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電気電子工学科

迫田 大輝, 安田 茂, 飯野 直子,
西尾 正則, 宮崎 智行

12GHz衛星放送波の大気 による到来角変動の統計的
性質

信学技報, Vol.A・P2006-10, pp.5-10 2006年5月

船田 健太, 吉留 竜太, 宮崎 智行 GPS観測データから推定した可降水量と降雨の関連性 信学技報, Vol.A・P2006-10, pp.11-16 2006年5月

久野 広将, 村尾 聡,
野見山 輝明, 堀江 雄二, 宮崎 智行

TiO2/ZnO ハイブリッド型光蓄電池電極の作製 応用物理学会九州支部学術講演会
講演予稿集,　Vol.32, p.77

2006年11月

山下 和貴, 原田 祐樹,
野見山 輝明, 堀江 雄二, 宮崎 智行

TiO2薄膜表面における光蓄電反応 応用物理学会九州支部学術講演会
講演予稿集,　Vol.32, p.76

2006年11月

早淵 裕哉, 野見山 輝明,
堀江 雄二, 宮崎 智行

TiO2/CFs 電極における光蓄電反応の光学的 in-situ 観

察

応用物理学会九州支部学術講演会
講演予稿集,　Vol.32, p.75

2006年11月

野見山 輝明，網中 浩太，
脇之薗 潔，早淵 裕哉，
堀江 雄二，宮崎 智行

酸化チタンを分散させたポリアニリン膜の光蓄電性 電気化学会第74回大会
講演要旨集　3A03, p.29

2007年3月

土井 俊哉, 福山 寛大, 増田 和幸,
白樂 善則, 北口 仁*

ナノオーダーNi層導入によるMgB2薄膜のJc向上 2006年春季低温工学・超電導学会
講演概要集, ｐ.66

2006年5月

種子田 賢宏, 土井 俊哉,
野崎 秀也, 白樂 善則, 嶋 邦弘*,
星野 博史*, 鹿島 直二*,
長屋 重夫*

{100}<001>Agテープ上に作製したY-123/La-123膜の配
向性

2006年秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, ｐ.182

2006年11月

川原 一浩, 土井 俊哉, 野﨑 秀也,
白樂 善則, 嶋 邦弘*, 星野 博史*,
鹿島 直二*, 長屋 重夫*

配向Niテープ上への導電性ITO中間層の作製 2006年秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, ｐ.181

2006年11月

日高 佑貴, 土井 俊哉, 福山 寛大,
増田 和幸, 白樂 善則, 北口 仁*,
吉留 健*, 波多 聡*, 桑野 範之*

MgB2超伝導膜に挿入したNi極薄層のピンニング効果 2006年秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, ｐ.73

2006年11月

K. Masuda, T. Doi, K. Fukuyama,
S. Hamada, Y. Hakuraku,
H. Kitaguchi*

MgB2 thin films prepared on Cu substrates 2006 Applied Superconductivity Conference 2006年8月

T. Doi, K. Masuda, K. Fukuyama,
S. Hamada, Y. Kobayashi,
Y. Hakuraku, H. Kitaguchi*

Flux Pinning Centers in MgB2 thin films prepared by
electron beam evaporation technique

2006 Applied Superconductivity Conference 2006年8月

K. Fukuyama, T. Doi, K. Masuda,
S. Hamada, Y. Hakuraku,
H. Kitaguchi*

Flux Pinning properties of lamellated MgB2/Ni thin films 2006 Applied Superconductivity Conference 2006年8月

Z. Mori*, T. Doi, K. Fukuyama,
S. Hamada, K. Masuda,
Y. Hakuraku, H. Kitaguchi*

Flux pinning properties of alternately layered MgB2 /B
thin films

2006 Applied Superconductivity Conference 2006年8月

S. Nozaki, T. Doi, Y. Hakuraku,
N. Kashima*, T. Watanabe*,
S. Nagaya*

Growth of Biaxially Oriented Conductive ITO buffer
layers on textured Ni tapes for YBCO Coated Conductors

2006 Applied Superconductivity Conference 2006年8月

山本 吉朗, 篠原 勝次 電気二重層コンデンサにより回生機能を強化した電流可
逆チョッパ付PWM インバータにおけるパワーフロー制御

平成18年電気学会産業応用部門大会
講演論文集, 1-80,　I-[453]～I-[456]

2006年8月

柿木 稔男, 篠原 勝次, 福丸 伸吾 三相かご形誘導電動機の漏れインダクタンスと誘起電圧
波形について

平成18年電気学会産業応用部門大会
講演論文集, 3-54, III-[339]～III-[340]

2006年8月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 原田 圭司,
見山 雅英*

多重チョッパを介して電気二重層コンデンサを接続した
瞬時電圧低下補償装置のシミュレーション

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2A-06, p.255

2006年9月
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篠原 勝次, 福丸 伸吾, 柿木 稔男 スキュー考慮時における三相かご形誘導電動機の誘導
起電力波形

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 02-2P-12, p.397

2006年9月

山本 吉朗, 篠原 勝次 電気二重層コンデンサにより回生機能を強化した電流可
逆チョッパ付PWMインバータにおけるチョッパ部電流制
御

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2P-10, p.255

2006年9月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森　辰也 マトリックスコンバータの空間ベクトル変調時の出力電圧
波形

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2P-11, p.424

2006年9月

篠原 勝次, 池田　稔, 栗原 貴史,
宮川 隆寛

巻線形誘導発電機を用いた二次励磁方式風力発電の
実験システムと定常特性

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2P-12, p.425

2006年9月

篠原 勝次, 加藤 大輔, 清武 博文 スロット高調波を利用した誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御のデッドタイム補償について

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2P-13, p.426

2006年9月

宮川 隆寛, 篠原 勝次, 栗原 貴史,
池田　稔

巻線形誘導発電機を用いた二次励磁風力発電システム
のタワーシャドー効果抑制法

平成18年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 04-2P-14, p.427

2006年9月

清武 博文, 篠原 勝次, 加藤 大輔 逆相成分電流に含まれるスロット高調波を利用した誘導
電動機速度センサレスベクトル制御について

平成18年電気学会半導体電力変換産業電力
電気応用合同研究会資料
SPC-06-149/IEA-06-44, pp.15-20

2006年11月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也 マトリックスコンバータの空間ベクトル変調におけるパル
スパターンの改善

平成18年電気学会半導体電力変換産業電力
電気応用合同研究会資料
SPC-06-159/IEA-06-54, pp.77-82

2006年11月

宮川 隆寛, 篠原 勝次, 栗原 貴史,
池田 稔

二次励磁によるタワーシャドー効果を抑制する巻線形
誘導発電機風力発電システム

平成18年電気学会半導体電力変換産業電力
電気応用合同研究会資料
SPC-06-166/IEA-06-61, pp.121-125

2006年11月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 原田 圭司,
見山 雅英*, 張本 毅*

電気二重層コンデンサを用いた瞬時電圧低下補償装置
の補償可能な最大負荷

平成19年電気学会全国大会，4-084，
pp.129-130 （第4分冊）

2007年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也 マトリックスコンバータの空間ベクトル変調におけるパル
スパターンの改善について

平成19年電気学会全国大会，4-104，
pp.165-166 （第4分冊）

2007年3月

清武 博文, 篠原 勝次, 加藤 大輔 スロット高調波を利用した誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御の負荷時の特性

平成19年電気学会全国大会，4-139，
pp.225-226 （第4分冊）

2007年3月

宮川 隆寛, 篠原 勝次，栗原 貴史,
池田 稔

巻線形誘導発電機を用いた風力発電システムの可変速
時における特性

平成19年電気学会全国大会，4-146，
pp.239-240 （第4分冊）

2007年3月

柿木 稔男, 篠原 勝次, 福丸 伸吾 誘導電動機のジグザグ漏れインダクタンスの有限要素法
と計算式の比較

平成19年電気学会全国大会，5-080，
pp.109-110 （第5分冊）

2007年3月

飯盛 憲一, 森上 敦史 直流リンク部の接地電位の切替えによるコモンモード電
圧の抑制について

平成18年電気関係学会九州支部連合大会，
No.4-2p-15

2006年9月

飯盛 憲一, 森上 敦史 PWMインバータの直流リンク部接地電位切替えによるコ
モンモード電圧抑制について

平成19年電気学会全国大会，No.4-153 2007年3月

下馬場 聡, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法を用いた超伝導コイルのクエンチ
検出

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.51

2006年5月

三戸 利行*, 力石 浩孝*,
前川 龍司*, 辺見 努*,
馬場 智澄*, 横田 光弘*,
森田 佳隆*, 小川 英樹*,
山内 健冶*,  川越 明史,
住吉 文夫, 奥村 嘉賀男*,
久下 敦子*, 阿部 亮*, 岩熊 成卓*

瞬低対策 SMES 用 1MJ 級伝導冷却型 LTS パルスコイ
ルの開発

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.70

2006年5月

川越 明史,  佃 信児, 住吉 文夫,
三戸 利行*, 力石 浩孝*,
馬場 智澄*, 横田 光弘*,
森田 佳隆*, 小川 英樹*,
阿部 亮*, 奥村 嘉賀男*,
久下 敦子*, 岩熊 成卓*

伝導冷却型LTSパルスコイルの交流損失特性（２）-結合
損失特性-

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.71

2006年5月
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佃 信児, 川越 明史, 住吉 文夫,
三戸 利行*，力石 浩孝*,
辺見 努*，馬場 智澄*,
横田 光弘*, 森田 佳隆*,
小川 英樹*, 阿部 亮*,
奥村 嘉賀男*, 久下 敦子*,
岩熊 成卓*

１ MJ 級伝導冷却型 LTS パルスコイルの小型化 第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.72

2006年5月

上川畑 正仁, 川越 明史, 住吉 文夫,
長屋 重夫*, 平野直樹*

Bi-2212ラザフォードケーブルの結合損失特性（２）－低
損失化のための素線構造の検討－

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.110

2006年5月

下玉利 篤, 川畑 秋馬，川越 明史，
住吉文夫

ピックアップコイルによる高温超伝導テープ線材の電流
分布測定

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.111

2006年5月

岡本 洋*,  林 秀美*,  住吉 文夫,
岩熊 成卓*, 和泉 輝朗*, 塩原 融*

液体窒素蒸発法によるY系超電導コイルの交流損失測
定

第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.143

2006年5月

軸園 昭宏，川越 明史，住吉 文夫，
三戸 利行*

高い断面アスペクト比のNbTiモノリス導体の開発 第74回2006年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.231

2006年5月

川越 明史, 住吉 文夫, 三戸 利行*,
力石 浩孝*, 辺見 努*, 馬場 智澄*
横田 光弘*, 森田 佳隆*,
小川 英樹*, 阿部 亮*,
奥村 嘉賀男*, 岩熊 成卓*

SMES用伝導冷却型LTSマグネットの開発 第１８回超電導電力貯蔵研究発表会 2006年6月

川畑 秋馬, 下玉利 篤, 川越 明史,
住吉 文夫, 塩原 融*

YBCO線材の電流分布測定 2006年度低温工学協会・九州
西日本支部第１回研究会, p.3-1

2006年7月

川越 明史,  佃 信児, 住吉 文夫,
三戸 利行*, 力石 浩孝*,  辺見 努*,
馬場 智澄*,  横田 光弘*,
森田 佳隆*,  小川 英樹*,
阿部 亮*,  奥村 嘉賀男*,
久下 敦子*,  岩熊 成卓*

瞬低SMES用伝導冷却型LTSパルスコイルの最適設計 2006年度低温工学協会・九州
西日本支部第１回研究会, p.3-11

2006年7月

下馬場 聡, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法を用いた超伝導コイルのクエンチ
検出

第59回2006年度電気関係学会
九州支部連合大会,
講演論文集,　04-1-A-12

2006年9月

中濵 佑允,  川畑 秋馬，川越 明史,
住吉 文夫

高温超伝導大型導体の電磁特性評価装置の開発（３）
－１ｋＡ 級電流トランスの開発－

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.14

2006年11月

下玉利 篤,  川畑 秋馬，川越 明史,
住吉文夫，

３並列ＨＴＳテープ線材の電流分布測定 第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.15

2006年11月

大輪 美沙, 川越 明史, 住吉 文夫,
岡本 洋*, 林 秀美*

Ｎｉ-Ｗ 基板 ＹＢＣＯ 線材で巻線されたコイルの交流損
失特性

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.125

2006年11月

佃 信児, 川越 明史, 住吉 文夫,
三戸 利行*, 力石 浩孝*, 辺見 努*
馬場 智澄*, 横田 光弘*,
森田 佳隆*, 小川 英樹*, 阿部 亮*，
中村 昭*，奥村 嘉賀男*,
久下 敦子*, 岩熊 成卓*

伝導冷却型 １ ＭＷ 級 ＬＴＳ パルスコイルの最適設計 第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.134

2006年11月

三戸 利行*,  力石 浩孝*, 辺見 努*,
前川 龍司*, 馬場 智澄*,
横田 光弘*, 森田 佳隆*,
小川 英樹*, 山内 健冶*, 川越 明史,
住吉 文夫, 奥村 嘉賀男*,
久下 敦子*,阿部 亮*, 中村 昭*,
岩熊 成卓*
 

１ＭＷ，１秒補償瞬低対策 SMES の開発研究-これまで
の研究開発成果のまとめ-

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.137

2006年11月

軸園 昭宏, 川越 明史, 住吉 文夫,
辺見 努*, 柳 長門*, 三戸 利行*

高い断面アスペクト比のNbTiモノリス導体の電磁特性評
価

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.155

2006年11月
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岡本 洋*, 林 秀美*, 大輪 美沙,
川越 明史, 住吉 文夫,

液体窒素蒸発法によるY系超電導コイルの交流損失測
定（２）

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.199

2006年11月

川越 明史, 下馬場 聡, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法による ＨＴＳ コイルのクエンチ検
出速度の評価

第75回2006年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.259

2006年11月

高田 等, 坂元 均, 山崎 知一,
八野 知博, 畠山 雅登*, 倉山 功治*

サーバ型RTK-GPSによる支持物傾斜測位について 第50回システム制御情報学会
研究発表講演会講演論文集,
pp.99-100

2006年5月

高田 等, 梶原 健太郎, 八野 知博 オブザーバを併用した拡大次元自動抽出制御による非
線形制御の数値実験

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.31-32

2006年12月

長友 賢悟, 八野 知博, 高田 等 RBFを用いた連続時間Hammerstein型非線形システムの
同定

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.37-38

2006年12月

高田 等, 山崎 知一, 坂元 均,
八野 知博

RTK-GPSを用いた電力系統の測位精度向上に関する
研究

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.39-40

2006年12月

高田 等, 郡山 大祐, 八野 知博 規格化ガウシャン関数による電力配電設備の台風被害
予測器構築に関する研究

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.41-42

2006年12月

濱邊 義久, 八野 知博, 高田 等 GAとACFによる同定に基づくHammerstein型非線形シス
テムのフィードフォワード制御

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.47-48

2006年12月

高田 等, 下薗 仁, 八野 知博 鹿児島県各地区における二次多項式とNNを用いた台風
による電力系統被害予測

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.49-50

2006年12月

八野 知博, 武田 俊輔, 高田 等 RBFとGAによるHammerstein型非線形システムのフィー
ドフォワード制御

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.205-206

2006年12月

高田 等, 下野 洋明, 八野 知博 Williams-Ottoモデルに対するExtremum Seeking制御法
の強制振動項について

第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.207-208

2006年12月

高田 等, 堀之内 優正, 八野 知博 加速器を付加したExtremum Seeking制御について 第25回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.209-210

2006年12月

中津 宜也, 宮島 廣美, 重井 徳貴 ブースティングを用いたファジィ推論モデル 第59回電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, p.98

2006年9月

細田 周志, 宮島 廣美, 重井 徳貴 AdaBoostを用いた適応的ベクトル量子化 第59回電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, p.99

2006年9月

橋口 紳吾, 重井 徳貴, 宮島 廣美 画像圧縮のための多重ベクトル量子化におけるベクトル
次元の最適化

第59回電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, p.100

2006年9月

前田 道治*, 重井 徳貴, 宮島 廣美 等数原理に基づく適応ベクトル量子化の特徴 第5回情報科学技術フォーラム講演論文集,
pp.57-60

2006年9月

前田 道治*, 宮島 廣美 量子回路に対応した神経回路網の論理演算 第5回情報科学技術フォーラム講演論文集,
pp.409-412

2006年9月

前田 道治*, 宮島 廣美 統計的ゆらぎによる画像修復の外部磁場の特性 第5回情報科学技術フォーラム講演論文集,
pp.181-184

2006年9月

松迫 拓朗, 渡辺 裕司, 安井 修一*,
大畠 賢一, 山下 喜市

FBG 光防災システムにおける高速波長検出方式の一検
討

2006年 電子情報通信学会ソサイエティ大会
B-13-26

2006年9月

矢山 浩輔, 上村 勇仁, 永吉 芳行,
呉 慶, 大畠 賢一, 山下 喜市

3GS/s 6bit フラッシュ型ADC LSI (1)
－コンパレータの高速化及び高感度化－

2006年 電子情報通信学会ソサイエティ大会
C-12-16

2006年9月

上村 勇仁、, 矢山 浩輔, 永吉 芳行,
呉 慶, 大畠 賢一, 山下 喜市

3GS/s 6bit フラッシュ型CMOS ADC LSI（2）
－試作結果－

2006年 電子情報通信学会ソサイエティ大会
C-12-17

2006年9月

松迫 拓朗, 渡辺 裕司, 大畠 賢一,
山下 喜市, 安井 修一*

FBG 連続作製におけるオンタイムモニタリングシステム 2007年 電子情報通信学会総合大会
B-13-41

2007年3月

西元琢真, 山下喜市, 大畠賢一 低電圧駆動・広ダイナミックレンジMEMS 可変キャパシタ 2007年 電子情報通信学会総合大会
CS-2-1

2007年3月

清水 佑一郎, 上村 勇仁,
矢山 浩輔, 内野 浩基,
大畠 賢一, 山下 喜市

アナ･デジ混載LSI 用PCB 信号線間アイソレーションに
関する検討

2007年 電子情報通信学会総合大会
C-12-25

2007年3月



口頭発表 （*印は学外者）
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李 言勝, 関 健治, 厚地 保幸,
大畠 賢一, 山下 喜市

10Gbps 光配線用開ループ型VCSEL 駆動回路 2007年 電子情報通信学会総合大会
C-12-32

2007年3月

矢山 浩輔, 清水 祐一郎,
上村 勇仁, 大畠 賢一, 山下 喜市

ボディバイアス制御回路を具備した高精度S/H 回路 2007年 電子情報通信学会総合大会
C-12-33

2007年3月

上村 勇仁, 堀江 広輝, 大畠 賢一,
山下 喜市

高速コンパレータのオフセットキャンセル回路方式の一
検討

2007年 電子情報通信学会総合大会
C-12-34

2007年3月

斧田 誠一*, 塚本 信夫*,
萩野 峰夫*, 丸山 知行*, 山下喜市

２波長プッシュプル反射計測方式（DWPR）の提案 2007年 電子情報通信学会総合大会
C-5-13

2007年3月


