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Visiting & Column

「RASMES会員交流会」の開催

第一回人材交流プログラム

平成 17 年 4 月 19日〜 20日の両日、広報委員会主催による、第一回人材交流プログラムを開催した。今回のプログラムは、話題性の高い内容に着眼して 2
日間の日程で企画を行った。その結果、当初の募集人数を上回る総勢 21 名の参加があり、会員諸氏の本プログラムへの関心度を伺い知ることができた。初日
は、実用化を目指す瞬低用 SMES 及び LHD マグネット見学のため、核融合科学研究所 (NIFS)を訪問し、その夜は会員の交流を深めるべく懇親会を行った。
2日目は、賑わいを見せている「愛・地球博」に於いて NEDO パビリオンを訪問し NAS 電池の視察を行った。以下にその詳細を記す。

核融合科学研究所（NIFS）訪問記
一同は、各自の自己紹介の後、NIFSで開催されて

研究の沈滞イメージを打破すべく、
自社での要素技
術開発と他機関との連携研究を積極的に推進し、超

いた研究報告会を聴講させていただいた。
これまで

電導研究の COE（中核的研究拠点）の役目を担って

の NIFSにおける超電導大型ヘリカル装置（LHD）関

いることがよくわかった。特に日本国内では、
メーカ

連の研究成果と今後の研究方針が紹介され、超電

ーの技術力が低下してきており、
自社で設計から製

導研究における素晴らしい実績をあらためて認識

造まで行ってしまうNIFS の高い技術力に感動した。

した。
またこれからの研究方針では、現在の超電導

報告会の後、NIFSで開発した瞬停用 SMESを見学
した。詳細は別記事を参照いただくとして、この
SMESは、NbTiを用いた低温超電導線を用いながら、
メンテナンス等が非常に簡略化できる伝導冷却で

NEDOパビリオン（NAS電池）訪問記

る方法（写真参照）
と、NIFSで培ったコイル冷却のた

運転できる。従来直流用のマグネットとして伝導冷

めのいくつもの工夫がある。
これからの交流・パル

却を採用した例はあるが、SMES 用コイルなどパル

ス超電導コイル応用に明るい展望が開ける成果で

ス運転するコイルに伝導冷却を適用できた例は世

ある。

界的にもなく画期的である。実現の鍵として、鹿児

最後に、丁寧なご説明をいただきました三戸研究

島大学で考案したコイル巻線時に導体で発生する

主幹はじめ核融合科学研究所関係者の皆様に厚く

損失が最小となる向きに導体をねじりながら巻線す

御礼申し上げます。

ができる。
この新エネルギープラントでは、電力需

る
「マイクログリッド」
と呼ばれているもののひとつ

給のバランスをリン酸型燃料電池（PAFC）
とNAS 電

である。
マイクログリッドとは、
「一定のエリア内で複

池が調整しており、NAS 電池は電力需要の少ない

数の分散型電源を組み合わせ、
これらを制御する

夜間に充電し需要の多い昼間に放電する負荷平準

ことにより需要に合せた効果的な電力供給を行う

化 運 転 が 行 わ れ てい る。な お 、長 久 手 日 本 館と

システム」
（ NEDO 資料）であり、愛知万博のほかに

NEDO パビリオンで使用される全ての電力はこのプ

京都府と青森県八戸市で NEDO の実証研究が進行

ラントで発電されているとのことである。

中である。愛知万博のプラントは万博終了後には愛

ツアーでは、NEDO パビリオン内の一室で新エネ
ルギープラントの全体像や各種装置に関する説明

知県常滑市の中部臨空都市へ移設され、引き続き
研究が行われる予定となっている。

を受けた後、NAS 電池をはじめ各種装置の見学を
行った。当日はあいにくの雨で肌寒くもあったが、参
RASMES 会員交流会の 2日目は、
「愛・地球博」
（以
下、愛知万博）NEDO パビリオンが主催している
「未

加者は熱心にツアーガイドの説明に耳を傾けていた。
ツアー最後の質疑応答では、
「 需給バランスはどう

来のエネルギー探求ツアー」
に参加し、電力貯蔵シ

調整しているのか?」
「
、なぜNAS電池を採用したのか?」

ステムとして活用されているNAS 電池をはじめ万

といった活発な質疑がなされるなど、会員交流会の

博会場内に設置された「新エネルギープラント」を

参加者にとっては有意義なツアーとなったのでは

見学した。
このツアーでは、各種燃料電池やメタン

ないだろうか。

発酵システム、高温ガス化システム、太陽光発電、
NAS 電池などを 1 時間あまりで一通り見学すること

愛知万博の新エネルギープラントは、NEDO「新
エネルギー等地域集中実証研究」で進められてい

会員交流プログラム開催報告と次回の予定
■第一回開催結果
2005 年 4 月 19 〜 20 日、第 1 回の当研究会の会
員交流会が開催されました。内容は、1 日目が岐阜

は大変有益のようでした。
ご参加下さいました皆々様、

が、たまにはスローな雰囲気の中、深い会話に興じ

■次回開催予定

るというのもまた皆様にとりましては格別なひとと

県土岐市の核融合科学研究所における瞬低対策用

次回会員交流会の計画につきましては、山梨のリ

SMES の見学および懇親会を含めた意見交換会、2

ニア試乗会、八丈島のマイクログリッド見学、東京電

日目は 2005 年日本国際博覧会（通称：愛・地球博）

力の原子力発電所などが候補に上がっており、更に

において NEDO 新エネルギープラントに出展され

活発な産学連携の場にしたいと考えております。詳

た NAS 電池を見学いたしました。

細は、
新しく完成いたしました当研究会のホームペー

見学内容の詳細は本機関紙の記事を参照してい

ジ (http://www.rasmes.com) にて掲載する予定にし

ただくといたしまして、参加人数 21 名と大変盛況

ておりますが、電子メールによる皆様へのご案内も

な会となりました。
参加者の内訳は大学関係者 5 名、

今まで通り併用していきます。

企業関係者 13 名、その他とまさに産学連携の活発
な意見交換の場になったと自負しております。
また、

ンターネット時代の会話も非常に有益ではあります

どうもありがとうございました。

九州大学の故入江冨士男教授の、
「シンポジウム
とは古代ギリシャ時代に始まり、本来は酒を飲みな

ご参加いただいた会員の皆様方にとりましては、お

がら自由闊達なる意見交換をする場であった」
とい

互いの「顔」
がよくわかり頭に刻むことができたこと

う言葉がよく思い出されます。スピード化されたイ

きではないでしょうか。
また、皆様とお会いできます
ことを楽しみにしております。
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世界初の液体ヘリウムフリー瞬低用SMES
核融合科学研究所では、
（株）
テクノバ、
鹿児島大学、

Report

三戸利行 氏
（（独）核融合科学研究所）

径 5.9mm の円断面アルミニウム被覆 NbTi/Cu 成型

れるコイル周方向の角度毎に変化させることによっ

九州大学との協力の下、1MW・1 秒間の電力補償

撚線を、導体を捻りながら67ターン×14 層＝ 938タ

て、層間の渡り部を含む導体の位置決め及び電磁

を行える瞬低対策 SMES の研究開発を、NEDO の基

ーン 巻 線し 、内 径 3 0 3 m m 、外 径 5 1 6 m m 、長 さ

力支持を可能にしている。一方、
リッツ線は、巻線内

盤技術研究促進事業の一環として行っている。瞬時

409mm の巻線部を構成している。巻線内部の構成

部のコイル長手方向の熱流路を確保すると共に、
コ

電圧低下（以下、瞬低対策）SMES のキーテクノロジ

を図 1 に示す。1 層分の巻線終了後、層間にダイニ

イル端部から引き出されて小型冷凍機の第 2 段コ

ーとして、従来にない取り扱いの容易さと安全性及

ーマ FRP(DFRP) 製のスペーサと、
リッツ線（素線を絶

ールドヘッド部に接続することによって、
コイルの伝

び経済性に優れた伝導冷却型の低温超電導（LTS）

縁した銅編線）
を周方向に交互に挿入する。DFRPス

導冷却を可能にしている。

パルスコイルの開発を進めている。今回、超電導導

ペーサには、巻き終わった層の導体位置とこれから

体の交流損失の抑制とコイル内の高い排熱特性の

巻線する層の導体位置に対応した半円形の溝が両

両立により、従来は実現が困難とされた伝導冷却型

側に加工されており、その位置をスペーサが設置さ

LTS パルスコイルの開発に世界で初めて成功した。

冷却・励磁試験時の構成を図 2に示す。冷却には、
GM 冷凍機を 2 台使用して 4K で 3W、50K で 120W
の冷凍能力を発生させ、
コイル端部から取り出した
リッツ線によりコイルを 4Kに伝導冷却すると共に、

生産性が高いものの臨界温度の低いNbTiコイル、

定格電流 1000A の通電が可能な高温超電導電流リ

液体ヘリウムの高い比熱が利用できない伝導冷却、

ードの低温端及び高温端を伝導で冷却する。

瞬低補償のためのパルス運転という、
従来は同時に

冷却、定格通電、過電流通電、高速遮断、繰返し高

実現することが困難とされてきたこれらの組み合

速励磁などの試験を行い、安定に運転をすることが

わせが可能であることを実証するため、1MJ 級コイ

でき、本パルスコイルの性能の実証ができた。

ルの製作に先立って 100kJ 級プロトタイプコイルを

本伝導冷却型 LTS パルスコイルの開発成功は、瞬

試作開発した。

低 SMES 用途のみでなく、パルス励磁を必要とする

コイルには、NbTi 成型撚線を低純度のアルミニ

超電導コイルの様々な応用に適用可能であり、今ま

ウムで被覆した円形断面の高比熱導体を用い、導

では特殊な用途に限定されていた超電導コイル応

体をコイル内の磁場方向に合わせて捻りながら巻

用の範囲を広げるものと期待される。

線することにより、
交流損失の発生を低減している。
試作した 100kJ 級伝導冷却型 LTS パルスコイルは、
GFRP 製の巻枠の上に、
カプトンテープで絶縁した外

図2 伝導冷却型LTSパルスコイル冷却・励磁試験構成

表1
試験項目
冷却試験

定格通電試験

過電流
通電試験
高速遮断試験

繰り返し高速
励磁試験

図1 伝導冷却型LTSパルスコイル巻線構造

100kJ級プロトコルタイプコイルの冷却・励磁試験結果

試験方法・内容
室温から130 Kまで液体窒素による
間接冷却、130 K以下はＧＭ冷凍機
による伝導冷却を実施
定格電流1,000 Aで1時間の保持
運転を実施
過電流1,230 A（蓄積エネルギー
150 kJ）の台形波励磁の実施
コイル電流1,230 Aから遮断時定数
1.37秒（定格1秒放電時の2倍の減
磁速度）
での高速遮断試験を実施
50 A/sの励磁・減磁速度で、
ピーク
電流1,000 Aの三角波繰り返し励
磁を実施

試験結果
液体窒素冷却1日、GM冷凍機冷却2日の
実質3日の短期間で4 Kまでの冷却が可能
コイル温度は、冷凍機の緩やかな温度上昇
により、0.1 K上昇、
コイルと冷凍機間の温
度差は一定
1,230 A, 5分間の安定な通電に成功
常伝導部は発生せず、
コイル内の温度上昇
は約0.8 Kに留まり、
コイル内の非常に優れ
た熱伝導特性を確認
20回の繰り返し励磁でもコイル
内の温度上昇は1.1 K以下に
留まり、高い除熱性能を確認

成果
コイル内温度差のない均等な冷却が
可能、本伝導冷却コイルの優れた熱
特性を実証
定格電流での安定な連続運転を実証

過電流状態でもコイルの高い安定性
を確認
実機の1秒放電動作が十分な裕度を
持って可能であることを実証
本伝導冷却コイルは連続パルス運転
も可能であることを実証

Technical Column シャープ（株）亀山工場
平成 17 年 4月8日、
（財）国際超電導産業技術研究

社は、他社のプラズマテレビや液晶テレビと競争を続け

向のようである。逆に、液晶テレビ組み立ては、全く電

センター
（ISTEC）
が主催したシャープ亀山工場の瞬低

ている状況にある。
その中で、同工場自体は2002 年時

力品質の影響をうけないとのこと。
電力品質対策として、

対策用 SMESの見学会に、諸住企画委員長が参加し

点ではほとんど原野の状況から過去に前例のない早さ

工場創立時から自家発電を導入しており、
そのために

た。
この見学会の参加者は、中部電力（株）、ISTEC

で立ち上がり、現在は2 期工事が行われており液晶産

名古屋方面から都市ガスの高圧管を引いている。

が受注しているSMES 国プロ第 3フェーズの委員会・

業の急成長ぶりが伺われる。

検討会の委員メンバーを中心に、SMESの実機の見
学を実施しその理解を深める目的で実施された。

SMESがバックアップする電力品質が重要なのは、

SMESは5MVA-5MJの規模のもので、中部電力
（株）
が自社技術開発製品の効果を実証のため、2003 年 7

2つある工場のうち液晶パネルを作っている工場で、
ま

月より設置されているものである。従来、瞬低対策とし

シャープ
（株）亀山工場は、三重県亀山市に2004 年

るで鉄板のようにしなる薄いガラス板に液晶をコントロ

ては、
自家発電による系統分離のほか、SPSと呼ばれ
る蓄電池やフライホイールによる短時間バックアップ

1月に操業を始めた国内最大級の液晶最新鋭工場で

ールする微細な電子回路を形成する工程など、電力品

ある。亀山を含め、三重県内には液晶関係の産業が集

質に極めて敏感な工程がある。瞬低の影響をまともに

装置がある。SMESは瞬低に特化すると、電力貯蔵部

積しており、
その背景には県の許認可の迅速さが貢献

受けると1 回あたり10 億円に達する被害が発生する模

の大きさが他の技術に比べてコンパクトになるメリット

しているとのこと。工場は、大きく分けて液晶パネル工

様である。従って、
このような電力品質の影響を受ける

がある。性能劣化も少ないことから、
ユーザー側から現

場と、液晶テレビ組み立て工場から構成されている。同

プロセスは海外進出せずに、主力工場を国内に置く傾

時点でそれなりの評価をもらっている模様である。
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Reports

RASMESの動向
■技術委員会
平成 16 年度は、平成 15 年度に引き続き、全体の技

④分散電源および電力貯蔵装置を含む直流ループ型
配電システムについて

に登録を行えばだれでもダウンロードできるもので、
SMES、超電導、電力貯蔵などをキーワードにして検索

術委員会を中心に開催した。
これは、技術委員会の活

分散電源を含む配電系統を直流ループ系統で構成

した結果を簡単に紹介したものである。報告書その

動を活発化すると同時に、SMES研究会の会員全員に

する場合のメリットおよび制御性のシミュレーション

ものは NEDO のホームページにアクセスして入手し

SMES の技術的特徴と今後の見通しを共有して戴き、

結果の紹介があった。

ていただきたい。

第 269 回技術委員会（拡大）平成 17 年 3 月23日（水）

社長の講演会を実施した。AMSC社は超電導のみでなく、

平成17年3月には、AMSC社のDr. A. P. Malozemoff副

SMES 研究会への支援を一層積極的にお願いするた
めである。
平成16年度は下記の5回の技術委員会を開催した。
第 266回技術委員会（拡大）平成 16年 11月11日
（木）
東京グリーンホテル
①米国および諸外国におけるSMES研究の現状
現時点では我が国のNEDOプロジェクトが特筆すべ
き活動となっていること、中部電力がシャープの液晶
テレビ工場である亀山工場に設置した瞬低対策用５
MW容量の SMESは、9月の台風時に実際に保護動作

三菱総合研究所

近年はパワーエレクトロニクスも主たるビジネス対象に

①SMESを用いた電力平準化システムのコスト最適化

してきている。
研究会においても、
今後、
このような分野

製鉄所の圧延工場にSMESを導入した場合の効果

の柔軟性が重要になるものと考える。

解析結果の紹介があった。
②分散電源による特定区域への直流供給システムの
構成検討
配電システムを直流化した場合の効果に関し紹介
があった。

をし、機能が確認できたため注目を集めていること、

■広報委員会
RASMES のホームページがようやく完成した。URL
はwww.rasmes.comといたって簡単です。
「ラ・スメス・
ドット・コム」
という響きが非常に心地よいのは我々だ
けでしょうか。本格運用に入った現在、内容をより充

および米国の CAPSにおける100MJ 容量の SMESは、
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実化するための準備を進めており、会員皆様のご協

米国海軍が艦船搭載時の信頼性に関し疑問を持って

核融合科学研究所

力も是非お願いしたい次第である。皆様からの、
ご意

いるため、
開発が中止されていることなどが報告され

①平成16年度報告書の目次案確認

た。

お寄せいただきたい。

SMES研究会技術委員会では、平成 17年度以降も、

の更新・運営、滷機関紙の編集・発行、澆会員交流会

②地域エネルギーシステムとSMES
マイクログリッド電力系統におけるSMES の役割に

見などを是非とも事務局 (rasmes@trc-net.co.jp)まで

平成16年度技術報告書の目次案の最終確認をした。

現在の広報委員会の活動は、漓上記ホームページ

関し紹介があり、高速充放電が可能、貯蔵容量に対し

世界をリードするSMES 検討集団として、時代を先取

の主催が柱となっている。
現在の委員は若手中心だが、

出力電力を大きく取れる、充放電深度を深く取れる、

りした技術的検討とSMES 啓蒙のための活動を進め

委員数が5 名と次第に少なく感じるようになってきて

電流源である、などの特徴を活用した応用を目指す

ていく予定である。引き続き、広範な方々の参加と関

いる。
活動の頻度は平均すれば1回/2ヶ月程度で、
企画・

べきであるとの紹介があった。

係各位からの御支援、
御協力を御願いしたい。

技術など各委員会の動向全体を見渡せる立場で入っ
てくる情報量も比較的多く、
またインタビューなどで

第 267 回技術委員会（拡大）平成 17 年 1 月13日（木）
三菱総合研究所
①MgB2を利用したSMESについて

■企画委員会
企画委員会の活動は、研究会の方向性を議論する
ことが主である。
このため、近年は、理事長・事務局長

高名な方々にお会いできるのが特徴である。今年度
は新たに1 名ほど募集したいと考えているので、
ご興
味があれば事務局までご連絡を頂きたい。

MgB2 線材を使用するSMESを、線材の機械的特性

および各委員会委員長を交えた合同委員会の形で

今号では、
「 愛・地球博」に於いて燃料電池とNAS

に応じた電磁力平衡コイルとして設計した検討結果

開催されることが多い。研究会発足以来、
まもなく20

電池によるエネルギー供給を行っているNEDO パビ

の紹介があった。

年を経過しようとしている。当初、SMES に関する国

リオンの訪問記を掲載した。
また、テクニカルレポー

②液体水素技術の現状

プロを立ち上げるべく活動を開始した SMES 研究会

トでは電力貯蔵技術としていち早く製造設備のライ

国内外の液体水素技術の現状と安全な取り扱いの

であるが、現在、国、民間交えて複数の SMESプロジェ

ン化に成功した NAS 電池について、
メーカーである

要点の紹介があった。

クトが進行していること、電力貯蔵に期待されるニー

日本碍子
（株）
殿に執筆をいただいた。

③J-PARC用SMES

ズが負荷平準化から系統制御、
電力品質対策へと変わっ

本紙は皆様へのよりよい情報提供媒体としてこれ

て来たことなど、20 年間の歳月の重さを感じるこの

からも研究会内外からの情報ソースを探り、他分野に

J-PARC 電源用の SMESをマルチポールソレノイド、
単一ソレノイド、電磁力平衡コイルとして設計した場
合の物量比較結果の紹介があった。
また、ITER CSモ

ごろである。
企画・合同委員会での議論は、実は研究会の方向

デルコイルを J-PARC 用電源の変動負荷補償用 SMES

性のみを議論しているわけではない。各方面で活躍

に用いた場合の交流損失に関し紹介があった。
かなり

されている各個人の情報交換の場でもある。
この情

の交流損失が発生するため、部分負荷運転にするな

報交換は、SMES 以外の分野に及び、時に哲学的な話

どの対応が必要であることがわかった。

題に及ぶこともある。任意団体である研究会では、全

亘って編集する予定である。
是非、
取り上げて欲しいテー
マ、記事等ありましたら積極的に当委員会までご一報
いただきたい。

■財務委員会
会員の皆様には常日頃の委員会活動にご理解を賜

く議論に制約はなく、個人的に得るメリットも大きい。

り誠に有り難うございます。昨年度からの課題である
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企画委員会のメンバーは常に公募しているので、是

委員会の活性化や会員サービスについては、合同委

千里ライフサイエンスセンタービル

非積極的な参加を求む。

員会においても重要課題として検討してきており、

■国際委員会

ます。
しかし、大幅な会員獲得や会の活性化にはまだ

①水素冷却MgB2SMESの検討
水素冷却によるMgB2線材を使用したSMESに関す
る検討結果の紹介があった。液体水素冷却の温度特

OB の方を対象とした個人会員制の導入も行っており
国際委員会は、
主に最新の研究動向を把握するデー

まだ至っておらず、今年度は、情報発信及び渉外活動

性に関し、
水素の状態図により確認した。

タベースの作成と、海外関係者の来日時に講演会を

へも積極的に取り組む必要があります。特に、企画委

②J-PARC用SMESの検討

依頼するなど、海外との交流活動を支援する委員会

員会、広報委員会を中心とした活動に期待を寄せて

で ある。デ ータベ ー ス の 作 成におい て は 、近 年 、

おります。

J-PARC 用 SMES の検討状況の紹介と大強度陽子加
速器施設の配置に関し紹介があった。

SMES関係のWEBページのURLなどを紹介してきたが、

③SMESが直流接続されたJ-PARC用電源の検討

本年度からSMES 国プロの第 3フェーズが始まったこ

リニューアルについても、現在は本格運用がされて

また、昨年予算アップを図りましたホームページの

J-PARC用電源における負荷平準化を交直変換器に

ともあり、第 2フェーズの最終年度である平成 16 年

おり、
会員諸氏の利用によって、
当研究会の活性要素、

直列に接続したSMESで行った場合の制御特性のシミュ

度までの NEDO の報告書のリストを掲載してみた。今

PR 媒体、新規会員獲得等の新たな手法となるよう、

レーション結果の紹介があった。

回掲載した NEDO の報告書は、NEDOホームページ

皆様の更なるご理解、
ご協力を賜りたいと存じます。

超電導エネルギー貯蔵研究会役員
会

長

梅澤

長

上之薗

邦臣 （財）
ライフサイエンス振興財団名誉顧問

顧

問

林

宗明

京都大学名誉教授

博 （財）電力中央研究所名誉特別顧問

理

事

伊瀬

敏史

大阪大学大学院工学研究科教授

理事長代理

仁田

旦三

東京大学大学院工学系研究科教授

大澤

靖治

京都大学大学院工学研究科教授

顧

相山

義道

元低温工学会会長

島本

進

大塚泰一朗

東北大学名誉教授

竹尾

正勝

理

事

問

河本 哲三 立命館大学客員教授
信貴豊一郎

大阪市立大学名誉教授

辻

関根

東京理科大学教授

豊田

東海大学教授

長谷川

泰次

太刀川恭治

正田

増田 正美 高エネルギー物理学研究所名誉教授
西松

祐一

毅一郎
淳一
淳
英介

VOICE

新事務局長・常務理事就任
平成 16 年度から事務局長

宇都宮大学大学院工学研究科教授
九州大学大学院システム

を仰せつかっております新冨

情報科学研究科教授

孝和です。
SMESに関わるようになって

大阪大学大学院特任教授
八戸工業大学教授

30年近くになります。
その間、
ウィ

函館工業高等専門学校長

スコンシン大学 Boom 先生が

東京理科大学理工学部教授

精力的に進めてこられた揚水

東京大学名誉教授
新冨孝和（日本大学教授）

理

事

理

事

秋田

調 （財）電力中央研究所

與儀

勉

沖縄電力（株）

矢口

昭夫

鹿島建設（株）

尾崎

野坂

明信

関西電力（株）

大場

健二

諸岡

雅俊

九州電力（株）

山本

隆夫 日本エア・リキード（株）

樋口

登 （独）産業技術総合研究所

マイクロ SMES は実用段階になり、系統安定化などの用

東北電力（株）

古河電気工業（株）

ります。SMES 研究会も1986 年発足以来、
自由な立場か

北陸電力（株）

ら活動を続け、開発研究活動に少なからず貢献して参り

北海道電力（株）

ました。SMES の真の実用化にはまだまだやるべきこと

紀明

清水建設（株）

綿貫

摂

和司

中国電力（株）

高橋

広文

高木

浩

中部電力（株）

神津

高橋

潔 （財）鉄道総合技術研究所

常務理事・事務局長

明 （株）三菱総合研究所
新冨孝和（日本大学）

電源開発（株）

（2005年5月現在）
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れからもよろしくご協力のほどお願いいたします。
3/2 平成 17 年第 1 回広報委員並びに平成 16 年度第 1 回
企画委員会並びに平成 16 年度第 7 回合同委員会
3/23 Dr. Alexis P. Malozemoff 氏特別講演会

8/25 平成 16 年度第 5 回合同委員会

3/23 第 269 回拡大技術委員会

9/13 平成 16 年第 3 回広報委員会

4/19 「RASMES 会員交流会」核融合科学研究所見学

9/13 平成 16 年度第 6 回合同委員会

4/20 「RASMES 会員交流会」愛知万博 NEDO パビリオン見学
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力していければと考えております。
横山静一郎前事務局長が創立以来大役を果してこら

平成 16 年 7 月〜 17 年 5 月
7/9 平成 16 年度定期総会

が沢山ありますが、SMES 研究会が今後とも実用化に協

れましたが、非力ながら精いっぱい頑張りますので、
こ

行事カレンダー
7/9 理事会

途としての小規模 SMES の開発も大きく進展してきてお

目黒信一郎

平岡

秀行

小規模 SMES の開発へと研究方向が変ってきましたが、

章 （株）東芝

藤盛

安部

代替 SMES の設計研究から始
まり、近年ではマイクロ SMES、

4/19 第 270 回拡大技術委員会

1/13 第 267 回拡大技術委員会

4/19 平成 17 年第 2 回広報委員会

2/16 第 268 回拡大技術委員会

5/26 17 年度第 1 回合同委員会

新会員ご挨拶

財団法人鉄道総合技術研究所

TOPICS

特別講演会が開催される
2005 年 3 月23日
（水）
に、超電導エネルギー貯蔵研究

会主催で、アメリカンスーパーコンダクター（AMSC）社
の副社長 Dr. Alexis P. Malozemoff 氏による
「The New
Generation of Superconductor Electric Power Equipment」
と題した特別講演会が（株）三菱総合研究所 AV ルーム
で開催された。

財団法人鉄道総合技術研究所は、
日本国有鉄道の分割・

当研究所では、研究開発目標の一つとして「環境と調

当日は、会員、非会員の方々約 20 名が参加され、10

民営化に先立ち、昭和 61 年に運輸大臣（現国土交通省

和した鉄道」の実現を挙げ、在来方式鉄道の省エネ化・

時から12 時までの 2 時間、講演と熱心な質疑・討論が行
われた。

大臣）の許可を得て発足し、 昭和 62 年、JR 各社の発足

低環境負荷化に寄与する研究も積極的に進めております。

と同時に、国鉄が行っていた研究開発を継承する法人と

鉄道はエネルギー効率の良い交通機関とされてきまし

内容は、必ずしもSMESに限ることなく、高温超電導体

して本格的な事業活動を開始しました。

たが、最近ではハイブリッド技術等により自動車のエネ

の応用という観点から導体開発、特に第 2 世代の高温超

創立当初よりもっとも大きなプロジェクトの一つが超

ルギー効率も向上しているので、
さらなる技術革新が求

電導磁気浮上式鉄道の開発でした。
この歴史は東海道

められています。
この分野では車両用変圧器の軽量化を

新幹線の開業よりも古く、当研究所の前身である鉄道技

目的とした「高速鉄道車両用超電導主変圧器」や高性能

術研究所内での基礎実験から始まっています。
宮崎実験

二次電池を搭載して車両の運動エネルギー回収率を向

線での走行試験を経て平成 9 年 4 月からは山梨実験線

上させた
「電力リサイクル車両」
、
また
「燃料電池鉄道車両」

で走行試験を開始しました。世界最高速度 581km/h、二

等の開発も行っております。
この中で SMES も鉄道のエ

編成によるすれ違い試験で相対速度 1026km/hを記録

ネルギー効率をさらに向上させ得る選択肢として大き

するなど、走行試験は順調に進み、平成 16 年度末で累計

な魅力があります。SMES研究会は自由な雰囲気の中で、

走行距離 43 万 km 以上、累計試乗者数約 9 万人を達成し

幅広く情報や意見の交換ができる貴重な場であります

電導導体として期待されているYBCO 系の開発の現状
と今後の展望、電力ケーブル、船舶推進用回転機などへ
の応用、
シンクロナスコンデンサを用いた無効電力補償
装置の開発などについて、興味深くかつ丁寧な講演を
いただき、質疑・討論も活発に行われ、充実した 2 時間で
あった。
講演を聴いて特に印象に残ったことは、米国での高温
超電導体応用の開発研究が、実機として利用することを

ています。平成 17 年 3 月には国土交通省の超電導磁気

ので、
ここでの活動を通じて超電導技術の応用に貢献し

考えているので、モデル機、パイロット機へとステップを

浮上式鉄道実用技術評価委員会において、
「実用化の基

ていきたいと思います。

踏むとしても、
この点は多いに参考とすべきではないか

盤技術が確立した」
との評価を受けました。

と思う。

編集後記
なお、
今回の特別講演会で会場を提供いただいた
（株）
最近めずらしく金融関係の書籍を手に取ることが多く

るようです。そのような時こそ、
「 何を研究するべきか」

なりました。
「技術投資」
についての理解を深めるためで

を考えることに時間を充分に費やすことが必要であるこ

す。
日本国内は国民総中流の時代が終焉し、収入格差が

とのように思えてなりません。

文字通り桁違いに開きつつあります。そんな世の中で、

「SMES」
「
、超電導」
「
、エネルギー」
という3つのキーワー

私達は「技術」
とどう関わっていけばいいのでしょうか。

ドが当研究会の柱であると私は考えております。
これら

研究や技術開発に没頭している時間があるのなら、ネッ

についてじっくり学び、考えることができることこそ、当

ト株式投資などに時間を費やしたほうが良い人生が送

研究会の会員皆様にとりまして一番のメリットと考えます。

れるのでしょうか。

因みに、
「効果が最も高い投資方法」
というのは、
「誰も気

「技術は楽しい」
これは間違いないですし、技術開発で

付いていないうちに投資すること」だそうです。その意

人や社会に貢献もできます。
しかし、投資対効果を厳密

味でもSMESは投資対象として魅力的なものかもしれま

に審査される昨今、所謂ひとりよがりの研究が認められ

せん。

なくなってきました。
この流れは民間・大学を問わずどう
やら大きな流れとして、我々に確実に押し寄せてきてい

広報メンバー募集中！

お問合せは：rasmes@trc-net.co.jp

三菱総合研究所に感謝申し上げます。
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NAS電池とその応用

渥美 淳氏（日本碍子（株）NAS事業部）

■はじめに

の必要はない。なお NAS 電池をシステムとして

ナトリウム−硫黄電池（NAS 電池）
は、分散設置

運用する場合には、制御装置や交直変換装置な

が可能で、設置場所を問わない都市型揚水発電

どの電気設備のメンテナンスは必要である。

を標榜して開発された電力貯蔵電池である。負
極にナトリウムを、正極には硫黄を活物質として

■ NAS 電池システムと応用

用い、
セパレータ兼電解質にはナトリウムイオン

NAS 電池の電力貯蔵機能を活かすと、以下の

伝導性のあるベータアルミナ・セラミックスを使

ような様々な用途が期待できる。

用する。

・負荷平準化のみ
（基本機能）

NAS 電池は、開発段階では変電所などへの大

・負荷平準化と非常電源兼用

容量電力貯蔵を狙いとしていたが、実用段階を

・負荷平準化と瞬低対策兼用

迎えた今日では、需要家での採用が主になって

・風力、太陽光などの出力安定化

いる。

標準的な 500kW 級 NAS 電池電力貯蔵システ
ムの設置例を写真 1に示す。10 台のモジュール

■ NAS電池の原理

図2

単電池の構造

電池が5 段積み架台 2 列に収納されている。

NAS 電池の動作原理を図 1 に示す。起電力は
約 2V で、放電時には負極のナトリウムが電子を
放出してイオン化し、ベータアルミナの結晶内を
通過して正極に達し、硫黄と反応して多硫化ナト
リウムを生成する。充電時には放電時とは逆に
多硫化ナトリウムが分解して正極に硫黄が、負極
にナトリウムが生成する。NAS 電池は、両極を溶
融状態にして活物質の拡散をスムーズにすると
ともにベータアルミナのイオン伝導性を良くす
るために約 300℃の高温で運転する。固体電解
質であるベータアルミナは、ナトリウムイオンを

写真1

500kW級NAS電池システムの例

選択的に透過するが、電子電導性はないので、
原理的に自己放電がない。

NAS 電池システムに自立運転機能を持たせ、
停電時に重要負荷を系統から切り離し、NAS 電
池から給電するようにしたシステムが非常電源
図3

モジュール電池の構造

兼用システムである。設備は静止機であると共
に常時稼働しているので、非常時稼働の信頼性

合には活物質を吸着して安定化する。

は高い。

■ NAS電池の特長

用システムの例で、瞬低時には高速スイッチによ

写真 2は半導体工場に設置された瞬低対策兼
NAS電池の特長を以下に示す。
漓高エネルギー密度
単電池のエネルギー密度は 370kWh/m3 に達

維持する。
出力変動の大きい風力発電機に NAS 電池を

する。

併設して出力安定化運転を行うこともできる。

滷長寿命

風力発電の出力増大時には電池を充電し、出力

15年、4500サイクルの耐久性を持つ。
澆高効率
内部抵抗が小さいため充放電時のロスが小
図1 NAS電池の動作原理

り系統から切り離された特定負荷に対し電圧を

さく、充放電に伴う副次反応もない。NAS 電池は

低下時に放電する。風力以外にも太陽電池など
他の自然エネルギー発電との組み合わせもある。
NAS 電池は、
コンパクトに大容量の電力を貯
蔵できるだけでなく、
従来の電池と比べて高効率、

保温が必要であるが、保温に必要な熱エネルギ

長寿命である。オンサイト電源に求められるさま

ーは充放電により発生するエネルギー損失分で

ざまな機能を付与することが可能で、多方面へ

NAS 電池を構成する最小単位である単電池の

補うことができる。50kWモジュール電池の充放

の普及が期待される。

■NAS 電池の構造
構造を図 2に示す。単電池は円筒形状で、中心部

電効率は約 87% である
（直流端初期、補機損含

に負極、外周部に正極を配置し、正負極は試験管

まず）
。

形状をしたベータアルミナ管により分離される。

潺大規模集積が可能

この単電池を断熱容器内に多数収納し、直並

自己放電がないので、電池（単電池またはモジ

列に接続した組電池が図 3に示すモジュール電

ュール電池）
を直列接続した場合に各電池の放

池であり、50kW 級のものが実用化されている。

電深度にずれが生じない。
また、並列接続により

断熱容器内面にはパネルヒータが配置されてい

容量の平均化が図られている。

る。
また単電池間の隙間には砂が充填され、単電

潸電池本体はメンテナンス不要

池を保持するとともに、万一活物質が漏れた場

単電池は完全密閉タイプなのでメンテナンス

写真2

瞬低対策兼用システムの例

