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非接触給電：磁気共鳴
を利用したワイヤレス
電力伝送

電磁工学研究室
五十嵐 一 教授
igarashi@ssi.ist.hokudai.ac.jp

電気自動車や埋め込み人工臓器の充電のた
めに非接触給電が開発さている．実際に非
接触給電装置を作成して実験を行い，伝送
効率等の特性を解析する．

電気自動車用モータの
ドライブシステム開発
とその駆動実験

電気エネルギー変換研究室
小笠原 悟 教授
竹本 真紹 准教授
takemoto@ist.hokudai.ac.jp

次世代電気自動車向けに研究室で開発中の
新型永久磁石同期モータの可変速ドライブ
システムを実際に製作し，可変速駆動実験
を行う．

電力システム研究室
原 亮一 准教授
hara@ssi.ist.hokudai.ac.jp

近年導入が進んでいる太陽光発電や風力発
電など
の再生可能エネルギ
ー電源(RE 電源)
が
電 力系統の運用に与える影響を数値試算
により解析する．また，RE 電源導入時の問
題点を解消するための需要家が所有する機
器の活用方法を検討する．

知能ロボットシステム研究室
小水内 俊介 助教
komizunai@ssi.ist.hokudai.ac.jp

ユーザの身体の動きをコンピュータに取り
込み，仮想空間のなかで仮想物体を持った
り動かしたりするシミュレーションを行
う．さらに，その結果を現実空間の身体に
フィードバックする感覚提示も可能であ
る．そのために必要となる技術を，開発作
業を通して広く学ぶ．

RE 電源が電力系統運
用へ与える影響の解析
と需要家所有機器を活
用した対策

インタラクティブなバ
ーチャルリアリティシ
ミュレーション

生体計測とアシストス
ーツ評価

ヒューマンセントリック工学
研究室
田中 孝之 准教授
ttanaka@ssi.ist.hokudai.ac.jp

人の 3 次元動作や筋活動など生体情報を計
測し，作業負担を推定する方法を学びま
す．また，生体計測をもとにアシストスー
ツの評価を行います．

工作機械の機械系ＣＡ
Ｄモデリングとシミュ
レーション

システム環境情報学研究室
田中 文基 准教授
ftanaka@ssi.ist.hokudai.ac.jp

機械系３次元ＣＡＤを用いて，実際の工作
機械の３次元モデルを作成し，ＣＧによる
レンダリングを行うとともに，機構の運動
のシミュレーションを行う．また定義され
た３次元モデルを用いて３次元プリンタに
よる造形も実施する．

Structure-fromMotion による高精度
３次元モデル生成のた
めの撮影計画の研究

ディジタル幾何処理工学研究室
金井 理 教授
kanai@ssi.ist.hokudai.ac.jp

ドローン等で撮影された多数の画像から３
次元モデルを自動生成する Structure-fromMotion において，高品質なモデル生成のた
めの最適画像撮影位置を推定するプログラ
ムを C++等で開発する．

システム制御理論研究室
小林 孝一 准教授
k-kobaya@ssi.ist.hokudai.ac.jp

モデル予測制御とは，制御対象の未来の振
る舞いをモデルで予測することにより，最
適な制御入力を生成する手法である．自動
車やスマートグリッドなどへの応用が盛ん
に研究されている．本研修では，モデル予
測制御の基礎を学んだ上で，計算機シミュ
レーションを実施する．

モデル予測制御の基礎
と応用展開
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