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見学会─鉄道総合技術研究所
2014 年 6 月 5 日に国分寺市の公益財団法人鉄道総

でした。また、リニアに使用する超電導磁石に高温超

より、回転体の高荷重を負担する軸受部分が完全非接

合技術研究所（以下、鉄道総研）で設備、施設を見学

電導線材を使用する研究も行っているとのことで、こ

触となるため容量および運転効率やメンテナンス性の

させていただきました。見学会は電力貯蔵および超電

れにより超電導磁石を 50K で運用することで、冷却に

更なる向上が見込まれるとのことでした。

導に関連する 12 名の方々に参加していただき、活発

要する消費電力の大幅な削減や、車載超電導磁石の

な質疑が行われました。

小型・軽量化等が期待されるとのことでした。

送電方式については直流送電を想定した超電導電
力ケーブルとその送電システムについて紹介がありま

鉄道総研は JR 各社からの負担金を受け、鉄道事業に

エネルギーの損失低減を目的として車両、電力貯蔵

関連する広範な研究を行っている総合的な研究機関で

装置、送電方式のそれぞれに関連する研究の紹介が行

す。鉄道総研には約 400 人の研究員が在籍され、その

わ れました。リチウムイオン 二 次 電 池 を 搭 載した

それでも一定時間に通過する車両数が一定量を越える

うちおよそ 45% の研究員が博士号を所持される国内

Hi-tram と呼ばれる試験電車は、架線による電力供給

と電圧が大きく下降するとのことです。このため、電

した。鉄道事業においては電圧降下の防止を目的とし
て数 km 毎に変電所を設置しているとのことですが、

最大級の鉄道系研究機関です。鉄道総研は日本国内

と蓄電池によるハイブリッド運転が可能でブレーキ時に

圧降下の無い超電導直流送電システムの導入が大きく

に雪害、塩害、風洞実験、土木実験等を目的とした実

発生する回生エネルギーを失効することなく車体に蓄

期待されているとのことです。また、送電線の超電導

験所を有しているとのことですが、今回訪問した国立

えることが可能とのことです。また、駅に停車する時

化によりコンパクトな構造での大電流送電も可能にな

（くにたち）研究所は 5 万坪（＝東京ドーム 4 つ分）の敷

間（60 秒程度）の急速充電で 4km 程度の走行が可能

ると期待されています。鉄道総研では既存の管路設備

地内にレールや変電所、模擬駅舎を敷設しており、鉄

となることから導入が進めば電力供給用の架線を取り

を使用して最大 6 kA の送電を目指しているとのことで

道総研の中でも中枢となる研究所とのことです。今回、

除くことが可能になるとのことです。更に、異なる電圧

す。このように実用化が望まれる超電導直流送電シス

電力貯蔵ならびに超電導に関連する研究を中心に見学

区 分（DC1,500V/DC600V）に対 応することが可 能

テムですが、直流送電は交流送電と比較して後発であ

会が開催されました。見学は環境負荷低減に関する研

で、鉄道線−軌道線間の相互乗り換えが可能になると

り、知見が乏しいとのことでした。鉄道総研では現在、

究内容の紹介が中心で、フライホイール式電力貯蔵シ

のことでした。Hi-tram 車内には多数のバッテリが搭

運転時の各種パラメータの最適条件を調査されている

ステム、蓄電池を搭載した電力リサイクル車両、キャパ

載されていましたが、乗客定員を減らさず、また万一

とのことです。熱侵入の最小化を目的とした断熱管試

シタ方式による電力貯蔵装置、超電導直流き電システ

の火災発生時の退避が容易に出来るよう設置場所の

験や、冷却用液体窒素の圧力損失低減等の課題をひ

ムついて研究者による紹介、解説が行われました。ま

工夫が行われていました。

とつひとつ克服して、より良い直流送電システムの構

た、これらの研究内容に関する紹介に先立ち、超電導

地上設備用の電力貯蔵装置としてキャパシタと、超

築を目指しているとの説明が行われました。

電導磁気軸受を用いたフライホイールについて紹介が

今回の見学会を通じて鉄道事業における省エネル

現 在、東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社（以 下、JR 東 海）は

ありました。鉄道事業における蓄電装置は電圧降下の

ギー化をねらいとした各種研究内容と、リニアに関する

リニアに関する研究経緯の紹介が行われました。

2027 年を目標として超電導リニアの営業運転開始を

補償、電気回生エネルギーの吸収、変電所ピーク電流

これまでの研究、開発への取組みについて多くの知見

目指していますが、鉄道総研では前身である旧日本国

の低減が主な目的で、急速充放電が可能、長寿命、メ

を得ることができました。最後になりましたが、見学会

有鉄道鉄道技術研究所であった 1962 年からリニア

ンテナンス性等が要求されるとのことです。今回、ほ

の開催にあたり多大なご協力をいただいた（公財）鉄

モーターカーの研究を行ってきたとのことです。鉄道

ぼ同等の出力（約 500 kW）を持つリチウムイオンキャ

道総合技術研究所の皆さまに深く感謝申しあげます。

総研のロビー付近にはこれまで開発された実験用車両

パシタと電気二重層キャパシタの地上装置について紹

が展示されています。これらは実際に宮崎、山梨で使

介がありました。キャパシタによる蓄電方式は現在、

用されたものとのことで、屋外に曝露試験として設置

各所で開発、導入が進みつつある状況ですが、それ以

してある車両（MLX-01）については実際の座席を見

外の電力貯蔵方式として、鉄道総研では超電導磁気軸

学することができました。この他、リニアに関連して超

受を用いたフライホイール蓄電装置の開発状況が紹

電導磁石の加振試験装置や高温超電導線材を使用し

介されました。既に最大荷重 60 kN の高温超電導磁

た超電導磁石の紹介がありました。鉄道総研では超電

気軸受が試作されていて、その回転試験装置を見学し

導磁石の加振試験により耐久性確認を行ったとのこと

ました。リニア開発で培ってきた超電導技術の適用に

J-PARC主リング電力補償作業部会ならびに報告会
高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構（KEK）と 日 本 原

本作業部会の報告会が 5 月 1 日に KEK で開催され

電力補償だけでなく、補償装置の採用により電力回

子力研究開発機構（JAEA）で共同運営されている

た。SMES 研 究 会 メ ン バ ー が 7 名、KEK か ら 12 名、

生ができ、省エネルギーにもなることが示された。

J-PARC（茨城県東海村）では、50 GeV 主リング・シ

大学、研究機関、企業から 10 名、計 29 名の参加があ

今回の作業部会による検討内容は、J-PARC の電力補

ンクロトロンを増強する計画が進められている。こ

り、作業部会報告と熱心な質疑応答がされた。

償への応用だけでなく、例えば粒子線治療加速器や

の計画では、現在 2.6 秒の加速繰り返し周期を 1 秒に

報告会のプログラムは、SMES 研究会ホームペー

ILC などへの幅広い活用が期待できる。
この検討結果をもとに KEK が J-PARC 用電力補償
方式の設計検討を進めていくことになるが、SMES

短縮し、取り出しビーム強度を大幅に増強するもの

ジの［各委員会開催ご案内］にあるとおりですが、秋

である。主リングの繰り返し運転に伴い、シンクロ

田技術委員長の本研究会の活動と今回の作業部会

トロン電磁石と系統との間で電力がやりとりされる

主旨の紹介に始まり、今回検討した補償方式（FW、
SMES、キャパシタ、EDLC）についてそれぞれの検討

研究会は引き続き協力をしていくことになった。

が、現在の 2.6 秒周期の運転では約 70 MWp-p の変動
電力が発生している。繰り返し周期を 1 秒にするこ

結果が報告された。それぞれの方式における特徴、

刊行物―発表論文データベース］に載せてあります

とで電力系統に発生する電力変動は約 140 MWp-p に

電力補償回路方式などのアイデアが提案されており、

ので、ご覧ください。

作業部会報告会風景

作業部会報告会風景

なお、作業部会活動報告は、ホームページの［定期

なり、系統に何らかの影響を及ぼすことが懸念され
る。そこで、キャパシタ、FW あるいは SMES など何
らかの電力貯蔵装置を併設することで電力変動を補
償し、電力系統に及ぼす影響を軽減する必要がある。

SMES 研究会では、KEK の要望を受けて平成 25 年
6 月に作業部会を立ち上げ、J-PARC 主リング電源電
力補償の検討作業を行ってきた。作業部会は半年間
にわたり 4 回開催され、報告書がまとめられた。
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RASMESの動向
■技術委員会

両、電気二重層キャパシタを用いた電力貯蔵装置、お
よび研究所内の試験線に実際に設置された鉄道用超

超 電 導 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 研 究 会（RASMES）は、
1986 年の発足以来、28 年を経過しているが、超電導
電力貯蔵（SMES）の実用化に向けて、大学等学術研

電導ケーブル等を見学した。見学会の詳細は機関紙

究機関、電気事業、重電、建設、鉄道事業等多くの専

相互の交流を図った。

門家が参加しており、幅広い視点から問題点を抽出
して、自由な立場から議論を展開してきている。

本号にて紹介している。見学会の後は同研究所内の
食堂にて今回の参加者による懇親会を実施し、参加者
ホームページの運営については、タイムリーな情報
発信を図るため、活動情報などを定期的に更新した。

新入会員紹介─株式会社前川製作所
株式会社前川製作所（本社：東京都江東区）が平
成 26 年度より研究会会員として入会されましたの
でご紹介します。

本研究会の設立時と現在では、SMES を取り巻く

広報委員会としてはホームページや機関紙を通しての

前川製作所は産業用冷凍・冷蔵設備メーカーの老

環境に大きな変化が見られる。特に近年では、地球

情報発信を重視しつつ、引き続き、話題性に富み魅力

舗で、創業は 1924 年に遡ります。水産や食品産業

温暖化問題への対応が世界共通の喫緊の課題となっ

ある見学会や会員交流会を企画・開催することを通し

向けの大型の冷凍設備を得意としながら徐々に活躍

ており、二酸化炭素を排出しない発電技術として、

て研究会の活性化に寄与していきたいと考えている。

太陽光発電、風力発電などの自然エネルギー発電が
大量に導入されることが想定されている。この傾向
は、東日本大震災を受けてさらに加速しており、我

の場を広げ、1972 年に液体ヘリウム製造設備用ヘリ
ウム圧縮機を手がけました。無給油の小型レシプロ

■財務委員会

圧縮機が主流であった時代に高性能なオイルセパ
レーターを組み合わせた前川製作所独自の油噴射式

が国でも自然エネルギーによる発電電力の固定価格

ここ数年、当研究会の財政難の報告ばかりが続い

スクリュー圧縮機を用いてマーケットを切り開きま

買い取り制度がスタートし、太陽光発電を中心に導

ており、事務所移転、各種報告書の電子化、経費の見

した。近年では、ヘリウム圧縮機の他にターボ・ブ

入量が増大しつつある。既に SMES 研究会での検討

直し等だけではなく、技術委員会、広報委員会をは

レイトン冷凍機、高温超電導機器の冷却システムの

例があるように、自然エネルギーからの発電出力を

じめ様々な活動での経費節減のお願いをしてきた。

開発により極低温技術の幅をさらに広げ、超電導や

安定的に供給するためには SMES による出力の平準

昨年度も 190 万円強の会費収入に対し、支出が 175

核融合技術開発の一端を担っています。

化と無効電力の制御が極めて有効である。

万円と、皆様のご努力により、なんとかやりくりを

1999 年 に は ヒ ッ グ ス 粒 子 の 存 在 を 証 明 し、F.
Englert 博士と P. Higgs 博士のノーベル物理学賞受賞
の契機となった欧州原子核研究所（CERN）の LHC 加

一方、どのような状況となっても SMES の技術的

していただいたというのが現状である。

メリットは不変である。技術委員会では、昨年度に

このような中、久々の朗報があった。株式会社前

引き続き研究会会員以外の協力も得て「J-PARC 主リ

川製作所様の入会である。前川製作所様は、超電導

ング電力補償検討作業部会」を設置し、高速応答が

貯蔵技術に不可欠な極低温冷凍機に関して世界最高

国際核融合熱実験炉（ITER）用に 20 台のヘリウム圧

可能であり、繰り返し充放電による機器の劣化が無

の技術と実積を有している企業である。

縮機を納入しています。ヘリウム圧縮機などの特殊

速器用に世界最大のヘリウム圧縮機を納入し、また、

いとの特徴が活かせる、J-PARC 主リング電源を増強

技術委員会からの報告にもあるように、昨年度は

した場合の負荷変動補償に SMES を適用した場合の

持っています。

検討を行った。平成 25 年度の具体的活動内容は下

J-PARC の電力変動補償装置に関する特質検討にお
いて、SMES に限定することなく、キャパシタ、フラ

記の通りである。

イホイール、電気二重層キャパシタ等幅広い技術的

エコキュートなど省エネルギー、食品の冷凍・解凍、

見地からの報告書をまとめ高い評価を受け、引続き

ロボットによる食肉の脱骨など、国内事業所 60 拠
います。2014 年 5 月 6 日に行われた OECD 閣僚理事

フライホイール方式の調査

J-PARC 設計検討に協力していくことになった。当研
究会としては、2010 年の IEA（国際エネルギー機関）
事務局からの大規模 SMES 開発ロードマップ作製協

会の安倍首相による基調講演で「ロボットによる新

キャパシタ方式の調査

力の要請に続く外部からの検討依頼業務であり、超

たな産業革命」の代表例として前川製作所の食肉ロ

電気二重層キャパシタ方式の調査

伝導電力貯蔵技術を始めとするエネルギー貯蔵に高

ボットが紹介されました。これらは、前川製作所の

各方式の比較検討

度な知見を有する当研究会ならではの成果といえる。

技術力を大事に育てるという社風に依っています。

○J-PARC 主リング電源の電力補償用 SMES の検討

SMES 方式の調査

用途用スクリュー圧縮機では 50％以上のシェアを
これ迄に培ってきた低温技術をより発展させて、

点、海外 34 カ国 92 拠点でグローバルな展開をして

緊縮財政の折、各委員会活動をはじめとした研究

超電導機器を対象にした冷凍機システム開発で

これらの活動成果を取りまとめ、平成 25 年度技術

会活動において、皆様には引続き心苦しいお願いを

は、NEDO からの委託研究により東京電力が進めて

報告書を SMES 研究会のホームページ掲載用の資料

せざるを得ない状況にはあるものの、今年度からは

いる高温超電導電力ケーブル実証プロジェクトに参

として作成した。SMES 研究会では、平成 26 年度以

前川製作所様という強力なメンバーの加入もあり、

画し、ターボ・ブレイトン型液体窒素冷凍機の開発

降も、世界をリードする SMES 検討集団として時代

この財政状況に負けないますますの活発な活動をお

を行っています。このプロジェクトでは、圧縮機／

を先取りした技術的検討と SMES 啓発のための活動

願いしたいところである。

膨張機の高性能化・高信頼性化、圧縮機／膨張機の

を進めていく予定である。特に、各エネルギー貯蔵

当研究会は SMES の実現を目指している研究会では

一体化による高効率化を目標とし、高温超電導電力

方式に関し、貯蔵効率との観点から、それぞれの技

あるが、決して SMES に限定することなく、広くエネ

ケーブル用冷凍機システムとして十分実用に耐えう

術的優位性に関し検討を進める予定である。

ルギー貯蔵全般にわたっての技術的調査、検討を行

るものが開発されました。平成 26 年度、27 年度で

うなど活発な活動を行ってきており、今後とも正田

実証試験が行われ、さらに大容量、小型、低コスト化

会長、仁田理事長、そして新冨常務理事のもと更な

を図った開発研究が進められます。

■広報委員会
広報委員会では、研究会会員の交流及び情報収集

る発展的活動を期待するとともに、会員皆様のご理
解とご支援を賜りたい。

のため、会員交流会・見学会の実施や、活動報告等の
情報発信のための機関紙の編集・発行（年 1 回）、ホー
ムページの運営（随時）を行っている。

を行っており、より幅広く地球環境への貢献も図っ

■SMES 関連発表論文データベース

今年度は平成 26 年の 6 月 5 日に東京都国分寺市に

2013 年 1 月の事務局移転に伴い研究会の組織も

ある（公財）鉄道総合技術研究所を訪問し、超電導技

簡素化することになり、国際委員会が技術委員会

術や、エネルギー貯蔵技術に関連した研究施設を見学

に統合された。これ迄国際委員会がまとめてきた

する恒例の見学会を開催した。参加者は、鉄道総研の
紹介ビデオを見た後、超電導磁気浮上式鉄道（リニア

SMES 関連学会等における発表論文のデータベース
収録は技術委員会に引き継がれ、2013 年度も引き続

モーターカー）の実験車両や現在同所で開発を進めて

き収録を行ってきた。収録した発表論文に関しては、

いる高温超電導磁石、鉄道用フライホイール蓄電装置

ホームページの定期刊行物欄に載せてあるので参考

に用いる超電導磁気軸受の回転試験装置、架線・バッ

にしていただければ幸甚です。

テリーハイブリッド LRV（Light Rail Vehicle）の試験車

前川製作所では、守谷にある技術研究所を拠点に、
低温技術だけでなく超電導機器などの技術開発研究
てきています。

完成したブレイトン冷凍機

行事カレンダー

竹尾正勝先生を偲んで
当研究会の顧問でおられた竹

を歴任され、超電導磁気エネルギー貯蔵装置（SMES）

2013 年

尾 正 勝 先 生（九 州 大 学 名 誉 教

の開発研究にも活躍されてこられました。故入江冨

7/5 理事会

授）が 2014 年 2 月 11 日ご逝去

士男先生が九州電力との共同研究で進められた

7/5 平成 25 年度定期総会

されました。享年 70 歳でした。

SMES を実系統に接続しての電力系統制御実験にも

先生は、九州大学工学研究科

精力的にたずさわってこられました。先生には理事

博士課程をご卒業後、同大学に

また顧問として本研究会に長年にわたって関わって

着任され、超電導の基礎から応

いただき、ご理解と温かいご指導・ご鞭撻をいただ

用に至る幅広い研究開発をされ

きました。ここに衷心より先生のご冥福をお祈り申

てこられました。同大学付属超

し上げます。

電導マグネット研究センター長

新任理事ご紹介

東京工業大学名誉教授

（事務局長

筑波大学特命教授

新冨

孝和）

嶋田隆一先生

SMES 研究会ではこの度新たに理事を嶋田先生に

コイルもご研究されてきており、エネルギー貯蔵に関

お願いすることになりました。嶋田先生は日本原子

して非常に造詣の深い先生です。既にお持ちの幅広

力研究所（現在の独立行政法人日本原子力研究開発機

い知見により、本研究会の活動、特に J-PARC の電力

構）では臨界プラズマ実験装置 JT-60 用フライホイー

変動補償方式の検討 WG において既にご活躍頂いた

ル付電動発電機等の開発に従事され、東京工業大学で

ところですが、今後とも力強いご指導をよろしくお願

もフライホイール蓄電装置の他、SMES の電磁力平衡

い申し上げる次第です。

7/5 第 25 回超電導電力貯蔵研究発表会
6/13 J-PARC 主リング電磁石電源電力補償
第 1 回作業部会
7/23 J-PARC 主リング電磁石電源電力補償
第 2 回作業部会
8/30 J-PARC 主リング電磁石電源電力補償
第 3 回作業部会
11/29 J-PARC 主リング電磁石電源電力補償
第 4 回作業部会
2014 年

5/1 J-PARC 主リング電磁石電源電力補償
作業部会報告会

5/20 財務委員会
6/5 合同委員会

次世代フライホイール向け高温超電導マグネットの開発に成功（鉄道総研
本研究会会員企業である鉄道総研と古河電気工業

他）

命を半永久とすることが可能となる。

6/5 見学会（公益財団法人 鉄道総合研究所）

編集後記

株式会社（以下「古河電工」）は、古河電工の子会社の

今回のプロジェクトは、鉄道総研が古河電工、クボ

スーパーパワー社が製造した第 2 世代高温超電導線

テック、ミラプロ、山梨県企業局を取りまとめて開発

（株）ツクバ・インフォメーショ
SMES 研究会は、

材を用いた大型フライホイール用の高温超電導マグ

を進めている。超電導磁気軸受については、鉄道総研

ン・ラボ様のお世話で、つくば研究支援センターか

ネットの開発に世界で初めて成功したというプレス

と古河電工が共同で開発を行い、鉄道総研が超電導磁

ら事務室を移転し、ホームページを最大限活用した

リリースを今年の 3 月に行った。本開発は、クボテッ

気軸受全体の基本設計を実施し、古河電工が高温超電

活動体制になり 1 年半が経過しました。皆様のご理

ク株式会社、株式会社ミラプロ、山梨県企業局と共同

導マグネットの設計・製作を実施した。なお、この超

解により事務局機能も従来通りに行うことができて

で、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

電導磁気軸受は、これまで鉄道の蓄電技術としての応

います。

構の「安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発」

用を目指して、鉄道総研において平成 24 年度まで国

プロジェクトの中で実施しているものである。開発

土交通省の国庫補助金を受けて開発された技術に基

成果は下記の通りである。

づくもので、本プロジェクトの中で、第 2 世代高温超

今年度は、高エネルギー加速器研究機構の要請に
より、原子力研究開発機構東海キャンパスにある大
強度陽子加速器施設（J-PARC）の主リング加速器の増

イットリウムを用いた第 2 世代高温超電導線材で

電導線材を用いて超電導軸受の冷却温度の向上を図

高強度な高温超電導マグネットの開発に成功した。

ると同時に、蓄電システムとしての実用化に向けた開

このマグネットを冷凍機による伝導冷却をした状

発を進めている。次世代フライホイール蓄電システ

てきました。当研究会の自由な場で討論ができる機

態で高磁場を発生させることにより、2 トンを超え

ムの実証機は平成 27 年に山梨県米倉山のメガソー

会が十二分に発揮できました。作業報告は既にホー

る荷重を非接触で支持できることを実証した。

ラーとの連系試験を開始する予定である。

ムページに掲載されています。このような取り組み

従来の高温超電導コイルより大幅に高い温度であ

参考 URL：

は研究会の最も得意とするところで、今後とも積極

る 50K 程度の温度で運転することにより、冷却コ

http://www.rtri.or.jp/press/2014/20140310.html

的に取り組んでいければと思います。

ストを低減するめどが立った。

強計画に伴う電力変動補償方式について検討を進め

今回、新入会員をご紹介する嬉しい記事を載せる

開発を行っている次世代フライホイール蓄電シス

ことができました。前川製作所は国プロによる超電

テムは、鉄道総研が考案した超電導バルク体と超電導

導送電ケーブルのプロジェクトに参画され、超電導

マグネットを組み合わせた超電導磁気軸受を適用し

機器に用いる極低温冷凍機を得意とする会社です。

たもので、回転する円盤を非接触で浮上させ、軸受の
摩擦損失をゼロとすることで運転効率の向上を図っ
ている。また、定期的に交換が必要であった軸受の寿

強力な技術開発を持つメンバーの参加で当研究会も
開発した高温超電導
マグネットに用いるコイル

次世代フライホイール
蓄電システム（イメージ図）

さらに活躍の場が増えるものとわくわくしています。
梅雨に入った早々激しい降雨が日本列島をみまい、

超電導エネルギー貯蔵研究会役員
■会

長

正田

英介 （公財）鉄道総合技術研究所会長

■理事長

仁田

旦三

■顧

まるで梅雨末期のような天候です。地球温暖化の影
響でしょうか。子孫に禍根を残さないよう方策を
とっていく必要が実感されます。電力貯蔵装置はこ

東京大学名誉教授

れからますます重要なものとなり、研究会活動の使

問

命がますます増していくものと考えられます。当研

島本

進

成蹊大学理工学部講師

豊田

淳一

東北大学名誉教授

関根

泰次

東京大学名誉教授

西松

裕一

東京大学名誉教授

本島

修

核融合科学研究所顧問・名誉教授

太刀川恭治 （独）物材機構特別名誉研究員

（ITER 機構長）

東海大学名誉教授
■理

究会への皆様のご参加を心よりお待ちしております。
つくばの並木もすっかり緑が濃くなり、筑波山も
緑鮮やかな姿を見せています。これからもこの自然
が続くような活動ができることを祈っております。

事
三戸

利行

東海職業能力開発大学校校長

西尾

繁子 （株）エスジーイー

伊瀬

敏史

大阪大学大学院工学研究科教授

大澤

靖治

京都大学名誉教授

核融合科学研究所
核融合工学研究研究統括主幹

佐藤

皓

高エネルギー加速器研究機構名誉教授

石川

裕

清水建設（株）

嶋田

隆一

東京工業大学名誉教授

川端

豊喜

中国電力（株）

筑波大学特命教授

長嶋

賢

（公財）鉄道総合技術研究所

田中

祀捷

元早稲田大学大学院教授

秋田

調

（一財）電力中央研究所

大阪大学名誉教授

尾崎

章

（株）東芝

北海道大学名誉教授

黒岩

雅夫

福島工業高等専門学校特命教授

山本

恵一 （株）前川製作所

辻

毅一郎

長谷川
樋口

淳

■監査役

登

樋口

■常務理事・事務局長

登

超電導エネルギー貯蔵研究会の活動状況、交流
会のご案内などはホームページで見ることができ

孝和

日本大学大学院教授

ます。是非ご覧ください。

>>http://www.rasmes.com/
また、超電導エネルギー貯蔵研究会では新規会

東日本旅客鉄道（株）

員（法人･個人）を募集しています。
お問い合わせは、rasmes@nifty.com まで。

福島工業高等専門学校特命教授
新冨

お知らせ

事務局が移転になり、住所が変更になりました。
（2014 年 6 月現在）

詳しくは表紙下段をご覧ください。

