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9月 28日 (土)午前の部

第 1会場 放電・高電圧 0静電気・パルスパワー

2019。 9.28/10:00～ 1148/総合教育棟 1階 C-lA室

座長/迫田 達也 (宮崎大)

01-2A_01ホ N02検出におけるS■02ナノ粒子修飾カーボンナノチューブガスセンサの Sn02修飾量の影響

〇小田岡J士・河野雅紀・稲葉優文・中野道彦・末廣純也 (九大)

01-2A-02+空気由来酸素が Sno2ナノ粒子修飾カーボンナノチューブガスセンサの N02応答に及ぼす影響

○河野雅紀・小田岡1士・稲葉優文・中野道彦・末廣純也 (九大)

01-2A-03+誘電泳動集積法により作製したCNT_FETガスセンサのオン電流向上による高感度 N02検出

○尾崎圭祐・行部晃生・稲葉優文・中野道彦・末廣純也 (九大)

01-2A-04*誘電泳動集積法により作製したCNT_FETガスセンサを用いたN02検出における電流ヒステリシスの影響

○行部晃生・尾崎圭祐・稲葉優文・中野道彦・末廣純也 (九大)

01-2A-05*圧 力測定フィルムを用いた気中放電の圧力分布測定

○坂井克成・荒岡信隆・高村紀充・水崎雅之・佐々木佑樹・花井正広 (福岡大)

01-2A-06沐 PMTとフォトダイオードによる200μ J電圧スパークの検出特性の比較検討

○古家広貴・徳益 昂・大塚信也 (九工大)

01-2A-07*4台複合 emlccDカメラシステムを用いたナノ秒パルス放電の実時間観浪1

0龍 輝優・山口仁志・王 斗艶・浪平隆男 (熊本大)

01_2A_08ホ デジタルフィルタ形状が 70GHzオシロスコープで測定したPD電流波形の信号処理統計量に及ぼす影響

山内辰浩・〇竹中佑太朗・大塚信也 (九工大)

01-2A-09ホ ガス圧力が Sno2ガスセンサの CF4応答に及ぼす影響

○前之園大地・Nisarut Phandバ ・稲葉優文・中野道彦 (九大)・ 里 秀文 (九電)・ 末廣純也 (九大)

第 2会場 電力技術・エネルギー

2019。 9.28/10:00～ 11:08/総合教育棟 1階 C-lB室

座長/川畑 秋馬 (鹿児島大)

02-2A-01 【企業講演l高経年電力設備の診断と修復技術のご紹介

石田真一 (四 日市電機)

02_2A-02*ケプストラム適用による電カケーブル欠陥部で発生する放電放射電磁波源の位置標定に関する基礎検討

○牟田口崇志・大塚信也 (九工大)

02-2A_03 AE検査法による蒸気井用配管用故障診断システムの検討

○湯地敏史・木之下広幸 (宮崎大)・ 房野俊夫 (佐世保工業高専)

02-2A-04*相 分離 GISの TEモード遮断周波数の近似式解析における課題

小野 航・〇前田楓河 。田中麻理菜・大塚信也 (九工大)・ 四蔵達之 (富士電機)

02-2A-05*LMS適 応フィルタを用いた高調波解析技術の評価

○溝口 輝・渡邊政幸・三谷康範 (九工大)・ 加戸良英 (旭化成)・ 登岐浩幸 (富士電機)

第 3会場 マグネティックス

2019.9.28/a50～ 10:50/総合教育棟 2階 C-2A室

座長/佐藤 尊 (大分大)

03_2A-01*ポリイミドをねじリバネに使用した磁界駆動型マイクロ羽ばたき機構における推力と翅構造との関係

○平野滉大・本田 崇 (九工大)

03-2A_02・ 弾性板の羽ばたきを利用した磁気駆動マイクロポンプの流路形状変更による小型化

○福田匠磨・本田 崇 (九工大)

03_2A_03*カ プセル型医療機器に搭載する磁気駆動生検鉗子の開発

○山井涼将・本田 崇 (九工大)

03-2A-04ホ 小型コアレス電流・磁界センサ開発に向けた試作ロゴスキーコイルの評価

○修理雄大 。若林大輔 (日 本文理大)・ 榎園正人 (ベ クトル磁気特性技術研究所)

(14)
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