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シミュレーション（設計手法）

パワーモジュール

開発スピードをアップする計測技術

カーエレクトロニクス

設計者自身が語る設計事例

デバイス・材料

Ｇ6

Ｇ5

Ｇ4

Ｇ3

Ｇ2

Ｇ1 高速・大電力化する自動車EMCの対応例

半導体デバイス・変換回路のノイズ設計・対策事例

EMC問題の発生原因やメカニズムを理解しよう

EMC問題のシミュレーション技術や対策を理解しよう

パワートレインのEMC設計

モータ駆動装置でのノイズ設計・対策事例
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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

シミュレーション（設計手法）
熱設計・対策技術シンポジウム第17回

高速・大電力化する自動車EMCの対応例
EMC・ノイズ対策技術シンポジウム第31回

1 開発フロントローディングに向けた熱設計プロセス改革
・CAEを活用したオムロンの開発フロントローディングの取り組み ・CAEを開発上流で有効に活用する為の工夫
・より上流での熱設計フロントローディング

下山 英司　オムロン㈱ グローバルものづくり革新本部 開発プロセス革新センタ 開発フロントローディング部
2 熱設計・熱解析における最適化ソフトの使い方事例

・パナソニック AIS社の熱解析フロー ・ヒートシンクの形状最適化 ・温度から発熱量の逆推定
熊野 豊　パナソニック㈱ オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 インダストリアル事業開発センター 主幹技師

3 ICT機器熱設計におけるCAEの活用 ～現状と今後の展望～
・熱設計CAE活用の変遷　　・CAE効率化の取り組み　　・新たな分野、期待される効果

山岡 伸嘉　富士通アドバンストテクノロジ㈱ 構造技術統括部 テクノロジスト
4 MR技術を活用した流体解析シミュレーションの3D体感システム

・シミュレーション結果を3Dのまま表現する提案 ・MR（Mixed Reality）技術の紹介とシステム構成
・バーチャル体感例（病室向け快適空調システム「MEDIFORT」等）

柳 一生　三機工業㈱ 東京支社 空調衛生設計1部 設計2課 主任
佐々木 賢知　三機工業㈱ 技術研究所 建築設備開発部 建築設備2グループ 課長補佐

1 車載半導体製品 デンソーの実装技術
・自動車市場とエレクトロニクスの動向 ・車載半導体製品と実装技術
・これからの開発の方向性

今田 真嗣　㈱デンソー 半導体実装開発部 第3PF開発室

2 次世代WBG半導体パワーモジュールの過渡熱抵抗評価技術
・250℃動作に対応したSiCパワーモジュール開発の現状 ・SiCの熱物性に対応した過渡熱試験
・SiC-MOSFETを利用した過渡熱試験

加藤 史樹　(国研)産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター

3 パワー素子用の水冷ヒートシンクの開発
・水冷ヒートシンクの技術動向 ・3次元解析による水冷フィンの性能予測
・水冷フィンの性能試験

田村 正佳　三菱電機㈱ 設計システム技術センター ハードウエアエンジニアリング部

1 意外と知らない温度測定ノウハウ
・最新の熱設計技術動向に対応するために ・熱電対のピンフィンとしての放熱に着目した誤差見積りと低減方法
・赤外線サーモグラフのピクセルサイズとピーク検出可能な最小領域との関係

平沢 浩一　KOA㈱ 技術イニシアティブ 技創りセンター 職人

2 エアフローテスターの開発と活用
・開発の背景 ・装置に実装されたファンの動作 ・活用例

大澤 穂波　山洋電気㈱ クーリングシステム事業部 設計部 主任技師

3 熱拡散率・熱伝導率の迅速測定
・熱拡散率・熱伝導率・熱抵抗の原理 ・熱拡散率・熱伝導率・熱抵抗の測定法 ・材料開発への応用事例

橋本 寿正　㈱アイフェイズ 代表取締役

4 熱流センサを用いた発熱量・熱伝導率測定
・電子部品の発熱量を測定する　・回路動作時の周囲の影響を考慮する　・熱流センサを用いた定常法による熱伝導率測定

梶田 欣　名古屋市工業研究所 システム技術部 生産システム研究室

1 自動車用LEDランプの熱設計とその事例
・多様化と小型化をキーワードに最新の自動車照明のトレンドを解説する。
・登場から10年が経過したLEDヘッドランプの熱設計について解析事例を交えて紹介する。
・様々な自動車照明用LEDユニットの熱設計および熱解析の活用について述べる。

菊池 和重　市光工業㈱ ナレッジマネジメント室 CAE研究チーム CAEシニアエキスパート

2 トポロジー最適化による電子基板の熱制御設計
・トポロジー最適化　　・自己組織化プログラムによる縞構造創成 ・メッキによる縞構造作製

西脇 眞二　京都大学 大学院 工学研究科 機械理工学専攻 教授

3 パワーデバイス熱抵抗θjcの抽出方法の検証
・過渡熱モデルと熱抵抗測定の概要 ・Tj予測できる実測とシミュレーション
・過渡熱解析可能なRCモデル

篠田 卓也　㈱デンソー 基盤ハードウェア開発部 第1ハードPF開発室 担当係長

1 PlayStation®4の冷却設計
・PlayStationシリーズの冷却設計　　・新型PS4の冷却設計　　・各モデル数値比較

鳳 康宏　㈱ソニー・インタラクティブ エンタテインメント ハードウェア設計部門 メカ設計部 部長

2 モバイル機器の熱設計事例 ～ハード設計からシステム設計へ～
・密閉筐体の自然対流冷却　　・強制対流冷却 ・動的温度マネジメント

関 研一　千葉工業大学 社会システム科学部 教授

3 熱流体シミュレーションを用いたオープンショーケースの省エネルギー設計事例
・ショーケースにおける熱流体の設計課題　・シミュレーションを用いた設計ツールの紹介　・着霜予測

中島 正登　富士電機㈱ 技術開発本部 熱応用システム研究部 主任

4 LED照明器具設計者の熱流体CAE活用に向けた取り組み
・当社はLED照明器具のラインナップの拡充にあたり開発スピードアップが必要だった。
・しかし当事業部にはCAE専任者が不在なため設計者による熱流体CAEの活用が課題であった。
・そこで【CAEツールの充実】や【教育活動】により設計者が自ら熱流体CAEを実施できる体制を構築した。

辻 隆史　パナソニック㈱ エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 開発三部 技術開発課 主務

1 電気自動車用バッテリの冷却技術
・ヒートパイプによるLi-ionバッテリの冷却 ・Li-ionバッテリの非定常熱解析
・PTC薄膜によるLi-ionバッテリの熱暴走防止

望月 正孝　㈱フジクラ サーマルテック事業部 アドバイザ

2 顧客ニーズに応えるシリコーン伝熱材料の開発
・様々なタイプのシリコーン伝熱材の紹介 ・顧客での利便性を考慮した製品形態の紹介
・今後の開発動向

服部 真和　富士高分子工業㈱ 営業部 営業戦略推進室

3 熱物性データベースの整備と活用方法
・国内外の熱物性データベースの紹介 ・熱物性データベースの見かた ～基礎から応用まで～
・物性データの補間と関数化 ～表データからの関数作成～

山下 雄一郎　(国研)産業技術総合研究所 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 熱物性標準研究グループ

1 車載光イーサネットの標準化
・各種車載イーサネットの概要（電気vs光） ・光ファイバネットワークのモデル化とシミュレータ
・IEEE、IEC、ISOでの標準化動向

各務 学　㈱豊田中央研究所 システムエレクトロニクス1部 主席研究員

2 自動車EMC規格の動向
・自動車EMC規格の体系 ・実車規格の動向
・部品規格の動向

網本 徳茂　マツダ㈱ 統合制御システム開発本部 電子開発部 電子実研グループ アシスタントマネージャー

3 電動車両におけるEMCの現状と今後の取り組み
・電動車拡大とEMC課題 ・EMCに対する現状の取り組み
・今後の取り組みの方向性

安楽 文雄　㈱本田技術研究所 四輪R＆Dセンター 第5技術開発室 第1ブロック マネージャー

1 パワーエレクトロニクス機器の電磁ノイズ発生とその対策手法
・パワーエレクトロニクス機器の電磁ノイズ ・SiCを利用した電力変換回路
・寄生パラメータ設計

和田 圭二　首都大学東京 大学院 理工学研究科 准教授

2 小型車載機器向けBCIシミュレーションとイミュニティ設計
・小型車載機器のイミュニティの現状及びBCI設計 ・BCI試験系の電磁界シミュレーション技術
・ICIM-CIを用いたバーチャルBCI試験及びイミュニティ設計

近藤 陽介　㈱デンソー 半導体回路開発部 CAE第1開発室 担当係長

3 車載電子機器のEMC試験の効率化に必要なテストプラン作成のポイント
・車載電子機器EMC試験の概要 ・実施回数を最小限とするためのテストプランのポイント
・テストプランの作成事例

貝山 光雄　㈱アイピーエス 東海EMCセンター

1 スイッチング電源におけるノイズ発生原理と低ノイズ化技術
・スイッチングノイズの発生原理
・従来の低ノイズ化技術（スナバ回路、クランプ回路、ソフトスイッチング、ランダムスイッチング）
・ノイズ電流相殺による低ノイズ化技術

庄山 正仁　九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気システム工学部門 教授

2 ノイズシミュレーションを目指したSiC-MOSFETデバイスモデル開発
・ディスクリートSiC-MOSFET素子のデバイスモデル（回路シミュレーションモデル）開発
・ゲート回路動作・主回路動作を共に模擬する高信頼性モデル

椋木 康滋　三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 パワーモジュール開発プロジェクトグループ・モジュール応用技術グループ 主席研究員

3 スイッチング電源回路におけるEMCの評価・シミュレーション技術
・電源端子ノイズのシミュレーションによるEMCの上流設計効果 ・パワー半導体のノイズ源モデルの考え方
・パワエレ制御の影響を考慮したノイズ特性の検証

嶺岸 瞳　パナソニック㈱ オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 技術本部

1 プリント回路基板におけるコモンモード発生メカニズム
・ノイズ発生メカニズム ・低ノイズ設計手法
・最近の学会でのトピックス

松嶋 徹　京都大学 大学院 工学研究科 助教

2 自動車のEMC問題例とそのメカニズム
・HVの電力変換器のノイズ ・AMラジオアンテナへのノイズ伝達
・FMラジオノイズの発生メカニズム

髙橋 篤弘　㈱豊田中央研究所 システム・エレクトロニクス2部 電磁応用研究室

3 電磁波情報セキュリティ問題の発生メカニズム
・電磁的情報漏洩の事例 ・暗号モジュールへのサイドチャネル攻撃
・サイドチャネル攻撃の評価と対策手法

五百旗頭 健吾　岡山大学 大学院 自然科学研究科 助教

1 パワーエレクトロニクス機器ノイズのアクティブキャンセレーション
・アクティブフィルタの概要と分類 ・伝導ノイズ領域のアクティブフィルタ
・放射ノイズ領域のアクティブフィルタ

小笠原 悟司　北海道大学 大学院 情報科学研究科 教授

2 業務用エアコンのノイズ解析・対策事例～EMIフィルタ／配線パターン～
・伝導ノイズシミュレーションについて ・シミュレーションを用いたEMIフィルタ設計
・プリント基板の信号ノイズ解析

小山 義次　ダイキン工業㈱ テクノロジー・イノベーションセンター

3 モータ駆動車載機器のノイズ解析と対策
・モータを利用した車載機器の等価回路モデリング ・車載機器における駆動系ノイズの解析
・等価回路モデルを用いた放射ノイズの検討

小宮 泰麿　㈱日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンタ 回路システム研究部

1 最近の使えるEMCシミュレータ
・シミュレータの概要　　・各シミュレータを用いた事例

池田 浩昭　日本航空電子工業㈱ プロダクト・マーケティング本部

2 EMC対策のシミュレーション評価および実測検証
・プリント基板のEMCシミュレーションと実測検証 ・自動車におけるEMCシミュレーション技術
・最新のEMC対策のシミュレーション評価

白木 康博　三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 電機システム技術部 磁気応用グループ 主席研究員

3 ディジタル機器におけるノイズ対策手法
・信号ラインでフィルタの効果が回路条件で異なる理由とフィルタの選び方
・ICの電源周りのノイズをコンデンサやインダクタで対策するポイント
・USBなどの差動伝送におけるノイズ対策のポイント

坪内 敏郎　㈱村田製作所 EMI事業部 技術開発統括部 商品開発部 アプリケーション開発課 シニアアプリケーションエンジニア

※カーエレクトロニクス技術シンポジウム共通

※カーエレクトロニクス技術シンポジウム共通

※カーエレクトロニクス技術シンポジウム共通

Ｃ：網本 徳茂　マツダ㈱ 統合制御システム開発本部 電子開発部
電子実研グループ アシスタントマネージャー

Ｃ：舟木 剛　大阪大学 大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻
システム・制御工学講座 パワーシステム領域 教授

Ｃ：松本 康　富士電機㈱ 技術開発本部 コア技術研究所
パワエレ技術開発センター 電機制御技術開発部 部長

Ｃ：佐々木 英樹　ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部 実装技術開発統括部
実装ソリューション開発部 ソリューション技術課 課長

Ｃ：白木 康博　三菱電機㈱ 先端技術総合研究所
電機システム技術部 磁気応用グループ 主席研究員

Ｃ：瀧 浩志　㈱デンソー 研究開発2部 電力変換開発室
担当次長

自動車における取り組みとして、「安全」と「環境」への対応があります。
「安全」に対しては、先進運転支援システムを含め、自動運転を進めていま
すが、センシングや制御だけでなく、自動運転を支える基礎技術の一つと
して「高速通信」があります。この技術動向について紹介いただきます。更に、
この通信だけでなく自動車関連全般のEMC規格動向も講演いただきます。
また、「環境」対応として、電動車両を各社とも推し進めていますが、大電力を
扱う関係上EMCに多大の影響があります。そこで電動化におけるEMCの
取り組み実例を紹介していただきます。EMC性能に関連するエンジニア
だけでなく、マネージメントの方にも、物作りに活用いただければ幸いです。

省エネ・創エネにはパワー半導体デバイスのスイッチング動作を用いた電力
変換回路が不可欠です。電力変換回路では損失低減・小型軽量化のために、
パワー半導体デバイスのスイッチング動作はますます高速かつ高周波数化
しています。これは電力変換回路のEMCを難しくする要因となってい
ます。
本セッションでは、特にパワー半導体デバイスのスイッチング動作により
生じるノイズに焦点をあて、その発生原理をはじめ、従来から行われている
ノイズ低減技術に加え、最新の技術について紹介します。また電力変換
回路のEMC評価・解析に資するモデル、およびそれを用いたシミュレー
ション技術について、実例を交えて講述していただきます。

パワエレ機器はノイズ発生源であり、規格対応や安全動作のために十分な
ノイズ対策が求められています。
本セッションでは、ノイズ対策が難しいモータ駆動装置にフォーカスを
あて、最新の研究トッピクスである伝導および放射ノイズのアクティブ
キャンセル技術、ならびにエアコン、車載機器の製品開発で適用されて
いるモデリング、フィルタ設計手法、ノイズ解析手法についてご講演いた
だきます。
モータ駆動装置をはじめパワエレ製品全般のノイズ担当技術者の一助と
なれば幸いです。

EMC問題で困らないためには、その問題が発生する原因やメカニズムを
理解することが一番の近道です。しかし、それが大変難しく、過去からの
ノウハウに頼った設計により、例えば、製品仕様がほとんど変わっていない
のにEMCが問題になってしまったような経験はないでしょうか。
本セッションでは、特に理解することが難しく、車載機器やパワーエレクト
ロニクス機器で問題になりやすいコモンモードノイズと、情報分野や通信
分野で益々重要になっている電磁波セキュリティについて第一線の研究者
にわかりやすく解説して頂きます。

近年、設計段階でのEMC設計にシミュレーションを有効に用いられること
が求められています。しかし、シミュレーションには様々な解析手法があり
選定が困難なこと、回路やパターン図面から解析モデルを構築することが
困難なことなど、使いこなすにはノウハウが必要になります。また、設計
段階でEMC対策を行うことにより、カットアンドトライの回数を少なくする
ことが可能です。
本セッションでは、電磁界シミュレーションの有効な使用方法やEMC評価
事例、ディジタル機器におけるノイズ対策手法について、企業の技術者に
紹介してもらいます。

今後の自動車に環境性能と安心安全の向上が期待されるなか、EMIと
EMSが混在し評価が難しいパワートレイン分野では「1．パワエレ機器の
EMI性能向上」、「2．制御ECUのEMS性能の確保」、「3．適正なテスト
プラン作成による評価の効率向上」を漏れなく推進することが重要と考え
ます。
本セッションではこれら最新の技術を実践されている講師の方々に、重要
になる課題やEMC技術と推進のポイントを紹介いただきます。
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機器の熱設計において、事前検討や対策の効果確認に熱流体シミュレー
ションを使うことが一般的になってきました。さらに、気流や温度を可視化
することで、起こりうる現象を捉えやすいというシミュレーションの特徴を
利用し、設計を補完する役割だけでなく、シミュレーションツールを有効
活用するためのさまざまな取り組みがおこなわれています。
今回は、CAEの活用による熱設計プロセス改革、最適化ソフトの活用、機器
熱設計へのCAE活用、流体シミュレーションの体感システムについてご紹介
いただきます。各社の取り組みや工夫点を知る貴重な機会となります。
本セッションをシミュレーションの実践や技術展開を進めるうえでの参考
にしていただければ幸いです。

製品開発や技術検討の第一人者として、設計者自ら述べた設計事例は、
基本構想から機能検証まで、身近な感触と豊富な経験を取り組み、最も
説得力と実践力の高い技術紹介になると考えます。
このセッションでは、二十年以上前から著名な家庭ゲーム機PlayStation®

シリーズの冷却設計をはじめ、部品からシステムへのモバイル機器の熱設計
原理と、熱流体解析／シミュレーション技術の取り組み効果を含み、幅広い
冷却に関わる注目製品の設計事例を取りあげています。
先行技術検討や製品開発第一線の設計者に対して、より親切で理解しや
すくなるだけではなく、失敗経験を含む様々な試行錯誤を重ねた熱と戦う
実績の紹介により、非常に貴重かつ有益な技術交流を期待できると思い
ます。

熱設計・対策の実務にあたられる中、新たな冷却技術、より高精度な予測
について技術上の「ひきだし」を増やしていきたいとお考えのことと思い
ます。
このセッションでは、まず熱管理が死活問題となるリチウムイオン電池に
ヒートパイプやPTC薄膜をどのように使うか、電池の温度変化をどう予測
するか、に引き続き、シリコーンゴムに優れた熱伝導性などを付加すると
いう、新たな技術上の選択肢を与えてくれる素材に関する話題提供があり
ます。さらに予測精度向上の肝となる熱物性値の扱いについて、どのよう
なデータベースがあるのか、またその見方・使い方についての話題提供が
あります。
いずれも放熱のパスに関わる重要な技術であり、問題解決の参考となる
ことが期待されます。

電子機器の熱設計にシミュレーションが積極的に活用されていますが、
そこには信頼ができる入力値（熱物性、ファン特性等）が必要です。また、
最終的には実測による確認をしなければいけませんが、確かな精度で
測定をしなければ市場で不具合を出す可能性があります。測定すれば
何らかの数値は出てくるため、その結果を信頼してしまいがちですが、
それらが正しく計測・評価できているとは限りません。
本セッションでは解析でインプットとなる値の測定方法と、評価時の温度
測定法を紹介します。測定原理を理解し、精度の高い入力値を用いること
によって、信頼できる熱設計が可能となり、開発スピードが向上すると考え
ます。

自動車搭載用のエレクトロニクス機器開発では、より広い温度環境範囲の
もとで高い動作信頼性を実現する熱設計技術がキーテクノロジーの一つ
となっています。本セッションでは、企業側からLEDヘッドランプや車載
照明LEDの放熱事例、車載用パワーデバイスの過渡熱抵抗の計測法と
解析事例についてご紹介いただきます。また、大学からはトポロジー最適化
手法を電子基板の熱制御設計に適用した最新事例をご紹介いただきます。
業界技術トレンドの収集や日頃の熱設計課題の解決に向け、参考として
いただければ幸いです。

パワーモジュールの実装技術、熱抵抗評価技術、ヒートシンクの性能予測法
などは、モジュールの合理的な放熱設計を行う上で、いずれも重要な技術
課題です。
本セッションは、「車載半導体製品 デンソーの実装技術」、「次世代WBG
半導体パワーモジュールの過渡熱抵抗評価技術」、「パワー素子用の水冷
ヒートシンクの開発」の三つのテーマで構成されています。第一テーマでは
自動車市場とエレクトロニクスの動向、第二テーマでは250℃動作に対応
したSiCパワーモジュール開発の現状、第三テーマでは水冷ヒートシンクの
技術動向も交え、各分野の第一線でご活躍の専門家の皆様に解説をして
いただきます。パワーモジュールの熱設計・対策業務に直結した有用な
情報が得られるセッションになると考えます。
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