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1. はじめに <担当：石川（赴）> 

 
平成 28 年電気学会産業応用部門大会（第 30 回大会）は，

群馬大学荒牧キャンパスで行われた。8 月 27 日（土）に前

橋市の前橋元気プラザ 21 で開催された夏休み子ども理科体

験教室を皮切りに，8 月 30 日（火）～9 月 1 日（木）の期

間に前橋市の群馬大学荒牧キャンパスにおいて本大会を開

催して全日程を終了した。大会前日から初日に台風 10 号が

直撃しそうな予報が出ており，D 部門長と開催について協

議するなど大変心配されたが，初日のスバルアイサイトの

同乗体験が時間短縮された以外には大会に大きな影響を及

ぼすことはなかった。大会の参加者は約 1,100 名であり，昨

年の大分大会 1,113 名には及ばないが歴代 2位の記録となっ

た。セッション数は 50，論文件数は 525 件，企業展示 16 社，

そして懇親会参加者は約 340 名の盛況な大会となったこと

に感謝申し上げる。実行委員会の立ち上げにあたっては，

論文委員長，YPC 担当の他に，会場大学の教員を中心に，

東海大学，足利工業大学，成蹊大学，前橋工科大学，日立

製作所，埼玉大学，宇都宮大学，大分大学，北海道大学か

ら委員会を構成して準備に当った。大会を無事終了するこ

とができ，実行委員一同，ご参加いただいた皆様に心より

感謝する次第である。以下に大会の特色と概要について報

告する。 
 

2. 大会の特色と概要 <担当：石川（赴）> 
 
電気学会産業応用部門大会の開催地を遡ると，大分大学，

東京電機大学，山口大学，千葉工業大学，琉球大学，芝浦

工業大学のように東京近辺と地方を交互に開催することが

多いようである。今年は大分大学に続いて，東京駅から新

幹線 60 分，在来線 15 分そしてバスで 30 分かかる群馬大学

荒牧キャンパス（前橋市）の開催である。群馬大学は，上

毛三山（赤城山，榛名山，妙義山）に抱かれた明るく豊か

な自然風土の下，昭和 24 年に新制の国立大学として誕生し

た。それ以後，北関東を代表する総合大学として，有為な

人材を育成するとともに，真理と平和を希求し，深遠な学

理とその応用を考究し，世界の繁栄と人類の福祉に貢献す

ることを目的として，その社会的使命を果たしてきている。 
今回の大会では，次の時代を担う子どもたちが身近な電

気の現象を学びながら物作りの楽しさを体験することが教

育の重要な取組であると考え，大会に先立ち開催された夏

休み子ども理科体験教室では，前橋市と高崎市の教育委員

会のご協力を得て，約 200 名の小学校 4 年生から 6 年生の

学童に「超高速永久コマと即席電気回路で電気と遊ぼう」

というテーマで物作りの面白さを学んでいただいた。また，

大会前日のテクニカルツアーとして，群馬大学重粒子線医

学研究センターと富士重工業（株）群馬製作所矢島工場の

見学を企画実施した。先進的な放射線がん治療とスバルを

代表するレガシィやインプレッサを製造する工場を見学

し，参加者から大好評をいただいた。 
3 日間にわたる本大会では，シンポジウム 14 テーマ，オ

ーガナイズドセッション 2 テーマ，一般オーラルセッショ

ン 34 セッション，およびヤングエンジニアポスターコンペ

ティション（YPC）が開催された。総発表件数は 525 件（昨

年は 572 件）であった。YPC では会場として生協食堂を使

い，終了時間になっても議論が続くなど，主催者側として

はうれしい場面がみられた。YPC 優秀論文発表賞として選

出された 16 件のポスターを懇親会会場で展示した。また，

企業展示は 16 社より出展していただき盛況であった。さら

に，初日にスバルアイサイトの同乗体験を実施した。特に，

今年新たにオーガナイズドセッションの 1 つとして，「論文

賞受賞者による受賞記念講演」を企画開催した。これは，D
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部門誌および D 部門英文論文誌に掲載された電気学術振興

賞（論文賞）および D 部門論文賞受賞者（いずれも平成 28
年受賞者）による講演で，以下の 8 講演が行われた。 
・ 五十嵐一氏：トポロジー最適化による埋込磁石同期モー

タの回転子形状最適化 
・ 秋田学氏：A Feasibility Study on Multiple Frequency CW 

for Landing Radar 
・ 大石潔氏：Fine Tracking Control System based on Double 

Equivalent-Perfect Tracking Control System and Error-Based 
Disturbance Observer for Optical Disk 

・ 清水敏久氏：家庭用太陽光発電用パワーコンディショナ

の入出力 EMI フィルタ設計手法 
・ 大明準治氏：設計レス非線形状態オブザーバに基づく弾

性関節ロボットアームの振動抑制制御 
・ 山本修氏：演算子インピーダンスの周波数特性を利用し

た同期機諸定数の簡易算出法 
・ 野口健二氏：非接触充電システムと電気二重層キャパシ

タを用いた電動アシスト自転車システムの開発 
・ 玉田俊介氏：A Proposal of Modular Multilevel Converter 

Using a Three-winding Transformer 
講演では論文内容だけでなく，英語論文を書くときに注意

していることや研究で苦労した点などをお話いただいた。 
大会中日午後には，英文論文誌に関する説明が行われ論

文引用の重要性が述べられた。続いて部門表彰式が実施さ

れた。特別講演は，現在ホットな話題である自動運転技術

に関して，トヨタ自動車（株）鯉渕健氏による「トヨタの

自動運転技術への取り組み」，および江戸時代の我が国に発

達していた数学である和算に関して，前橋工科大学名誉教

授小林龍彦氏による「関孝和と和算」をご講演いただいた。 
懇親会は生協食堂で開催され，参加者数は約 340 名で群

馬の特色を出すことが出来，大変盛況であった。懇親会の

最後に，産業応用部門のロゴマークを配した産業応用部門

旗が，今大会の実行委員長より次回開催地・函館の北海道

大学小笠原実行委員長へ引き渡された。 
会場は最寄りの駅からバスで 30 分かかり，朝には 1 時間

に 6 便しかないためバスの増便を行い，朝と懇親会時の混

雑を緩和することが出来た。しかし，改善点としては，初

日の受付で 10 分程度の待ち時間となったこと，および YPC
会場での昼食のおにぎり不足が挙げられる。次回の大会の

参考としたい。 
 

3. 論文募集と投稿件数 
 

<3･1> 論文投稿状況 <担当：廣塚> シンポジウムとオー

ガナイズドセッションの企画の提案は，1 月 12 日から開始

し，3 月 31 日を締め切りとした。各技術委員会の活動を参

加者に広く紹介するよい機会であることを説明し，シンポ

ジウムとオーガナイズドセッションの企画を依頼した。そ

の結果，産業応用部門の多くの技術委員会（傘下の調査専

門委員会，協同研究委員会を含む）よりシンポジウムの提

案があり，最終的にシンポジウム 14 テーマとなった。オー

ガナイズドセッションに 2 件の申請があり，先端制御シス

テムの産業応用に関する協同研究委員会より，その活動の

一環として「産業応用を目指す先端制御システム」，および

前述の電気学術振興賞（論文賞）および D 部門論文賞受賞

者による「論文賞受賞者による受賞記念講演」を企画開催

された。 
すべての論文の投稿期間は平成 28 年 4 月 15 日（金）か

ら 5 月 13 日（金）に設定したが，投稿状況をみて 5 月 19
日（木）まで延長した。投稿締め切り後，5 月 27 日（金）

に論文委員会を開催し，論文委員によりプログラムを編成

した。投稿論文の分野は，技術委員会との整合を最優先に

見直しを行い，下記の通りとした。また，例年通り，プロ

グラムは国際化に対応するため日英併記とした。 
（D1 グループ） 
（11）パワーエレクトロニクス 
（12）電力用半導体素子応用 
（D2 グループ） 
（21）産業計測制御 
（22）モーションコントロール 
（23）メカトロニクス 
（D3 グループ） 
（31）回転機 
（32）静止器 
（33）回転機制御・モータドライブ 
（34）リニアドライブ 
（35）磁気浮上 
（36）超電導応用 
（D4 グループ） 
（41）自動車・電気自動車 
（42）ITS 
（43）家電・民生 
（D5 グループ） 
（51）ものづくり 
（52）次世代産業システム 
（53）交通・電気鉄道 
（54）スマートファシリティ 
（55）公共施設 
投稿論文の内訳は以下の通りである。（カッコ内は昨年） 

・ シンポジウム 14 テーマ 84 件（16 テーマ 93 件） 
・ OS 2 テーマ 12 件（2 テーマ 12 件） 
・ 一般セッション 279 件（316 件） 
・ YPC 150 件（151 件） 
・ 総計 525 件（572 件） 

今大会では，昨年度に対して総件数で 47 件，概ね 8％強

の減少となった。特に一般セッションが約 12％減少すると

ともにシンポジウムが 2 テーマ 9 件減少した。しかし，平

成 26 年の東京電機大学大会（475 件）より多く，平成 25 年

の山口大会（527 件）とほぼ同数，平成 24 年の千葉工業大 
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図 1 盛況なセッション会場 

 

 
図 2 議論が続く YPC 発表会場の様子 

 
学大会（507 件）より多くなった。また，YPC は，過去最高

の昨年の大分大学大会（151 件）に迫る件数となった。オー

ガナイズドセッション（OS）は昨年と同数の 2 テーマ 12 件

が実施された。今回も従来大会同様，Web サイト，部門誌

NL，ポスター送付等による広報活動を行ったのみであり，

参加者増加の原因はいまだ不明である。なお，昨年と同様，

本年も一般向けのポスターセッションの論文募集は行わな

かった。 
講演論文集は，会場で無線 LAN を特段用意していなかっ

たため，配布した USB メモリのみでの提供となった。また，

YPC を含め，各セッションともセッションペーパの発行を

取りやめた。 
一般セッションで優秀発表賞の対象となる 35 歳程度以下

の若手発表者（プログラム中では◎で表示）は一般セッシ

ョン 279 件中 208 件で，全体の 75%であり，ほぼ例年通り

の比率となった（昨年 74%，一昨年 77%）。一般セッション

と YPC150 件を合わせると若手発表の割合は 68%となった。

一般セッションの若手発表者について，10%程度を発表賞と

して表彰することにしている。上位 8 名に本部による優秀

論文発表賞 A 賞，これに続く 13 名程度に部門優秀論文発表

賞を授与する予定である。さらにこのうちの上位 2 名には

部門奨励賞も授与される。各セッションの座長からセッシ

ョン毎に候補者 1 名の推薦をいただいており，論文委員会

委員の投票による厳正な審査を行って受賞者を決定する予

定である。受賞者の表彰は，来年の産業応用部門大会（函

館）にて行われる。 
 

<3･2> シンポジウム <担当：廣塚> シンポジウムは学術的

内容のみならず大学・企業活動を通しての事例・成果など

の発表，さらには我国の新産業・新技術創出のためのイノ

ベーションをテーマとするような発表を目的としたセッシ

ョンである。各技術委員会を通して提案をいただいた。 
開催されたシンポジウムのテーマは以下の通りである。 

S1 鉄道事業におけるエネルギー消費の実態把握 
S2 BACS におけるインターオペラビリティの構築 
S3 精密サーボシステムの現状と課題 
S4 鉄道オペレーションの最近の動向 
S5 用途指向形モータとその支援要素技術の変遷と次世代

展望 
S6 上下水道施設における電気技術の最新動向 
S7 電気・熱エネルギー機器および ICT の環境影響評価 
S8 高パワー密度化に貢献する AC ドライブ技術（SiC から

最新モータ技術まで） 
S9 電気学会と自動車技術会の共同企画 移動体エネルギ

ーストレージの技術動向 −次世代蓄電システムと自

動車，鉄道，商用車への最新適用技術− 
S10 需要家向けスマートグリッドサービスの実現に向けて 
S11 家庭等におけるエネルギー高度利用化技術動向 
S12 人間支援に向けたセンサ応用技術 
S13 ITS の利活用による道路交通管理 
S14 磁気浮上と磁気軸受の原理と応用 
OS1 産業応用を目指す先端制御システム 
OS2 論文賞受賞記念講演 
なお，昨年度に引き続き，今年度もシンポジウムの詳細な

プログラムを大会 HP および NL 等で早期に公開した。各技

術委員会より提案されたテーマはタイムリーであり，かつ

技術動向，将来展望等が盛り込まれている。そのため，各

テーマとも活発な議論が行われ，大変有意義なシンポジウ

ムとなった。 
 

<3･3> 一般セッション <担当：廣塚> 一般セッションには，

297 件の論文投稿があり，34 セッションに分かれ，表彰式

と特別講演のある 2 日目の午後を除いて，12 会場のパラレ

ルセッションで発表が行われた。1 セッション当たり論文数

は平均 7 件程度とし，1 件当たりの時間は 20 分（発表 15 
分，質疑応答 4 分，交代 1 分が標準）とした。昨年に倣い，

交代時のパソコン接続に時間が掛かるため，1 分の交代時間

を取り入れた。なお，昨年同様，今年度大会でも一般ポス

ターセッションは開催しなかった。 
 

<3･4> YPC <担当：駒田> ヤングエンジニアポスターコ

ンペティション（YPC）は，26 歳以下の学生や若手技術者

が研究成果を発表する場として開催されている。今年度は，
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150 件の発表が 2 会場で行われた。例年よりも広くスペース

を取ってはいたが，大勢の方々が来場し活発に議論が行わ

れ，会場は熱気にあふれていた。各発表に対して 3 名の審

査員が“論文の書き方”，“論文の内容”，“ポスターの出来

映え”，“説明の仕方”，“質疑応答の様子”の 5 つの審査項

目に基づいて審査を行い，16 名の優秀発表賞を決定した。

審査においては部門誌論文委員を中心に 100 名近い方々に

ご協力いただいた。YPC 審査へのご協力に対し，この場を

借りて感謝申し上げる。なお，YPC 優秀発表賞受賞論文タ

イトルと受賞者は以下の通りである。 
Y-36「パワーコンディショナを用いた小容量風力発電システ

ムにおける可変周速比制御」，成定佑樹（山口大学） 
Y-69 「地中前方探査のための地中建機一体型レーダアンテ

ナの開発」，鈴木智洋（群馬大学） 
Y-84「磁気カップリングを用いた水中におけるバイラテラル

制御の実現に向けた基礎検討」，瀧澤健太（神戸大学） 
Y-92「冷却ファン用シングルドライブベアリングレスモータ

の低速・低トルク領域における実験」，志村樹（東京工

業大学） 
Y-94 「SR モータを搭載した EV の電流傾斜による TSF 制

御」，川村俊介（明治大学） 
Y-96 *「EV 用機電一体多重多相インホイールモータの検

討」，荘山拓海（芝浦工業大学） 
Y-97 *「トロイダル巻 VR 型バーニアモータによるトルク密

度向上」，星遼佑（東京工業大学） 
Y-100「集中巻三相誘導電動機の特性に及ぼす回転子バー形

状の影響に関する一考察」，渡邉徳宏（中部大学） 
Y-104「パワースイッチング素子数を低減した 2 自由度制御

形ベアリングレスモータの研究」，佐々木健多（静岡大

学） 
Y-107「磁束飽和領域における 36/24 極 SRM のラジアル力

解析 」，河正周（東京工業大学） 
Y-115「静止座標上での一次鎖交磁束推定と正弦波追従電流

制御系に基づく誘導電動機の速度センサレスベクトル

制御」，樋渡天次郎（長岡技術科学大学） 
Y-121「クローポール型半波整流可変界磁モータの駆動シス

テムについて」，中島祐太（長崎大学） 
Y-125*「埋込磁石同期電動機の磁気飽和現象にロバストな数

学モデルに基づく停止・低速域における位置および最

大トルク位相推定法」，尾崎真（中部大学） 
Y-126*「搬送システム用リニアスイッチトリラクタンスモー

タの運転特性および効率特性解析」，平石貴将（鹿児島

大学） 
Y-127「回転可能なシリンダ形状永久磁石を用いたリニア

Halbach 配列の磁気特性」，徳永昇吾（福島工業高等専

門学校） 
Y-128*「1 自由度制御形アキシャルギャップベアリングレス

モータの支持力・トルク脈動低減」，高橋一将（静岡大

学） 
受賞者は懇親会に招待され，ポスターが掲示され，表彰

状が授与された。また，YPC 優秀発表賞の内上位 5 名（*印
の受賞者）には IEEE IAS Japan Chapter から IEEE IAS Japan 
Chapter Young Engineer Competition Award として図書券と

IEEE 年会費の 1 年間無料特典が贈呈された。 
 

4. 部門表彰・特別講演・懇親会 

 
<4･1> 部門表彰 <担当：井手，南方> 大会 2 日目の 13 時

45 分から，教養教育講義棟にて，産業応用部門表彰式が行

われた。今回の表彰内容と受賞者は以下のとおりである（敬

称略）。 
産業応用特別賞 
・ 学術賞（副賞として宮入賞）：大西公平（慶應義塾大学） 
・ 貢献賞：大山和伸（ダイキン工業），藤田光悦（富士電機） 
・ 技術開発賞：開道力（北九州工業高等専門学校／同志社

大学） 
部門論文賞 
(1) 小俣晋平（首都大学東京），清水敏久（首都大学東京） 
(2) 大明準治（東芝），足立修一（慶應義塾大学） 
(3) 田中晃（東洋大学），山本修（職業能力開発総合大学校），

荒隆裕（関東職業能力開発大学校），堺和人（東洋大学），

小室修二（東洋大学） 
(4) 伊東淳一（長岡技術科学大学），野口健二（長岡技術科

学大学／現・富士電機株式会社），折川幸司（長岡技術

科学大学／現・北海道大学） 
(5) Shunsuke Tamada（東芝），Yosuke Nakazawa（東芝），

Shoichi Irokawa（東芝） 
(6) Naohide Sakimura（長岡技術科学大学），Keisuke Yoshida

（長岡技術科学大学），Takahiro Ohashi（長岡技術科学

大学），Kiyoshi Ohishi（長岡技術科学大学）， 
Toshimasa Miyazaki（長岡技術科学大学） 

部門活動功労賞 
・平成 27 年産業応用部門大会実行委員会・論文委員会： 
榎園正人（大分大学），岡茂八郎（大分工業高等専門学校），

槌田雄二（大分大学），浜松芳夫（日本大学），若林大輔

（日本文理大学） 
・SAMCON2016 実行委員会・論文委員会： 
藤本康孝（横浜国立大学），岩崎誠（名古屋工業大学），

坂田晃一（ニコン），野崎貴裕（慶應義塾大学）， 
下野誠通（横浜国立大学） 

論文査読功労賞 
 安岡育雄（東芝） 
部門奨励賞（副賞として高橋勲賞） 
浅井雄介（長岡技術科学大学）， 

浮田啓悟（鉄道総合技術研究所） 

優秀論文発表賞 A 賞（部門大会） 
浅井雄介（長岡技術科学大学），浮田啓悟（鉄道総合技術

研究所），國廣直希（日立製作所），平松知樹（慶應義塾大

学），依田裕史（鉄道総合技術研究所），野田慶親（上智大

学），郡司大輔（東京大学／現・日本精工），矢吹明紀（長 
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図 3 表彰式（産業応用特別賞・学術賞受賞の大西公平氏

（左）と清水部門長（右）） 
 

 
図 4 受賞者の集合写真 

 

 
図 5 受賞者（優秀論文発表賞Ａ賞・奨励賞）の集合写真 

 

岡技術科学大学），永田真也（名古屋工業大学） 
部門優秀論文発表賞（部門大会） 
岡崎佑平（東京工業大学），長谷川智宏（東芝三菱電機産

業システム），瀧田真也（名古屋工業大学），梅谷和弘（岡

山大学），浅野洋介（木更津工業高等専門学校）， 
深川智史（東京大学），松浦慶（長岡技術科学大学）， 
入倉佳祐（鉄道総合技術研究所），瀬尾健太郎（東日本旅

客鉄道），近藤亮太（三菱電機），金子恭大（首都大学東

京），植中麻衣（三菱電機），友田圭祐（東京理科大学），

清水俊匡（東海旅客鉄道）， 
表彰式では平成 27 年度部門表彰委員会委員長の森本雅之

副部門長から産業応用部門で実施している各種表彰につい

て説明があり，続いて上記の産業応用特別賞，部門論文賞，

部門活動功労賞，論文査読功労賞の受賞者一人一人に対し

て，清水敏久部門長から賞状などが手渡された。図 3 は産業

応用特別賞・学術賞受賞の大西公平氏と清水敏久部門長であ

る。産業応用特別賞を受賞された 4 名からはご挨拶をいた

だいた。宮入先生との関わりからアフター5 のことまで，歴

史の重みや人生の示唆に富んだ話題が提供された。 
 続いて，司会を平成 27 年部門大会実行委員会・槌田雄二

幹事に交替し，同様に清水敏久部門長から部門奨励賞，優秀

論文発表賞 A 賞，部門優秀論文発表賞の受賞者一人一人に

賞状が手渡された。図 4，5 は表彰式終了後に撮影した受賞

者の集合写真である。 
 

<4･2> 特別講演 <担当：朱> 今年の特別講演は 2 件を計

画した。1 件目は参加者にとっても興味があると考え，最近

も話題になっている，トヨタ自動車（株）先進安全先行開

発部の鯉渕健部長に「トヨタの自動運転技術への取り組み」

というタイトルで，自動運転技術の概要と，トヨタの考え

る自動運転のコンセプト，そして数年先を想定した自動車

専用道向けシステム，及び将来の方向性等について，ご講

演いただいた。参加者は興味を持って聴講することができ

た。2 件目は，技術の話と別に，地元の前橋工科大学名誉教

授小林龍彦氏に「関孝和と和算」というタイトルで，後世

に「算聖」と称揚される江戸時代の関孝和の近世日本の数

学を世界に比肩できるまでに発展した業績と諸国の神社仏

閣に奉納される数学の絵馬（算額）の特異性をご紹介いた

だいた。参加者は日本の和算の歴史についてのよい勉強に

なった。参加者は 220 名程度だった。 
 
<4･3> 懇親会 <担当：三輪> 懇親会は群馬大学荒牧キャ

ンパス生協食堂「あらくさ」にて約 340 名の参加者のもと

開催された。約 30 名の当日参加を受付け，会場は若干窮屈

ではあったが，全員会場内に入ることができた。司会は実

行委員の高橋（佳）が行い，石川大会実行委員長の開会挨

拶，山本電気学会副会長による来賓挨拶，群馬大学平塚学

長による開催校挨拶のあと，産業応用部門清水部門長の乾

杯により懇親会が開始された。 
首都圏近郊での開催であるが，できるだけ群馬色を出す 

よう工夫した。開会前には群馬県のゆるキャラ「ぐんまち

ゃん」が登場し場を和ませた。料理は立食パーティ形式で

あり，群馬県の地元の名産である水沢うどんや赤城鶏，麦 
豚，ソースカツ丼，焼きまんじゅうを会場内に設けた屋台

で提供するなど，お祭りのような賑やかな雰囲気となった。

また，群馬県内の 25 酒造の地酒試飲コーナも設け，お酒好

きの方にも満足いただける懇親会となったと思われる。 
例年通り，YPC および IEEE IAS Japan Chapter の表彰も行

われ，受賞者に廣塚論文委員長ならびに大島 President から 
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図 6 大盛況の懇親会の様子 

 
表彰状が手渡された。 
さらに，次回開催校である北海道大学からは，次期実行

委員会小笠原実行委員長から，函館での次回大会の紹介を

いただいた。最後に橋本大会副実行委員長により閉会の挨

拶が行われ，盛況のうちに閉会となった。 
 
5. その他の行事 

 
<5･1> 夏休み子ども理科体験教室「超高速永久コマと即席

電気回路で電気と遊ぼう！」 <担当：千葉，尾池，小南，長谷

川> 今年度の産業応用部門大会併催の体験教室は，「電気

と遊ぼう！」をテーマとして，平成 28 年 8 月 27 日（土）

に前橋市中央公民館（前橋プラザ元気 21）にて開催した。

本教室では，製作体験を通して電気電子技術に関する興味

や関心を喚起し，将来電気電子技術者を志す動機付けとす

ることと，実際に自分の手で作製した工作物の原理につい

て学ぶことで，電磁力や増幅，感電など，目に見えない電

気とその安全に関する基礎知識に興味を持ってもらうこと

を目的とした。対象学年は，小学 4 年生から 6 年生とし，

引率の保護者にも電気電子技術に親しんでもらうという効

果も期待した。 
今回の体験教室では，2 つのテーマを用意した。 
まず 1 つ目は，電池が続く限り超高速で回り続ける「永

久コマ」である。これは，磁石（コマ）の磁界をリードス

イッチに作用させてコイルの On/Off を切り替えると，コイ

ルから間欠的に発生する磁界によりコマの回転が加速する

というものである。自らの手で作り上げた「永久コマ」が

回り続ける様子を，参加者である小学生やその保護者が食

い入るように観察していた。リードスイッチ上で，磁石（コ

マ）が加速される様子が，体験者の好奇心を誘導し，その

体験を通じて電気と磁界の関係を改めて感じさせるととも

に，電気エネルギーから回転力へのエネルギー変換原理に

も興味を抱かせることができた。 
2 つ目の題材は「ガチャ玉で作るオルゴール」である。指

で回路に触れるとメロディが流れる電子回路の製作および

動作の観察を通じて，実感として得づらい信号増幅の意 

 
 

 
図 7 夏休み子ども理科体験教室の様子 

 

義や原理について考える機会を提供した。この題材では，

製作工程で電子部品の接合に用いるハンダの代わりに，連

射式クリップ（商品名:「ガチャック」等）やアルミテープ

等を利用することで，半田ごてに不慣れな児童でも手軽に

回路の工作ができるものとした。自ら完成させた回路のス

イッチ部分に指を当て，メロディが流れ出した瞬間，子ど

もたちや見守る保護者からは笑みがこぼれ，中にはガッツ

ポーズして喜ぶ姿もあった。この製作によって，人体も導

体であるという特性についての興味や理解を深め，感電に

対する意識付けや関心を向上させることができた。 
以上のように，本教室は，参加者である小学生やその保

護者の，電気エネルギーと磁力との関係や電子回路に関す

る興味，関心を喚起し，それらの仕組みについて考えさせ

るきっかけとなり，将来，電気分野の勉強や研究に従事す

る次世代の科学者を育てる有意義な機会となった。 
なお，本教室は JSPS 科学研究費補助金（16HP0018）の支

援を受けるとともに，前橋市教育委員会・高崎市教育委員

会・群馬大学の後援を受けて実施した。 
 

<5･2> テクニカルツアー <担当：横山> 本年度は，大会前

日の 8 月 29 日（月）にテクニカルツアーを実施した。本ツ

アーは開催地である群馬県を代表する施設として，午前，

群馬大学重粒子線医学研究センター（群馬県前橋市）と午
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後，富士重工業株式会社群馬製作所矢島工場（群馬県太田

市）の 2 か所の見学を企画した。遠方からの参加者を考慮

して，午後からの参加も可能とし，前橋駅を出発して重粒

子線医学研究センターを見学した後，再び前橋駅で午後か

らの参加者に乗車いただいた後，富士重工業株式会社に出

発した。移動のバス車内にて，群馬名物鳥めしをご賞味い

ただいた。当日は台風が心配されたものの晴れ間も覗く天

候となり，参加者は午前 25 名，午後 26 名と多くの皆さん

にご参加いただいた。なお，当日のスケジュールは以下の

通りである。 
 

9:30    前橋駅南口出発 
10:00～11:00 群馬大学重粒子線医学研究センター見学 
11:30    前橋駅南口出発（午後からの参加者乗車） 
11:30～13:00 バス車中にて昼食（群馬名物・鳥めし弁当） 
13:00～15:00 富士重工業（株）群馬製作所矢島工場見学 
16:30    前橋駅南口解散 
 
午前中見学した重粒子線医学研究センターは先進的な放

射線がん治療を行うと共に，物理学と医学生物学の研究や

新規重粒子線治療技術の開発研究を行う施設である。到着

後，同センターの患者及び家族向けの「重粒子線がん治療

法」の説明 DVD を鑑賞し，見学についての説明を受けた。

その後，加速器室に移動し，イオン源装置やシンクロトロ

ン加速器等を見学しながら詳細な説明を受けた。次に 2 つ

のグループに分かれて治療室を見学し，実際の診察台を前

にして装置や治療方法等の説明を受けた。見学後，質疑応

答があり，終了時間まで参加者から多数の質問があった。 
午後見学した富士重工業株式会社群馬製作所矢島工場はス

バルを代表するレガシィやインプレッサを製造する工場で

ある。同工場内のスバルビジターセンターに到着後，オリ

エンテーションホールにて同社の説明を受けた後，2 つのグ

ループに分かれて展示ホール，安全技術ギャラリーを見学

し，その後自動車の製造工程を見学した。展示ホールでは

スバル初の市販車であるスバル 360 をはじめ歴代の実車が

展示されており，参加者は説明を聞きながら熱心に写真撮

影をしていた。安全技術ギャラリーでは先進運転支援シス

テムのアイサイト等の説明を受けた。次に製造工場に移動

し，プレス工程，ボディー溶接工程，トリム（内外装部品

の取り付け）工程，完成検査の順に説明を受けながら見学

した。再びオリエンテーションホールに戻り，技術担当者

に対応いただき，熱心な質疑応答が行われた。かなり詳細

な質問もあり，時間を若干超えて終了した。 
両見学先共に丁寧に対応していただき，関係者各位には

大変お世話になった。紙面をお借りして厚く御礼申し上げ

る次第である。 
 

<5･3> 企業展示 ＜担当：小林，石川（信）＞ 本年は 16 社の

企業展示の出展をしていただいた。パワーエレクトロニク

ス関係のシステム・部品の設計・解析・試作サービス，そ 

 
図 8 群馬大学重粒子線医学研究センターの見学 

 

 
図 9 富士重工業株式会社群馬製作所矢島工場の見学 

 

のためのハードウェア・ソフトウェアツール，計測器，海

外展示案内，教育教材等の展示であり，来場者に丁寧でわ

かりやすい説明をしていただいた。産業界・大学・研究機

関等で電気学会産業応用部門関連の技術・研究開発が活発

に行われていることをうかがい知ることができた。 
 

<5･4> 女性エンジニアの会＜担当：川上＞ 電気学会の女

性会員比率をご存知であろうか？学会全体で 2.6%，Ｄ部門

に至っては 1.8%である。「確か人類の半分は女性でしたよ

ね，ここは違う惑星？」と思うくらいの少なさである。今

後の少子高齢化社会で，電気学会，ひいては日本の科学技

術の水準を維持向上するためにも，女性の電気工学への進

出は必要不可欠である！という高い社会的意識と，たまに

は女性ばかりでおしゃべりをして発散したいという現実的

な欲求が一致し，30 年の D 部門大会史上初めて，女性エン

ジニアの会を開催した。今回は，急な開催だったこともあ

り，学生さんは本大会の発表者に声をかけ，YPC 審査員と

して来ていただいた先生，企業から参加いただいたメンバ

ーの合計 21 名で昼食会，夜は有志 11 名による懇親会で盛

り上がった。学生さんに対しては，女性エンジニアが企業 
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図 10 女性エンジニアの会 昼食会の様子 

 

 
図 11 スペイン料理を堪能しながらおしゃべり 

 
で勤め続けられるのかとの不安を払しょくする有意義な話

ができ，夜はさらにコイバナや趣味の話しも加わりおしゃ

べりは尽きることなく，前橋のスペイン料理を堪能した。

まず，女性エンジニアを増やすには，女子中高生とそのご

両親へのアプローチが重要という認識で一致し，来年以降

の部門大会の子供理科教室に反映していきたいと考えてい

る。来年は，少し早目に開催をアナウンスし，継続したく

考えており，多くの女性会員の方に参加いただきたい。 
 

<5･5> アイサイト同乗体験＜担当：栗田＞ キャンパス内

第 8 駐車場において，アイサイトのプリクラッシュブレー

キを体験することができる，アイサイト同乗体験を実施し

た。プリクラッシュブレーキは，自動車のみならず，歩行

者や自転車との衝突をも考慮した先進安全運転支援システ

ムであり，日常の走行シーンでドライバーの安全運転を支

援することが可能であることから，参加者の興味を引いて

いた。実際の試乗では，障害物の約 15 m 手前からクリープ

現象を利用して走行し，ブレーキを踏まなくても自動的に

障害物の手前で停止するまでを体験していただいた。本来

は 8 月 30 日の午前 9 時から実施する予定であったが，雨の 
 
 

ため，正午から開催した。その後も，雨のため実施できな

い時間帯が長いという問題があったものの，晴れ間には行 
列ができるほどの盛況ぶりで，最終的には参加者 70 名程度，

試乗体験者 60 名程度であった。 
 

6. おわりに <担当：橋本> 

 

大会初日に観測史上最大級の台風直撃が予想され，参加

者減さらには開催自体が危ぶまれたが，過去に例のない動

きにより経路がそれ，初日午後には青空ものぞく天候とな

り，大きなトラブルもなく大会を開催することができた。

群馬開催という東京日帰り圏内で参加者減少も危惧された

が，ふたを開けてみると昨年の大分大会に次ぐ参加者数と

いうことで，大会そして部門の興隆を反映するものと実感

している。 
本大会が無事に終了できたのは，参加された皆様のご支

援とご協力の賜物であり，厚く御礼申し上げる。同時に，

部門活動にご尽力いただいている役員の方々，各種委員の

方々，電気学会事務局の方々，そして本大会の運営・開催

に携わっていただいた本大会実行委員会のメンバー，会場

となった本学の平塚浩士学長，財務部，学務部，教育・社

会情報学部の教務係，および前橋観光コンベンション協会，

NPO 法人北関東産官学研究会など関係者各位，また，学生

スタッフ一同にこの場を借りて深く感謝の意を表したい。 

なお群馬大会で初の試みである論文者受賞記念講演であ

るが，講演を快くお引き受けいただいた講演者の方々に加

え，懇親会翌日，朝一のセッションであるにもかかわらず

熱心にご聴講いただいた方々にも御礼申し上げたい。 
最後に，来年の函館大会では，プレナリーセッションを

設けるなど，部門大会が生まれ変わる計画がなされている

ようだが，今年の部門誕生 30 年を祝いつつ，盛大かつ成功

裏に終えられることを祈念し，本大会の報告としたい。 

 
図 12 プリクラッシュブレーキシステム同乗体験の様子 
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