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電気学会誌 平成 30年 4月号 (Vol.138′ No,4)に 掲載された平成 29年優秀論文発表賞 受賞者において′基礎・材料・共

通部門 (A部門)研究会にて発表された若手研究者 (50音順′敬称略′所属は発表時)と論文概要を紹介します。

相サ::遼 (日本大学 ) 論文番号 :LA∨…17-002/1M‐ 1フー002
:超短パルスを用いた磁化反転現象の計測およびシステム構築の検討

:◇論文概要◇

1偏光依存全光型磁化反転現象 (AO― HDS)は室温環境下で金属磁性薄膜の磁化 (集団スピン)を超短

|パルス光の照射のみで反転可能であり′かつ左右円偏光により最終磁化状態が制御できる現象です。

|この現象を応用することで現行記録速度の約二万倍の速度をもつ′磁気記録システムが実現できる可

:能性が高いと期待されています。その様な背景からシステムに光通信用デバイスと光フアイノヽ光学系

|を用いることで AO―HDS発生計漫」システムの実用化に関する検討を行つています。本論文では本研

:究で提案するシステムの要素技術に対してシミュレーシ∃ンや実験を行い′有効性を確認しました。

石橋 直 (福岡教育大学) 論文番号 :FIE-17‐ 018

1工業高校における創造的な能力育成のための画像認識技術を用いたマイコン制御教材の開発

|◇論文概要◇

:高等学校学習指導要領工業科の目標に′技術の進展に柔軟に対応できる「創造的な能力」を育てるこ

:とが示されているが′工業高校では革新的な技術を取り扱つた教材が少なく′実習時間数も限られて

|いるため′教材や指導法に工夫が必要となる。本研究では画像処理ライブラリの Open C∨ を活用し

|た C#プログラムとArduinoの 10制御を組み合わせた教材を開発し′画像認識技術を取り入れた制

1御装置製作の授業 (言+4時間)を工業高校生に対して行つた。授業後の生徒からのマイコン制御装置

1の提案件数が授業前より有意に高かつたことから′倉」造性向上に本教材が有効であることが示された。

丼渕 貴章 (大1阪大学) 論文番ド]:EM.C-17-025/MAC-17-055
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l◇論文概要◇

1炭化ケイ素 (SiC)や窒化ガリウム (GaN)を用いたノヾワーデバイスの高速 。高周波数スイッチング

1動作により′電力変換回路のさらなる高性能化を図るためには′磁気部品における鉄損の低減も重要

|な課題である。本報告では′GaNパワーデバイスによる M Hz帯動作を行う 100 W DC― DCコンノ(

|―夕にカリレポニル鉄粉 (CIP)コ アを用いたインダクタを適用し′電力変換効率および回路から生じ

|る電磁ノイズ評価を行つた。結果から′CIPコ アを用いたインダクタの低鉄損特性を実証するととも

|に′小型・低損失かつ低ノイズ特性を有する電力変換回路設計の実現に向けた課題を明らかにした。

@20L8 The Institute of Electrical Engineering japan.

平成 30年 (2018年)7月号

平成 29年 (2017年)優秀論文発表賞 (基礎・材料・共通部門研究会)

麗
ｒ
Ｆ
Ｌ
Ｆ
」
Ｌ



大西 伸明 (熊本大学)

‖本 晃平 (大阪産業大学)

佐藤 正寛 (東京大学)

塩崎 克樹 (日本文理大学)

清水 光太nS(金沢大学)

話おえ番号 :PS丁-17-029/PPT-17-029/ED-17-049

|ナノ秒およびマイクロ秒パルス高電界による細胞内イオン挙動

|◇論文概要◇

|パルス高電界 (PEF)は′可逆的な細胞膜透過化やイオン流入などの応答を瞬時に発生させます。我々

|は′生体細胞にとつて極めて重要なシグナル因子であるカルシウムイオン (Ca2+)の細胞内濃度上

i昇に着目し′nsからμsオーダーの単極性パルスによって誘導される細胞内 Ca2+挙動について調査

|し ました。PEF印加後の細胞内 Ca2+分布を高速観察 (30 fps)することにより′20 nsと 10 μsに

'お

いて′特異的な Ca2+挙動形態を見出しました。また′各種阻害実験により′各々の Ca2+挙動発生

:メカニズムが大きく異なり′パルス幅によってそれらを選択できることが分かりました。

論咬::番号):LAV-17-014
XeCIエキシマレーザとT::sapphireレ ーザ照射による材料のアブレーション闘値の比較

◇論文概要◇

太陽電池表面にレーザ微細加工を形成させることで反射率を低減させることができれば変換効率の

向上が期待される。レーザアブレーシ∃ンによリナノメー トリレサイズの微細構造を形成させるために

はアブレーシ∃ン閾値を求める必要がある。本研究ではパソレス幅の異なるレーザによる Siのアブレ

ーシ∃ン閾値を実験的に求めた。ナノ秒レーザのアブレーション閾イ直は材料の融点が′フェム ト秒レ

ーザのアブレーション閾イ直は材料のバンドギャップが関わつていることが分かつた。

論文番号 :ED-17-007/DEI-17-030/HV-17-007

量子化学計算による金属/絶縁材料界面における電荷注入障壁への欠陥の影響評価

◇論文概要◇

絶縁材料への電荷注入は電極 。絶縁材料界面の不純物の影響が大きい。本研究ではこの影響の定量的

評価に向けて第一原理計算 (量子化学計算)を用いて′金属電極からポリエチレン (PE)オ リゴマ

ーとエチレンビニルアセテート (EVA)オ リゴマーヘの電荷注入障壁を計算した。EVA材料は PEの
一部に極l生基がついたもので′PEに比べて正孔注入が極めて起きやすい材料である。計算の結果′

極1生基の永久双極子による電極/分子界面の静電的なポテンシヤルがシフトすること′および′極1生

基由来の局在準位が正孔注入障壁を変化させることが明らかになった。

論文番号 :MAC-17-198

リング形状方向性電磁鋼板を用いた磁気特性制御の検証

◇論文概要◇

低損失・高効率な変圧器を開発するためには′低鉄損な方向1生電磁鋼板の使用が求められている。著

者らは′回転磁束や任意方向交香磁束下の鉄損を低減させた「ベク トリレ磁気特性制御材」を開発した。

本研究ではベクトル磁気特性制御材の効果を検証するために′様々な方向に交香磁束が発生するリン

グ形状の方向性電磁鋼板を使用し′レーザーを用いた磁区微細分化技術適用前後の鉄損比較を行つ

た。結果として′リング試料においてもレーザー処理による鉄損低減を確認し′ベク トル磁気特 1生制

御技術の有効性を確認した。

論文番号 :PST-17-065

1原料間歌供給/変調型誘導熱プラズマ併用法を用いた Si/Cナノ粒子の一段的大量生成の試み

|◇論文概要◇

:S7Cナノ粒子は′Sけノ粒子の表面に黒鉛ナノ粒子が担持されたものであり′リチウムイオン電池

:の次世代負極材料として期待されている。本研究では′原料間欧供給/変調型誘導熱プラズマ併用法

:に よる独自のナノ粒子生成装置にたいして′SヴCナノ粒子を生成する際の炭素源としてAr/CH4クエ

|ンチングガス (QG)を トーチ下流から導入した。その際′QGの導入場所およびQGの流量を変化

|させた条件で SヴCナノ粒子生成実験を行つた。QG中の Ar流量を増加させた場合にSiCの生成を抑

1制 しつつ′グラフアイトが付着した Siナノ粒子を生成できることがわかった。
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