冷システムを用いたインバータ効率改善手法の開発

･･･････････････････････････････････････････ ◎ YUNYI GONG・Yoshitsugu Otomo・Hajime Igarashi（北海道大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎内山勇之介・外輪徹志・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎衞藤風馬・長洲正浩（茨城工業高等専門学校）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎黒田

群・元谷

卓・道木加絵・鳥井昭宏（愛知工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎伊藤和矢・横山智紀（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎廣瀬颯太・横山智紀（東京電機大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎北中智裕・野村尚弘・柿ヶ野浩明（立命館大学）
･･････････････････････ ◎井上良太・五十嵐健太・長﨑

陽・津田

理・松木英敏（東北大学）・宮城大輔（千葉大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎土井敦史・増田

翔・佐藤宣夫・山本秀和（千葉工業大学）

･････････････････････････････ ◎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）
･･････････････････････････････････ ◎神林紘斗・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）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎八亀雅弘（明星大学）

Y-38

渦電流の抑制を目的としたトランス巻線構造の提案
･････････････ ◎菅野将太郎・小笠原悟司・折川幸司・竹本真紹（北海道大学）・船渡寛人・春名順之介（宇都宮大学）・
岡﨑文洋・三原輝儀（カルソニックカンセイ）

Y-39

三相電圧形インバータで駆動されるインダクタにおける振動の比較

Y-40

モータ高調波鉄損最小化を目的とした評価関数の検討

････････････････････････････ ◎青木陽介・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）・澤田純兵・山田正樹（ヤンマー）
････････････ ◎西川滉大・熊谷崇宏・伊東淳一（長岡技術科学大学）・山根和貴・山田伸明・名和政道（豊田自動織機）

Y-41

リニア誘導モータを用いたマトリックスコンバータの制御モードの効率比較

Y-42

風力発電機に接続する MMC の制御に関する検討

Y-43

太陽電池パネルの電気特性ばらつきを補償可能な DC モジュラースイッチトキャパシタコンバータ

Y-44

双方向スイッチを用いた単相 5 レベルインバータの低歪み化

･････････････････････････････････････････ ◎永田優生・森實俊充・木村紀之・大森英樹・窪田愛子（大阪工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山下雄大・松岡達也・柿ヶ野浩明（立命館大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤颯人・鵜野将年（茨城大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎牧野魁藏・飴井賢治・清田恭平・大路貴久（富山大学）
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Y-45

MMC 形式パワーコンディショナの制御と実験検証
･･･････････････････････････････････････････････････････ 中田喜基・◎濱川友太・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）

Y-46

コンデンサ絶縁 DAB コンバータを利用したリチウムイオンバッテリ用モジュラーセル選択式バランスシステ
ムの動作解析

Y-47

MMC 形式急速充電システムの新回路方式と制御

Y-48

三相 AC-AC 変換用モジュラーマルチレベルコンバータの出力電圧制御

Y-49

VFM を用いた三相マルチレベルインバータの制御

Y-50

光通信を用いた高圧ゲート駆動回路向け信号絶縁手法の基礎検討

Y-51

非接触電力伝送を用いた複数デバイスゲート駆動に関する実験的な検討

Y-52

ニューラルネットワークによるアクティブゲートドライバの入出力関係の推論

Y-53

PHEV に搭載する湾曲太陽電池パネル用補償器と PWM 昇圧コンバータを一体化した統合型コンバータ

Y-54

増分コンダクタンス法を用いた MPPT 制御の応答性改善について

Y-55

太陽電池パネル用部分影補償器とその電気的診断技術

Y-56

電圧位相差を用いた太陽電池の状態推定の基礎的検討

Y-57

有限要素法流体解析による風車ブレードの揚力抗力係数の算出

Y-58

風速変動に対応した小型風力発電システムの最大電力点追従制御法

Y-59

キャパシタレス AC-AC 変換器を用いる SR 発電機の発電特性への励磁方法の影響

Y-60

振動発電におけるインダクタを低減した循環電流制御回路の電流波形に関する一検討

Y-61

循環電流制御回路を用いた可変周波数に対する振動発電の出力電力向上に関する数値的検討

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎吉野功司・鵜野将年（茨城大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎廣田章太朗・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）
･････････････････････････････････････････････ ◎山持知也・萬歳直紀・瀬戸直人・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎青山雄輝・高野明夫（沼津工業高等専門学校）
･････････････････････････････････････････ ◎大内洋佑・日下佳祐・レ

ホアイナム・伊東淳一（長岡技術科学大学）

･････････････････････････････････････････････････････ ◎雨貝宗吾・相良魁人・成

慶珉（茨城工業高等専門学校）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎安田理夢・鈴木敬久・和田圭二（首都大学東京）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐々木優介・佐藤颯人・鵜野将年（茨城大学）
･････････････････････････････････････････････ ◎戸村日向・梶原一宏・松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎本田和磨・佐藤颯人・鵜野将年（茨城大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎立川恭平・吉田俊哉（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎韓

志瑋・大山和宏（福岡工業大学）

･･････････････････････････････････････････････････････ ◎安藤侑輝・山村直紀（三重大学）・石田宗秋（中部大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎吉
･･･････････････････････････････････････････････ ◎長谷元気・中垣有希人・南
･･･････････････････････････････････････････････ ◎中垣有希人・長谷元気・南

古元（福岡工業大学）

政孝（神戸市立工業高等専門学校）
政孝（神戸市立工業高等専門学校）

Y-62

ワイヤレス EV 充電装置の差分型位置検出手法

Y-63

自立運転時における三相電圧形インバータの高調波比較

Y-64

瞬時電圧低下補償装置に用いる電圧制御法の検討

Y-65

電圧制御形系統連系インバータの制御系の設計法の検討

Y-66

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算出方法に関する一検討

Y-67

三相 3 線入力三相 4 線出力マトリックスコンバータを用いた電力潮流制御の検討

Y-68

分散型電源の発電電力を用いたマイクログリッドの運用に関する研究

･････････････････ ◎小松優斗・大森英樹（大阪工業大学）・内本大介（ローム）・木村紀之・森實俊充（大阪工業大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎茨木渓太・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎原村恭平・山本吉朗・篠原篤志・古田将也（鹿児島大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎佐野竣哉・大上

皓・加藤利次・井上

･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎寺口直希・南

馨（同志社大学）

政孝（神戸市立工業高等専門学校）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎平尾光輝・山本吉朗・篠原篤志（鹿児島大学）
･････････････････････････････････････････ ◎加藤亘輝・大脇大輝・雪田和人・松村年郎・後藤泰之（愛知工業大学）
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Y-69

太陽光発電システムと並列接続可能な協働システムの開発に関する研究
･･･････････････････････◎小川

凌・山村直紀（三重大学）・石田宗秋（中部大学）・Sittisonbat Nukkaew（三重大学）

Y-70

Feed-forward 型有効・無効電力制御と直流送電への応用

Y-71

ディジタル制御電源の分解能向上に関する一考察

Y-72

ディジタル制御ループパワーコントローラの動作特性検証

Y-73

FPGA コントローラをターゲットとしたソフトウェアプロトタイピング設計フローの検証

Y-74

FPGA ベースコントローラの研究

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎武藤

司・白濱秀文・大山和宏（福岡工業大学）

･････ ◎古賀泰之（長崎総合科学大学）・古川雄大（福岡大学）・梶原一宏・松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山本悠貴・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎児玉大樹・横山智記（東京電機大学）
･･････････････････････････ ◎山本連射（長崎大学）・田中雅晴・江藤春日（QTnet）・松原雅俊（長崎総合科学大学）・
柴田裕一郎・丸田英徳（長崎大学）・黒川不二雄（QTnet）

Y-75

交流インピーダンス法を用いた PLC 電源モジュールにおける劣化診断

Y-76

制御対象の変化を考慮した規範モデル型ニューラルネットワークによる温度制御法

Y-77

機械学習を用いた規範モデルに基づく温度制御システムの構築

Y-78

目標値変化を考慮した機械学習によるむだ時間システムの制御法

Y-79

LHC Run3 に向けた高度化後 ALICE TPC の連続読み出し型データ収集システム

Y-80

重み付け多視点画像を用いた三次元位置推定システムの検討

Y-81

負荷側外乱とモータ側外乱の双方を考慮した分配型外乱オブザーバの提案

Y-82

バイラテラル制御系における通信遅延補償法の調査

Y-83

ブロックパルス関数によるボールねじスライダ 2 慣性モデルのオンラインパラメータ同定

Y-84

二関節筋を有する 2 リンクマニピュレータを用いた力センサレスパワーアシスト制御に関する研究

･･････････････ ◎簡

文啓・片山
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･････････････････････････････････････････ ◎仲田侑平・川畑尚樹・森實俊充・木村紀之・大森英樹（大阪工業大学）

Y-118

MATRIX モータの駆動システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎笠原

Y-119

･･･････････････････････････････････････ ◎ファウジアメリンダ

Y-120

黎・赤津

観（芝浦工業大学）

Sector Identification Method of Space Vector Modulation Using Boundary Line in Dual Inverter Motor Drive
バドリアトゥル・大音慶明・野口季彦（静岡大学）

AT-NPC 方式 3 レベルインバータ駆動誘導電動機の中性点電位バランス制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎池田和正・大道哲二・浜崎真一（長崎大学）

Y-121

FRIT で設計した SR モータの一型サーボ速度制御系
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎後藤一也・岡野浩忠・池田英広（西日本工業大学）
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Y-122

6/4 極 SR モータに対する位置決め制御に関する一考察
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎岡野浩忠・後藤一也・池田英広（西日本工業大学）

Y-123

運転領域を拡大したセンサレス SRM 制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎嶋田弘希・吉田俊哉（東京電機大学）

Y-124

Real-time Position Estimation For Sensorless Switched Reluctance Motor Drive
･･･････････････････････････････････ ◎ Kaewpoo Nattaphat・Ohyama Kazuhiro（Fukuoka Institute of Technology）

Y-125

PMSM の高調波電流重畳によるトルクリップル抑制手法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎西尾太一・赤津

Y-126

･････････････････････････････････････････････････････ ◎遠山暉大・若子純平・大沼

Y-127

観（芝浦工業大学）

IPM モータの最大トルク制御座標系の位相測定法
巧（沼津工業高等専門学校）

変形台形波変調を用いた PMSM の回生特性
･････････････････････････････････････････ ◎別当賢人・森實俊充・木村紀之・大森英樹・城領

Y-128

聡（大阪工業大学）

磁気センサを用いた永久磁石同期モータの直接トルク制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川島直也・赤津

Y-129

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

Y-130

翔太・道木慎二（名古屋大学）

トルクと磁束を分離可能な IPMSM の弱め磁束制御
･････････････････････････････････････････････････････ 鈴木昭義・◎宮林宏行・大沼

Y-131

観（芝浦工業大学）

センサと状態推定技術を利用した PMSM 電流制御系フェールセーフ化におけるパラメータ変動の影響

巧（沼津工業高等専門学校）

DTC を用いた PMSM 駆動システムにおけるオールパスフィルタを用いた磁束推定器の適用
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎濱山翔吾・篠原篤志・山本吉朗（鹿児島大学）

Y-132

独立二重三相巻線永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎米山雄貴・新中新二（神奈川大学）

Y-133

誘導電動機簡易センサレスベクトル制御系のトルク制御
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎武石壮太・大道哲二・浜崎真一・辻

Y-134

峰男（長崎大学）

PMSM の簡易的な位置センサレスベクトル制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎新川大幹・吉田俊哉（東京電機大学）

Y-135

IPMSM 簡易センサレスベクトル制御系のトルク制御について
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎財前昴平・大道哲二・浜崎真一・辻

Y-136

峰男（長崎大学）

方形波駆動される小型 IPMSM のセンサレス始動法について
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎井手優貴・阿部貴志・樋口

Y-137

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎久松

Y-138

遼・大道哲二・浜崎真一（長崎大学）

IPMSM のセンサレス始動における磁気飽和を利用しない極性判別
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎林

Y-139

直矢・久保田寿夫（明治大学）

機械学習を用いたモータ制御法に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松浦芳乃・赤津

Y-140

誠・佐藤敏郎（信州大学）

航空機用渦電流ブレーキの時定数測定
･････････････････････････････････ ◎望月大地・佐藤紀裕・菊池良巳・脇若弘之・曽根原

Y-142

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

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特性評価用実験機の設計
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎江原

Y-144

誠・佐藤敏郎（信州大学）

リニアスイッチトリラクタンスモータの磁気随伴エネルギーを用いた動推力特性評価
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山田鳳文・平山

Y-143

観（芝浦工業大学）

クラッド材を用いた三相交流励磁渦電流ブレーキの基礎検討
･････････････････････････････････ ◎佐藤紀裕・望月大地・菊池良巳・脇若弘之・曽根原

Y-141

剛（長崎大学）

フィルタを用いないキャリア同期信号重畳方式による IPMSM の磁極位置推定

功・平山

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

リニアモータの振動抑制に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎清野奨太・上田茂太・佐沢政樹（苫小牧工業高等専門学校）

Y-145

リニアモーターカーの電圧係数最適化に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎岩佐百華・清野奨太・上田茂太（苫小牧工業高等専門学校）

Y-146

リニアモーターカーの振動抑制の自動化に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎中村太一・清野奨太・上田茂太（苫小牧工業高等専門学校）

Y-147

超電導リニアにおけるブレーキ力の低減を考慮したコイル設計
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大田夏央・熊野照久（明治大学）
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Y-148

動力一体型磁気ねじ駆動リニアアクチュエータの構造に関する基礎検討
･････････････････････････････････････････････････ ◎藤木宥江・松田嶺花・酒井昌彦（神戸市立工業高等専門学校）

Y-149

低支持剛性反発形磁気浮上装置における浮上磁石の突極化
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎長澤秀悟・大路貴久・飴井賢治・清田恭平（富山大学）

Y-150

磁性流体シールを含む吸引式磁気浮上装置の水平加振試験
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎宮内

Y-151

涼・大路貴久・飴井賢治・清田恭平（富山大学）

電動機 2 極成分除去によるベアリングレスモータの角度誤差低減
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎野口孝浩・杉元紘也・千葉

Y-152

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

Y-153

明（東京工業大学）

BPM 型ベアリングレスモータの支持力角度誤差の低減
宗威・千葉

明（東京工業大学）

リラクタンス型ベアリングレスバーニアモータにおけるインナーローター構造とアウターローター構造の比較
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎多田夏実・土方規実雄・田中康寛（東京都市大学）

Y-154

べリングレスモータの偏心位置制御法と試験結果
････････････････････････････････････････◎福島利英・大島政英（公立諏訪東京理科大学）・小幡真之（コマツ NTC）

Y-155

完全受動型モータの検討
･･････････････････････････････････････ ◎荒井拓実・千葉

Y-156

明（東京工業大学）・鈴木晴彦（福島工業高等専門学校）

永久磁石埋込形ベアリングレスモータにおける空間高調波を考慮した支持パラメータの数式モデルの検討
･･････････････････････････････････････････････ ◎山本竹真・朝間淳一（静岡大学）・椎木健次（エフ・シー・シー）

Y-157

プラズマアクチュエータの多電極化における気流特性
･･････････････････････････････････････････････ ◎森

Y-158

大輝・山中建二（徳島大学）・福田

亮（いすゞ中央研究所）

小型誘導加熱器を用いた構造接着部の熱解析モデル
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎村上洋貴・金子裕良（埼玉大学）

Y-159

電池再構成のための超小型・低接触抵抗スイッチの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎蜷川真美子・浅野勝宏（名古屋工業大学）

Y-160

回路シミュレータ対応 Li イオン電池物理モデル =Li イオン輸送特性のモデル化 =
･････････････････････････････････････････ ◎大口正憲・河野昭彦・漆畑広明・藤田洋司・小山正人（金沢工業大学）

Y-161

リチウム一次電池の加速試験における交流インピーダンス法を用いた妥当性の評価
･･････････････････････････････････････････････････ ◎鳥居星吾・片山

Y-162

昇（東京理科大学）・守屋

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎加藤亮祐・於保

Y-163

隆（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）

車体速度推定を用いた電動車両のスリップ抑制法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川上晃弘・井上

Y-165

茂（日本工業大学）

ETC 車両検知器データを利用した車種判別
･･････････････ ◎柴崎峻吾・泉

Y-164

優（東京ガス）

双方向超音波素子を用いた近距離障害物の検出

馨・加藤利次（同志社大学）

平行二線方式による走行中ワイアレス給電型電気自動車とノイズの関係
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎櫻岡孝樹・石田隆張（明星大学）

Y-166

磁界共鳴方式ワイヤレス給電における最大電力点追従制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮本拓弥・李

Y-167

暁楊・熊野照久（明治大学）

回路定数ばらつきに対するロバスト性を確保したシングルエンデッドワイヤレス V2H システム
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎山本碧土・大森英樹・木村紀之・森實俊充（大阪工業大学）

Y-168

ワイヤレス LED イルミネーションのためのオフセットした円形電流磁界の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎飯田優豊（静岡理工科大学）

Y-169

低結合状態における無線電力供給の効率改善
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎木場大樹・清山浩司（長崎総合科学大学）

Y-170

シングルエンデッド WPT システムへの NFC 重畳通信機能の適用
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎髙橋達也・大森英樹・森實俊充・木村紀之（大阪工業大学）

Y-171

スペクトラム圧縮伝送における PAPR 特性の実験評価
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小俣澄夏・杉山隆利（工学院大学）

Y-172

バイタル・環境センサ一体型ウェアラブルデバイスの有効性検証
･･･････････････････ ◎酒井優希（長崎総合科学大学）・水野裕志（大阪電気通信大学）・清山浩司（長崎総合科学大学）
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Y-173

ウェアラブル型血管機能診断デバイスの提案と検証
･････････ ◎兼子晃治（長崎総合科学大学）・水野裕志（大阪電気通信大学）・清山浩司・本村政勝（長崎総合科学大学）

Y-174

触覚再現のための指腹振動の特徴の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山崎竜一・山本健司（静岡理工科大学）

Y-175

体温計測温部の構造モデルを用いた汎用型測温システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鶴賀一麿・水野裕志（大阪電気通信大学）

Y-176

頸部体温計測に着目した無拘束型熱中症予防システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎芝

Y-177

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小林

Y-178

颯歩・水野裕志（大阪電気通信大学）

可聴周波数振動の DNA 増幅への応用
立・米田征司・山口栄雄（神奈川大学）

時空間画像処理での滞在時間計測による徘徊行動の自動検出
････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎海老原優太・香取照臣 .・泉

Y-179

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小野稜介・片山

Y-180

昇（東京理科大学）

水素吸蔵合金を使用した熱駆動型冷却システムの形状におけるサイクルスピードの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎釆野正典・片山

Y-181

隆（日本大学）

インプラント型グルコース燃料電池の発電条件の最適化及び体内環境を想定した特性

昇（東京理科大学）

再生可能エネルギーにおけるエネルギーマネジメント最適化の研究
･････････････････････････ ◎冨永祐太（長崎大学）・田中雅晴・江藤春日・水野裕志・松井信正（長崎総合科学大学）・
丸田英徳・柴田裕一郎（長崎大学）・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

Y-182

超高頻度運行する線路別複々線における線路間亘りの多用：小遅延発生時の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎天沼大輝・高木

Y-183

亮（工学院大学）

単純性・頑健性による二つの観点からの列車ダイヤ評価の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮本俊志・香取照臣・泉

隆（日本大学）

International Student Poster Presentations
International Student Poster Presentations
ISPP-1.

Wall Cleaning Robot (WCR)------------team name: Grande
･････････････････････････････････････････････････････････Jaeik Kim, Geonu Lee, Seungmin Kim, Changhak Yeo,
Hogeun Ji（Korea National University of Transportation）, advisor Prof. Hag-Wone Kim

ISPP-2. Train Alert Safety Cap(TASC)------------team name: Smart Safety Cap (S.S.C)
･････････Dong Oh Kim, Yu Hwan Kim, Jin Sol Kim, Jae Ho Kim, Young Jin Jeong（Hankyong National University）,
advisor Prof. Woo-Cheol Lee

ISPP-3.

Research on Realization Conditions of Soft Switching in Wireless Power Transfer System Based on Class E
Inverter
･･･････････････････････････････ Junwei Zhang（Shanghai University of Electric Power）, advisor Prof. Jinbin Zhao

ISPP-4.

Robustness Analysis and Research of Adaptive SRF-PLL Under Weak Grid
･･･････････････････････････････ Yunfei Zhang（Shanghai University of Electric Power）, advisor Prof. Jinbin Zhao
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8 月 20 日（火） 12:10 〜 14:45
会場 生協食堂 2 階

YPC

ヤングエンジニアポスターコンペティション
座長：山本康弘（明電舎）

Y-1

LC ネットワーク回路による三相高力率パッシブ整流器

Y-2

双方向スイッチを用いた三相部分スイッチング整流回路の高効率化

･･････････････････････････････････ ◎大塚穂高・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）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎古川莉久・飴井賢治・清田恭平・大路貴久（富山大学）

Y-3

シングル三相ブリッジ式と２重三相ブリッジ式のキャパシタインプット形三相ダイオード整流器の特性比較

Y-4

定電流特性を有する非絶縁共振形フォワード / フライバックコンバータを利用した一石式トランスレスセルバ
ランス回路

Y-5

入力変化に対するアクティブクランプ回路を用いた共振形 SEPIC 回路の基本特性について

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小坂法興・西田保幸（千葉工業大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎程
･････････････････････････････････････････ ◎辻

徳霄・鵜野将年・佐藤元基（茨城大学）

和樹・梶原一宏（長崎総合科学大学）・池田 敏（パナソニック）・
松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

Y-6

LIB 昇圧用フライバックコンバータ回路の単一電源化と高速スイッチング化の検討

Y-7

SiC-MOSFET を用いたブーストコンバータの動作特性

Y-8

迅速なモード切り替えが可能な双方向昇降圧形 DC/DC コンバータ

Y-9

降圧型 DC-DC コンバータにおける高電力密度化を実現する新しい制御手法に関する一検証

Y-10

LLC 共振型 DC-DC コンバータにおける二次側同期整流のデッドタイム補正の一方式

Y-11

ディジタルヒステリシス電流モード DC-DC コンバータにおける谷電流検出器のパラメータについて

Y-12

高周波リンク DC/DC コンバータのウェーブレット解析

Y-13

高いトランス利用率と電流バランス機能を有する電動車両用インタリーブマルチポートコンバータの実機検証

Y-14

3 レベル NPC インバータトポロジーを適用した Dual Active Bridge コンバータの実験的検証

Y-15

高周波共振型インバータの山登り法に着目した位相シフト制御法

Y-16

EHD ポンプのための高電圧電源の検討

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎中山健太郎・佐藤宣夫（千葉工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎松本崚央・藤
･････････････････････････････････････････････････ ◎塩山
･･････ ◎榎倉浩志・川上太知・早川

清高・柴戸洋次郎・根葉保彦（福岡大学）

知・茂木進一・酒井昌彦（神戸市立工業高等専門学校）

潔（大阪府立大学工業高等専門学校）・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎仁平翔太・成

慶珉（茨城工業高等専門学校）

･････････････････････････････････････････････ ◎山嵜孝介・梶原一宏・松井信正・黒川不二雄（長崎総合科学大学）
･････････････････････････････････････････････････ ◎上崎文也・前田晃佑・道平雅一（神戸市立工業高等専門学校）
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤元基・多田喜耶・鵜野将年（茨城大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎上内康暢・大野貴信・星
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎五十嵐

翔・芳賀

伸一（東京理科大学）
仁（長岡技術科学大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎角野文哉・枡川重男（東京電機大学）

Y-17

誘電体バリヤ放電による NOx 還元装置の高性能化

Y-18

水耕栽培用電源構成の提案

Y-19

低周波送電における送電電力と受電端電圧

Y-20

各種二相 PWM 法における直流側高調波電流の比較

Y-21

部分二相変調法を用いた場合のスイッチング損失の評価

･･････････････････････････････ ◎三矢昇吾・石橋正基（東京都立産業技術高等専門学校）・志茂亨輔（首都大学東京）
････････････････････････ ◎大橋
････････････････････････ ◎柴

希・岡澤孝亮・中田篤史（静岡理工科大学）・元谷
郁弥・秋草

寛・中田篤史（静岡理工科大学）・元谷

･････････････････････････････････････････････････ ◎片岡雄葵・塩山

卓・鳥井昭宏（愛知工業大学）
卓・鳥井昭宏（愛知工業大学）

知・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）

････････････････････････････････････････････････････ ◎北田成祐・綾野秀樹・井口雄紀（東京工業高等専門学校）・
松井義弘（福岡工業大学）・伊東淳一（長岡技術科学大学）
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Y-22

13.56MHz を用いたワイヤレス給電における大電力・高効率アンテナの設計に関する初期検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎渡部真士（芝浦工業大学）

Y-23

13.56MHz WPT における受電側の高効率整流器の設計

Y-24

小型非接触電力伝送用送受信コイルの基板化

Y-25

銅損抑制構造をもつ高周波空心インダクタの大容量化

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎神田直也（芝浦工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎相良魁人・雨貝宗吾・成

慶珉（茨城工業高等専門学校）

･････････････････････････････ ◎朝雛えみり・松田和也（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）

Y-26

Multi-Objective Topology Optimization of Magnetic Couplers for Wireless Power Transfer Device

Y-27

無線電力送電用直列形アクティブキャパシタの制御

Y-28

センサー用微弱非接触給電装置の基礎検討 - 電磁誘導方式 -

Y-29

小型移動ロボットへの非接触給電における無線フィードバックを利用した受電電圧制御の検討

Y-30

電力パケット伝送によるロボットハンド力センサレス制御の基礎検証

Y-31

電力パケット伝送を用いたボールプレートシステムの設計

Y-32

STATCOM に適応する Y 結線 MMC の系統事故に対する零相電圧を用いた制御法

Y-33

高温超電導コイルを用いた鉄道用非接触給電システムの概念設計

Y-34

走査型プローブ顕微鏡によるパワー半導体素子内部構造の観測

Y-35

超接合構造を持つ集積化トレンチゲート型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-36

スーパージャンクション構造のピラー幅・密度の設計値による電気的特性の 3D シミュレーション解析

Y-37

銅線水冷システムを用いたインバータ効率改善手法の開発

･･･････････････････････････････････････････ ◎ YUNYI GONG・Yoshitsugu Otomo・Hajime Igarashi（北海道大学）
･････････････････････････････････････････････････････ ◎内山勇之介・外輪徹志・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎衞藤風馬・長洲正浩（茨城工業高等専門学校）
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎黒田

群・元谷

卓・道木加絵・鳥井昭宏（愛知工業大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎伊藤和矢・横山智紀（東京電機大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎廣瀬颯太・横山智紀（東京電機大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎北中智裕・野村尚弘・柿ヶ野浩明（立命館大学）
･･････････････････････ ◎井上良太・五十嵐健太・長﨑

陽・津田

理・松木英敏（東北大学）・宮城大輔（千葉大学）

･･･････････････････････････････････････････････････ ◎土井敦史・増田

翔・佐藤宣夫・山本秀和（千葉工業大学）

･････････････････････････････ ◎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）
･･････････････････････････････････ ◎神林紘斗・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）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎八亀雅弘（明星大学）

Y-38

渦電流の抑制を目的としたトランス巻線構造の提案
･････････････ ◎菅野将太郎・小笠原悟司・折川幸司・竹本真紹（北海道大学）・船渡寛人・春名順之介（宇都宮大学）・
岡﨑文洋・三原輝儀（カルソニックカンセイ）

Y-39

三相電圧形インバータで駆動されるインダクタにおける振動の比較

Y-40

モータ高調波鉄損最小化を目的とした評価関数の検討

････････････････････････････ ◎青木陽介・茂木進一（神戸市立工業高等専門学校）・澤田純兵・山田正樹（ヤンマー）
････････････ ◎西川滉大・熊谷崇宏・伊東淳一（長岡技術科学大学）・山根和貴・山田伸明・名和政道（豊田自動織機）

Y-41

リニア誘導モータを用いたマトリックスコンバータの制御モードの効率比較

Y-42

風力発電機に接続する MMC の制御に関する検討

Y-43

太陽電池パネルの電気特性ばらつきを補償可能な DC モジュラースイッチトキャパシタコンバータ

Y-44

双方向スイッチを用いた単相 5 レベルインバータの低歪み化

･････････････････････････････････････････ ◎永田優生・森實俊充・木村紀之・大森英樹・窪田愛子（大阪工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山下雄大・松岡達也・柿ヶ野浩明（立命館大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎佐藤颯人・鵜野将年（茨城大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎牧野魁藏・飴井賢治・清田恭平・大路貴久（富山大学）

− 90 −

※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-45

MMC 形式パワーコンディショナの制御と実験検証
･･･････････････････････････････････････････････････････ 中田喜基・◎濱川友太・浜崎真一・大道哲二（長崎大学）

Y-46

コンデンサ絶縁 DAB コンバータを利用したリチウムイオンバッテリ用モジュラーセル選択式バランスシステ
ムの動作解析

Y-47

MMC 形式急速充電システムの新回路方式と制御

Y-48

三相 AC-AC 変換用モジュラーマルチレベルコンバータの出力電圧制御

Y-49

VFM を用いた三相マルチレベルインバータの制御

Y-50

光通信を用いた高圧ゲート駆動回路向け信号絶縁手法の基礎検討

Y-51

非接触電力伝送を用いた複数デバイスゲート駆動に関する実験的な検討

Y-52

ニューラルネットワークによるアクティブゲートドライバの入出力関係の推論

Y-53

PHEV に搭載する湾曲太陽電池パネル用補償器と PWM 昇圧コンバータを一体化した統合型コンバータ

Y-54

増分コンダクタンス法を用いた MPPT 制御の応答性改善について

Y-55

太陽電池パネル用部分影補償器とその電気的診断技術

Y-56

電圧位相差を用いた太陽電池の状態推定の基礎的検討

Y-57

有限要素法流体解析による風車ブレードの揚力抗力係数の算出

Y-58

風速変動に対応した小型風力発電システムの最大電力点追従制御法

Y-59

キャパシタレス AC-AC 変換器を用いる SR 発電機の発電特性への励磁方法の影響

Y-60

振動発電におけるインダクタを低減した循環電流制御回路の電流波形に関する一検討

Y-61

循環電流制御回路を用いた可変周波数に対する振動発電の出力電力向上に関する数値的検討
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･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎高谷拓伸・元井直樹（神戸大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎米山美鈴・和多田雅哉・森

晃（東京都市大学）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎柏山和樹・中尾一成・木村紀之（福井工業大学）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎茂木諒也（日本工業大学）
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎関田啓悟・土方規実雄・田中康寛（東京都市大学）
･･････････････････････････････････ ◎陳

凌宇・千葉

明（東京工業大学）・永野正雄・中村公昭（本田技術研究所）

･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎本郷和樹・津田敏宏・深見
･･････････････････････････････ ◎寺家尚哉・深見
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正（金沢工業大学）

正・小山正人（金沢工業大学）・満田宇宙・山田正樹（三菱電機）
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Y-96

半波整流可変界磁モータの回転子形状が特性に与える影響
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎平田晃基・阿部貴志・樋口

Y-97

半波整流可変界磁モータの最大トルク制御について

Y-98

半波整流可変界磁発電機の最大電力点推定法に関する実験的検討

Y-99

クローポール型半波整流可変界磁モータの圧粉磁心を用いた回転子形状の改善について

･････････････････････････････････････････････････････ ◎石原凜太郎・鳥越圭介・阿部貴志・樋口

剛（長崎大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････ 京

慎平・◎光野雄飛・横井裕一・樋口

剛（長崎大学）

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎香藤健太・平田晃基・阿部貴志・樋口

剛（長崎大学）

Y-100

剛（長崎大学）

クローポール型半波整流可変界磁モータの回転子材料が特性に与える影響について
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鳥越圭介・阿部貴志・樋口

Y-101

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎峯岸良輔・赤津

Y-102

剛（長崎大学）

フラックススイッチングモータの高効率駆動領域拡大の検討
観（芝浦工業大学）

連続電流制御時のスイッチトリラクタンスモータの出力特性
････････････････････････････ ◎西原昌吾・大山和宏（福岡工業大学）・藤井裕昭・上原一士・百武

Y-103

･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎磯貝

Y-104

遥・清田恭平・飴井賢治・大路貴久（富山大学）

方向性電磁鋼板を用いた SRM の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎土屋柚樹・赤津

Y-105

観（芝浦工業大学）

スーパーコンピューターを用いた ANSYS Maxwell 時間分割法の有効性検証
･･･････････････････････････ ◎蔡

Y-106

康（明和製作所）

集中巻同期リラクタンスモータの回転子形状変更による鉄損低減

一飛・千葉

明・フルクァニジバド・ウィグナチャンドラアディ（東京工業大学）

スポーク形 PM バーニアモータの設計とそのトルク特性
････････････････････････････････････････････････････････････････◎ Gasim Abdulaziz・下村昭二（芝浦工業大学）

Y-107

ブリッジを設けたスリットステータモータに関する一検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎池田雄太郎・横井裕一・樋口

Y-108

･･･････････････････････････････････････････････････････ 山田大門・◎荒木遼太・横井裕一・樋口

Y-109

剛（長崎大学）

分布巻 IPMSM のラジアル力と磁束に関する検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎梅岡

Y-110

剛（長崎大学）

磁気飽和を活用した集中巻構成可変磁束モータの実験的検討

諒・千葉

明（東京工業大学）

SR モータにおけるラジアルフォースサムとアコースティックノイズの関係
･･･････････････････ ◎ Furqani Jihad・Adi Wiguna Candra・Cai Yifei・Chiba Akira（Tokyo Institute of Technology）

Y-111

インバータ駆動誘導電動機の無負荷損失分離法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎森本

Y-112

･･･････････････････････････････････････････････ ◎桐

Y-113

稔・平原英明・山本

修（職業能力開発総合大学校）

PM モータ駆動中の巻線温度と磁石温度の比較
嘉伸・熊谷崇宏・日下佳祐・伊東淳一（長岡技術科学大学）

サマリウムコバルト磁石を用いた永久磁石モータの磁石温度の性能への影響
････････････････････････････････････････････ ◎生田愛育・朝間淳一・野口季彦（静岡大学）・藤原照彦（トーキン）

Y-114

回転中の IPMSM 内部における温度分布の解析
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎堤

Y-115

･････････････････････････････････････････ ◎小河純也・中牟田

Y-116

夏樹・中園梓二（静岡大学）

二相 PWM 電流形インバータによる単相誘導電動機可変速運転
光・藤

清高・柴戸洋次郎・根葉保彦（福岡大学）

三相 PWM デュアル電流形インバータによる誘導電動機電圧一定制御
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎田中裕登・上田崇允・藤

Y-117

清高・根葉保彦（福岡大学）

変形台形波変調を適用した風力用誘導機のトルクリップル解析
･････････････････････････････････････････ ◎仲田侑平・川畑尚樹・森實俊充・木村紀之・大森英樹（大阪工業大学）

Y-118

MATRIX モータの駆動システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎笠原

Y-119

･･･････････････････････････････････････ ◎ファウジアメリンダ

Y-120

黎・赤津

観（芝浦工業大学）

Sector Identification Method of Space Vector Modulation Using Boundary Line in Dual Inverter Motor Drive
バドリアトゥル・大音慶明・野口季彦（静岡大学）

AT-NPC 方式 3 レベルインバータ駆動誘導電動機の中性点電位バランス制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎池田和正・大道哲二・浜崎真一（長崎大学）

Y-121

FRIT で設計した SR モータの一型サーボ速度制御系
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎後藤一也・岡野浩忠・池田英広（西日本工業大学）
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MEMO
Y-122

6/4 極 SR モータに対する位置決め制御に関する一考察
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎岡野浩忠・後藤一也・池田英広（西日本工業大学）

Y-123

運転領域を拡大したセンサレス SRM 制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎嶋田弘希・吉田俊哉（東京電機大学）

Y-124

Real-time Position Estimation For Sensorless Switched Reluctance Motor Drive
･･･････････････････････････････････ ◎ Kaewpoo Nattaphat・Ohyama Kazuhiro（Fukuoka Institute of Technology）

Y-125

PMSM の高調波電流重畳によるトルクリップル抑制手法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎西尾太一・赤津

Y-126

･････････････････････････････････････････････････････ ◎遠山暉大・若子純平・大沼

Y-127

観（芝浦工業大学）

IPM モータの最大トルク制御座標系の位相測定法
巧（沼津工業高等専門学校）

変形台形波変調を用いた PMSM の回生特性
･････････････････････････････････････････ ◎別当賢人・森實俊充・木村紀之・大森英樹・城領

Y-128

聡（大阪工業大学）

磁気センサを用いた永久磁石同期モータの直接トルク制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川島直也・赤津

Y-129

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

Y-130

翔太・道木慎二（名古屋大学）

トルクと磁束を分離可能な IPMSM の弱め磁束制御
･････････････････････････････････････････････････････ 鈴木昭義・◎宮林宏行・大沼

Y-131

観（芝浦工業大学）

センサと状態推定技術を利用した PMSM 電流制御系フェールセーフ化におけるパラメータ変動の影響

巧（沼津工業高等専門学校）

DTC を用いた PMSM 駆動システムにおけるオールパスフィルタを用いた磁束推定器の適用
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎濱山翔吾・篠原篤志・山本吉朗（鹿児島大学）

Y-132

独立二重三相巻線永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎米山雄貴・新中新二（神奈川大学）

Y-133

誘導電動機簡易センサレスベクトル制御系のトルク制御
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎武石壮太・大道哲二・浜崎真一・辻

Y-134

峰男（長崎大学）

PMSM の簡易的な位置センサレスベクトル制御
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎新川大幹・吉田俊哉（東京電機大学）

Y-135

IPMSM 簡易センサレスベクトル制御系のトルク制御について
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎財前昴平・大道哲二・浜崎真一・辻

Y-136

峰男（長崎大学）

方形波駆動される小型 IPMSM のセンサレス始動法について
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎井手優貴・阿部貴志・樋口

Y-137

･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎久松

Y-138

遼・大道哲二・浜崎真一（長崎大学）

IPMSM のセンサレス始動における磁気飽和を利用しない極性判別
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎林

Y-139

直矢・久保田寿夫（明治大学）

機械学習を用いたモータ制御法に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎松浦芳乃・赤津

Y-140

誠・佐藤敏郎（信州大学）

航空機用渦電流ブレーキの時定数測定
･････････････････････････････････ ◎望月大地・佐藤紀裕・菊池良巳・脇若弘之・曽根原

Y-142

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

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特性評価用実験機の設計
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎江原

Y-144

誠・佐藤敏郎（信州大学）

リニアスイッチトリラクタンスモータの磁気随伴エネルギーを用いた動推力特性評価
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山田鳳文・平山

Y-143

観（芝浦工業大学）

クラッド材を用いた三相交流励磁渦電流ブレーキの基礎検討
･････････････････････････････････ ◎佐藤紀裕・望月大地・菊池良巳・脇若弘之・曽根原

Y-141

剛（長崎大学）

フィルタを用いないキャリア同期信号重畳方式による IPMSM の磁極位置推定

功・平山

斉・川畑秋馬（鹿児島大学）

リニアモータの振動抑制に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎清野奨太・上田茂太・佐沢政樹（苫小牧工業高等専門学校）

Y-145

リニアモーターカーの電圧係数最適化に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎岩佐百華・清野奨太・上田茂太（苫小牧工業高等専門学校）

Y-146

リニアモーターカーの振動抑制の自動化に関する研究
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎中村太一・清野奨太・上田茂太（苫小牧工業高等専門学校）

Y-147

超電導リニアにおけるブレーキ力の低減を考慮したコイル設計
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎大田夏央・熊野照久（明治大学）
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Y-148

動力一体型磁気ねじ駆動リニアアクチュエータの構造に関する基礎検討
･････････････････････････････････････････････････ ◎藤木宥江・松田嶺花・酒井昌彦（神戸市立工業高等専門学校）

Y-149

低支持剛性反発形磁気浮上装置における浮上磁石の突極化
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎長澤秀悟・大路貴久・飴井賢治・清田恭平（富山大学）

Y-150

磁性流体シールを含む吸引式磁気浮上装置の水平加振試験
･･･････････････････････････････････････････････････････ ◎宮内

Y-151

涼・大路貴久・飴井賢治・清田恭平（富山大学）

電動機 2 極成分除去によるベアリングレスモータの角度誤差低減
･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎野口孝浩・杉元紘也・千葉

Y-152

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

Y-153

明（東京工業大学）

BPM 型ベアリングレスモータの支持力角度誤差の低減
宗威・千葉

明（東京工業大学）

リラクタンス型ベアリングレスバーニアモータにおけるインナーローター構造とアウターローター構造の比較
･･･････････････････････････････････････････････････････････ ◎多田夏実・土方規実雄・田中康寛（東京都市大学）

Y-154

べリングレスモータの偏心位置制御法と試験結果
････････････････････････････････････････◎福島利英・大島政英（公立諏訪東京理科大学）・小幡真之（コマツ NTC）

Y-155

完全受動型モータの検討
･･････････････････････････････････････ ◎荒井拓実・千葉

Y-156

明（東京工業大学）・鈴木晴彦（福島工業高等専門学校）

永久磁石埋込形ベアリングレスモータにおける空間高調波を考慮した支持パラメータの数式モデルの検討
･･････････････････････････････････････････････ ◎山本竹真・朝間淳一（静岡大学）・椎木健次（エフ・シー・シー）

Y-157

プラズマアクチュエータの多電極化における気流特性
･･････････････････････････････････････････････ ◎森

Y-158

大輝・山中建二（徳島大学）・福田

亮（いすゞ中央研究所）

小型誘導加熱器を用いた構造接着部の熱解析モデル
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎村上洋貴・金子裕良（埼玉大学）

Y-159

電池再構成のための超小型・低接触抵抗スイッチの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎蜷川真美子・浅野勝宏（名古屋工業大学）

Y-160

回路シミュレータ対応 Li イオン電池物理モデル =Li イオン輸送特性のモデル化 =
･････････････････････････････････････････ ◎大口正憲・河野昭彦・漆畑広明・藤田洋司・小山正人（金沢工業大学）

Y-161

リチウム一次電池の加速試験における交流インピーダンス法を用いた妥当性の評価
･･････････････････････････････････････････････････ ◎鳥居星吾・片山

Y-162

昇（東京理科大学）・守屋

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎加藤亮祐・於保

Y-163

隆（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）

車体速度推定を用いた電動車両のスリップ抑制法の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎川上晃弘・井上

Y-165

茂（日本工業大学）

ETC 車両検知器データを利用した車種判別
･･････････････ ◎柴崎峻吾・泉

Y-164

優（東京ガス）

双方向超音波素子を用いた近距離障害物の検出

馨・加藤利次（同志社大学）

平行二線方式による走行中ワイアレス給電型電気自動車とノイズの関係
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎櫻岡孝樹・石田隆張（明星大学）

Y-166

磁界共鳴方式ワイヤレス給電における最大電力点追従制御
･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮本拓弥・李

Y-167

暁楊・熊野照久（明治大学）

回路定数ばらつきに対するロバスト性を確保したシングルエンデッドワイヤレス V2H システム
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎山本碧土・大森英樹・木村紀之・森實俊充（大阪工業大学）

Y-168

ワイヤレス LED イルミネーションのためのオフセットした円形電流磁界の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎飯田優豊（静岡理工科大学）

Y-169

低結合状態における無線電力供給の効率改善
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎木場大樹・清山浩司（長崎総合科学大学）

Y-170

シングルエンデッド WPT システムへの NFC 重畳通信機能の適用
･･･････････････････････････････････････････････････ ◎髙橋達也・大森英樹・森實俊充・木村紀之（大阪工業大学）

Y-171

スペクトラム圧縮伝送における PAPR 特性の実験評価
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小俣澄夏・杉山隆利（工学院大学）

Y-172

バイタル・環境センサ一体型ウェアラブルデバイスの有効性検証
･･･････････････････ ◎酒井優希（長崎総合科学大学）・水野裕志（大阪電気通信大学）・清山浩司（長崎総合科学大学）
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Y-173

ウェアラブル型血管機能診断デバイスの提案と検証
･････････ ◎兼子晃治（長崎総合科学大学）・水野裕志（大阪電気通信大学）・清山浩司・本村政勝（長崎総合科学大学）

Y-174

触覚再現のための指腹振動の特徴の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎山崎竜一・山本健司（静岡理工科大学）

Y-175

体温計測温部の構造モデルを用いた汎用型測温システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎鶴賀一麿・水野裕志（大阪電気通信大学）

Y-176

頸部体温計測に着目した無拘束型熱中症予防システムの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎芝

Y-177

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小林

Y-178

颯歩・水野裕志（大阪電気通信大学）

可聴周波数振動の DNA 増幅への応用
立・米田征司・山口栄雄（神奈川大学）

時空間画像処理での滞在時間計測による徘徊行動の自動検出
････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎海老原優太・香取照臣 .・泉

Y-179

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎小野稜介・片山

Y-180

昇（東京理科大学）

水素吸蔵合金を使用した熱駆動型冷却システムの形状におけるサイクルスピードの検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎釆野正典・片山

Y-181

隆（日本大学）

インプラント型グルコース燃料電池の発電条件の最適化及び体内環境を想定した特性

昇（東京理科大学）

再生可能エネルギーにおけるエネルギーマネジメント最適化の研究
･････････････････････････ ◎冨永祐太（長崎大学）・田中雅晴・江藤春日・水野裕志・松井信正（長崎総合科学大学）・
丸田英徳・柴田裕一郎（長崎大学）・黒川不二雄（長崎総合科学大学）

Y-182

超高頻度運行する線路別複々線における線路間亘りの多用：小遅延発生時の検討
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎天沼大輝・高木

Y-183

亮（工学院大学）

単純性・頑健性による二つの観点からの列車ダイヤ評価の検討
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ◎宮本俊志・香取照臣・泉

隆（日本大学）

International Student Poster Presentations
International Student Poster Presentations
ISPP-1.

Wall Cleaning Robot (WCR)------------team name: Grande
･････････････････････････････････････････････････････････Jaeik Kim, Geonu Lee, Seungmin Kim, Changhak Yeo,
Hogeun Ji（Korea National University of Transportation）, advisor Prof. Hag-Wone Kim

ISPP-2. Train Alert Safety Cap(TASC)------------team name: Smart Safety Cap (S.S.C)
･････････Dong Oh Kim, Yu Hwan Kim, Jin Sol Kim, Jae Ho Kim, Young Jin Jeong（Hankyong National University）,
advisor Prof. Woo-Cheol Lee

ISPP-3.

Research on Realization Conditions of Soft Switching in Wireless Power Transfer System Based on Class E
Inverter
･･･････････････････････････････ Junwei Zhang（Shanghai University of Electric Power）, advisor Prof. Jinbin Zhao

ISPP-4.

Robustness Analysis and Research of Adaptive SRF-PLL Under Weak Grid
･･･････････････････････････････ Yunfei Zhang（Shanghai University of Electric Power）, advisor Prof. Jinbin Zhao
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