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第3章 社会的貢献 

 

1. 研究成果の校外活動状況 
○ 第 11回再生可能エネルギー世界展示会 ········································  2016 年 6 月 
○ フロンティア 21 エレクトロニクスショー ·································  2016 年 11 月 
○ 愛工大テクノフェア ·····························································  2016 年 11 月

○ 第８回とよたビジネスフェア ····················································  2017 年 3 月

 
2. 研究成果の校外活動報告 

○ 第 11 回再生可能エネルギー世界展示会 出展 

会 期 2016 年 6 月 29 日～7 月 1 日 

会 場 パシフィコ横浜 

主 催 再生可能エネルギー協議会 

 

   

   
   出展の様子           展示説明の様子 
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○ ICEE2016 (International conference on Environment and Energy) 

会 期 2016 年 7 月 3 日～7 日 

会 場 Okinawa Jichikaikan 

主 催 HKIE・CSEE・IEEJ・KIEE 

 

       

 

 

○ ICRERA2016 

 (International Conference on Renewable Energy Research and Applications) 

会 期 2016 年 11 月 20 日～23 日 

会 場 The National Exhibition Centre, Birmingham, UK 

主 催 IEEE 
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エコ電力研究センターは，6 月 29 日（水）～7 月 1 日（金）にパシフィコ横浜で開催された「第

11 回再生可能エネルギー世界展示会」においてブース出展をしました。同展示会は，再生可能エネ

ルギーをはじめエネルギーと環境の全分野において，地球環境保全に貢献する製品・技術・サービ

ス・周辺機器・情報を紹介する場で，開催期間に合計 2 万 5 千人の方々が会場に訪れました。 

出展ブースでは，愛知工業大学内のマイクログリットの構成をはじめとした研究内容をご紹介す

ることができました。本研究センターの出展ブースにも多くの方にお立ち寄りいただきました。 

 

○ フロンティア 21 エレクトロニクスショー2016 出展 

会 期 2016 年 11 月 9 日～10 日 

会 場 名古屋国際会議場 

主 催 中部エレクトロ二クス振興会 

          

    

    出展の様子             展示説明の様子 

エコ電力研究センターは，11 月 9 日（水）～11 月 10 日（木）に名古屋国際会議場で開催されま

した「フロンティア 21 エレクトロニクスショー2016 」においてブース出展をいたしました。 

出展ブースでは，エコ電力研究センターが提案する大学拠点事業の新エネルギー技術開拓拠点と

して「グリーンエネルギーのための複合電力技術開拓」をテーマに C.C.グリーングリッドシステム 

(Comfort and Community Green Grid System)をご紹介しました。 
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同展示会は、新しいものづくりや人づくりのために貢献するエレクトロニクスショーとして， 

「ものづくりを支える最新エレクトロニクス技術をテーマに中部地区における活躍する企業・大

学・研究期間が参加し、意見交換の場として開催されました。開催期間に合計１４２５人の方々が

会場に訪れました。 

 

○ 愛工大テクノフェア 2016 

会 期 2016 年 11 月 18 日 

会 場 愛知工業大学 八草キャンパス 

主 催 愛知工業大学 

     
                            展示の様子 

○ 第６回とよたビジネスフェア 

会 期 2015 年 1 月 14 日～15 日 

会 場 スカイホール豊田 

主 催 豊田商工会議所・豊田市 

       

                                   展示の様子 
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● 研究業績一覧 

 2016 年 4 月 ～ 2017 年 3 月 （７３編） 

[1] Takuo Koyasu, Ichiyanagi Katsuhiro, Kawai Ryuji, Yukita Kazuto, Mizuno Katsunori, Goto Yasuyuki 

“Forecasting Methodology for Short-period Variation of Photovoltaic Power Generation Using All-sky 

Image Data“ The 21th International Conference on Electrical Engineering No. ICEE15A-385 (2015.06) 

[2] Daichi KAWAHARA,Kazuto YUKITA,Yasuyuki GOTO,Masayuki YODA, “Study of the power supply 

system in household electrical appliances  The International Conference on Electrical Engineering 

(ICEE2016) No. ICEE 90529  (2016.7) 

[3]  Takuo Koyasu，Katsuhiro Ichiyanagi，Kazuto Yukita，Yasuyuki Goto, “Study on Forecasting Variation of 

Solar Radiation and Movement of Cloud by All-sky Image Data」，ICEE2016, 90051 (2016.7)   

[4] Takuo Koyasu，Kazuto Yukita，Katsuhiro Ichiyanagi，Masayuki Minowa，Masayuki Yoda，Keiichi Hirose, 

“Forecasting Variation of Solar Radiation and Movement of Cloud by Sky Image Data」，ICRERA2016, 121 

(2016.11)   

[5] Kazuaki Takemura,Yoji Tanaka,Kazuto Yukita,Yasuyuki Goto,Masayuki Yoda,Issarachai Ngamroo, “Study 

on Load Frequency Control using Flywheel Energy Storage in Small Power System by Simulation   The 

International Conference on Electrical Engineering (ICEE2016), ID 90505 (2016.6)  

[6] Yoji Tanaka,Kazuaki Takemura,Kazuto Yukita,Yasuyuki Goto,Issarachai Ngamroo, “Experiment on Load 

Frequency Control using H-infinity control with Flywheel   The International Conference on Electrical 

Engineering (ICEE2016), ID 90500 (2016.6) 

[7] Yoji Tanaka,Kazuaki Takemura,Kazuto Yukita,Yasuyuki Goto,Issarachai Ngamroo, “Experiment on Load 

Frequency Control using H-infinity control with Flywheel  The International Conference on Electrical 

Engineering 2016 (ICEE2016) No.ID90505  (2016.7)  

[8] Yoji Tanaka,Kazuto Yukita,Yasuyuki Goto, “Experiment of Load Frequency Control using H-infinity 

Control    The 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2016) 

No.DS4G-4-14 (2016.11)   

[9] Kazuaki TAKEMURA,Yoji TANAKA,Kazuto YUKITA,Yasuyuki Goto,Masayuki YODA,Issarachai Ngamroo, 

“Study on Load Frequency Control using Flywheel Energy Storage in Small Power System by Simulation   

The International Conference on Electrical Engineering 2016 (ICEE2016) No.ID90500 (2016.7)    

[10] Atsushi Nakata, Akihiro Torii, Suguru Mototani, “A Calculation Method of an Effective Value of a Function 

with Periodically Changing Amplitude in Power Electronics Equipment  The International Conference on 

Electrical Engineering 2016, 90222, 2016 年 7 月 3 日～7 日  

[11] Akihiro Torii, Atsushi Nakata, Tomoaki Senda, Suguru Mototani, “A phase shift DC/DC converter in PV 

system using lithium ion capacitor  The International Conference on Electrical Engineering 2016, 90250, 

2016 年 7 月 3 日～7 日    

[12] Koki Yoshida，Harunobu Ando，Masayuki Minowa，Masayuki Yoda，Hitoshi Sakurano，Takashi Watanabe，

Yoshiyuki Kubouchi, “Observation of Lightning Discharge at Uchinada Wind Power Station in 2013』，The 

International Conference on Electrical Engineering 2016，ID 90052 (2016/7) 

[13] 河原 大地,濵仲 真和,雪田 和人,後藤 泰之,依田 正之, “直流給電を用いた空調機に関する検討  
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大会論文集 2016(第 34 回)電気設備学会全国大会 Vol.34rd No.C-8  (2016.09)   

[14] 河原 大地,濱仲 正和,大脇 大輝,新實 健秀,長谷川 知帆,雪田 和人,後藤 泰之,依田 正之, “空調

機における給電方式の検討  大会論文集 平成 28 年電気学会 電力・エネルギー部門大会 Vol.2016  

No.342  (2016.09)  

[15] 大脇 大輝,新實 健秀,濱仲 正和,長谷川 知帆,河原 大地,雪田 和人,後藤 泰之, “直流電源を考慮

したマイクログリッドにおける電力融通の検討   大会論文集 平成 28 年電気学会 電力・エネルギー部門

大会 Vol.2016, No.P68  (2016.09)   

[16] 新實 健秀,大脇 大輝,濱仲 正和,長谷川 知帆,河原 大地,浅井 翔太,雪田 和人,後藤 泰之, “キャ

ンパスの電力需要データにおけるオンラインデマンドレスポンスの検討  大会論文集 平成 28 年電気学会 

電力・エネルギー部門大会 Vol.2016, No.P71  (2016.09)  

[17] 河原 大地,濵仲 真和,雪田 和人,後藤 泰之,細江 忠司,依田 正之, “直流給電を用いた空調機に関

する検討(第 2 報)   大会論文集 平成 28 年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 Vol.2016, 

No.J5-2  (2016.09)    

[18] 大脇 大輝,新實 健秀,河原 大地,雪田 和人,後藤 泰之, “空調機の温度制御におけるオンラインデマ

ンドレスポンスの一検討   大会論文集 平成 28 年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 

Vol.2016, No.Po2-16  (2016.09)    

[19] 河原 大地,濵仲 真和,雪田 和人,後藤 泰之,依田 正之,細江 忠司, “空調機器への直流給電に関す

る一検討  平成 28 年 電力技術・電力系統技術合同研究会 Vol.2016, PE-16-137  (2016.09)  

[20] 細江 忠司.雪田 和人,河原 大地,後藤 泰之, “直流給電システムにおける空調機器の一検討  平成 28

年 電子通信エネルギー技術研究会 No.EE2016-20  (2016.10)    

[21] 子安拓夫，雪田和人，後藤泰之，一柳勝宏, “全天雲画像のデータ解析－明度値による日射強度の変化

量予測－ 電気学会電力・エネルギー部門大会論文集(CD-ROM)Vol.2016，119 (2016.9)  

[22] 子安拓夫，雪田和人，後藤泰之，一柳勝宏, “流量定常値による流量逓減時の予測精度向上－ 馬瀬川

上流域を対象として － 電気関係学会東海支部連合大会論文集(CD-ROM)Vol.2016，F3-2 (2016.9)  

[23] 子安拓夫，雪田和人，後藤泰之，一柳勝宏, “全天雲画像による PVの出力変動予測に関する基礎研究－

雲の移動状況及び日射強度変化予測－  電気学会電力技術電力系統技術合同研究会論文集 Vol.2016，

PE-16-105,PSE-16-125 (2016.9)   

[24] 子安拓夫，雪田和人，一柳勝宏，濵仲真和，長谷川知帆，細江忠司，後藤泰之, “全天雲画像による雲の

移動状況及び日射量の変動時間予測」，太陽/風力エネルギー講演論文集，Vol.2016, No120，

Page.425-428 (2016.11)  

[25] 平松大典，雪田和人，上村洋市，向山信治，宮前翔平，野崎大，子安拓夫，鈴木一浩, “模擬送による同

期発電機過渡安定度検証  電気学会電力・エネルギー部門大会論文集(CD-ROM)Vol.2016，143 

(2016.9)      

[26] 向山信治，宮前翔平，野崎大，上村洋市，鈴木一浩，雪田和人，子安拓夫，平松大典, “模擬送による同

期発電機応答特性の検討（第１報）  電気学会電力技術電力系統技術合同研究会論文集 Vol.2016，

PE-16-158,PSE-16-178 (2016.9)    

[27] 新實健秀，子安拓夫，田中陽志，雪田和人，向山信治，宮前翔平，野崎大，上村洋市，鈴木一浩，平松

大典, “模擬送による同期機過度安定度の検討（第 3 報）  電気学会全国大会 (2017.3)    

[28] 河合智成，一柳勝宏，子安拓夫，雪田和人，後藤泰之, “流量定常値推定によるダム上流域における流量
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