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第二回人材交流プログラム「RASMES会員交流会」の開催
　第2回人材交流プログラムが5月31日と6月1日の2日間にわたって行われた。この企画は、SMES関連の施設への見学会と技術委員会とを1泊2日で行うことで、
SMESの最新トピックを知るとともにRASMES会員間の交流を深めることを目的としたもので、愛知万博・NEDOパビリオンと核融合研究所を見学した第1回に続き、
第2回となる今回は、国プロ（NEDO-中部電力（株））として古河日光発電（株）細尾発電所内に建設が進められている実系統連系試験用10MW／20MJ級SMES
および古河電気工業（株）日光事業所の超電導工場を見学した。

続いて訪れた古河電工日光事業所は、明治39年創

立した当時の古河鉱業（株）日光電気精銅所が発祥で、

昨年創立100周年を迎えた国内でも有数の歴史ある

工場である。事業所内には、鋳造工場や条工場、線棒工

場などがあり、伸銅品の溶解鋳造から製品に至るまで

の工程が一貫した総合非鉄金属加工工場である。他にも、

メタル総合研究所や架空送電線および変電所母線に関

する研究・開発部門がある。

この日光事業所にある超電導工場では、主として商

業用のNb-TiやNb3Sn線材が製造され、これら金属系超

電導線材は、MRIやNMR、半導体引き上げ装置などで

広く利用されている。同社ではこうした用途のほか、欧

州合同原子核研究機関の大型ハドロン衝突型加速器（LHC）

で使用している超電導成形撚線を国内メーカーで唯一

供給したほか、国際熱核融合実験炉（ITER）への参画を

目指した開発も進められているなど、活発な取組みが

行われている。特にNMR用のNb3Sn線材においては世

界のトップシェアを競っているとのことで、有数の超電

導線材メーカーである言える。

超電導工場で製造している多芯の超電導線材は、単

芯ビレット組立→押出し・伸線→切断→多芯ビレット組

立→押出し・伸線という2段階の押出し・伸線工程を経

て製造されている。今回はそのうち主に多芯ビレットの

組立工程と伸線工程を見ることができた。多芯ビレット

の組立は手作業で行われており、中空の銅ビレットに超

電導素線を1本1本隙間なく敷き詰めていく工程は、ま

さに職人技の領域である。また、製造工程で特に重要と

なるのが異物の除去である。これは、半径10数センチ

のビレットを半径数ミリまたはそれ以下まで引き伸ばす

過程では、最初のビレットの段階ではごく小さかった異

物が、最終の超電導線材では無視できないほどの大き

さとなるためである。

ビレットの組立が手作業で行われている点は驚きで

もあったが、ひとつのビレットから数10kmの線材が製

造できるということで、現状ではこの方法で十分なの

だと思われる。裏を返せば、今後超電導線材の需要が

拡大して製造工程の自動化が進んだ場合には、線材の

製造コストはさらに削減できる可能性があるというこ

とかもしれない。SMESをはじめとした超電導線材の普

及が望まれるところである。

古河日光発電細尾発電所と
10MW／20MJ級国プロSMES
細尾発電所は、明治10年に開発が始まった足尾銅山

の発展とともに増大した電力需要を充たすため、明治

39年に創業した細尾第一発電所がその由来である。発

電所では中禅寺湖周辺から常時湧き出る豊富な湧水に

加えて華厳の滝を流れた放流水を利用して最大1万

5,700kWの発電が可能で、古河電工日光事業所をはじ

め古河機械金属（株）足尾事業所など、近隣の古河グルー

プ各事業所へ電力供給が行われている。また、日光から

山ひとつ隔てた足尾地域においては託送業務も行って

いるとのことであった。細尾発電所では、7,500kVAペ

ルトン式水車（富士電機製、昭和 2 7年製造）、

14,500kVAフランシス式水車（同、昭和37年製造）が共

に現役で活動中であるほか、昭和初期から中期の設備

が保存されており、日本の技術史的な視点からも興味

深い場所であった。

平成3年から始まったSMES国プロは、現在第３フェー

ズとして、SMES実用化に向けた低コスト変換システム、

電流リードシステム、酸化物系コイルなどの要素技術開

発と、実系統連系試験を通したシステムコーディネーショ

ン技術開発が並行して行われている。本年度はこの第3

フェーズ（平成16年度～平成19年度）の最終年にあたる。

細尾発電所内に建設されたSMES試験棟では、すでに

SMES本体や電力変換システムなどの周辺設備の据付

がほぼ終わっており、見学時にはクライオスタットの冷

却や各種試験調整が行われているところであった。こ

の国プロSMESは、コイルに金属系（Nb-Ti）線材、冷却方

式としては浸漬冷却方式が採用されている。将来の

100MW級SMESを念頭に、低コスト大容量電力変換シ

ステムや、GM冷凍機およびGM-JT冷凍機のほかに

300W／77Kという大型のスターリング冷凍機を用い

ている点が特徴的である。GM冷凍機とGM-JT冷凍機

がコイルや電流リードを冷却するのに対し、スターリン

グ冷凍機はヘリウム循環装置のシールド容器の冷却と

いう役割を担っている。これにより、SMESトータルシス

テムとしての低コスト化と実地での実系統連系の実現

を目指している。

6月中に単体での試験調整、7月いっぱいで装置の組

合せ試験を終える予定で、8月から11月までの4ヶ月間

でフィールド試験が行われる予定である。なお、国プロ

が終了する次年度以降の扱いについては、まだ検討中

であるとのことであった。実証試験の成功と実証期間

後も引き続きこのSMESが有効に活用されることを期

待したい。

人材交流プログラム開催報告と次回の予定

古河電工日光事業所　超電導工場

■人材交流プログラム

今回の人材交流プログラムでは、日光での見学会に加えて日光近郊の鬼怒川温泉にて懇親会および拡大技術委

員会を行った。日光の新緑と鬼怒川の湯けむりに浸り、総勢16名の参加会員間の交流は十分に深まったのではない

かと思う。

ここで改めて見学会のためにご協力頂いた中部電力および古河電工関係各位に感謝致します。

■次回開催予定

次回の開催は本年秋を予定しているが、候補としては下記の通りである。

シャープ亀山工場（瞬低補償用SMES）／九州地区（三菱重工長崎造船所：超電導モーター、九州大学・九州電力SMES）／

ISTEC/SRL名古屋（Y系線材の研究開発装置）／八戸マイクログリッド（自立運転の見学）／東芝SMES工場

本プログラムは、今後もRASMESの主となる活動内容とするため、皆様のご要望に応じて開催していきます。

ご意見、ご要望を是非お聞かせください。
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清水建設（株）マイクログリッド実験設備見学

3月 29日（木）、研究会のメンバー 10数名で

清水建設（株）の技術研究所で実施されている

マイクログリッド実験設備を見学した。まず目を

ひいたのが、技術研究所の本館である。環境調

和と次世代型都市を目指した新技術が盛り込ま

れており、近代的な創りの建物と美しいビオトー

プ庭園が広がっている。また、特に驚いたのが

耐震構造で、建物自体が免震柱により地面から

吊り上げられた構造となっている。

さて、見学目的のマイクログリッドであるが、

これは、近年注目を集めている新しい電力供給

方法で、複数の分散型電源と電力貯蔵システム

を組み合わせた小規模な電力供給網である。特

に、太陽光や風力、バイオマスなど自然エネルギー

の有効利用の観点から、開発が期待されている。

しかし、数百 kW程度の小規模な電力系統内で

需給バランスを制御することは難しく、統合制

御技術の開発が課題と言われている。

清水建設では、研究所内の各実験棟を需要家

に見立て、太陽光発電装置、ガスエンジン発電機、

ニッケル水素電池、電気二重層キャパシタを統

合制御して需給バランスをとる実証試験を行っ

ている。各実験棟の負荷変動をグリッド内で調

整し、電力会社との連系点潮流を一定に維持す

る実験や、模擬負荷を用いたマイクログリッドの

自立運転試験などが行われている。

最初に、研究担当者から実証試験の概要につ

いて説明して頂き、その後、試験設備を案内し

て頂いた。制御室では、瞬時の電力需給を表示

する監視モニターや各機器の状態監視と制御を

行うモニターによって、マイクログリッドの監視・

制御が行われている。マイクログリッド内の数秒

周期、±100kW程度の負荷変動を、キャパシタ

により平準化している様子を見ることができた。

ガスエンジン発電機は熱電併給方式で、排熱

を回収して冷温水を発生させ利用している。負

荷追従応答特性や負荷追従運転時の発電効率

の測定など、マイクログリッドでの詳細な運転特

性が評価されていた。

電気二重層キャパシタは、出力 100kWで±2

秒の充放電を行うことができ、非常に速い負荷

追従を行っている。出力が 100kWもあるにも拘

わらず、その大きさは案外大きくなく、コンパク

トな印象を受けた。盤面にはキャパシタへの入

出力を示すアナログメータがあり、充放電を頻

繁に繰り返している様子が分かった。

ニッケル水素電池は、当日は点検中というこ

とで運転はされていなかったが、そのセルの多

さに驚いた。大容量を得るため、1000個近く

のセルを直並列に接続しているとのことである。

マイクログリッドは、エネルギーが必要な場所

で必要な量だけ生産する、地域自給自足型のエ

ネルギー供給システムとして期待されている。

今回、実際に設備見学をすることができ、マイ

クログリッドがとてもうまく制御できているとい

う印象を受けた。しかし、研究担当者からは、ま

だまだ技術的改良点があるということで、一筋

縄ではいかない点もあるのだと感じた。自然エ

ネルギーの有効利用のためにも、今後、更なる

技術開発に期待したいと思う。

最後に、今回の見学に快く対応していただい

た清水建設の皆様に感謝致します。

住友重機械工業（株）田無製造所見学

12月 14日（木）、研究会のメンバー 10数名

で住友重機械の田無製造所を訪問した。工場は

武蔵野の落ち着いた雰囲気の中、大型マンショ

ンに囲まれていた。近くに幹線道路は無く、工

場とは思えないほど緑も多い。案内によれば狸

も住んでいるとのことであった。 今回の見学会

は SMESの超電導コイル冷却に使われている冷

凍機の製造現場を見学するのが目的であった。

メンバーは、最初に会議室で概要説明を受けた。

住友重機械工業は極低温冷凍機（特にMRI用）

のシェアは非常に大きく、4年前には米国の冷

凍機トップメーカーの APD社を買収、2年前に

はダイキン工業の冷凍機部門の事業も継承され

たそうである。

30分の概要説明後、工場内部を案内された。

精密品の工場なのに、我々は埃よけのオーバー

シューズを履くだけで見学ができた。これは予

想外であった。

工場建屋の1階2階フロア全体にGM（ギフォー

ド・マクマホン）冷凍機、これにジュールトムソ

ンサイクルを加えて効率を向上したGM-JT冷凍

機、低温での可動部分が無く信頼性の高いパル

ス管冷凍機等、数多くの冷凍機・圧縮機の組み

立てが行われていた。オートメーション化あるい

は流れ作業化はされておらず、一カ所ではじめ

から完成までの工程を行う生産方式であった。

数年前にこの方式に切り替えられたそうである。

一人の生産者が一つの製品に最後まで責任を

もつ方式・・・少量多品種の生産にはこの方が

向いているのだろう。

生産現場の一部（「片隅」という印象）では、

SMES用冷凍機の試験が行われていた。同社の

極低温用冷凍機のパンフレットには、用途として、

MRI、NMR、クライオポンプにならんで、SMES

もあげられている。信頼性が高く、効率の良い（消

費電力の少ない）冷凍機は超電導機器の成立に

不可欠な要素、言うなれば超電導機器の女房役

である。また、システム全体の成否を決定する

要素であり、汎用性も高い。超電導体の性能向

上も重要であるが、冷凍機の性能向上と合わせ

てはじめてシステム全体の性能が向上するので

ある。

高温超電導材料の開発が大きく報じられてい

る中、この分野の研究開発にももっと光が当たっ

ても良いと感じた。これから高温超電導の応用

が進むと、その応用に適した、これまでにない、

より高い温度域で大容量の、かつ効率の良い冷

凍機が必要とされることになる。今後ますます

冷凍機の開発に精力を傾注していただきたいも

のである。

後日、古河日光発電（株）に設置している国

プロ（NEDO-中部電力（株））SMESの見学に行っ

た際、同社のGM-JT冷凍機が 3台、GM冷凍機

が 5台も使われている様子を見、このときの感

想を思い出した。

なお、今回の見学に当たって、ご案内・ご説明

をいただきました精密機器事業部クライオ技術

部長の伊藤さま、営業部主査の堀さまをはじめ

関係の皆様に厚くお礼申しあげます。
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■技術委員会
　超電導エネルギー貯蔵研究会（RASMES）は、

1986年の発足以来、20年以上を経過しているが、

超電導電力貯蔵（SMES）の実用化に向けて、大

学等学術研究機関の専門家、電力事業、重電、電

線、低温機器、建設、シンクタンク等多くの機関

から専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。

　本研究会の設立時と現在では、電気エネルギー

の供給側においては、電力の自由化・分散電源

の多量導入など、また、利用側においても瞬低防

止の重要性が高まるなど、SMESを取り巻く環境

に大きな変化が見られる。また、SMESが有する

繰り返しを含むパルス的電力供給が可能である

メリットの活用も注目を集めている。これらにより、

高効率、電力授受応答性の良さを特徴とする

SMESの有用性がますます高まってきている。

　超電導エネルギー貯蔵研究会の技術委員会

では全体の技術委員会を中心に、SMESを中心

とした概念設計検討および技術調査活動を進め

ている。これは、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18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WGを設置し、

J-PARC用SMESを中心としたSMESシステムの

検討に関し、概念設計検討を行うなど掘り下げ

た検討を進めた。

・SMESシステム検討WG　  委員長：新冨孝和

　具体的には J-PARCの概要を調査し、主リング

電源の変動補償を目的とした J-PARC用SMESの

検討を進めた。

（2）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清水建設のマイクログリッド開発研究：

　　清水建設　傳田　篤　氏

　②宮古島における自然エネルギー導入プラン：

　　東京理科大学　坂本　正典　先生

　③医療用加速器の電源補償：

　　石川島播磨重工業　宮内　康行　氏

　これらの活動成果を取りまとめ、平成18年度

研究報告書を作成した。SMES研究会では、平成

19年度以降も、世界をリードするSMES検討集団

として時代を先取りした技術的検討とSMES啓

蒙のための活動を進めていく予定である。引き

続き、御支援、御協力を御願いしたい。

■企画委員会
　昨年度の総会で企画委員長が諸住哲（三菱総

合研究所）から新冨孝和（日大：事務局長併任）

に交代することが承認された。

　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。企画委員会の活動は他の

委員会と密接に関連しているので、ここ数年は

合同委員会や特に広報委員会と合同で開催する

形をとってきた。会員交流会や見学会の立案あ

るいは研究発表会の企画など、広報委員会との

連携のもとに進めてきた。

　最近では、会員交流も目的として1泊2日の見

学会を企画し、核融合研の瞬低用SMESと愛知

地球博のNEDO新エネルギープラントを見学した。

　また、平成18年度には、日本原子力研究開発

機構に建設中の大強度陽子加速器 J-PARCとJT-

60の見学を企画した。

　このような活動のもとに、研究会がより活性化

するように務める。

■国際委員会
　昨年度の総会で国際委員長が諸住哲（三菱総

合研究所）から新冨孝和（日大：事務局長併任）

に交代することが承認された。

　国際委員会は、海外のSMES関連技術開発動

向や海外の関連機関との情報交換をすることに

あり、機会がある毎に海外研究者によるセミナー

などを開催してきた。また、SMESと関連技術に

関する情報収集を行い、国内外で発表された文

献を紹介し、データベースとしてまとめてきてい

る。

　SMES開発研究では、我が国の国家プロジェク

トにおける系統安定化SMESの実用化に向けた

開発が終盤にさしかかっているが、海外では韓国、

中国、イタリア、オーストラリアなどでの開発研

究の報告がされている。特に、韓国の開発研究は

活発であり、国際会議で多くの論文が発表され

ている。これらの情報を年度報告書としてまとめ

ている。

　今後とも国内外の技術開発動向に注視してい

くように務める。

■広報委員会
　昨年度の総会で広報委員長が齊藤健（鹿島建

設）から武内保憲（中国電力）に交替することが

承認され、新体制で活動を行なっている。

　広報委員会では、研究会の活性化、研究会活

動内容の情報発信のため、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

流会の開催などの活動を行なっている。中でも

最近特に重点をおいているのが、ホームページ

の見直しである。タイムリーな情報発信ができる

ようにするためのコンテンツ、SMES関連のホー

ムページとのリンクの充実などを行なっている。

　また、研究会内外の方との交流を深めて研究

会を活性化させるため、SMESに興味のある方

であれば会員以外の方でも会員交流会などに参

加してもらえるよう、開催案内の送付範囲を広

げている。

　今年は、日光で国プロSMESの実証試験が行

なわれ、SMESの認知度が高まるものと思われる。

それを追い風に「SMES研究会の一層の認知度

向上→新規会員の入会→SMES研究会の活性化」

というグッドスパイラルとなるよう、会員の皆様

のご協力を賜りながら活動していきたい。 

■財務委員会
　会員の皆様には厳しい環境の中、引き続きご

支援をいただき深く感謝いたします。この数年来、

合同委員会でも時間をかけて研究会活動活性

化の議論に取り組んでおりますが、重要課題で

ある新規会員の獲得が難航しております。このよ

うな中、2007年度予算は超緊縮予算という考え

方もありましたが、最低限の活動規模を維持す

るため、昨年度並みの予算規模で提案させてい

ただきたいと考えております。衆知を集め経費

削減に取組むことはもちろんですが、活性化に

つながる各種活動予算の維持も必要なことと考

えました。研究会の収入増大につながるアイデ

アやご提案に期待をしております。会員の皆様

のご理解とご支援を賜りたいと存じます。

RASMESの動向



超電導エネルギー貯蔵研究会役員

行事カレンダー

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　（財）電力中央研究所研究顧問／

　　　　　　　　　　　　（社）電気学会会長

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

島本　進　　成蹊大学理工学部講師

関根　泰次　東京大学名誉教授

竹尾　正勝　九州大学大学院名誉教授

太刀川恭治　東海大学教授

豊田　淳一　東北大学名誉教授

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
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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）

武藤　陽一　中部電力（株）

高橋　潔　　（財）鉄道総合技術研究所

理　　　事　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）

坪内　宏和　古河電気工業（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（日本大学大学院教授）

（2007年5月現在）

仁田理事長が東大をご退官されました

　核融合科学研究所は、テクノバ、鹿児島大学、九州

大学、渋谷工業と共同で、NEDO受託プロジェクトとし

て 1 MW/1 MJの瞬低補償用 SMESの開発を行っている。

この SMESは、運転・保守を簡便にするよう小型冷凍

機伝導冷却方式を採用し、超電導線としては広く使わ

れていて安価な Nb-Tiを用いている。そのために、変

動磁場による交流損失を極力減らす導体を開発し、交

流損失が少なくなる巻線方式と、熱はけの良いコイル

構造を採用している。

　開発では、まず 10分の 1の 100 kJモデルコイルを

試作・試験を行い、設計思想に間違いなかったこと、

熱はけが良いことによって定格以上の性能が発揮でき

ることを確認した。モデルコイル試験の成功を受けて、

1MW/1MJの実機コイルを製作し、試験を行った。

　イラストは実機コイルと 100kJコイルを比較したもの

である。冷却にはGM型小型冷凍機が使われている。

小型冷凍機を運転し始めてから約 2週間で冷却が完了

する。励磁試験では、定格通電試験、遮断試験、連続

パルス励磁による温度上昇試験などが行われ、仕様以

上の性能を示すことが確認されている。定格通電から

の遮断試験による温度上昇が十分に低く抑えられており、

低交流損失と冷却の良さが確認された。三戸利行教授

の話では、熱はけなどは十分すぎるほどの性能を示し

ているので、今後は経済性を考えた最適設計をするこ

とが課題とのことである。

OICEV

OPICST
瞬低補償用SMESの実用化開発

編集後記

　最近の世の中を見てみると、BRICs*1、VISTA*2と呼ば

れる国々の発展により、エネルギーの消費が加速されて

います。エネルギーのもととなる化石燃料は埋蔵量に限

りがあり、投機対象となったことと相俟って価格の高騰

を招き、私たちの家計にも影響を与えています。

　また、エネルギー消費量の増加により二酸化炭素の

排出量が増加し、京都議定書で掲げられた削減目標の

達成が困難な状況になっています。

　これらのエネルギー問題の解決策として期待されて

いるのが、太陽光、風力などに代表される自然エネルギー

です。これらの自然エネルギーは二酸化炭素の排出量

削減という面では優れていますが、安定性という面で問

題があり、電力エネルギーとして見た場合、需給バラン

ス調整、安定供給のために何らかの対策が必要です。

　現状ではこの対策として、蓄電池、フライホイールといっ

た電力貯蔵装置が併設されていますが、近い将来、

SMESも選択肢の1つとして挙げられるようになると思

われます。

　今年は、国家プロジェクトとして開発が進められてき

たSMESの系統連系試験が行われる年で、SMES開発の

歴史の中で大きな節目の年になると思われます。

　このようにSMESは実用化に向け一歩ずつ確実に前進

しており、当研究会での議論もより具体的なものになっ

ています。

　こういう時だからこそ、より多くの方々に当研究会に

参加していただき、さまざまな観点から議論していく必

要があるのではないかと思います。

　皆様の参加を心からお待ちいたしております。 

＊1　BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国

＊2　VISTA：ベトナム、インドネシア、南アフリカ、タイ、アルゼンチン

SMES研究会では新規会員（法人・個人）を募集しています。

お問い合わせはrasmes@trc-net.co.jp　まで

広報メンバーも募集中！　お問合せは：rasmes@trc-net.co.jp （資料提供：核融合科学研究所　三戸利行教授）

平成18年6月～19年6月1日

 6/14 平成18年第2回広報委員会

 6/30 理事会

 6/30 平成18年度定期総会

 6/30 第18回超電導電力貯蔵研究発表会

 8/25 平成18年第3回広報委員会並びに企画委員会

 11/2 第276回拡大技術委員会

 11/2 平成18年第4回広報委員会

 12/14 第277回拡大技術委員会

 12/14 見学会

  住友重機械工業（株）田無製造所

 2/9 平成18年度第1回合同委員会

 2/23 第278回拡大技術委員会

 2/23 平成19年第1回広報委員会

 3/29 第279回拡大技術委員会

 3/29 見学会

  清水建設（株）技術研究所

 4/27 平成19年第2回広報委員会

 4/27 第280回拡大技術委員会

 4/27 平成19年度第1回合同委員会 

 5/31 第2回人材交流プログラム

  「RASMES会員交流会」

 ～6/1 見学会

  国プロ（NEDOｰ中部電力（株））SMES

  古河日光発電（株）細尾発電所

  古河電気工業（株）日光事業所

 6/1 第281回拡大技術委員会

平成18年度研究発表会

　当研究会理事長の仁田先生

が平成 19年 3月末日をもち

まして、ご定年により東京大

学をご退職されました。

　仁田先生は 1944年 8月兵

庫県でお生まれになり、1972

年 4月より京都大学にて教鞭

をとられ、1996年 4月より東

京大学にて教授の職に就かれていらっしゃいました。ご

退職に先立ち、2007年 3月19日に最終講義が開催さ

れました。ご講演題目は「回路網と超電導」で、仁田

先生の今までのご研究を総括的に解説して頂きました。

また、ご研究のみならず、独自の鋭い観察眼で、前任

である京都大学と東京大学の比較をされるなど、雑誌

OHMでの連載に見られるような「コラムニスト」とし

ての才能を遺憾なく発揮され、大変興味深いものであ

りました。ご退職後は財団法人電力中央研究所の研究

顧問に就かれていらっしゃいます。今後もますますご活

躍されることを祈念致します。



■マイクログリッドとは

　「マイクログリッド」とは、わが国では、「一定のエ

リア内で複数の分散型電源を組み合わせ、これらを

独自の制御システムによってエリア内の需要家に

安定的かつ所定品質での電力供給を効率的に行う

システムである。通常、一点あるいは二点で既存系

統と連系されているが、独立した電力供給も可能

なシステムである。」と定義されるのが一般的である。

　マイクログリッドでは、しばしば「Good Citizen（良

き市民）」という表現が使われることがあるが、これ

は系統に連系されているマイクログリッド内の分散

型電源（すなわち市民）が、系統（すなわち社会）の

電圧や周波数に対して悪影響を及ぼさないように、

系統の一定のルールに従って制御されなければな

らない、という要求仕様を言い換えた表現である。

■マイクログリッドの構成要素

　マイクログリッドでは、燃料電池、マイクロガスタ

ービン、ガスやディーゼルエンジンによる小型分散

型発電機、風力発電や太陽光発電等の自然変動電源、

供給地域内の負荷変動や自然変動電源の出力変動

を吸収するための様々な二次電池、あるいはそれ

らの変動速度に応じて電気二重層キャパシタやSMES、

フライホイールなどを組み合わすことが可能である。

このような様々な電源や装置を組み合わせること

によって、マイクログリッド供給エリア内の電力需給

バランスをとり、安定的な電力を供給するとともに、

系統への影響を極力小さくするような制御システ

ムが必要である。また、蓄熱槽を組み入れることに

より、発電機からの排熱の有効利用も可能になる。

■マイクログリッドの特徴・用途

　マイクログリッドの特徴としては、以下のようなも

のが考えられる。

①大規模な再生可能エネルギー、特に自然変動電

源導入に際し、その出力変動をマイクログリッド制

御技術によって吸収することにより、既存系統への

影響を極力小さくすることができる。したがって、自

然変動電源を主体とする再生可能エネルギー導入

に当たり、マイクログリッドを構築することで、安定

的な電力供給が可能となり、系統への負担が軽減

できる。

②非常時においても独立運転が可能であり、安定し

た高品質な電力供給ができるため、金融、交通、行政、

避難関連の施設、さらには半導体工場やデータセ

ンター等、エネルギーセキュリティーの高い施設へ

の高信頼性電源として導入が可能である。また、企

業のBCP（ビジネス・コンティニュイティ・プラン＝

企業継続計画）における基軸施設の一つとしても

考えることができる。

③オンサイトであり、大規模なインフラ施設が不要

であるばかりでなく、発電機からの排熱利用が可能

な場合には、エネルギーの有効利用が可能となる。

④発展途上国における未電化地域対策として、マイ

クログリッド構築により自然エネルギーを主体とし

た電化対策が可能となる。また、同様に離島などへ

の電力安定供給もマイクログリッド構築によって可

能となる。

■国内における代表的な

　マイクログリッド導入事例

　表1は、現在国内で稼動している代表的なマイク

ログリッド導入事例の概要を示したものである。現在、

国内では、NEDOによるマイクログリッド実証開発と

して、青森県八戸市、愛知県常滑市（愛・地球博の

継続実証）、京都府京丹後市及び、仙台市での直流

給電を含む品質別電力供給の計4地点が稼働中で

ある。また、民間での導入事例としては、清水建設（株）

技術研究所、東京ガス（株）横浜研究所でのマイク

ログリッド実証施設が稼動している。

■マイクログリッドでの制御事例

　マイクログリッドにおける実際の制御事例について、

清水建設（株）技術研究所のマイクログリッドにおけ

る例をとって紹介する。図1は12棟の実験施設を

需要家に見立て、それぞれの電力負荷変動を2台

のガスエンジン発電機（90kW、350kW）とニッケル

水素電池（400kWh、最大出力200kW）および電気

二重層キャパシタ（100kW×2秒）の組み合わせに

よって補償し、系統からの買電量をほぼ一定（この

事例では450kW）となるような制御を行った結果

である。負荷変動に実験施設特有な100kW程度の

大きなスパイクが頻繁に見られているにもかかわら

ず、買電量として若干の変動が残ってはいるものの

ほぼ一定となっており、需給バランスがとれている

ことがわかる。買電目標値を基準とした3分間同時

同量でみても1％以下という高い制御精度が達成

できている。

　また、図2は、負荷変動の実測値を模擬負荷で代

替したときの自立運転実験結果である。ガスエンジ

ンだけでは、一見すると負荷変動に対してガスエン

ジン発電機出力がうまく追従しているように見える（ほ

ぼ曲線が重なっている）が、周波数には大きな変動

が発生している。これにニッケル水素電池、さらに

電気二重層キャパシタを加えていくと、周波数の変

動が50±0.1Hz、電圧の変動も系統での規定値以

内に収めることができており、きわめて安定した自

立運転が可能であることがわかる。

　現在NEDOでは、マイクログリッドの主要電源の

50％が自然変動電源であるような制御の難しい条

件での実証開発にも着手しており、今後の再生可

能エネルギーの導入促進の動きに対して、ますま

すその展開、応用が期待されるところである。

マイクログリッドの概要

図1　需給バランス制御の状況（系統連系状態） 図2　自立運転での制御結果

表１　現在稼働中の主なマイクログリッド概要

傳田　篤氏（清水建設（株）技術研究所）
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電圧
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蓄電池
電気二重層キャパシタ

模擬負荷

供給対象 同時同量目標値
燃料電池（SOFC） 40kW 1台
燃料電池（PAFC） 200kW 4台
燃料電池（MCFC） 250kW 2台
マイクロガスタービン 30kW 1台
太陽光発電 330kW 
NaS電池 500kW×8hr 
合計出力 2,200kW

ガスエンジン 170kW 3台
太陽光発電 80kW 
風力発電 20kW 
鉛蓄電池 100kW×14.4hr 
合計出力 710kW

燃料電池（MCFC） 250kW 1台
ガスエンジン 80kW 5台
太陽光発電 50kW
風力発電 50kW 1台
鉛蓄電池 100kW×0.5hr
合計出力 850kW

燃料電池（MCFC） 250kW 1台
ガスエンジン 350kW 2台
太陽光発電 50kW
合計出力 1,000kW

ガスエンジン 90kW 1台
ガスエンジン 350kW 1台
太陽光発電 10kW 1台
ニッケル水素電池 100kW×4hr 1台
電気二重層キャパシタ ±100kW×2sec
合計出力 550kW

ガスエンジン 25kW 2台
ガスエンジン 9.9kW 1台
太陽光発電 10kW
風力発電 6kW 2台
鉛蓄電池 50kW×1hr 1台
合計出力 131.9kW

常滑市庁舎
終末処理場

八戸市庁舎
小学校2校
中学校2校

八戸圏域水道企業団庁舎

京丹後市弥栄庁舎
公民館、公共研修施設
市営団地2箇所

大学施設、介護施設
高等学校、浄水施設他

直流他4品質の品質別供給

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
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ト

プロジェクト 構成機器

新電力ネットワークシステム実証研究
品質別電力供給システム実証研究
仙台市国見地区

最大電力の30分3％

需用電力（移動平均値）の6分3％

需用電力（平均値）の5分8％

実験棟施設

民
間
プ
ロ
ジ
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ク
ト

東京ガス（株）横浜研究所

清水建設（株）技術研究所 買電目標値の3分1％未満実験棟施設（12棟）

水の流れを電気で返すプロジェクト
青森県八戸市

万博・中部臨空プロジェクト
愛知県常滑市

京都エコエネルギープロジェクト
京都府京丹後市
（系統の送配電網を利用した
バーチャルマイクログリッド）
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