
社外発表一覧　2021年1月～12月
番号 表　題（発表タイトル） 所　属（発表当時） 氏　名 発表機関・発表日

1 電気慣性と電気摩擦のサンプル遅延を考慮した設計法 長岡技術科学大学
研究所

江坂 壮平，宮崎 敏昌
須永 智，北条 善久

電気学会 制御研究会 CT-21-040 （2021-1-28）

2 海外鉄道プロジェクトへの取り組み 交通事業部 交通技術統括部 海外技術部 北野 功 2021年 協会誌「R&m」　3月号
一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会

3 Design Method of Electric Inertia for Vibrating the
Torsion Torque to Match the Amplitude of
Sinusoidal Disturbance Torque

長岡技術科学大学
研究所

佐藤 光， 宮崎 敏昌
須永 智， 北条 善久

IEEJ SAMCON 2021（2021-3-8）

4 Development of the Third-Generation Wireless
In-wheel Motor

東京大学

日本精工株式会社
研究所
ローム株式会社

Osamu Shimizu, Sakahisa Nagai,
Toshiyuki Fujita, Hiroshi Fujimoto
Daisuke Gunji
Yoichi Omori
Takukazu Otsuka

5th International Electric Vehicle Technology 
Conference 2021「EVTeC 2021」 （2021-05-24）

5 Identifying the Optimal Induction Motor Design
for Increased Power Density in Commuter
Railway Use Through Loss Analysis

早稲田大学

交通事業部 開発部
交通事業部 交通工場 設計部
交通事業部 交通技術統括部 交通技術部

Yusya Sadali, Keiichiro Kondo,
Kohei Aiso
Yuki Nakashima
Kazuki Fujimoto
Shingo Makishima, 
Toshihiro Yamaguchi

ECCE-Asia 2021（2021-5-24～ 27）

6 Study on Design Variations of the Induction
Motor Railway Traction System to Minimize
Losses Under a Torque Performance

早稲田大学
芝浦工業大学
交通事業部 開発部
交通事業部 交通工場 設計部
交通事業部 交通技術統括部 交通技術部

Yusya Sadali, Kondo Keiichiro
Aiso Kohei 
Nakashima Yuki 
Fujimoto Kazuki
Makishima Shingo, 
Yamaguchi Toshihiro 

電気学会モータドライブ/回転機/自動車合同研究
（2021-6-2～ 3）

7 Design Method of Electric Inertia for Vibrating the
Torsion Torque to Match the Amplitude of
Sinusoidal Disturbance Torque -2nd Report-

長岡技術科学大学
研究所

佐藤 光，房田 翔太郎，宮崎 敏昌
須永 智，北条 善久

IEEE ISIE2021（2021-6-21）

8 cosα法によるX線的弾性定数測定のばらつき評価 岩手医科大学
研究所
金沢大学

江尻 正一
大場 宏明
佐々木 敏彦

日本非破壊検査協会
2021年度非破壊検査総合シンポジウム（2021-06-23）

9 産業用リニアドライブの技術動向調査専門員会
中間報告

SMC株式会社
鈴鹿高専
信州大学　　
キヤノン株式会社
交通事業部 交通工場 設計部

矢島 久志
打田 正樹
佐藤 光秀
江澤 光晴
岸田 和也

電気学会マグネティクス/リニアドライブ合同研究会
（2021-6-24～ 25）

10 第3世代ワイヤレスインホイールモータにおける走行中
給電用コイルの開発

東京大学

研究所

清水 修，藤田 稔之，永井 栄寿，
藤本 博志
大森 洋一

電気学会論文誌D（産業応用部門誌） , Vol.141，No.8,
2021, （2021）

11 さまざまなニーズに応えるリニアドライブの技術動向
～産業へのリニアドライブの活用～

鉄道総合技術研究所
交通事業部 交通工場 設計部

太田 聡
岸田 和也

電気学会 産業応用部門大会
（2021-8-25～ 27）

12 小水力用パワコンシステム 事業開発部 開発推進課 嶋 洋行 第6回 全国小水力発電大会（2021-10-29）

13 直通ブレーキ車両のVVVF・回生ブレーキ改造による
省エネルギー化および省メンテナンス化

福井鉄道株式会社
交通事業部 交通工場 設計部
交通事業部 交通工場 調達部
交通事業部 中国営業部
交通事業部 交通技術統括部 海外技術部

小出 賢二，酒井 康綱
大久保 孔靖
稲垣 貴裕
草野 研作
牧島 信吾

第58回 鉄道サイバネ・シンポジウム
（2021-11-11～ 12）

14 E257系リニューアル車用補助電源装置
－ 待機二重系補助電源装置の小型化 －

東日本旅客鉄道株式会社
交通事業部 設計部
交通事業部 交通技術統括部 交通技術部

本倉 幹弘，有賀 洋三
山下 瑛順
小篭 亮太郎

第58回 鉄道サイバネ・シンポジウム
（2021-11-11～ 12）

15 Mechanism and characteristics of slip misdetection
in re-adhesion control of railway vehicle 

茨城大学

交通事業部 開発部
交通事業部 交通技術統括部 海外技術部

Taihei YAMAGUCHI，
Yohei MICHITSUJI
Satoru TAKAHASHI
Shingo MAKISHIMA

第9回 鉄道技術国際シンポジウム STECH2021
（2021-11-23～ 25）

16 路面電車向け小型VVVFインバータの開発 交通事業部 交通技術統括部 交通技術部
交通事業部 交通工場 設計部

山口 敏弘，藤本 和樹
大久保 孔靖

2021年 協会誌「R&m」　12月号
一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会

17 第3世代ワイヤレスインホイールモータの開発 東京大学

研究所
日本精工株式会社
ローム株式会社

清水 修， 永井 栄寿，藤田 稔之, 
藤本 博志
大森 洋一
郡司 大輔
大塚 拓一

自動車技術 Vol.75,No.12
2021年12月号

18 改良分割式ヤマバ歯車駆動装置の開発 東日本旅客鉄道株式会社

交通事業部 交通工場 設計部

勝田 真之，岩波 健，
北村 賢一，新井 浩
小野 寛

第28回 鉄道技術・政策連合シンポジウム 
（J-RAIL2021）（2021-12-1～ 3）

19 Development of dynamic wireless power transfer
coils for 3rd generation wireless in-wheel motor

東京大学

研究所

Osamu Shimizu, Toshiyuki Fujita,
Sakahisa Nagai, Hiroshi Fujimoto
Yoichi Omori

Electrical Engineering in
Japan, Vol.214, Issue 4, （2021）




