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　今年3月、レジャースポットとして注目を

集めるお台場から近い中央防波堤付近に風力

発電所が運転を開始した。東京風ぐるまとい

う愛称を持った東京臨海風力発電所について、

その運営会社である（株）ジェイウインド東京

を訪ねた。（株）ジェイウインド東京は電源開

発（株）の出資会社であり、東京都の公募事業（東

京都風力発電パイロット事業）に豊田通商（株）

と共に応募し採択された。電源開発（株）広報

室の升井主任の取り計らいで、お話を新事業

部三保谷風力計画グループリーダーと西林課

長代理に伺った。

―――最初に都心における風力発電所を建設
した背景を御説明ください。

　2002年2月に東京都の公募事業として、

東京湾内での風力発電の公募がありました。

当社で風況解析を行い、採算がとれるという

ことで応募しました。2002年11月に着工し

2003年2月末には試運転を開始し3月7日に

事業認可を得ました。着工から認可まで半年

かかっていないわけです。

―――採算がとれるというのはどういうこと
で判断するのですか？

　4つあり、風、土地（広さ）、道路、送電

線です。風速が6m/s以上あれば採算がとれ

るのですが、それ以外に風車を建てるだけの

土地の確保と整地費用、機材を運ぶための道

路の確保、系統に接続するための送電線の確

保が大きな要素です。

―――風車を首都圏に建設する場合、騒音は
問題とならないのですか？

　その点は、技術的に解決しています。風車

自体の騒音は100dB程度まで低減しています

し、200m離れた地点での騒音は45dBと環

境騒音程度になります。

―――日本での風力利用について今後の見通
しはいかがでしょう。

　四季の気候など日本型の風況変化に対応し

た風車の開発や、雷対策など日本独自の問題

として解決すべき問題や、景観の問題や鳥（Bird 

Strike）の問題などの課題はあります。

　今回のインタビューは非常に勉強になり、

有意義に終わりました。紙面を借りて、御協

力いただいた電源開発（株）及び（株）ジェイウ

ィンド東京の両氏に、厚く御礼申し上げます。

　最後に東京風ぐるまは、日没後22時までは、発電

した電力の約1%を使用してライトアップをしてい

ます。皆さんもお台場に遊びに行った際など、大観

覧車の頂上付近から東京湾を眺めていただくと、ぶ

んぶん回るプロペラが小さく見える事と思います。

また羽田に着陸する飛行機の窓から見えますので、

是非一度ご覧になって、自然エネルギー利用の発電

についてお考えください。

（株）ジェイウインド東京ホームページ
http://www.j-wind.jp
風車のリアルタイム映像や１時間ごとの画像などが楽しめます

■技術委員会

　平成14年度は、平成12年度から開始した3ヵ年

活動計画の最終年度として、各調査専門委員会で

の調査活動の取りまとめを行うと共に、新たに技術

委員会全体での活動方針の検討、SMESに関する

情報交換などを行うべく、技術委員会の開催を再開

し、平成14年11月８日に第1回委員会を開いた。

　最近のSMESに関する国内外の動向、風力発電

とSMESなどの研究情報の紹介を行うと共に、今後

技術委員会で検討すべき項目に関し意見交換を行っ

た。

　また、各調査専門委員会での3カ年の調査活動

内容は下記の通りである。

（１）規制緩和における電力系統とSMESの

役割調査専門委員会

　電力系統を取り巻く内外の状況を調査し、今後

SMESに期待される役割は電力利用の時間的シフ

ト機能、アンシラリー（系統運用補助）サービスのた

めの出力調整能力、流通設備の容量の向上効果、需

要家における電力品質改善などであり、今後、成長

過程にある発展途上国などで、送電線増強よりも安

価で設置時間の短い対策としてSMESの役割が見

出せるかどうかが注目ポイントであることを示した。

（２）核融合発電所用SMES技術調査専門委員会

　RC-ITER（コスト削減型国際熱核融合実験炉）

のトロイダルコイルによるプラズマ位置制御時に発

生する125MW程度のパルス的電力需要を

SMESにより供給する技術に関し検討を進め、必要

とする電力供給時間が6～7秒程度と短いため、

150MW/4GJ程度のSMESで供給可能であるこ

とを示した。また、SMESを設置することにより、系

統に与える影響を許容値以下に抑えられ、大きな導

入効果があることが分かった。

（３）産業用SMES技術調査専門委員会

　製鉄所における熱間圧延機が発生するパルス的

電力負荷をSMESにより平準化する技術に関し調

査した。出力60MVA、貯蔵エネルギー1.5GJ程

度のSMESにより負荷を平坦に出来るが、建設コス

トが65～80億円となり、平準化の程度を電力系統

に悪影響を与えない程度でとどめる予測制御手法

を駆使しSMESの容量を最小化するなど、今後の

低コスト化技術が必要であることを示した。

（４）マイクロSMES応用技術調査専門委員会

　マイクロSMESの応用として、インターネットデー

タセンターなどMW級で1秒程度までの瞬低対策

装置への応用が有望であり、変換器構成を変更す

ることにより並列補償も直列補償も可能であり、変

換器制御を工夫することにより必要なSMES容量

を最小化できることを示した。また、直列補償の装

置は限流器への応用も可能であることを示した。

（５）電力系統におけるSMESの有効利用

調査専門委員会

　SMESを用いて、電力系統に有効電力、無効電力

を注入し、その応答から電力系統の特性をリアルタ

イムに検出する利用法を中心に調査を進めた。今後、

電力系統の自由化の進展に伴い、電力系統の安定

度余裕が少なくなっていくことが予想され、SMES

を用いてリアルタイムに電力系統の特性を把握し

ておく利用法は今後ますます必要性が高まるもの

と予想される。

（６）火力発電システムとSMES調査専門委員会

　火力発電システムとSMESに関しては、平成12

年度に火力発電所の起動停止を回避してSMES導

入により連続運転化した場合の効率向上効果を検

討した。この結果、夜間の火力発電所の停止を回避

するにはGWh級のSMESが必要との見通しとなっ

た。

（７）自然エネルギーとSMES調査専門委員会

　自然エネルギーとして風力発電を取り上げ、風況

変動に伴う発電電力の変動をSMESで平滑化する

効果をシミュレーションにより検討した。この結果、

1台あたりの容量が5MVAのSMES20台を電力

系統内に適切に分散または集中配置することにより、

風力発電の出力変動に伴う電力系統の動揺を効率

よく抑制できることが明らかとなった。

 

■企画委員会

　企画委員会では、合同委員会の形態で、技術、広報、

財務などの各委員長や、事務局長を交えた会合を

中心に、RASMESの体制、構想、活動規則などの検

討を行っている。最近の経済情勢を反映して、企業

の合理化の波に圧されて研究会のメンバーの活動

も制約を受けやすい情勢になってきてはいるが、技

術委員会を中心に任意団体であるにもかかわらず

息の長い活動を続けてこれたのも、ひとえに

SMESへの情熱で動いていた各個人個人の活力に

あると思われる。

　研究会の外部では、NEDO－ISTECで続けられ

ている国プロのSMES開発も本年は第2フェーズ

の最終年を迎えている。また、その波及効果とも言

えるかもしれないが、中部電力が管内の液晶工場で

あるシャープ亀山工場へのSMES設置をプレス発

表している。また、RASMESのOBである奥村氏を

中心に、テクノバ、東京電子、核融合研究所が、

NEDOの基盤技術研究促進事業において平成14

年度から「高精度電圧変動補償装置による高品位

新電力供給システムの開発」という件名で、SMES

向けの変換器技術の開発を開始したことも新たな

トピックスである。

　これらの動きは、言うなればRASMESも直接的、

間接的にSMES技術の実用化に貢献してきた賜物

とも言えよう。従って、当研究会の成果が花を開き

つつあると評価してもよいと考えられる。研究会と

しては、さらに新しいアイデアを世に送り出し、研究

会内外でのメンバー企業、団体のさらなる発展につ

ながれば、会としての存在意義も認識してもらえる

のではないかと自信を深める次第である。

■国際委員会

　本年度の活動は、昨年度同様にSMES文献デー

タベースの作成を中心に行った。

　米国では、アラスカSMES以来迷走していた

BWX Technologies社が、フロリダ州立大学

Center of Applied Power Systems(CAPS)

への100MJ SMESの納入に成功している。

　電力貯蔵を取り巻く世界で至近の市場と見込ま

れている瞬低対策の分野においても変化が見られ、

従来の鉛蓄電池UPS（無停電電源システム）に対

抗して、フライホイールが売れ始めている。また、新

型電池と言われているNAS、レドックスフローも価

格低下競争に入りつつある。一方で、American 

Superconductor社のマイクロSMES技術は、次

第に変換器による系統制御デバイスに特化し始め

てきている。SMESを取り巻く環境は、日に日に変

化を続けている。

　なお、電力事情が良好な我が国では実感できな

いが、東南アジアなどでは、たとえば自家発電設備

が備わっているような一流ホテルでもしばしば電圧

動揺を目の当たりにすることがある。また、日系の

工場の方に聞けば、瞬低は年間１万回、すなわち１時

間に１回以上起こっているとのことである。従って、

SMES技術はこのような国に貢献できる技術であ

るが、なかなか日本にはその実態が伝わらないのが

もどかしい。

■広報委員会

　皆様もご存知のように、最近エネルギー貯蔵技術

が注目されており、SMES開発も各方面で加速さ

れております。従来広報委員会では、会員の皆様の

ために市場ニーズの把握を目的とした見学先を設

定することが多かったのですが、今年はSMES開発

現場の見学会を計画しております。特にNEDOの

プロジェクト（（財）国際超電導産業技術研究センター

が受託し、九州電力（株）及び中部電力（株）で試験

実施）では負荷変動補償用・周波数調整用システム

が建設途中であり、その見学会を技術委員会と協力

して計画しています。

　また、今年は座談会も計画しております。「SMES

とは何だろう？」、「SMESはなぜ必要なのだろう？」、

「どんなビジネスがあるのだろう？」、「人類はエネ

ルギー問題をどのように解決していくべきなのだろ

う？」など、皆様が日頃個人ベースで気にしていらっ

しゃるような事項から本格的技術事項まで本音で話

せる絶好の機会です。会員の皆様には後日ご案内

させていただきますので、是非ご参加いただければ

と思います。

東京臨海風力発電所（東京風ぐるま）について
（株）ジェイウィンド東京インタビュー

RASMESの動向

わが国では、1997年に「新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）」

が施行された。同法において、新エネルギー

は「新エネルギー利用等」として、「石油に対

する依存度の軽減に特に寄与する石油代替エ

ネルギーのうち、経済性の面における制約か

ら普及が十分でないもの」、「その促進を図る

ことが石油代替エネルギーの導入を図るため

特に必要なもの」と定義されている。このた

め新エネ法では、実用化段階に達している地

熱発電や水力発電、未だ研究開発段階にある

波力発電や海洋温度差発電等は、いわゆる自

然エネルギーであっても「新エネルギー」に

は指定されていない。

わが国における「新エネルギー」の区分、

ならびに各区分の2000年度末時点での導入

実績は、別表の通りとなっている。これらの中、

バイオマスや雪氷熱利用は2002年の政令改

正によって新たに加えられた項目である。新

エネルギーの供給割合は、2000年度実績で

エネルギー供給量全体に対して1％台となっ

ているが、2010年にはこれを3％まで高め

ることが目標とされている。

一方で、2003年4月からは「電気事業者

による新エネルギー等の利用に関する法律（RPS

法）」が施行された。そこでは「新エネルギー

等」として、具体的に風力、太陽光、地熱、

水力（中小規模）、バイオマスを熱源とする熱

が対象として挙げられている。RPS法は電気

事業者（電力会社）に対して一定量の新エネ

ルギー等電気を利用することを義務づけた法

律であり、2010年度には同利用量を122

億 kWh（供給割合では1.35％に相当）とす

ることが目標となっている。

新エネルギーによる発電は、一般的にエネ

ルギー密度や発電効率が低く、設備に係るコ

ストが高いという課題がある。さらに、出力

が不安定なうえに送電系統が整備されていな

い遠隔地に発電所が建設されることが少なく

ないため、大規模に導入する際には周波数変

動抑制などの系統安定化や、既存系統の増強

などの措置を講ずる必要性が指摘されている。

とは言え、CO2排出量が少なく環境負荷が小

さい点、石油代替エネルギーとしてエネルギー

セキュリティー上の観点から有効であること、

導入にあたって新規産業・雇用の創出に貢献

するなどといった意義があり、今後の普及拡

大が期待されている。

「新エネルギー」とは？「新エネルギー」とは？

供給サイドの新エネルギー

太陽光発電

風力発電

廃棄物発電

バイオマス発電

太陽熱利用

未利用エネルギー

（雪氷冷熱を含む）

廃棄物熱利用

バイオマス熱利用

黒液・廃材等

新エネルギー供給計

2000年度（実績）

原油換算

（万kl）

8.1

6.1 

121 

5.1

89

4.5

4.5

－

490

728

設備規模

（万kW）

31.7

14.4

103

7.2

－

－

－

－

－

－

需要サイドの新エネルギー

クリーンエネルギー自動車 *1

天然ガスコージェネレーション *2

燃料電池

2000年度（実績）

*1：需要サイドの新エネルギーである電気自動車、燃料電池自動車、
ハイブリット自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、更にディー
ゼル代替LPガス自動車を含む。
*2：燃料電池による物を含む。

出所）経済産業省ホームページより作成
http://www.atom.meti.go.jp/siraberu/qa/00/sin-ene/03-002.html

表　新エネルギーの種類別の区分・導入実績

8.2万台

170万kW

1.2万kW

Column
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風力発電と電力貯蔵

　風力発電は世界的に導入台数が増えており、

費用面でも火力発電の原価にかなり接近してき

ていると言われている。新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）が発表した資料

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/rep

ort/905/905-05.pdf）によれば、2002年末

時点での世界の風力発電設備の規模は、3100

万kWに到達していると見られる。それらのうち

4分の3は欧州に立地しているが、最近では米国

も再び建設ブームと言える状況で、2002年だ

けでも約45万kWの増設があり、総発電容量は

470万kW近くに達しているとのことである。日

本国内に目を向けると、過去の長期需給見通し

では、風力発電の2010年時点での導入量は

30万kWと想定されていたが、今では近々に

50万kWを超えるという情勢になっており、最新

の長期需給見通しでは2010年の導入目標は

300万kWに改訂されている（表1）。

　風力発電設備には、定格出力が10kW程度の

ミニ風力発電から数MWの大型風車まで様々な

種類がある。発電方式は、誘導発電機方式と可

変速同期発電機方式の2つに大きく分かれ（表2）、

これまでは前者が主流であった。しかしながら近

年、可変速同期発電技術を用いた後者のタイプが、

定格出力が1,000kWを超える大型機で採用さ

れるようになっている。

　誘導発電機は、発電時に無効電力を消費する

ため、発電量が増えるほど発電機側の交流電圧

が低下してしまうという難点がある。一方、可変

速同期発電機の場合は、低い風速でも発電可能

であることが長所であるが、長距離送電線で発

電した電力を輸送する場合、送電線の両端で位

相がずれてスイングし、風況の急変や系統事故

が起こった際に送電線が不安定になりトリップ（脱

落）する危険性が出てくる。

　現在、このような風力発電の課題を解決する

方法として、電力貯蔵装置の併設が注目されて

いる（図1）。中でも超電導エネルギー貯蔵シス

テム（SMES）は、高速に出力を変化させること

ができる点や、特に短時間の出力を得るのに背

後の電力貯蔵容量を小さく抑えることができる

点が大きなメリットとされているため、その導入が、

短時間の需給変動や電力系統の安定化に貢献

すると考えられている。

　また、上述のような問題の解消には、数秒間の

出力を確保し得る電力貯蔵装置が必要になる訳

であるが、貯蔵技術として電池を採用する場合

には、30分～1時間程度の貯蔵容量をもつもの

が必要となるところ、SMESであればその時間

分の貯蔵容量で充分と考えられる。従って、

SMESの効果的な利用法としては、

・短時間（10秒未満）の出力脈動のような、

近隣需要家にフリッカ（ちらつき）として影

響を与える出力変動の抑制

・1秒未満のエネルギーの入出力で安定化す

る同期発電機型風力の安定度維持

が妥当と考えられる。因みに、これらの効果を得

るのに必要とされる変換器容量は、風力発電設

備の定格出力の20～30％程度、つまり、1～2

万kWクラスのウインドファームであれば、

2,000～3,000kW級のマイクロSMESが適

切な規模ということになる。

　SMESによる変動吸収よりも長い周期の風力

発電の出力変動は、系統周波数に悪影響を及ぼ

すことが懸念されているが、この点については

平成12年に資源エネルギー庁新エネルギー部

会電力系統影響評価検討小委員会において議

論がなされており、その報告書が同庁ホームペ

ージ（http://www.meti.go.jp/report/down

loadfiles/g00714cj.pdf）にて公開されてい

るので参照されたい。　　　　　　　　　　　

 1999年度実績 2010年度目標ケース

 原油換算 設備規模 原油換算 設備規模

 （万kl） （万kW） （万kl） （万kW）

 5.3 20.9 118 482 約23倍

 3.5 8.3 134 300 約38倍

 115 90 552 417 約5倍

 5.4 8 34 33 約6倍

2010/1999

の倍率

太陽光発電

風力発電

廃棄物発電

バイオマス発電

表１　至近の長期需給見通しにおける新エネルギー発電の導入目標

図1　電力貯蔵装置を併設した風力発電設備のイメージ

出所：資源エネルギー庁新エネルギー部会，

「電力系統影響評価検討小委員会 中間報告書」（平成12年7月）　※表2, 図1とも

表2　風力発電方式の比較

 発電方式 誘導発電機方式 可変速同期発電機方式

 風エネルギー 脈動有り

 回転数 一定速 可変速

 発生電力 脈動発生大 脈動微少

風車
変圧器

インバータ

変圧器

電力貯蔵

制御装置

負荷施設

系統

AC
DC
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超電導電力貯蔵（SMES）システム技術開発について
　平成3年度から平成10年度にかけて行った第

1フェーズの研究開発では、パイロットプラントの

実現に必要な要素技術（超電導コイル、交直変換

装置、クエンチ保護方式等）の開発を実施（資源

エネルギー庁より受託）し、パイロットプラントを

実現できる要素技術の見通しを得た。平成11年

度からは、コストのかかる大型の負荷平準化用で

はなく、電力系統制御技術として、5ヵ年計画で超

電導コイルの低コスト化のための技術開発等（NEDO

から受託）をプロジェクト参加企業と一丸となり進

めている。

　具体的には、市場ニーズがあり実用化の可能性

が見込まれる小規模な系統制御用（系統安定化用

途（100MW、15kWh）と負荷変動補償・周波

数調整用途（100MW、500kWh））のSMES

に的を絞り、コスト低減効果の大きいコイル及び真

空断熱容器等の周辺機器を主体として低コスト化

のための要素技術開発を行うとともに、実用化の

ための達成すべき目標コストを設定し、実現可能

なコストレベルを明らかにすることとしている。また、

冷凍システム面での効率が高く、高性能コンパクト

化による将来の更なるコスト低減が期待される高

温超電導体を用いたSMESについても評価コイ

ル試験を含めた技術調査を行っている。

　これまでに各用途の特徴を考慮しつつ、導体構

造の簡素化や設計磁界の最適化等の観点から設計

を進め、短尺導体による性能検証、コスト分析・

評価を行い、各用途に対して最もコスト低減の可

能性が高い導体、コイル方式を決定した。14～

15年度のスケジュールで、評価用要素モデルコ

イルを試作して九州電力（株）今宿総合試験セン

ターおよび中部電力（株）超電導試験センターに

て性能評価試験を実施し、コスト低減を図った超

電導コイルの技術的実現可能性の検証を行っている。

　また、高温超電導体を用いたSMESについても、

概念設計により高磁界コンパクト化の技術的方向

性を明確にし、高温超電導線材の技術レベル調査

等により高温超電導の適用による更なるコスト低減

の潜在的な可能性を見出した。

今後は、本フェーズでのコスト低減コイルの実現可

能性の検証結果を踏まえ、実用SMESシステム

の実現のため、直流型変換器や効率冷却系等との

最適化などトータルシステムとしての開発と、更な

るコストダウンを見込める高温超電導体の積極活

用へ向けた技術開発が進展することを強く期待し

たい。

新規会員企業ご挨拶

代表取締役　田中　安彦

　“あらたなる時代”“創

世紀元年”として迎えた

21世紀、地球的規模で

の環境問題や、国際競

争化における産業構造

の転換など社会情勢の

変化が著しい中、『循環

型社会』、『資源の有効利用』に社会的規模での貢

献を目標に努力、努めて参りました。

　大量生産・消費時代も終焉を迎え、環境型社会を

基本に集約変貌する産業構造に対し、課題の多い

21世紀を迎え、企業として速やかな対応が必要な

ことは当然の事ながら、特に資源化リサイクルの問

題を含め、『資源循環型』、『環境問題』、『エネルギ

ー問題』については、当社にとりましても重要課題

となっております。

　当社と致しましても、一昨年より関連会社との共

同開発・共同歩調により『食品リサイクル法』に基づ

き、堆肥化事業の拡充を重点に『バイオマス資源』

の強化と『農業支援を含む循環型社会構築』の基

盤整備に努めて参りました。

　当社の基本には、常に『資源に対する探求心と、

自然の恩による感謝の気持ち』が在りますが、循環

社会を考える上で、私どもにとりましては、最も重要

なモラルであると認識致しております。

　エネルギー問題に関しましても、当初は発展途上

国への機械設備支援がきっかけとなり、電気の安定

供給・有効利用の問題から、超電導・エネルギーの

貯蔵技術に関する問題へと認識も変わって参りま

した。

　サーマルリサイクルを始め、当社の業界に対して

の課題も大変多く載積されては居りますが、一企業

の拙い努力では有りますが、今後も信念を持って取

り組んで参りたいと存じます。

　豊かなる心を持って、大切な資源を最大限に生

かし『大地に優しく、地球環境に優しい』循環型社

会を基本理念において、社員一丸となって推進して

参りたいと存じますので、今回の入会を機会に、会

員の皆様方には、御指導御教鞭の程を含め、宜しく

御願い申し上げます。

（財）国際超電導産業技術研究センター（ISTEC）

（有）タナカ興業

 項目 系統安定化用 負荷変動補償・周波数調整用

 導体方式 アルミ安定化NbTi CIC NbTi安定化銅分離 CIC

 最大蓄積エネルギー 2.85MJ 10.8MJ

 コイルの大きさ （ユニットコイル） （ユニットコイル）

 外径×内径×長さ 1108×400×519mm 1126×600×511mm

 ターン数 24ターン×16層 24ターン×12層

 コイル数 1 4

 コイル配置 単一ソレノイド配置 マルチポールソレノイド配置

  　（マルチポール配置は10.8MJ SMESで代表する） 

 運転電流 9.6kA 10kA

 運転電圧 2kV 2kV

 最大磁界 5.66T 4.8T

 クライオスタット （内径×高さ）500×2000mm （内径×高さ）3300×1700mm

  ・高磁界設計 ・低磁界設計

 コイルの特徴 ・安定化アルミ表面酸化素線 ・安定化銅外部分離一次撚線

  ・導体グレーディング ・SHeによる強制冷却

  ・SHeによる強制冷却 

 コイルシステム

 鳥瞰図

 試験実施場所 九州電力（株）今宿総合試験センター 中部電力（株）超電導試験センター

性能評価試験用要素モデルコイルの諸元
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■技術委員会

　平成14年度は、平成12年度から開始した3ヵ年

活動計画の最終年度として、各調査専門委員会で

の調査活動の取りまとめを行うと共に、新たに技術

委員会全体での活動方針の検討、SMESに関する

情報交換などを行うべく、技術委員会の開催を再開

し、平成14年11月８日に第1回委員会を開いた。

　最近のSMESに関する国内外の動向、風力発電

とSMESなどの研究情報の紹介を行うと共に、今後

技術委員会で検討すべき項目に関し意見交換を行っ

た。

　また、各調査専門委員会での3カ年の調査活動

内容は下記の通りである。

（１）規制緩和における電力系統とSMESの

役割調査専門委員会

　電力系統を取り巻く内外の状況を調査し、今後

SMESに期待される役割は電力利用の時間的シフ

ト機能、アンシラリー（系統運用補助）サービスのた

めの出力調整能力、流通設備の容量の向上効果、需

要家における電力品質改善などであり、今後、成長

過程にある発展途上国などで、送電線増強よりも安

価で設置時間の短い対策としてSMESの役割が見

出せるかどうかが注目ポイントであることを示した。

（２）核融合発電所用SMES技術調査専門委員会

　RC-ITER（コスト削減型国際熱核融合実験炉）

のトロイダルコイルによるプラズマ位置制御時に発

生する125MW程度のパルス的電力需要を

SMESにより供給する技術に関し検討を進め、必要

とする電力供給時間が6～7秒程度と短いため、

150MW/4GJ程度のSMESで供給可能であるこ

とを示した。また、SMESを設置することにより、系

統に与える影響を許容値以下に抑えられ、大きな導

入効果があることが分かった。

（３）産業用SMES技術調査専門委員会

　製鉄所における熱間圧延機が発生するパルス的

電力負荷をSMESにより平準化する技術に関し調

査した。出力60MVA、貯蔵エネルギー1.5GJ程

度のSMESにより負荷を平坦に出来るが、建設コス

トが65～80億円となり、平準化の程度を電力系統

に悪影響を与えない程度でとどめる予測制御手法

を駆使しSMESの容量を最小化するなど、今後の

低コスト化技術が必要であることを示した。

（４）マイクロSMES応用技術調査専門委員会

　マイクロSMESの応用として、インターネットデー

タセンターなどMW級で1秒程度までの瞬低対策

装置への応用が有望であり、変換器構成を変更す

ることにより並列補償も直列補償も可能であり、変

換器制御を工夫することにより必要なSMES容量

を最小化できることを示した。また、直列補償の装

置は限流器への応用も可能であることを示した。

（５）電力系統におけるSMESの有効利用

調査専門委員会

　SMESを用いて、電力系統に有効電力、無効電力

を注入し、その応答から電力系統の特性をリアルタ

イムに検出する利用法を中心に調査を進めた。今後、

電力系統の自由化の進展に伴い、電力系統の安定

度余裕が少なくなっていくことが予想され、SMES

を用いてリアルタイムに電力系統の特性を把握し

ておく利用法は今後ますます必要性が高まるもの

と予想される。

（６）火力発電システムとSMES調査専門委員会

　火力発電システムとSMESに関しては、平成12

年度に火力発電所の起動停止を回避してSMES導

入により連続運転化した場合の効率向上効果を検

討した。この結果、夜間の火力発電所の停止を回避

するにはGWh級のSMESが必要との見通しとなっ

た。

（７）自然エネルギーとSMES調査専門委員会

　自然エネルギーとして風力発電を取り上げ、風況

変動に伴う発電電力の変動をSMESで平滑化する

効果をシミュレーションにより検討した。この結果、

1台あたりの容量が5MVAのSMES20台を電力

系統内に適切に分散または集中配置することにより、

風力発電の出力変動に伴う電力系統の動揺を効率

よく抑制できることが明らかとなった。

 

■企画委員会

　企画委員会では、合同委員会の形態で、技術、広報、

財務などの各委員長や、事務局長を交えた会合を

中心に、RASMESの体制、構想、活動規則などの検

討を行っている。最近の経済情勢を反映して、企業

の合理化の波に圧されて研究会のメンバーの活動

も制約を受けやすい情勢になってきてはいるが、技

術委員会を中心に任意団体であるにもかかわらず

息の長い活動を続けてこれたのも、ひとえに

SMESへの情熱で動いていた各個人個人の活力に

あると思われる。

　研究会の外部では、NEDO－ISTECで続けられ

ている国プロのSMES開発も本年は第2フェーズ

の最終年を迎えている。また、その波及効果とも言

えるかもしれないが、中部電力が管内の液晶工場で

あるシャープ亀山工場へのSMES設置をプレス発

表している。また、RASMESのOBである奥村氏を

中心に、テクノバ、東京電子、核融合研究所が、

NEDOの基盤技術研究促進事業において平成14

年度から「高精度電圧変動補償装置による高品位

新電力供給システムの開発」という件名で、SMES

向けの変換器技術の開発を開始したことも新たな

トピックスである。

　これらの動きは、言うなればRASMESも直接的、

間接的にSMES技術の実用化に貢献してきた賜物

とも言えよう。従って、当研究会の成果が花を開き

つつあると評価してもよいと考えられる。研究会と

しては、さらに新しいアイデアを世に送り出し、研究

会内外でのメンバー企業、団体のさらなる発展につ

ながれば、会としての存在意義も認識してもらえる

のではないかと自信を深める次第である。

■国際委員会

　本年度の活動は、昨年度同様にSMES文献デー

タベースの作成を中心に行った。

　米国では、アラスカSMES以来迷走していた

BWX Technologies社が、フロリダ州立大学

Center of Applied Power Systems(CAPS)

への100MJ SMESの納入に成功している。

　電力貯蔵を取り巻く世界で至近の市場と見込ま

れている瞬低対策の分野においても変化が見られ、

従来の鉛蓄電池UPS（無停電電源システム）に対

抗して、フライホイールが売れ始めている。また、新

型電池と言われているNAS、レドックスフローも価

格低下競争に入りつつある。一方で、American 

Superconductor社のマイクロSMES技術は、次

第に変換器による系統制御デバイスに特化し始め

てきている。SMESを取り巻く環境は、日に日に変

化を続けている。

　なお、電力事情が良好な我が国では実感できな

いが、東南アジアなどでは、たとえば自家発電設備

が備わっているような一流ホテルでもしばしば電圧

動揺を目の当たりにすることがある。また、日系の

工場の方に聞けば、瞬低は年間１万回、すなわち１時

間に１回以上起こっているとのことである。従って、

SMES技術はこのような国に貢献できる技術であ

るが、なかなか日本にはその実態が伝わらないのが

もどかしい。

■広報委員会

　皆様もご存知のように、最近エネルギー貯蔵技術

が注目されており、SMES開発も各方面で加速さ

れております。従来広報委員会では、会員の皆様の

ために市場ニーズの把握を目的とした見学先を設

定することが多かったのですが、今年はSMES開発

現場の見学会を計画しております。特にNEDOの

プロジェクト（（財）国際超電導産業技術研究センター

が受託し、九州電力（株）及び中部電力（株）で試験

実施）では負荷変動補償用・周波数調整用システム

が建設途中であり、その見学会を技術委員会と協力

して計画しています。

　また、今年は座談会も計画しております。「SMES

とは何だろう？」、「SMESはなぜ必要なのだろう？」、

「どんなビジネスがあるのだろう？」、「人類はエネ

ルギー問題をどのように解決していくべきなのだろ

う？」など、皆様が日頃個人ベースで気にしていらっ

しゃるような事項から本格的技術事項まで本音で話

せる絶好の機会です。会員の皆様には後日ご案内

させていただきますので、是非ご参加いただければ

と思います。

東京臨海風力発電所（東京風ぐるま）について
（株）ジェイウィンド東京インタビュー

RASMESの動向

わが国では、1997年に「新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）」

が施行された。同法において、新エネルギー

は「新エネルギー利用等」として、「石油に対

する依存度の軽減に特に寄与する石油代替エ

ネルギーのうち、経済性の面における制約か

ら普及が十分でないもの」、「その促進を図る

ことが石油代替エネルギーの導入を図るため

特に必要なもの」と定義されている。このた

め新エネ法では、実用化段階に達している地

熱発電や水力発電、未だ研究開発段階にある

波力発電や海洋温度差発電等は、いわゆる自

然エネルギーであっても「新エネルギー」に

は指定されていない。

わが国における「新エネルギー」の区分、

ならびに各区分の2000年度末時点での導入

実績は、別表の通りとなっている。これらの中、

バイオマスや雪氷熱利用は2002年の政令改

正によって新たに加えられた項目である。新

エネルギーの供給割合は、2000年度実績で

エネルギー供給量全体に対して1％台となっ

ているが、2010年にはこれを3％まで高め

ることが目標とされている。

一方で、2003年4月からは「電気事業者

による新エネルギー等の利用に関する法律（RPS

法）」が施行された。そこでは「新エネルギー

等」として、具体的に風力、太陽光、地熱、

水力（中小規模）、バイオマスを熱源とする熱

が対象として挙げられている。RPS法は電気

事業者（電力会社）に対して一定量の新エネ

ルギー等電気を利用することを義務づけた法

律であり、2010年度には同利用量を122

億 kWh（供給割合では1.35％に相当）とす

ることが目標となっている。

新エネルギーによる発電は、一般的にエネ

ルギー密度や発電効率が低く、設備に係るコ

ストが高いという課題がある。さらに、出力

が不安定なうえに送電系統が整備されていな

い遠隔地に発電所が建設されることが少なく

ないため、大規模に導入する際には周波数変

動抑制などの系統安定化や、既存系統の増強

などの措置を講ずる必要性が指摘されている。

とは言え、CO2排出量が少なく環境負荷が小

さい点、石油代替エネルギーとしてエネルギー

セキュリティー上の観点から有効であること、

導入にあたって新規産業・雇用の創出に貢献

するなどといった意義があり、今後の普及拡

大が期待されている。

「新エネルギー」とは？「新エネルギー」とは？
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理　事　長　上之薗　博　（財）電力中央研究所特別顧問

理事長代理　仁田　旦三　東京大学工学部教授

顧　　　問　相山　義道　低温工学会会長

　　　　　　栗野　　満　東京工業大学名誉教授

　　　　　　入江冨士男　九州大学名誉教授
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　　　　　　伊瀬　敏史　大阪大学大学院工学研究科教授
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　　　　　　正田　英介　東京理科大学理工学部教授

　　　　　　村上　吉繁　福井工業大学電気工学科教授

　今回は自然エネルギーとSMESの関連について主

に取り上げてみました。我々人類は、自然エネルギー

を少しでも前向きに捉え利用度を上げていくべきなの

は何となく理解しております。しかし実際には、かな

り成熟している今の電力技術に対し、自然エネルギー

技術は優位性を確保するまでには現在至っておりませ

ん。SMESに関しましても他の技術と同様、研究者

のアイデア段階から技術的実用化へ、更にはビジネス

の構築まで持っていくのは並大抵の努力ではできない

難しい面もございます。

　最近当研究会では「研究プロジェクトの進め方」や

「斬新な発明をするためには」など、モノづくりの原

点に発ち返った議論がよくなされております。異業種

が集まり、また任意団体であるが故の自由さを活かし

た当研究会であるからこそ、このような論題を大真面

目に扱うことができるのではないかと感じます。皆様

もSMESのみにとらわれず人材育成の意味からも積

極的に会に参加していただければと思います。今年は

このような研究会の雰囲気を活動に反映させ更に発展

させるために、座談会形式の合宿を開催することも検

討中です。情報化時代の中で忙しさに身を任せるだけ

でなく、忙しいからこそたまにはゆっくりとした時の

流れを感じながらお互いに触発されエネルギーを蓄え

ることも必要なのではないでしょうか。

　なおVOICEにも載っておりますが、当研究会の各

委員長が新しくなりました。理事長代理には仁田先生

(東大)、企画・国際委員会には諸住委員長(三菱総研)、

技術委員会には秋田委員長(電中研)、財務委員会には

小西委員長(日立)が新しく就任いたしました。諸先輩

方々の伝統を受け継ぎながらも明確に進化と言えるよ

うな新しい時代を作るべく、現在合同委員会では積極

的な議論が重ねられております。どんな活動内容にし

ていくべきなのか。混迷を続ける日本を、我々は技術

的側面で今一度高みへ持ち上げるためには何が必要な

のか。今必要なのは、妥協を許さない徹底的な討論と

信念に基づいた行動ではないかと思います。徹底して

考え抜き、自分で道を創り時代をリードする。後で振

り返れば革新と表現しても良いと思えるくらいのこと

をしてみたいものです。
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平成14年6月～15年5月

6/26　　理事会

6/26　　平成14年度定期総会

6/26　　第14回超電導電力貯蔵研究発表会

8/23　　平成14年度第1回合同委員会

11/8　　第254回技術委員会（全体）

2/13　　第255回技術委員会

　　「核融合発電所用SMES技術調査専門委員会」

2/13　　第256回技術委員会

　　「産業用SMES技術調査専門委員会」

3/20　　第257回技術委員会

　　「産業用SMES技術調査専門委員会」

3/26　　平成15年第1回広報委員会

4/2 第258回技術委員会

　　「自然エネルギーとSMES調査専門委員会」

4/2 　　第259回技術委員会

　　「マイクロSMES応用技術調査専門委員会」

5/9 　　平成15年度第1回合同委員会

5/12　　平成15年第2回広報委員会

　　・電源開発グループとの協議

5/29　　平成15年第3回広報委員会

新委員長挨拶

技術委員長に就任して
　平成14年度から、前任の田

中委員長（現：早稲田大学教授）

の後を引き継ぎ、技術委員会の

委員長に就任いたしました。

SMES研究会の活動の中で技術

委員会での技術調査活動は、各

調査専門委員会の委員長各位な

ど関係の方々の御努力により、

世界的にも特徴のある極めてユ

ニークな活動であると認識して

おります。平成14年度は、前

田中委員長が設定されました3

ヵ年調査計画の最終年度として調査の取りまとめを行いま

した。これと平行して、新たな活動として全体の技術委員

会を再開いたしました。平成15年度は、SMESを取り巻

く最新の情報をいち早く共有し、SMES研究会として取

り組むべき課題を様々な角度から検討するため、全体の技

術委員会を中心に活動を進めていく所存ですので、引き続

き御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

秋田　調
（財）電力中央研究所

狛江研究所
電気物理部長

財務委員長に就任して
　会員の皆様には研究会にご理

解とご協力をいただき有難うご

ざいます。昨年途中から八巻財

務委員長の後を引継ぎ、健全で

透明な財務運営を目指し取組ん

でおります。昨年11月から先

生方等の旅費支払を、従来の一

律から実費プラス日当、然も自

己申告制に変更しました。ご不

便をお掛けしますが、よろしく

ご協力をお願い致します。また、

より多くの会員参加を募るため、

OBの方々を含めた個人会員制を検討しております。ご意

見等ございましたら事務局宛に連絡下さい。平成15年度

は技術委員会や研究会の更なる活性化を図っていきたく、

財務委員会として大いにバックアップしていく所存です。

小西　博雄
（株）日立製作所
電気システム事業部
変電システム本部
主管技師

企画委員長に就任して
　今年度より、前任の角井委員

長（元：石川島播磨重工（株））

の後を引き継ぎ、企画委員長に

就任いたしました。SMESに限

らず全般的に技術開発は曲がり

角に至っており、新しい方針を

打ち出さなければならない時期

に難しい役割を引き受けたとい

うのが率直な感想です。研究会

は、過去に法人格化を検討した

時期もありました。しかし昨今

の公的団体、組織の独立行政法

人化などの動きをみますと、これら団体組織は経営を強く

意識せざるを得なく、このためRASMESでこそ制約のな

い自由な議論が出来るのではと考えております。こういっ

たメリットを活かして、自分とは異なる世界を持つ人々と

の本音の交流の場として会を活用ください。

諸住　哲
（株）三菱総合研究所
エネルギー研究本部
エネルギー政策研究部長

OICE
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