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創立20周年を迎えて
会長　上之薗　博

理事長　仁田 旦三

　超電導エネルギー貯蔵研究会が発足し、

20年が経過した。発足は丁度高温超電導

体が発見された時期にあたる。それ以来、

活発に活動し、世界的にもRASMESの名前

が知られるようになっている。その活動に

関しても本紙年譜にも述べられている。そ

こで、研究会の特徴に触れながら、今後の

展開について考えてみる。

　RASMESは任意団体である。これは大き

な特徴であり、自由で活発な議論を通して、

超電導エネルギー貯蔵のみならず、超電導、

エネルギー貯蔵に関する調査や今後の開

発方針のあり方などを議論し、新テーマの

創出やそれに対する回答を与えている。こ

の任意団体に関して、現在、NPOの新しい

制度が出来つつあり、それに対応するかど

うか今後の課題である。

　自由で活発な議論の展開は、RASMESの

大きな特徴の一つである。一つの研究発

表や研究紹介に対して、十分な時間をとり、

多方面の専門家が議論する場としてのこ

のRASMESの方式はますます重要度を増し

ていくと考える。

　技術的な展望に関しては、超電導エネル

ギー貯蔵の具体的課題の抽出と検討はこ

れまでにも増して必要である。既に実用化

されているSMESはあるが、まだまだ、SMES

の特徴が発揮されているとは言い難い。今

後、その応用に関しても議論が深まること

を期待する。また、SMESのシステム要素と

してマグネットをはじめとする低温部分、電

力変換器、制御方法などまだまだ機能・コ

スト等検討すべき項目も多い。さらに、酸

化物超電導線材の開発も進み、その利用

方法に関しても検討する必要がある。今ま

での低温超電導線材との置き換えのみな

らず、高温超電導線ならではの利用方法を

検討すべきであろう。

　エネルギー貯蔵の観点から見ると、電池、

フライホール、キャパシタ、水素、圧縮空気

など様々な方式が提案され、実用化もされ

ている。これらとSMESとの関係（棲み分け）

も検討されてきたが、マイクログリッドなど

新しいシステムの検討に沿った新しい利用

方法の検討も進める必要がある。

　以上のような検討は、繰り返しになるが、

自由で活発な議論なくしては成立しない。

RASMESの存在が今後ますます重要であろ

う。そのためには研究会メンバーとして多

方面の専門家が必要なことは言うまでもな

い。多方面の多くの方々が参加されること

を期待する。

　RASMESは、SMESに関する調査や研究の

方向性を議論するのみならず、見学会を通

して技術のあり方を探り、特別講演等から

の教養を深める、など多くの成果をあげて

きたと考える。

　今後ますます必要な研究会であることを

期待する。

　本研究会は今年20周年を迎える｡この機

会に、創立時の状況を振り返ることは、今後

の研究会の活動を検討するのに有意義で

あると考える｡

　超電導エネルギー貯蔵（SMES）の研究は、

米国ウィスコンシン大学R. ブーム教授の構

想に、わが国の高エネルギー物理学研究所

の増田教授（当時）が賛同し、共同研究を

開始したのが発端である。これを受けて、

1977年、1978年に筑波で「超電導エネル

ギー貯蔵シンポジウム」が、1989年には米国、

欧州をはじめ世界各国から多数の研究者

が集まり、大阪で世界で初めて「国際超電

導エネルギーシンポジウム」が開催された。

　さらに、1981年から3ヵ年をかけて新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

と（財）エンジニアリング振興協会（ENAA）

の2機関において、実用規模SMESの概念設

計とその経済評価が行われ、SMESの建設

は技術的に可能であり、現在の揚水発電と

経済的に競合し得るとの結論が示された。

　これを契機として、この研究の実用化を

目指し､新しい組織を作ることが大学・企業

の超電導研究者の間で纏まり、設立趣意書・

組織の提案が行われ、会長に向坊氏（元東

大総長・原子力委員会委員長）、理事長に

梅澤氏（元科学技術庁次官・吉田科学技術

財団理事長）を迎え、1986年5月16日、大学

関係者、通産省関係者及び民間から電力、

重工、鉄鋼、重電、建設、低温メーカーなど

の分野から28社が集まり、当研究会が発足

したのである。

　具体的な研究活動は、5GWh SMES商用

プラントの概念設計から開始し、1988年には、

ソレノイド型20MWh SMESや高温超電導SMES、

その後世界的な研究動向にも配意し、米国

で進められた早期実用化を狙った経済的

なマイクロSMES、欧州で行われた小規模

SMESなどの調査を行う他、わが国での適

用を検討するため、パルス応答型SMES､磁

気浮上列車用SMES、需要家用マイクロSMES、

変動負荷用中規模SMES、自然エネルギー

用SMES、宇宙用SMES、超大電流用導体な

ど数多くの概念設計研究、冷却など周辺技

術研究、システム研究、経済性評価など幅

広い分野について本研究会の特徴である

各分野の専門家の力を結集して研究を進め、

積極的に報告を行ってきた。

　また、関連団体と共同でのシンポジウム、

内外の著名研究者による講演会などを開

催し、さらに海外の学会などにも積極的に

参加し、RASMESの名を広く周知してきた。

今後とも会員が一致協力して、この良き伝

統を守り、更なる発展をすることを期待し

たい。

　この研究会の創立及びその後の発展に

格段の貢献をされ、この礎を築かれた梅澤

名誉会長、増田初代運営委員長、横山事務

局長は昨年、本年初め相次いで亡くなられた｡

ここに深甚なる感謝の意を表するとともに、

その意のあるところ継承し、本会の発展に

注力することをお約束し、衷心より哀悼の

意を表します。
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SMES技術の将来展望

SMES研究会20周年おめでとうございます
　SMES研究会が20周年を迎えることにな

り誠におめでたく嬉しいことである。多く

の企業・個人の支援のお蔭である。中枢に

いた者として心から感謝する次第である。

超電導は1911年に発見されたが、直後に

電力機器・ケーブル全てに超電導化が提案

されたことは驚くべきことである。超電導

エネルギー貯蔵は1960年代後半にフラン

スや日本から提案された。中でも入江冨士

夫先生（九州大学）は世界的な先駆者の一

人である。

　SMESは1970年代初頭から米国ウィスコ

ンシン大学R. ブーム教授らにより基本的な

調査研究が行われ、1974年に歴史的な大

規模SMES報告書が上梓された。現在まで

続くSMES研究の概念と推進に本質的な影

響を与えたことはいうまでもない。増田正

美先生はこれをエポックと捉え、東工大の

教室で土曜日に勉強会を始めた。誘いを

受けて勉強したのが私のSMES研究への参

画のきっかけとなった。SMESという電磁気

デバイスがビリアル定理という力学的制限

を受けることに驚いた。30年前のことであ

る。その当時通産省は相山義道氏（電総研）

を委員長とする委員会を発足させて調査

活動を行った。上之薗博氏（電中研）が委

員で私は調査を手伝った。立地問題を託さ

れ日本地質図を頼りに筑波山系、秩父山系、

福島県などの一部を指摘したことを鮮明

に覚えている。科学技術庁資源調査所（児

玉勝臣所長）は範囲を広げてエネルギー

貯蔵の基礎調査を行い、1981年11月に報

告書を上梓した。私も調査に参加したが、

SMESの調査内容はブーム教授の研究のレ

ビューであり、さらに当時実用化進行中の

LANL（ロスアラモス国立研究所）の30MJ

超電導コイルの引用であった。

　一方、増田正美先生はミニ国際会議を2

回開催し、宝塚で行われたいわゆるSMES

神戸カンファレンス（大阪大学主催）の先

駆となった。個人的にはそこで新進気鋭の

仁田旦三先生（京都大学）に出会った。高

エネ研と電中研は小型SMESコイルを模擬

系統にドッキングする試験を行い1982年に

その成果を発表した。これがSMES研究会

発足の個人的な前史である。

　増田先生はそれまでの活動をベースに「自

分の目の黒い内に実現できる」ビッグ・テク

ノロジーと考え、SMES研究会の発足に情熱

を注いだ。発足に当ってウィスコンシン州ド

レフュス知事の朝食会が行われ朝早く家を

でた記憶がある。横山静一郎氏（事務局長）

はいつもこのことを口にしていた。ブーム

先生のコンセプトは日負荷曲線を平滑にす

る揚水発電代替の大規模SMESであり、直

径1kmのコイルを設計した。これを実現す

るには土木技術者の知見が必要ということ

でSMES研究会では土木と電気と物理とい

う不思議な技術者集団が出来上がったこと

は興味深い。ブーム先生の提案する直径

1kmのSMESを埋設する場所は日本にある

はずもなく、SMES研究会はSMES開発ロー

ドマップを50MJ/3MW⇒20MWh/200MW

⇒5GWh/1GWを基本ルートとしながら、分

散化SMESへの道を歩いてきたと評価でき

る。ブーム先生の大規模SMESがSMES研究

会スタートの根源であるが、今後はこの呪

縛から脱却し新しいロードマップのもとで

の大いなる発展を期待したい。

※本文中の所属は当時の情報として記載

　十数年以前のわが国でSMES技術開発に

着手した時点と比較して、超電導技術の進

歩は著しいものがある一方で、電力システ

ムを取り巻く社会環境も大きく変化してし

まった。20MW-100kWhの多目的SMESの

要素技術開発から始まった国のSMES開発

プロジェクトは第3期に入り、SMESシステム

を実現するための電力変換器や制御技術

と並んで高温超電導SMESの開発が進められ、

平成19年度には負荷変動補償と系統安定

化のための10MW-10MJのパイロットシス

テムの実系統連系試験が計画されて、平成

20年以降の実用化を目指している。

　電力市場の自由化による発電事業者の

新規参入や、地球環境保全のためのエネ

ルギー有効利用や再生可能エネルギーの

活用を目的とした分散電源の積極的な導

入によって、電力システムにおける負荷平

準化のニーズは低下している。他方では高

度情報化技術が産業・社会のあらゆる面に

浸透した結果として、需要端における電力

供給品質への要求が高まり、二次電池や電

気二重層キャパシタの大容量化の技術進

歩と相俟って、その改善・維持のための装

置が導入されている。エネルギー貯蔵とい

う視点で見れば、自動車の電源容量の拡大

とハイブリッドカーの普及による技術波及

効果も大きいものがある。

　SMES自体の技術は瞬時電圧低下対策機

器としての導入が始まり、システムとして

のエネルギー貯蔵密度の向上やコスト低

減に向けた開発も進んでいる。Y（イットリ

ウム）系高温超電導体の利用の技術的な

可能性も検証されつつあり、競合技術に対

抗できる技術基盤が整いつつある。電気化

学反応に基づいた貯蔵装置では装置の実

際のエネルギーの蓄積状態やその特性の

変化を管理するのが難しいのに対して、

SMESは電磁気的にエネルギーを蓄えてい

るので状態の把握が容易であるという特

徴がある。エネルギーの充放電を制御する

電力変換装置の機能はさらに進展し、制御電

流源としてのSMESの特徴を一層拡大しよう。

　中期的にはSMESの適用領域は需要端な

いしはマイクログリッドにおける安定化や

短時間の電源マネージメントを含む電力供

給品質の補償装置にあると想定される。従

来の電力システムの概念に捉われずに需

要家のニーズを把握してそれに応える電

力フローの制御機能を提供することにより、

SMESが競合技術に対して技術的にも経済

的にも十分に対抗できる可能性は大きい。

そのためにはユーザーの信頼性や省力化

の要求に耐える冷却システムの構築にも

一層の努力が求められる。その意味でも高

温超電導SMESの早期の市場投入に大いに

期待をしている。

理事　正田 英介（東京理科大学教授）

理事　田中 祀捷（早稲田大学教授）
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発足20周年記念特別寄稿（2）
「超電導エネルギー貯蔵研究会発足20周年」によせて

超電導技術分野技術戦略マップの策定

　超電導エネルギー貯蔵研究会が、創立以来20年

にわたり、地道な研究を続けられて来たことに、ま

ずは敬意を表する次第です。

　初期のころは、揚水発電所代替ということで、そ

のスケールの大きさに驚かされましたが、最近は瞬

低対策用など、むしろ中型や小型SMESに関心が集

まっているように思われます。

　最近になって、高温超電導線材の開発も急速に

発展し、Bi（ビスマス）系線材については、磁気浮上

列車用のマグネットが完成しました。これは、長さ1ｍ、

高さ50cmのレーストラック型で、20K（ケルビン）動

作で中心磁界1.5T（テスラ）ですが、永久電流モー

ドで、減衰率0.5％/日という好成績が得られ、実車体

に装備して、時速500キロの運転も可能であること

が示されました。

　また、私どもが、過去10年近くにわたって開発を

進めてきたY系次世代線材も完成間近で、近く市場

に出現するものと期待しております。そうなれば、

液体窒素温度で2～3 T程度の強磁界の発生が可能

となり、さらに20 Kでは20 T程度の超強磁界の発生

も可能になると予測されます。

　近代産業は、温度、圧力のような物理パラメータ

を駆使して、さまざまな製品を製造することによっ

て成立しておりますが、超電導技術の発達により、近

く「強磁界」という新しい物理パラメータが導入さ

れることになり、産業の広い範囲で技術革新を引き

起こす可能性があると思われます。その場合、この

研究会で蓄積された総合的な超電導応用に関する

知識が、充分に活用されるものと期待しております。

　「超電導エネルギー貯蔵研究会」が創立20周年

を迎えられたことを、心よりお祝い申し上げますと

ともに、この間、関係者各位が研究開発に注がれた

ご努力に敬意を表します。

　経済産業省における超電導技術関連の研究開発

は、1988年からムーンライト計画で実施した「超電

導電力応用技術の研究開発」に始まります。以後、

多くのプロジェクトが実施され、その成果が、今、花

開こうとしています。

　ところで、我が国の研究開発投資の水準は、主要

国の中でも最高水準を維持していますが、総合的な

面からの国際競争力は必ずしも高くはなく、高い技

術力を国際競争力に展開するシステムに、何らかの

障害があるのではないかと考えられます。このよう

な中、海外では政府や産業界が技術戦略マップ

（Technology Roadmap：TRM）を策定する動きがあ

り、効果を発揮していることから、我が国もこのよう

な取り組みを進める必要があると考えます。

　そもそもTRMは、漓技術の将来像の提示、滷関係

者の対話手段、澆技術の刺激と技術進歩の監視、潺

技術の可能性（限界）を示す指標、潸技術予測を容

易化するメカニズム、或いは、澁研究開発の調整の

ためのフレームワークとして活用できるため、経済

産業省では、(1)政府が行う研究開発投資の国民へ

の説明手段として、(2)研究開発プロジェクトを企画

立案するための政策インフラとして、(3)関連施策の

一体的実施等を促進する重要施策として捉え、

2005年に21分野についてTRMを策定しました。今回、

研究開発成果が実用化に結びつきつつある状況を

背景に、新たに超電導技術分野のTRM策定が取り上

げられ、多くの審議を経て、2006年４月に開催され

た産業構造審議会研究開発小委員会で承認され策

定されました。

　かつては「夢の超電導技術」であった時代から「21

世紀のキーテクノロジー」に進化を遂げつつある超

電導技術について、諸々の社会ニーズに対応し、中

長期的な視点と早期実用化の観点から作成された

TRMは、研究開発成果が世の中に出る道筋等を示

す「導入シナリオ」、技術課題を俯瞰する「技術マッ

プ」、その進展を時間軸で示した「ロードマップ」か

らなり、超電導技術の研究開発が、関連施策と一体

的に運用される基盤が築かれ、我が国の国際競争

力強化につながる仕組みができたと考えます。

　特に、先導的な取り組みがなされているSMESは、

実施中のプロジェクト「超電導電力ネットワーク制

御技術開発」の研究開発成果を得て、2010年以降、

急速に実用化が進むと考えられ、このためには、シ

ステム化実証試験と高温超電導線材の適用等が不

可欠になっています。

　今後、超電導技術分野TRMを基に、SMESを始めと

する超電導技術について、効果的で効率的な研究

開発が実施され、我が国の国際競争力の向上に大

きく貢献することを切に願うものです。

　なお、超電導技術分野TRMの詳細については、下

記サイトに掲載されている「資料4-2技術戦略マッ

プ2006（案）」をご覧いただければ幸いです。

田中 昭二（（財）国際超電導産業技術研究センター）

上田 満治（経済産業省産業技術環境局研究開発課）

http://www.meti.go.jp/committee/materials/g60426aj.html
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エネルギー
貯蔵

エネルギー・電力
関連政策

〈技術開発〉

NbTi瞬低補償用
SMES（1～10MW）導入

〈技術開発〉

〈技術開発〉 ITER用マグネットの実証（Nb系）

Nb系線材普及　　Bi系線材（低交流損失・低コスト）導入・普及　　Y系線材（長尺・低コスト）導入普及

高性能・小型普及　　大型・高性能・低コスト普及

小型冷凍機普及　　　　　　　　低コスト小型冷凍機導入・普及　　　大型・高効率・低コスト冷凍機導入・普及

μSMES（1～3MW）導入
SPI（発電機等）プロジェクト
フレームワークプログラム（HTSSMES等）
限流器プロジェクト　等
ケーブルプロジェクト等
DAPAS/ケーブル、変圧器、限流器等プロジェクト
Phase2（2004～2006年）　Phase3（2007～2010年）

2012年ターゲット：2マイルケーブル、
850MW発電機、340MW変圧器、5MWモータ

〈技術開発〉
Biケーブル
信頼性実証

電力品質
維持・向上

CO2削減
省エネルギー

CO2削減
省エネルギー

送変配電

発電

線材

米国

欧州
中国

韓国

バルク

冷凍・冷却

環
境
整
備

導入支援策の検討（政府調達、導入優遇措置、等）

「新産業創造戦略2005」

電事法50kW以上小売自由化

RPS法（2003）「新エネルギー等電気利用目標」

需給部会報告（2005.3）2010年エネルギー需給見通

京都議定書発効（2005.2）　　　　　　　　　　CO2削減目標

エネルギー基本計画（2003）
今後10年間の基本方針 ： ①安定供給の確保  ②環境への適合  ③市場原理の活用

高圧ガス保安法の緩和・簡素化（無人運転許容、遠隔監視、点検周期延伸、等）

国際標準化の推進（電気機器性能試験規格、等整備）

導入普及促進策

規制緩和

標準化
2005 2010 2015 2020

電力用発電機実用化電力用発電機実証
風力用発電機実用化風力用発電機実証

6.6kV級限流器実用化6.6kV級限流器信頼性実証 66kV級限流器実用化66kV級限流器信頼性実証

AC66kV級・DC125kV級ケーブル実用化AC66kV級ADC125kV級ケーブル信頼性実証

66kV級変圧器実用化66kV級変圧器信頼性実証

負荷変動補償・周波数調整用SMES（十数kWh～数十kWh）実用化負荷変動補償・周波数調整用SMESシステム化実証

系統安定化用SMES実用化系統安定化用SMESシステム化実証

FW装置（50kWh）実用化FW装置（50kWh）実証

〈導入・普及〉

〈導入・普及〉

〈導入・普及〉

経済産業省策定　超電導技術のエネルギー・電力分野への導入シナリオ

非化石燃料エネルギー

（次期基本計画）

（電力構造改革）

（4年ごとの目標見直し）

（2030年エネルギー需給見通し）

（ポスト京都議定書）
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歴代委員長メッセージ

浅見 直人（元企画委員長 1988-1993）
　“超電導体（Nb）のエネルギーギャップを計測す
る”、私が三菱原子力（株）の研究所に入社して、昭
和39年頃、東京大学物性研究所の鈴木平教授の所
で勉強させて頂いたテーマである。当時BCS理論
やハードスーパーの理論が、Physical Reviewや、同
Letterに盛んに論文に出て何とか理解しようとして
読みふけった時代であった。今から45年前の懐か
しい思い出である。
　その後、核融合技術開発を三菱原子力で始め、
昭和55年に三菱重工(株)に出向し、原子力事業本
部の新型炉技術部の核融合炉技術課長として、JT-

60Uの難しい真空容器を作ったり、旧ITERの設計に
携わったり、SMES等、超電導技術分野を社内の技
術として育成する役割を負っていた。そこで、
SMES研究会との接点をもった次第である。
　当時、SMESの国プロの話があり、SMES研究会と
して新たな体制で、国プロに何らかの貢献をしよう
と考え、梅澤理事長と相談し、向坊先生に会長になっ
て頂こうと、横山事務局長に同行して、先生に主旨
をご説明・お願いし、ご多忙中にも関わらず了解頂
いた記憶は未だ新しい。
　企画委員長在任中には色々な思い出はあります
が、資エ庁公益事業部発電課技術振興室の阿川氏
と何度も話し合い、平成4年の第7回研究発表会で
基調講演を頂いたのも印象に残っております。
 今は、バイオマスエネルギー利用技術開発のシナ
リオ作りや開発研究で、国の温暖化ガス排出抑制や、
エネルギーセキュリティー向上の仕事に携わって
おり、この分野で、東南アジアとの協力関係構築の
話などに参加しております。
　今後のSMES研究会の皆様のご健勝と、ご発展を
祈念して筆を置く次第です。

大川　治（元国際委員長 1992-1995）
　RASMES 20周年おめでとうございます。早いで
すねぇ月日のたつのは！そういえばH4年に国際委
員長ひきついでから外国人講師を招聘して講演会
やったり（これがまた大変だった）文献のデータベー
ス作ったり、千代田化工定年で辞任するまで、今に
して思えばほんとよくやったとの思いです。若さで
したかね？

奥村 嘉賀男（元広報委員長 1986-1992）
　RASMES 20周年おめでとう御座います。創立者
の一人として感激しております。
　本研究会に参加したお陰で、現在、瞬低SMESの
開発に従事しています。SMESと出会い、肌に染み
ついたSMESが魅力となりラッキーな環境を維持し
ております。
　大きな収穫の一つは、過去、足を踏み入れるチャ
ンスがなかった多種多様に亘る企業・機関の人達
との出会いであり、幅広い環境を確認する事が出
来たことです。また、RASMES広報活動の一環とし
て企業・機関への訪問を実施し、ユーザー・メーカー
との技術交流により、SMES必要性のニーズ・シー
ズが把握できたこと。RASMESはリラックス出来る
環境と意見、発言が自由な場であり、ストレス発散
の場として効果があった、と思っています。
　私がPLで研究開発を進めているNEDO委託事業
「1MW級瞬低SMES」は本年度で5年間の研究開発
に終止符を打ちますが、2～3年後を目指して事業

計画を進めています。超電導産業の将来像や市場
も20年前とは様変わりし、導入ニーズが高まってき
ていますが、超電導企業及び技術者の不足が最大
課題となっています。同時に競合技術が増えており、
それとの棲み分けが必要であります。この様な環
境の中で、伝統のあるRASMESの存続はこれから益々
存在価値が出てくることを念じ、微力ながら応援し
ていきたいと思っています。RASMES頑張れ！

角井 日出雄（元企画委員長 1996-2002）
　超電導エネルギー貯蔵研究会発足20周年を迎
えました。発足10周年記念行事のISTECとの合同
講演会開催から10年経ちました。この10年間に世
界は変わりました。中国および発展途上国が大き
く躍進しました。10年前には、将来のエネルギー需
要を論じておりましたが、現実となりました。しかし、
有限のエネルギー資源、地球温暖化の問題の根本
的な解決に関する前進はありません。有限の資源
はいずれ必ず無くなります。我々には、子孫達にエ
ネルギー資源を残す義務があります。すなわち、現
在ある資源の有効利用法開発と共に新しいエネル
ギー源の開発が必要となります。日本の産業界の
景気は若干向上してきたかに思われます。しかし、
産業界は経営成績すなわち、目先の利益を上げる
のに必死で、資源有効利用開発、新エネルギー開
発に投ずる余裕はないと言っても過言ではないと
考えます。これらを解決するために、エネルギーの
将来問題を考える超電導エネルギー貯蔵研究会
の役割は非常に大きいものです。研究会で得た技
術財産を細い糸でも結構、将来に備えて継続して
いきたいものです。今後は企業会員ではなく、個人
会員として研究会のお役に立ちたいと考えています。

小西 博雄（元財務委員長 2003-2005）
　20周年、真におめでとうございます。会員皆様を
始め歴代の会長、理事長、各委員長並びに事務局
の高木さん、その他関係方々の努力のお陰である
と感謝致しております。私は2003年6月に八巻さん
の後を引き継ぎ2005年5月に退会するまでの2年間、
他委員長さんと共に財務委員長として、SMESの他
分野への応用展開、新技術開発、研究会･見学会に
おける技術討論と情報交換等を通して研究会の活
性化と会員サービスに努め、健全で透明な財政を
目指して取り組ませていただきました。しかし景気
低迷と電力自由化進展の中にあり、設備投資の抑
制やコスト低減、過当な技術競争を背景に、本来の
目的とするSMES実用化はいまだ道遠しの感が拭
えませんでした。心残りです。財務委員長として新
会員の加入促進どころでなく企業会員の引き留め
が重要な取り組みの一つとなっていました。景気
は良くなりつつあります。故横山事務局長さんが
口癖のように言われていました「SMESの技術は日
本の誇れる技術で、地球環境から今後とも必要不
可欠。日本で先ず最初に！」を共通認識として、是
非実現をお願いしたいと思います。会員が一丸と
なり研究会が益々発展されんことを祈念いたします。

新冨 孝和（元技術委員長 1987-1988）
　技術委員長を仰せつかったのは昭和62年でした。
RASMES発足2年目の1年間の短い期間でしたが、
R. ブーム先生やベクテル社スタッフとの情報交換、
ボストンで開催された国際会議での成果報告など

の活動がありました。今あらためて20年間の技術
委員会の活動を振り返ってみると、いろいろな活動
と成果が挙がっていることが分かります。今後も自
由な立場で実用化に向け活動ができることを祈り
ます。

林　徴（元国際委員長 1987-1988）
　私が初代国際委員長となった頃は研究会と故増
田教授との関係が微妙で、色々気を使うこともあり
ました。景気の良い時で長谷川教授を団長として
訪米視察を行うことが出来ました。故梅澤会長に
お願いし旅費を工面して頂いたのも懐かしい思い
出です。超電導ブームは終わりましたが最近また
復活しているようで喜ばしいことです。

八巻 照雄（元財務委員長 1986-2002）
　国内最大の液晶テレビ生産の精密加工を支える
のに、SMESが実用化されたことに関して、中部電力、
シャープ関係者の決断と実行力に対して、最大級
の賛辞を送らせて頂きます。1900年代初頭に発見
された超電導現象の応用は、90年間以上にわたり、
理論・基礎技術構築期、低温超電導体の応用開発
期を経て、1980年代後半から高温超電導体を含め
た応用分野拡大期に突入しております。これらの
状況下で、宇宙船・地球号の安全な運行を支える
観点から、核融合、核種変換等の電源並びにアジア
地域でのライフライン整備の一環として、アジア地
域超電導電力網用SMESを研究され、その結果を
世界へ情報発信されることを期待しています。

山口　昇（元広報委員長 1993-1995）
　「20周年」お祝い申し上げます。’86年7月、横山
静一郎事務局長に入会あいさつ、その後は、色々
な場面で哲学を教えて頂きました。「広報委員長に」
とお話があった時、社内でOKが出ず、お断りしたら、
横山さんが乗り込んで見え、大ボス（J.C仲間）と交
渉、1日で逆転、全上司が「一所懸命やりなさい」に
変わり、ビックリ。RASMESに更に、はまりました。広
報・技術・企画・幹事の委員会、研究発表会・セミナー・
シンポジウム・見学会・定期総会・理事会など全行
事に参加、SMESな人々に出逢えました。ありがた
いことです。向坊 隆・梅澤 邦臣・増田 正美・上之薗 

博・奥村 敏恵・入江 冨士男・西松 裕一・田中 昭二・
関根 泰次・西澤 潤一・尾関 雅則・牧野 昇・太刀川 

恭治・粟野 満・西条 隆繁・堀井 憲爾・村上 吉繁・新
冨 孝和・長谷川 淳・仁田 旦三・辻 毅一郎・大澤 靖
治・富山 朔太郎・深山 英房・石坂 誠一・橋本 久義・
永松 荘一・一ノ瀬 宏昭・竹尾 正勝・島本 進・伊瀬 

敏史（敬称略す、以後も同じ）。官・学を並べたこと
になりましたが、民もとなると挙げきれませんが、
RASMESの推進体・委員会の委員長は皆、人生の大
先生ばかりです。森江 勉・鈴木 登・浅見 直人・角井 

日出雄・諸住 哲・八巻 照雄・田中 祀捷・秋田 調・奥
村 嘉賀男・齋藤 健・林 徴･･･。それに、’95年6月現
在の広報メンバー桜本 勇治・西村 貴久・小倉 智
治・向井 良一・渡辺 岳・中島 弘晴・岩船 由美子・吉
川 雅仁も、誰が委員長になってもよい人材だった
と思います。企業を取り巻く経済環境はまだ厳しい
が、アメリカに迫るには、SMESは必ず実用化すると
考えているので、実現するSTORY・COST PERFOR-

MANCE・etcも怠りなく進めて頂きたいと思ってい
ます。長く見つめてきた夢の実現に向かって！
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超電導エネルギー貯蔵研究会20年の歩み

昭和61年度
（1986年度）

昭和62年度
（1987年度）

昭和63年度
（1988年度）

昭和64年度
平成元年度
（1989年度）

平成2年度
（1990年度）

平成3年度
（1991年度）

平成4年度
（1992年度）

平成5年度
（1993年度）

平成6年度
（1994年度）

平成7年度
（1995年度）

平成8年度
（1996年度）

平成9年度
（1997年度）

平成10年度
（1998年度）

平成11年度
（1999年度）

平成12年度
（2000年度）

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

平成17年度
（2005年度）

平成18年度
（2006年度）

・ 12月19日 稲田岩盤視察
・ 2月26日 北本交直変換所（函館）視察

・ 7月30日 東京電力玉原揚水発電所見学会
・ 8月 5日 九州大学超電導マグネット研究センター見学会
・ 8月 6日 九州電力（株）総合研究所見学会

・ 6月 7日 長期計画についての打合せ開始
・ 8月 4日 （財）電力中央研究所狛江研究所見学会
・ 9月 8日 通産省工業技術院電子技術総合研究所見学会

・ 4月 7日 東京工業大学極低温エネルギー実験センター見学会
・ 9月27日 日本原子力研究所那珂研究所及び東海研究所見学会
・ 11月 8日 （財）鉄道総合技術研究所見学会

・ 4月13日 京浜急行電鉄（株）フライホイールポスト見学会
・ 4月27日 太刀川顧問との懇談会
・ 8月8～9日　JR宮崎実験センター及び地熱発電設備見学会
・ 9月28日 地下無重力実験センター見学会
・ 11月 6日 EPRI  Schainker博士による講演会
・ 11月16日 S. W. Van Sciver教授（Wisconsin大学）との情報交換

・ 9月 6日 東北電力（株）電力技術研究所、東北大学工学部見学会
・ 9月 9日 山東科学技術庁長官インタビュー
・ 10月14日 J. L. Sabrie氏講演会
・ 11月 1日 中部電力（株）奥美濃揚水発電所見学会

・ 4月 2日 加藤 康子氏（トランスパシフィックグループ社副社長）との懇談会
・ 4月 7日 三菱重工業（株）神戸造船所（ヤマト-１）見学会
・ 7月27日 超電導工学研究所（SRL）見学会
・ 7月29日 MITI・SMES Proj.との交流会
・ 9月17日 中部電力（株）電力技術研究所見学会
・ 11月16日 Komarek博士による講演会
・ 12月 5日 資料室運営会議及び資料室整備

・ 2月14日 法人格化検討W/G設置に伴う検討会
・ 4月 8日 関西電力（株）総合技術研究所並びに六甲新エネルギー実験センター見学会
・ 9月 1日 高エネルギー物理学研究所見学会

・ 4月15日 （株）日立製作所日立研究所見学会
・ 11月 1日 京都大学超伝導工学講座見学会
・ 11月14日 S. F. KRAL博士による講演会
・ 11月18日 ISTEC/RASMES交流会
・ 2月24日 （株）東芝超電導研究開発部見学会

・ 6月20日 RASMES活動に関するアンケート調査
・ 7月25日 10周年記念W/G
・ 8月22日 宇宙開発事業団筑波宇宙センター見学会
・ 9月28～29日　（財）エネルギー総合工学研究所新水素エネルギー実証ラボラトリー見学会
  　　（財）新エネルギー財団　圧縮空気地下貯蔵施設CAES-G/T見学会
・ 11月 8日 NaS電池見学会

・  4月2～3日　沖縄電力（株）中城湾変電所フライホイール電力貯蔵システム、
   　電源開発（株）沖縄海水揚水発電パイロットプラント見学会
・ 5月13日 Joe Waynert博士による講演会
・ 9月20日 大型放射光施設（Spring-8）見学会
・ 11月 6日 梅澤会長を囲むOBの会

・ 5月 8日 Super-GM試験センター見学会
・ 8月 8日 ロシアのアルトフ教授講演会（東京大学）
・ 9月30日 山梨リニア実験線・実験センター見学会

・ 3月3～4日　SMES座談会2000
・ 4月 3日 ISTEC／超電導工学研究所見学会
・ 11月16日 九州電力（株）今宿総合実験センター見学会

・10月13～14日　第2回SMES座談会

・ 3月16日 山梨リニア実験線・実験センター見学会
・ 4月21日 核融合科学研究所（土岐）、電源開発（株）沖縄海水揚水実証試験所見学会

・ 9月14日 日本鋼管（株）京浜製鉄所見学会
・ 11月15日 American Superconductor社講演会

・ 5月12日 （株）ジェイウィンドウ東京・東京臨海風力発電所インタビュー

・ 11月12日 中部電力（株）超電導試験センター見学会

・ 5月13日 高エネルギー加速器研究機構（KEKB実験現場、超伝導低温工学センターの設備等）見学会

・ 3月23日 Dr． Alexis P．Malozemoff氏特別講演会
・   4月19～20日　第1回人材交流プログラム
                       （核融合科学研究所、愛知万博NEDOパビリオン）見学会

・ 5月11日 日本原子力研究開発機構（JT-60、J-PARC）見学会

年度 　講演会、研究発表会、シンポジウム 委員会活動

・ 12月12日 研究発表会
  特別講演：鍵本　潔氏（通産省工技院）

・ 4月17日 超電導エネルギー貯蔵日米合同ワークショップ
・Dr. S. Ｍ.Schoenungを囲んでのインフォーマルミーティング
・超電導シンポジウム （日本経済新聞社主催、研究会後援）
・ 12月11日 研究発表会
  特別講演：田中 昭二氏（ISTEC）

・ 5月27日 米国研究者による講演会
・ 6月15日 増田副会長米国視察報告会
・ 12月14日 研究発表会　特別講演：栗原 史郎氏（通産省工技院）
  　　　　　　特別講演：阿久津 孝志氏（ISTEC）

・ 6月 7日 総会　特別講演：関根 泰次氏（東京大学教授）
・ 12月21日 研究発表会　特別講演：腰塚 直己氏（ISTEC）

・ 6月 7日 総会　特別講演：西澤 潤一氏（東北大学学長）
・ 12月 5日 研究発表会　特別講演：尾関 雅則氏（JR総研理事長）

・ 6月14日 総会　特別講演：牧野　昇氏（三菱総研相談役）
・ 12月13日 研究発表会　特別講演：菊池 純一氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　（青山学院女子短大）

・ 6月 1日 総会　特別講演：石坂 誠一氏
  　　　　　　　　（元通産省工業技術院院長）
・ 12月15日 研究発表会　
  基調講演：阿川 孝司氏（通産省資源エネルギー庁）
  特別講演：齋藤 成文氏（日本国際宇宙年協議会会長）

・ 6月 2日 総会　特別講演：橋本 久義氏（通産省立地指導課）
・ 7月14～15日　超電導電力貯蔵システムに関するシンポジウム
・ 12月14日 研究発表会　特別講演：深山 英房氏（通産省工技院）

・ 6月15日 総会　特別講演：永松 荘一氏
  　　　　　　　　（通産省環境立地局）
・ 12月13日 研究発表会
  特別講演：一ノ瀬 宏昭氏（通産省工技院）

・ 6月12日 総会　特別講演：長嶋 隆一氏
  　　　　　　　　（筑波宇宙センター技術研究本部）
・ 12月20日 電力貯蔵シンポジウム’95

・ 6月12日 総会　特別講演：　　羽伸氏（中国大使館科学技術処）
・ 12月12日 研究発表会　特別講演：苫米地　顕氏（電中研）

・ 6月25日 総会　特別講演：鶴賀 仁史氏（東海旅客鉄道（株））
・ 12月19日 超電導エネルギー貯蔵シンポジウム’97

・ 6月24日 総会　特別講演：ルイス・ロバート氏
  　　　　　　　　（筑波研究コンソーシアム）
・ 11月16日 超電導エネルギー貯蔵フォーラム’98

・ 6月24日 研究発表会　特別講演：張　紀　氏
  　　　　　　　　　　　（（財）国際開発センター）

・ 6月27日 研究発表会　特別講演：新井 弘一氏（杏林大学教授）
  　　　　　　

・ 7月27日 研究発表会　特別講演：岩見 隆夫氏（政治評論家）
・ 2月15日 超電導エネルギー貯蔵シンポジウム2002

・ 6月26日 研究発表会　特別講演：江見 俊太郎氏（俳優）

・ 6月25日 研究発表会　特別講演：甘利 明氏（衆議院議員）

・ 7月 9日 研究発表会　特別講演：中村 慶一郎氏（政治評論家）

・ 6月30日 研究発表会　特別講演：Ki Chul Seong氏
  　　　　　　　　　　　（韓国電気技術研究所）

・ 6月29日 研究発表会　特別講演：長谷川 慶太郎氏
  　　　　　　　　　　　（国際コラムニスト）
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JT-60（那珂研究所）見学

日本原子力研究開発機構見学会

J-PARC（東海研究所）見学

　昼食後は原研東海研究開発センターに建

設中のJ-PARCを訪問した。J-PARCとはJapan 

Proton Accelerator Research Complexの略

で、日本語で言えば「大強度陽子加速器計画」

という、原研と高エネルギー加速器研究機構

（KEK）との共同プロジェクトである。このJ-

PARCには、400MeVリニアック（線形加速器）、

3GeVシンクロトロンおよび50GeVシンクロト

ロンの計3つの加速器があり、ここで作り出

された大強度の陽子ビームを標的物質に衝

突させて中性子やニュートリノといった二次

粒子を発生させる。平成13年5月から、物質・

生命科学実験施設、原子核・素粒子実験施設、

ニュートリノ実験施設等において、これらを

利用した研究開発プロジェクトが本格的に開

始された。現在は平成20年の施設供用開始

に向けた建物建設と装置製作が進められて

いる。平成18年9月には、その第一弾として

リニアックのビーム試験が開始される予定で

ある。

　一行は、リニアック棟内部を見学した後、

50GeVシンクロトロントンネル及び原子核・

素粒子実験施設への分岐地点、そして物質・

生命科学実験施設を回った。リニアックに関

しては9月に機器導入が完了するとのことで、

既に我々が訪問した時には概ね設備が終わ

っているようであった。「直線」を意味するリ

ニアックの名の通り、加速器が全長450mに

もわたって建屋内に整然と並んでいる様は、

まさに圧巻の眺めであった。50GeVシンクロ

トロンは、現在も一部のトンネル区間で工事

中であり、工事完了区間には順次設備の搬入

が進められていた。トンネル内には数10トン

という偏向電磁石が運び込まれていたが、こ

れらがいかにしてトンネルまで搬入されたの

か、参加者も興味深く見学している様子であ

った。また、現在建設中である物質・生命科

学実験施設では、施設の中心にある中性子

源から合計23のビームラインが確保される

予定で、タンパク質の機能発現に関わる研究

から、高分子や磁性体薄膜のナノ界面の構造

研究、各種物質の構造解析など、様々な物質・

生命科学の研究が計画されているとのこと

である。

　現在のリニアックは常電導加速器を利用し

たものであるが、J-PARCの第2期分建設工程

では超電導加速器を追加して出力を増強す

るという構想もあるとのことである。また、

物質・生命科学実験施設では、高温超伝導体

の構造の解明という用途も考えられ、これを

活用した超伝導磁石の性能向上が期待される。

今後のJ-PARCの成功とともに超電導技術の

更なる普及・向上を期待したい。

　ここで改めて見学会のためにご協力頂い

たJ-PARC関係各位に感謝致します。

　JR東海駅に集合した一行は、まず独立行政

法人日本原子力研究開発機構那珂核融合研

究所へと向かった。ここには臨界プラズマ試

験装置（JT-60）がある。この装置は核融合炉

の炉心プラズマの実現を目指して、超高温プ

ラズマの発生やそれを定常的に維持する研

究開発を進めている。ITERの建設地がフラン

スに決まったものの、訪問の前々日（5月9日）

に「JT-60、高閉じ込め・高圧力状態のプラズ

マの長時間維持（28秒間）に成功」というニュー

スが報道されるなど、精力的な活動をしてい

る現場である。SMES研究会としては、ここの

大型フライホイール電力貯蔵装置にも大き

な関心を寄せていた。JT-60の実験では、大

電力を瞬間的かつ間欠的に必要とするので、

商用系統から全ての電力を受電することが

できず、フライホイールにあらかじめ電力を

回転エネルギーとして蓄えておくことになっ

ているのだ。

　車で広大な研究所に到着した後、はじめに

展示館の見学をした。模型等を用いてJT-60

を構成する装置群が工夫してわかりやすく

展示されているが、特にフライホイール電力

貯蔵装置の模型に眼をひかれた。良くでき

たカットモデルで、今回、残念ながらフライホイー

ルの実物は見ることができなかったが、むし

ろ実物を見るより構造が良くわかる。JT-60電

源用としては全部で三台（トロイダル磁場コ

イル用、ポロイダル磁場コイル用、加熱用）が

あり、それぞれ役割や容量だけでなく、メー

カまで異なっている。しかし、三つの模型が

並んでいるのを眺めると非常によく似た装

置という印象を受けた。

　制御棟では研究担当者の方からJT-60の活

動状況について説明を受けた。核融合に関

しては那珂研の活動が現在世界をリードして

いること、5月9日のプラズマ長時間維持記録

も自己記録の更新であること等を、誇りを持っ

て話されていたのが印象的であった。今回

の記録更新の主な要因はフェライト鋼を用い

たプラズマ閉じ込め磁場形状の改良であり、

これによって装置の設計限界に近いプラズ

マ維持時間28秒が実現できたとのこと。従っ

て、この装置ではこれ以上の記録更新は難し

いようである。当日は一連の試験中であった

のでJT-60の装置は見学できず、制御室のみ

の見学であったが、まるで宇宙船管制センター

のような部屋で大勢の研究員があわただし

く働いていた。

　最後に実験棟を見学した。那珂研の施設

は総じて規模が大きい。ここにある超伝導コ

イル試験施設はクライオスタットがほとんど

一つの建屋に相当する。核融合研究の焦点

は現在、プラズマの長時間維持の様であるが、

実用化の為には、核融合で発生するエネルギー

が核融合の発生に要するエネルギーを上回

らなければならない。それには超伝導によっ

て効率的にプラズマを発生させることが不

可欠である、とのことで、ここでも超伝導技

術が重要なキーテクノロジーとなっている。

核融合が早期に実用化されることを期待し、

あわせて今回の見学にご尽力いただいた関

係者各位に感謝してこの稿を終えたい。
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■技術委員会
　平成15年度からは、技術委員会調査専門委員

会の活動を集約し、全体の技術委員会を中心に

開催してきている。これは、技術委員会の活動を

活発化すると同時に、SMES研究会の会員全員に

SMESの技術的特徴と今後の見通しを共有して

戴き、SMES研究会への支援を一層積極的にお

願いするためでもある。平成17年度は、下記の

活動を進めた。

（1）WGによる専門的検討の深化

　全体の技術委員会の中に下記の2WGを設置し、

J-PARC用SMESを中心としたSMESシステムの検

討、および自然エネルギー発電と組み合わせる

エネルギー貯蔵装置としての適用などに関し、

掘り下げた検討を進めた。

①SMESシステム検討WG

　委員長：新冨 孝和氏

②電力貯蔵・系統技術活用WG

　委員長：諸住　哲氏

（2）SMESの技術情報および

　   最新動向に関する情報の共有

　技術委員会の委員が入手したSMESの最新動

向に加え、内外の有識者の方にお願いし、SMES

のこれまでの研究開発の歴史および最新動向に

関する情報の共有を行った。具体的には下記の

発表をして戴いた。

①SMESを併用するPEFC分散電源の

　実用化についての検討：

　米森 秀登先生（神戸大学）

②直列型瞬低対策装置の工夫：

　伊瀬 敏史先生（大阪大学）

③伝導冷却型低温超伝導パルスコイルの

　開発研究：

　川越 明史先生（鹿児島大学）

（3）最近の研究開発動向とSMES

　SMESに関連する材料、理論研究、超電導応用

開発研究などの最近の研究開発動向の情報に

関する共有化を図った。具体的には下記の発表

をして戴いた。

①リニアの開発状況：

　鉄道総合技術研究所　長嶋　賢氏

②マイクログリッドの最近の研究開発動向：

　大阪大学　辻　毅一郎先生

③電力貯蔵・系統技術の方向性：

　三菱総研　諸住　哲氏

　これらの活動を取りまとめ、技術報告書を作

成した。関係各位の技術委員会活動への御協力

に感謝する次第である。

■企画委員会
　本委員会の活動は、平成17年度も合同委員会

の形で開催されてきた。超電導に関する国の開

発プロジェクトは、「超電導電力ネットワーク」と

名付けられているSMESのプロジェクトの他、次

世代線材を開発している「超電導応用基盤」プ

ロジェクトが進行している。一方で、ケーブル、発

電機などの超電導機器を開発するプロジェクト

である「交流基盤」プロジェクトは終了し、Y系の

次世代線材の出口として平成20年度以降に新

たに機器開発のプロジェクトが立ち上がるかどう

かが、現時点の重要な課題となっている。

　超電導の開発で最も課題とされているのは、

国内で機器設計を行うエンジニアの層が脆弱に

なっていることである。SMES研究会においても、

SMESの導入先の検討、それに適したSMESの概

念設計がこれまでの研究の両輪であった。この

ような過去の歴史を顧みると、今後もこの研究

の両輪を維持することが、研究会を継続してい

く上で絶対に必要であると考える。

　なお、この原稿を書いている企画委員長であ

る（株）三菱総合研究所　諸住は、平成18年4月

より、国の技術開発プロジェクトを司るNEDOに

出向することとなった。新委員長の体制で、新し

い企画委員会の健闘を期待する。

■国際委員会
　主活動である最新の研究動向を把握するデー

タベースの作成においては、ここ数年、SMESに

関わる文献の情報を毎年20前後紹介してきて

いる。SMESに関する学術的論文は数的には漸減

している傾向にあるが、SMESに近い競合技術に

もスポットを当てると、電気二重層キャパシタや

新型電池など新しい技術の開発も進んできてい

る。また、電力貯蔵技術に関する開発は、産業界

主導に移りつつあることも学術論文の件数が減っ

てきている背景にあるものと見られ、SMES研究

会のような異業種による広い情報交換の場の存

在が非常に重要となってきている。

　本委員長は、企画委員会同様、諸住のNEDO出

向により、新委員長の体制となる。今後の健闘を

期待する。

■広報委員会
　広報委員会の役割が益々重要となってきてい

る。主な活動は、①機関紙の発行（年1回）、②ホー

ムページの運営、③見学会・会員交流会の開催

である。

①は今号で32号となった。現在はインターネット

時代ではあるが、紙媒体はやはり重要で大切な

地位を確保しており、今後もより時代にマッチし

た内容に充実させていきたいと考えている。

②はようやく本格運用が始まった。「www.rasmes.

com」は今後世界からアクセスされるサイトの一

つに成長していくであろう。今後も会員の皆様

にご協力をお願いしたい。

③は現在最も重要なものと考えている。研究会

内外における人材交流こそが、会を活性化させ

る一番の良薬だからである。今後も魅力的な見

学先を提示していく所存である。皆様どうぞ奮っ

てご参加いただきたい。

　最後に、上記①～③の活動をより充実させるた

めに広報委員の増員が必要と考えている。広報

委員会は研究会活動全体に広く接することがで

きる有意義なポジションである。

　皆様のご参加をお待ち申し上げております。

■財務委員会
　2005年度は厳しい財政状況を踏まえ、大変な

緊縮予算をお願いしましたが、収入の範囲に支

出がほぼ収まったようです。本原稿執筆時点で

は公認会計士のチェックを受けている段階ですが、

剰余金をわずかばかり積み増すことができたよ

うです。財務委員長としては、皆様のご協力に感

謝を申し上げたいのですが、研究会活動の停滞

という側面も忘れることはできません。4月28日

の電気新聞1面トップ記事が国プロSMESの実証

試験に関するものでした。また民間でも瞬低

SMESの普及が広がりつつあります。世の中の経

済状況も2005年度を底に回復の兆しが現れて

います。この上昇気流に研究会を乗せたいと思

います。会員各位の奮起に期待します。

　超電導エネルギー貯蔵研究会 20周年お

めでとうございます。

　筑波研究コンソーシアムの本部棟の談話

エリアには約1m四方の大きな5MWhの超

電導電力貯蔵装置の模型が設置されていま

す。それには、1985年に開催されたつくば

科学博覧会のパビリオンの電力貯蔵用に検

討されたことも説明板に記載されています。

現在、研究会事務局は本部棟に入居いただ

いています。

　さて、筑波研究コンソーシアムは、秋葉原

からつくばエクスプレス区間快速で50分、研

究学園駅の北1.5kmにございます。民間企

業の研究所やベンチャー企業が活躍する場

であります。エクスプレス開通で、つくば沿

線も一気に活気づいて参りました。この方

面に御用の折には是非お立ち寄り下さい。

お待ちしています。

Message
森　宗久（筑波研究コンソーシアム専務理事）



梅澤 邦臣名誉会長を偲ぶ

会　　　長　上之薗　博　（財）電力中央研究所名誉特別顧問

理　事　長　仁田　旦三　東京大学大学院工学系研究科教授

顧　　　問　大塚泰一郎　東北大学名誉教授

　　　　　　河本　哲三　立命館大学客員教授

　　　　　　関根　泰次　東京理科大学教授

　　　　　　太刀川恭治　東海大学教授

　　　　　　西松　裕一　東京大学名誉教授

　　　　　　林　　宗明　京都大学名誉教授

理　　　事　伊瀬　敏史　大阪大学大学院工学研究科教授

理　　　事　大澤　靖治　京都大学大学院工学研究科教授

　　　　　　島本　　進　成蹊大学理工学部講師

　　　　　　竹尾　正勝　九州大学大学院名誉教授

　　　　　　田中　祀捷　早稲田大学大学院教授

　　　　　　辻　毅一郎　大阪大学大学院工学研究科教授

　　　　　　豊田　淳一　八戸工業大学大学院特任教授

　　　　　　長谷川　淳　函館工業高等専門学校長

　　　　　　正田　英介　東京理科大学理工学部教授

理　　　事　西尾　繁子　（株）エスジーイー

　　　　　　與儀　　勉　沖縄電力（株）

　　　　　　矢口　昭夫　鹿島建設（株）

　　　　　　野村　　眞　関西電力（株）

　　　　　　梨田　一海　九州電力（株）

　　　　　　樋口　　登　（独）産業技術総合研究所

　　　　　　矢代　嘉郎　清水建設（株）

　　　　　　平岡　和司　中国電力（株）

　　　　　　加藤　龍義　中部電力（株）

　　　　　　高橋　　潔　（財）鉄道総合技術研究所

理　　　事　安部　秀行　電源開発（株）

　　　　　　秋田　　調　（財）電力中央研究所

　　　　　　尾崎　　章　（株）東芝

　　　　　　森下　和夫　東北電力（株）

　　　　　　山本　隆夫　日本エア・リキード（株）

　　　　　　目黒信一郎　古河電気工業（株）

　　　　　　綿貫　　摂　北陸電力（株）

　　　　　　高橋　広文　北海道電力（株）

　　　　　　神津　　明　（株）三菱総合研究所

常務理事・事務局長　新冨孝和（日本大学）　（2006年5月現在）

平成17年6月～18年5月

6/8 平成17年第3回広報委員会

6/24 財務委員会

6/30 理事会

6/30 平成17年度定期総会

6/30 第17回超電導電力貯蔵研究発表会

7/29 平成17年度第2回合同委員会

9/28 第271回拡大技術委員会

11/25 第272回拡大技術委員会

12/19 平成17年度第3回合同委員会

1/25 第273回拡大技術委員会

3/8 平成17年度第4回合同委員会

3/23 第274回拡大技術委員会

4/5 平成18年第1回広報委員会

5/2 財務委員会

5/11 見学会・日本原子力研究開発機構

 J-PARC（東海研究所）およびJT-60（那珂研究所）

5/19 第275回拡大技術委員会

　この度、賛助会員として入会させて頂きました株式

会社エスジーイーの西尾繁子です。

　思い返しますと1990年頃、当時の梅澤理事長、及び

横山静一郎常務理事と面接の機会を頂きました。それ

がきっかけでお勉強会、懇親会等にゲストでご招待頂く

（と、いうより押し掛けていた感もある）様になりました。

その間、多くの会員の皆様方と御親交や友情を頂き心

から感謝！！です。

　我社は、現場型のコンサルティングを強みとして創業

以来、早や20年となりました。時節柄、現在は企業間買収、

コスト削減や不動産取引の絡んだ案件が大変多いです。

“今、御社（個人も）のお困りごとは何でしょう。ひょっと

したら解決させて頂けるかもしれません”――といった

感じの、誠に頼りない限りのかっこよくない会社です。

個人的には少しでも皆様のお役に立てればと日々励み

ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　「超電導エネルギー貯蔵研究会」が発足して20周年

を迎え、今号を「20周年記念特別号」としました。表紙

を見ますと、過去の機関紙の雰囲気がそれぞれの時代

性を伝えてくれます。また裏表紙には過去20年間の活

動の中で訪問した見学先をマップ化してみました。思

い起こせば日本全国、北は北海道から南は沖縄まで行

ったことになります。

　20年前といえば、1986年。この年のトピックスは、ス

ペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故、男女雇用

機会均等法施行、清原和博がデビューし高卒新人最多

の31本塁打を記録、千代の富士が5場所で優勝、テレサ・

テン「時の流れに身をまかせ」の大ヒットなどが挙げら

れます。何とも懐かしい限りです。

　その頃に「超電導エネルギー貯蔵」という夢を掲げ

た人達は間違いなく偉大であり、尊敬に値すると思いま

す。また、これらパイオニア的活動から20年間時代の趨

勢とともに色々な困難があったと想像できますが、先輩

達の多大なる努力により、今ここにRASMESは確かに存

在しております。目指すは持続的発展であり、この技術

を通して社会に確固たる貢献ができるようになること

だと思われますが、今からさらに20年後、時代や社会は

一体どうなっているのでしょうか。

　個人的には、「エネルギー・食料・金融など」の分野に

大変革が起きると推測しております。そして、今の日本

にとって大切なのは「他人が呆れるほどのロマンを語

る人が増えること」と思います。あのトーマス・エジソン

はアイデアを発明してから商品化するまで、平均7年か

かったといいます。常時20～30件のプロジェクトを並行

して手掛けていたことを考えると、彼とその周囲の人

達の情熱・エネルギーは凄まじいものだったことでしょ

う。我々もその強い情熱を見習い、今後のRASMESの発

展に貢献したいものです。改めまして、今後とも皆様よ

ろしくお願い申し上げます。

　上之薗博SMES研究会会長が、電気学会平成
18年度著作賞を受賞されました。受賞された
著書は「超電導発電機（編／著：オーム社、
2004年）」です。超電導発電機に関する要素
技術からシステム技術、さらに経済性まで含
む超電導発電機のバイブル書といえる専門書
である上に、読みやすく、便利な著書です。
平成16年4月28日に出版記念会が開かれ、そ
の模様を機関紙Vol.30でご報告いたしました。
今回の上之薗会長の受賞は、当研究会として
も大変喜ばしいことです。

超電導エネルギー貯蔵研究会役員

訃報

行事カレンダー

上之薗　博会長　電気学会著作賞受賞

新会員紹介（株式会社エスジーイー）

　私こと、諸住は、超電導エネルギー貯蔵研究会発足

以来、三菱総研の代表として研究会と活動をともにし、

途中から企画委員長、国際委員長の大任を仰せつかっ

てきました。しかし、この度、平成18年4月より、NEDO技

術開発機構に出向することとなり、三菱総研の立場で

の研究会活動を継続できなくなり、委員長の役を降りる

ことになりました。

　新たにNEDOで配属された部署は、新エネルギー技

術開発部で、超電導を含めて新エネルギーに関する国

プロを司る部署になります。何かの機会があればお声

をかけていただければと思います。

退任の挨拶（企画・国際委員長：諸住　哲）

編集後記

　本研究会の元理事長・会長で

あられた梅澤 邦臣名誉会長は、

去る平成18年1月23日逝去さ

れました。慎んで哀悼の意を表

します。

　梅澤名誉会長は、本研究会の

設立当初から理事長として向

坊元会長をはじめ学・産業各界の関係有志を結集し、

当時としては夢の技術であった超電導によるエネルギー

貯蔵の実現に多大な努力を払われ、当研究会の礎を

確立され、20年の長きに亙り研究会の発展に尽くし、

研究会の存在を国の内外に周知せしめられたご功績

は絶大のものがあります。

　ここに衷心より感謝いたすとともに慎んでご冥福を

お祈り申し上げます。　　　　　〈会長　上之薗　博〉

増田 正美顧問を偲ぶ

　本研究会顧問であられた増

田正美先生が、去る平成18年4

月4日逝去されました。慎んで

お悔やみ申し上げます。

　先生は、昭和46年発足当時

の高エネルギー物理学研究所

（現 高エネルギー加速器研究

機構）に赴任され、加速器建設に従事される傍ら、超電

導電力貯蔵技術開発の草分けとして、研究を進められ

ました。先生の並々ならぬご努力があり、昭和61年に

本研究会が発足いたしました。その後も、精力的に

SMES実用化のためにご尽力され、現在の開発の筋道

を作られたと言っても過言ではありません。

　増田正美先生のご尽力に感謝しつつ、衷心よりご冥

福をお祈り申し上げます。　　　〈理事長　仁田旦三〉

相山 義道顧問を偲んで

　本研究会顧問であられた相

山義道氏は、去る平成18年5月

26日逝去されました。慎んでお

悔やみ申し上げます。

　相山顧問は、電子技術総合研

究所（現 産業技術総合研究所）

極限技術部長、エネルギー部長

を務められ、当時の国家大型プロジェクトである超電

導MHD発電システムの開発研究の責任者をはじめと

して、色々な大型超電導機器の研究を先導的に進めら

れました。また、低温工学会長として、超電導・低温技

術の発展に尽くしてこられました。これら豊富な知識

と経験を生かして、発足当初より、理事・顧問として、

当研究会活動に適切な助言・指導をしていただきました。

　相山義道氏のご尽力に感謝しつつ、慎んでご冥福を

お祈り申し上げます。　　　　　〈理事長　仁田旦三〉
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