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関西電力の環境問題ヘの取組み
小田直樹(関西電力株式会社環境室地球環境グループ)

再生可能エネルギーと由電
Ξ田裕一(一般財団法人電力中央研究所材料科学研究所エネルギー変換・貯蔵材料領域)

参力1費無'*
(交流懇親会・料

1】月30日(金)までに左記までお申し込み下さい。
皆様ので来場を心よりお待ちしております。
参加費は無料ですが、交流懇親会に参加される場合
は、当日に会費1,000円を申し受けます

<参加申し込み>

同志社大学理工学研究所

〒610C394 京都府京田辺市多々羅都谷13

TEL:(0774)656220

FAX:(0774)656804

e、mail:jt・riko@mail.doshish8.ac.jp

1三北京田辺市多々羅都谷1-3
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同志社大学同志社大学理工学研究所同志社大学理工学部・理工学研究科同志社大子生叩医科子0β'生叩医科子研九科
同志社大学りエゾンオフィス
(公財)関西文化学術研究都市推進機構,京都府,京田辺市,東大阪市,木津j1市,精華町,久御山町,井手吻,
(公社)京都工業会,京田辺市商工会,城陽商工会議所,東大阪商工会議所,日本経済新聞社京都支社,京都新聞社,京都新聞COM,
日刊工業新聞社,フジサンケイビジネスアイ掬けいはんな京都りサーチパーク掬,関西ティー'エル'オー掬伺志社理工子本
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理工学研究所員研究発表,部門研究成果発表

9:30~9:40 開会の挨拶

9:40~10:05

10:05~10:30

1030~1055

1055~11.00

琵琶湖における水質環境の広域音モーダノングの基礎的検討
一水中音速と水質指標についてー

インフラ技術・文化に関わる海外機閔との協同研究
老人福祉施設ヘの抗加齢簡易診断システムの導入

12:00~13'00

13:00~13:25

13:25~1350

1350~1415

14:15~14.40

休憩

14:40~1450

プグラム

宿曜経の_系統と伺志社写本
高精度磁気層序の可能性:第四紀堆積物の編年と気候変動の復元にむけて
Translent charactenstlcs of a current lnjeC110n cable for Llghtnln9 Surge Measurement
小型船舶における雷被害に閏する調査と検6寸

1450~15 15

15:15~15.40

15.40~16:05

昼

16:05~16:15

休憩

AU(全)ナノコロイド水の活性酸素産生ι一およぼす影と機序
シアンレセプターおよび人工酸素運搬体の開発

管径方向分配現鼠の解明と機能発現一動的液、液界面を反応場とするマイクロリアクターの提案

食

学内研究センター発表

<工才、ルギー変換研究センター>

Energy converslon Materlals prepared by Electrochemlcal Formation ln9:40~ 950

Molten salts systems
等価回路モデルを用いメ・結晶シリコン系太陽電池モジュールの出力低下要因推定950~10.10

水素貯蔵材料開発にあける高性能化と設計シミュレーシヨン10'10~10:30

皮動エレクトロニクス研究センター>協賛:電子情報通信学会MVVP研究会
10BO~1040 光ファイバセンサによる超音波と温度の分離計測
10:40~10.50 超音波放射力を用いた可変焦点レンス

休憩

座長水谷義】
0松本道明
0根木
0古賀智之・宮沢豪・二階堂祐至・東信行

<A会場:恵道館204教室>

【座長雨谷昭弘】
小田直樹欄西電力株式会社境室地珠境クループ)

【座長稲葉稔】
Ξ田裕一(一般財団去人電力中央研究所

材料科学研究所1ネルキー変換貯蔵材斜領場

印は講演者(敬称略)

<A会場:恵道館204教室>

理工学研究所長千田二郎

【座長辻内伸好】
0北村暁暗・土屋隆生・根ケ山恭平・渡辺好章・

坂本眞一

0雨谷昭弘
0藪北之・宮崎亮・小椋真1里有田清Ξ郎・

市11 寛・米井嘉一

1050~11 00

食昼12'00~1300

<波動エレクトロニクス研究センター>協賛:電子情報通信学会MVVP研究会
人体装着用アンテナの電磁ファントムを用いた基礎的検討1300~13:10

13:10~13:20 小型熱音システムの実用化に向けた研究ーシステムの形状と工才ルキー生成の閔係一
13:20~13:30 安定化した遅延干渉計の超高速光通信ヘの応用~光クロ'ク逓倍回路~
13BO~13:40 マイクロハフルを用い大超音波ドフラ血流計剛法の基礎的検討
13.40~1350 GPUクラスタによる音空問レンダリンク

<C会場:H町acdeparadisLaせe (アマーク・ド.パラディラツテ)>

休憩

【座長太田哲男】
矢野道雄・0林隆夫
0林田明
ODahpERMATA・池田陽紀・長岡直人
0池田陽紀・山吹巧一・長岡直人

<管径方向分配現象研究センター>
13:50~14:00 管径方向分配現象の解明と機能発現

14.00~14:05 休憩

<ナノサイエンス研究センター>
14:05~14:25 イオン液体を含む液膜を用いた分離技術
14:25~14:45 亜鉛フィンカータンハク質の新しい機能に関する研究

自己組織化ペプチドを用いた時限性ハイトロケルの開発14:45~15:05

【座長小寺政人】
0市11 寛・安井まどか・南山幸子・吉川敏一
0渡辺司・北岸宏亮・加納航治
0塚越一彦

15:05~15 10

<モビリティ研究センター>

15:10~15:25 Flxed.polnt Analysis of Repeat・Accumulate nterleave・DIvlslon Multlple'Access
Communicatlon system

車々問通信を利用した交差点衝突告シスアムのRobocar上ヘの実装検討15'25~15:40

安全運転支援のための車線・交差点を考慮したPアドレス害拘当て手法の検討15:40~1555

協調型安全運転支援のための車載テータ管理機構の実装と評価1555~16'10

<B会場:恵道館203教室>

【座長後藤琢也】
Takuya GOTO・Tatsuro sASA.
Yukl MATSUMOTO・Yasuhlko lTO

林健太郎・高橋康人・藤原耕二・
石原好之・加藤宏
白川善幸・佐久問亮輔

【座長渡辺好章】
陰山_・小山大介・秋山いわき
小山大介・畠中恵・渡辺好章・中村健太郎
松川真美

【座長佐藤健哉】
OJun cHENG・GuanghulsoNG.
Yo chlro vvATANABE

0打田祐1見島田秀超・佐藤健哉
0松本江里加・島田秀輝・佐藤健哉
0島田秀輝・山口晃弘・本田晋也・高田広章・
佐藤健哉

休憩

16'10~16'15

特別講演

く特別講演1
11'00~12'00

休憩

<特別講演2>
16:15~17'15

座長渡辺好章
0豊田翔平出口博之辻幹男・橋川一功・

山本持太
0柴田健次・坂本眞一中野陽介・渡辺好章
大槻雅人・0戸田裕之
0渡'公章・渡辺好章・秋山いわき
0士屋隆生

座長塚越一彦】
塚越一彦

交流懇親会

関西電力の環境問題ヘの取組み

17:30~18:30

再生可能エネルキーと蓄電


