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磁気応用技術シンポジウム プログラム第24回
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エネルギー・ハーベスティング技術シンポジウム プログラム第7回
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敬称略　C：コーディネータ　※プログラム内容（発表者、発表テーマ、内容等）が変更になる事がありますので予めご了承ください。　最新の情報はWEBでご確認ください。 http://www.jma.or.jp/tf/sym

※ホームページよりお申込みください。 お申込み・詳細プログラム最新情報はコチラから ⇒ http://school.jma.or.jp/drone/※ホームページよりお申込みください。 お申込み・詳細プログラム最新情報はコチラから ⇒ http://school.jma.or.jp/drone/

近年、モータやリアクトルなどの電磁機器の更なる高効率化が強く望
まれており、そのためには動作状態の機器で生じる様々な損失を精度良く
算定する必要があります。本セッションでは、まず、有限要素法における
損失解析手法について解説していただくとともに、表皮効果や近接効果を
考慮した撚り線コイルの渦電流損算定などの解析事例を紹介していただ
きます。次いで、磁気回路法における鉄損算定手法の基礎と、リアクトルや
SRモータの損失解析への適用例について紹介していただきます。最後に、
機器設計の立場から、PMモータの損失評価や、インバータ駆動時の誘導
モータの損失解析と低減事例について紹介していただきます。本セッ
ションは、広く磁気応用にかかわる技術者にとって、有益な知識が得ら
れる機会になることを期待いたします。

Ｃ：一ノ倉 理　東北大学 大学院
工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 教授

近年、エネルギー・ハーベスティング（EH）技術が着実に進化してきており、

そのアプリケーションは機械・インフラの監視から電池レス・ウエアラブル

デバイスの駆動へと広がりつつあります。

本セッションでは、振動発電、熱電発電の現状と将来展望を見据えると

ともに、その最新の実用化状況を概観します。EHを用いたシステム開発や

EHの研究開発に取り組まれている方々が、EHソリューションの将来を俯瞰

できる絶好の機会ですので、どうぞご参加ください。

Ｃ：鈴木 雄二　東京大学 大学院
工学系研究科 機械工学専攻 教授

本セッションでは、エネルギー・ハーベスティング技術を活用した新製品の
事例を紹介します。アルプス電気様には、太陽電池を電源とするバッテ
リーレス無線センサ製品の応用例、文化シャッター様には、発電スイッチ
の防火シャッターへの組み込み事例、そして立命館大学道関先生には、
LED発電のアイドリングストップ機能搭載ワイヤレスマウスへの活用事例
をご紹介いただきます。エネルギー・ハーベスティング技術が、用途によっ
ては、現状でも十分に実用的な水準に達していることをお分かりいただけ
るかと思います。ご参加の皆様の製品企画・開発やエネルギー・ハーベス
ティング技術活用のヒントになれば幸いです。

Ｃ：竹内 敬治　㈱NTTデータ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
シニアマネージャー

本セッションでは、道路、鉄道、橋梁、プラント、などのインフラ関連の
分野で活用出来るエネルギー・ハーベスティングの最新事例3件を発表
いただきます。主にインフラや設備そのものの振動を利用したシステムに
なりますが、ハーベスタはより低周波で広帯域な振動特性から効率よく
発電する必要があります。本発表では、道路、回転機、鋼鉄道橋、の具体的
事例における発電技術手法、無線センサーネット技術、およびモニタリング
システム、についてご紹介し、インフラ関連のIoT／M2Mシステムに関わる
方々にエネルギー・ハーベスティングを活用したシステム構築のポイントを
修得していただく事を期待します。

Ｃ：木下 泰三　㈱日立製作所 情報・通信システム社
ITプラットフォーム事業本部
IoTビジネス推進統括本部 事業主管

ウエアラブルデバイスはIoTの一部として期待されている分野ですが、
その利用拡大に必須なのがメンテナンスフリーの自立電源、エナジーハー
ベスタです。人が常に身につけるウエアラブルデバイスは、エネルギー源
としては制約の多い「人」を対象とするため、挑戦的なアプリケーションと
いえます。今回はウエアラブル関連のエネルギー・ハーベスティング（EH）
技術に焦点を当て、①有機エレクトロニクスとEHを用いたフレキシブル
ヘルスケアデバイス、②酵素によるバイオ発電の現状と可能性、③ウェア
ラブル機器向け回転型エレクトレット環境発電機について、講師の先生方
の研究事例とあわせて紹介頂きます。これらの講演とディスカッションを
通して、新しいウエアラブルデバイスとEHの融合の参考となることを期待
いたします。

Ｃ：藤田 孝之　兵庫県立大学 大学院
工学研究科 電子情報工学専攻 准教授

1 有限要素法における損失解析
・撚り線コイルの表皮効果、近接効果を考慮した渦電流損解析　　・高周波励磁時のリアクトルのコイル中の渦電流損解析
・誘導電動機の横流を考慮した損失解析　　・永久磁石電動機の磁石中の渦電流解析と磁石分割

河瀬 順洋　岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 教授

2 磁気回路法における損失解析
・磁気回路による鉄損算定の基礎　・Landau-Lifshitz-Gilbert(LLG)方程式を取り入れた磁気回路による鉄損算定法
・鉄損算定事例紹介

中村 健二　東北大学 大学院 工学研究科 准教授

3 機器設計における損失評価事例
・永久磁石モータの損失評価　　・インバータ駆動時の誘導電動機の損失評価　　・誘導電動機の損失低減事例

杉本 愼治　㈱日立製作所 研究開発グループ 制御イノベーションセンタ モータシステム研究部 研究員

1 PHV/EV向けワイヤレス充電の実用化に向けて
・ワイヤレス充電への期待　　・ワイヤレス充電の実証試験結果　　・ワイヤレス充電の実用化に向けた各種取り組み

上地 健介　トヨタ自動車㈱ PHVシステム開発部 グループ長

2 ハイパワーWPTの環境電磁界に関する評価・解析技術
・WPT漏えい電磁界の研究概要　　・WPTエミュレータを用いた漏えい電磁界評価技術
・大規模シミュレーション活用による漏えい電磁界解析技術

宇野 博之　㈱パナソニック システムネットワークス開発研究所 技術センター 技術第2グループ 第1チーム チームリーダー

3 国際・国内におけるEVワイヤレス充電の制度整備と標準化最新動向
・日本国内での制度整備標準化の状況　　・国際的な規制・制度・標準化（IEC、ISO、ITU、CISPR等）
・大型車あるいは走行中給電に向けた動向

横井 行雄　京都大学 生存圏研究所 研究員／(公社)自動車技術会 ワイヤレス給電システム技術部門委員会 幹事

1 電磁鋼板の実用性能と材料の選び方
・軟磁性材料における電磁鋼板の位置付け　　・モータ用軟磁性材料の選び方　　・電磁鋼板の実用性能評価事例

藤村 浩志　新日鐵住金㈱ 技術開発本部 鉄鋼研究所 電磁鋼板研究部 上席主幹研究員

2 パワーエレクトロニクス機器におけるソフトフェライト材料
　　　　　　　　　　　　　　　 （ソフトフェライト材料の技術動向とその応用）

・ソフトフェライト材料の基礎　　・技術動向と活用事例　　・今後の展望
中畑 功　TDK㈱ 材料開発センター 技師

3 高周波対応圧粉磁心の磁気特性とその応用
・圧粉磁心の特徴　　・高周波対応低ロス圧粉磁心の開発　　・圧粉磁心の応用

浦田 顕理　NECトーキン㈱ 材料研究開発本部 マネージャー

1 レアアース資源と製錬・リサイクル技術の動向
・重希土の供給リスクについて　　・希土類の本格リサイクル時代への備えについて　　・バランスの良い用途開発の必要性について

竹田 修　東北大学 大学院 工学研究科 金属フロンティア工学専攻 准教授

2 Sm-Fe-N焼結磁石
・これまで焼結が困難とされてきた異方性Sm2Fe17N3焼結磁石を開発した
・焼結によって保磁力が低下する原因を解明し、開発に結び付けた
・耐熱性や対候性に優れた特性を有する為、各種モータへの適用が期待される

尾崎 公洋　(国研)産業技術総合研究所 中部センター 無機機能材料研究部門 グリーン磁性材料研究ラボ長

3 DyフリーNdFeB系異方性ボンド磁石とその応用
・DyフリーNdFeB系異方性ボンド磁石の特性　　・成形プロセスと特徴　　・モータ設計と応用例

橋本 擁二　愛知製鋼㈱ 電磁品本部 磁石事業室 市場開拓グループ グループ長

磁気現象を利用したセンシング技術は、他の方式と比べて、非接触・
高精度・高応答性・容易装着性の特徴を有しかつ低コストであるために、
産業上で広く使用されています。特に、最近では従来にない非接触で高精
度・低ノイズでセンシングできる高感度磁気センサ技術が発達してきたた
めに、今後適応範囲が拡がることが期待されています。
本セッションでは、高感度磁気センシング技術に焦点を当てて、①非破
壊磁気センシング技術の現状　②MIセンサによる高感度磁気センシング
への応用　③耐環境性の高い磁気センサの応用　の順に、その基礎と利用
技術の現状について紹介します。

Ｃ：山寺 秀哉　㈱豊田中央研究所
デバイス実装研究室 主任研究員

　磁気シールド技術は，あらゆる分野に活用されており、益々その重要性
が高まっています。
本セッションでは、「安全で高品質な計測制御」に的を絞って、
①磁気シールドの原理と実現方法、
②携帯情報端末のスマート・センシングを支える磁気シールド技術、
③ワイヤレス電力伝送の磁気およびシールド技術、
について初心者からベテラン技術者までの幅広い技術者のために分かり
やすく紹介して頂きます。
　これにより、磁気シールド技術について幅広い有用な情報が得ることが
できます。

Ｃ：水野 勉　信州大学
工学部 電気電子工学科 教授

軟磁性材料は、モータや変圧器、リアクトルなど電気機器・回路内で使用
されていますが、その励磁電源は電力用半導体の技術の進歩とともに
スイッチング動作のパワーエレクトロニクス機器で行われることになり
ます。これは従来のJISやIECで規格化された励磁条件とは異なるために、
軟磁性材料の選び方にもその材料特性および使用条件に応じての選び方が
重要になります。
そこで本セッションでは、現在広く使用されている電磁鋼板やソフト
フェライト、将来の材料として期待されている圧粉磁心といった軟磁性
材料を取り上げ、その基礎・特徴から選び方について紹介していただきます。
これにより材料特性に応じた高効率小型な素子・機器の設計に反映される
ものといえます。

Ｃ：藤﨑 敬介　豊田工業大学 大学院
工学研究科 教授

モータや発電機の小型軽量化、高効率化を支える希土類磁石は、現在
社会に無くてはならない材料であり、飛躍的に生産量を伸ばしています。
しかし、一方で、希土類磁石を構成する資源については、希少性や地域
偏在性に起因する供給リスクが数年前に顕在化し、これを回避するために、
新しい製造プロセスによる新材料開発が盛んに進められています。本セッ
ションでは、希土類資源と製錬・リサイクル技術の最新動向、および、新プ
ロセスの代表例としてSmFeN焼結磁石とDyフリーNdFeB異方性ボンド
磁石の最新技術についてご紹介いただきます。磁石とモータに関わる方々
にとって、有益な情報が得られる機会となることを期待しています。

Ｃ：桜田 新哉　㈱東芝 研究開発センター
機能材料ラボラトリー 研究主幹

正式発表が待たれるところですが、今年は、EV向けワイヤレス充電シス
テムが発売される年として非常に注目を集めております。そこで本セッ
ションでは、①トヨタ自動車の上地様からPHV/EV向けのワイヤレス充電
の実用化について、実証試験を含めたご紹介をいただき、次に、ワイヤレス
充電で非常に重要な課題である漏洩電磁界について②パナソニックシステ
ムネットワークス開発研究所の宇野様から大規模シミュレーションを用い
た漏洩電磁界解析のお話をいただきます。最後に、制度整備の国内外の
最新動向について③自動車技術会ワイヤレス給電システム部門委員会幹
事の横井様より丁寧に説明していただきます。是非この機会に、発売直前
まで迫ったEV向けワイヤレス充電の一通りの知識を得ていただきたいと
思います。

Ｃ：居村 岳広　東京大学
工学系研究科 電気系工学専攻 特任講師

1 非破壊磁気センシング技術の現状
・非破壊検査・計測と磁気センシング　　・磁気による非破壊検査・計測の原理　　・高感度磁気センサによる事例

山田 外史　金沢大学 環日本海環境研究センター 連携研究員 名誉教授

2 MIセンサによる高感度センシングへの応用
・MIセンサの基礎　　・スマートフォン用電子コンパスへの応用　　・自動車用センサへの応用（運転支援など）

山本 道治　愛知製鋼㈱ 電磁品本部 センサ事業室 室長 次世代開発プロジェクト

3 耐環境性の高い磁気センサの応用
・可飽和コイル磁気センサの動作管理　　・AGV用センサ　　・ストロークセンサ

新井 栄作　㈱マコメ研究所 東京支社 開発担当執行役員

1 機械振動や人の運動に適合した振動発電に向けて
・機械振動・人の運動に伴う運動の特性　　・環境振動発電の原理
・機械振動に適した振動発電器の現状と課題　　・人の運動に適した振動発電器の現状と課題

鈴木 雄二　東京大学 大学院 工学系研究科 機械工学専攻 教授

2 熱電発電の技術動向
・熱電発電概要について　　・材料開発について　　・デバイス応用について

宮﨑 康次　九州工業大学 工学研究院 機械知能工学研究系 教授

3 エネルギー・ハーベスティングの最新実用化動向
・ⅠoTを支える電源技術　　・国内外のエネルギー・ハーベスティング最新実用化事例
・エネルギー・ハーベスティングの実用化・普及に向けた取り組み

竹内 敬治　㈱ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー

1 バッテリーレス無線センサネットワーク
・小型・低消費電力ワイヤレスセンサモジュールの開発
・エネルギーハーベスタ（太陽光パネル）によるバッテリーレス無線センサ　　・ネットワークシステムの紹介と応用例

神田 幹雄　アルプス電気㈱ 技術本部 第2商品開発部 部長

2 発電スイッチの活用事例の紹介
・防火シャッターへの活用事例の紹介　　・発電スイッチの組み込み事例の紹介

大館 一樹　文化シヤッター㈱ 商品開発部 課長

3 LED光電池を用いたノーマリオフセンサスイッチ
　  ～アイドリングストップ機能搭載ワイヤレスマウスへの適用～

・ノーマリオフセンサスイッチのための極低電力ED-CMOSレベル変換回路
・赤色LED発電を用いた自動センサスイッチ　　・赤外LED発電を用いたウェークアップ受信機

道関 隆国　立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授

1 圧電厚膜を用いた振動発電デバイスと広帯域化技術
・圧電厚膜技術について　　・振動発電デバイスの特性　　・広帯域化とセンサネットワークへの応用

加賀田 博司　パナソニック㈱ AIS社 メカトロニクス事業部 R&Dセンター 主幹

2 無線式回転機振動監視システム（Wiserot）による設備診断
・振動計測の無線化　　・保全ソリューション　　・エネルギー・ハーベスティング

渡辺 光範　富士電機㈱ 産業インフラ事業本部 サービス統括部 推進部 担当課長

3 鋼鉄道橋の振動発電を利用したモニタリングシステム
・鉄道構造物を対象としたモニタリング　　・鋼鉄道橋の列車通過時の振動による発電手法
・振動発電を利用したモニタリングシステム

吉田 善紀　(公財)鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 鋼・複合構造研究室

1 有機エレクトロニクスとエネルギー・ハーベスティングを用いた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フレキシブルヘルスケアデバイス

・大面積でフレキシブルな有機エレクトロニクス　　・踏んで発電する靴の中敷き型万歩計
・音で発熱を知らせる腕章型発熱アラーム

高宮 真　東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター 准教授

2 酵素によるバイオ発電技術の現状と可能性
・バイオ発電の特徴（長所と短所）　　・自己発電バイオセンサへの応用　　・経皮通電パッチへの応用

西澤 松彦　東北大学 ファインメカニクス専攻 教授

3 ウェアラブル機器向け回転型エレクトレット環境発電機
・ウェアラブル機器へのビジネス展開　　・ウェアラブル向け環境振動発電機　　・回転型エレクトレット環境発電機の開発

今村 徹治　北陸電気工業㈱ コアテクノロジー開発本部 開発部 課長

1 磁気シールドの原理と実現方法
・磁気シールドの必要性　　・磁気シールドの基礎理論　　・磁気シールドの多様な実現方法

笹田 一郎　九州大学 大学院 総合理工学研究院 教授

2 携帯情報端末のスマートセンシングを支える磁気シールド技術
・スマホにおける磁気センシング技術としての電子コンパスと磁気ジャイロ　　・磁気シールドの課題　　・磁気シールド技術

本蔵 義信　マグネデザイン㈱ 代表取締役社長

3 ワイヤレス電力伝送制御のための磁界シールド技術
・ワイヤレス電力伝送回路・コイル電流（漏洩磁界源）の基本特性解説
・標準化されつつあるEV充電コイルのトレンドと漏洩磁界分布・特徴の解説
・磁界シールド技術（弊社取り組み）とシールド設計時のキーポイント

千代 憲隆　TDK㈱／EPCOS Schweitz GmbH, Magnetic Business Group,Automotive & Power Conversion Solutions, Electrical engineer

※カーエレクトロニクス技術シンポジウム共通

磁気応用における損失解析技術

EVへのワイヤレス充電発売直前情報

パワーエレクトロニクス機器における軟磁性材料の選び方

永久磁石材料の最新動向 ～原料動向と新プロセス～

高感度磁気センシング技術の現状

安全で高品質な計測制御のための磁気シールド技術

振動・熱を用いたエネルギー・ハーベスティングの最新技術動向

インフラ関連のエネルギー・ハーベスティング

新製品への導入事例

ウェアラブル関連のエネルギー・ハーベスティング

幕張メッセ 国際会議場（千葉市美浜区）会　場

2016年4 月20日(水)～21日(木) ２日間会　期

国際ドローンシンポジウム第2回同時開催

※プログラムは予定です。内容は変更になることがあります。

プログラム ～ 急拡大するドローンビジネス最前線 ～

10：00

17：00

12：45

（休憩）

14：15

～
～

S1：海外におけるドローン商業利用の最前線

■ 海外より実務家・専門家を招聘
・ドローン商業利用先進国におけるビジネス最前線
・海外におけるインフラ・設備点検へのドローン活用の実際　他

同時通訳 S3：ドローン活用による空撮・解析技術で実現する
測量・管理業務への新展開

■ 建設、測量・空間情報コンサルタント企業による実用化事例
・ドローンを使った写真測量における工事進捗管理への適用
・測量・計測におけるドローン活用事例と空間情報最新技術　他

S2：道路・橋梁・大型設備等点検・保守における
ドローン活用の最前線

■ 国内におけるインフラ・大規模設備点検実用化事例
・インフラ設備点検／災害におけるドローン実用化への研究開発　他

S4：ドローンが可能にする
新たなトータルソリューションビジネス

■ 物流・警備・災害対応など新ビジネス展開の最新事例
・ドローンを活用した物流ソリューションビジネス
・災害対応、警備へのドローン活用の実際　他

4月20日（水） 4月21日（木）

＜ご来場ください＞　第 2 回国際ドローン展（幕張メッセ・ホール）にて発表企業が多数出展いたします。
※同展は 4 月 20 日（水）～ 22 日（金）10：00 ～ 17：00 にて開催いたします。

幕張メッセ 国際会議場（千葉市美浜区）

2016年4 月20日(水)～21日(木) ２日間

詳細は ⇒ http://www.jma.or.jp/tf/drone/
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