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　2015年8月27日と2016年2月19日に公開で行
われた拡大技術委員会にあわせて、前日程に東京工
業大学のフライホイール誘導機、後日程に岩谷産業
中央研究所の液体水素実験設備について、超電導電
力貯蔵（SMES）研究会の委員となられていない皆様
もご一緒に見学させていただきました。東京工業大
学のフライホイール誘導機見学には17名、岩谷産
業中央研究所の液体水素実験設備見学には14名の
方々に参加していただき、関係者と参加者との間で
活発な意見交換が行われました。以下、見学会と拡
大技術委員会について報告します。
　2015年8月27日 第308回拡大技術委員会が東
京工業大学 大岡山北3号館（EEI棟）1階ホールで開催
されました。そこで、技術委員会委員長の秋田 調 氏
より平成27年度の事業計画について、引続き世界を
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啓発のための活動を進めてい
くことの確認等がなされました。
　続いて、群馬大学医学部付属病院 システム統合
センター 副センター長・准教授　鳥飼 幸太 先生よ
り、東日本大震災による計画停電の実経験から、同
病院が災害時医療活動の中心的役割を担う災害拠
点病院として機能を発揮するため、全電力を無停電
にて供給する必要があること、その解決策としてフ
ライホイール付誘導電動・発電機とディーゼル エ
ンジンをクラッチで連携可能とした瞬低及び長時間
の電力供給対策に加え、SMESがその電力不足とな
る時間領域を分担することで、停電時の全時間帯に
渡って安定した電力供給が見込めるRUPS（Resiliency 

Uninterrupted Power Supply）システムについて提案
がありました。本システムが耐災害時にも強靭な電
力供給能力が期待されることから、電力事情が不安
定なエリアをはじめ人口の集中する欧米等、国内外
に多くのニーズが見込めることから、スケール メ
リットを活かした魅力的な価格設定によって大きな
シェアが期待できるのではないかといった意見があ
がりました。
　その期待に応えるべく、東京工業大学名誉教授 筑
波大学 パワエレ寄附講座 特命教授　嶋田 隆一 先生
より、RUPSシステムの中からフライホイール付誘導
電動・発電機とディーゼル エンジンをクラッチで連
携するシステムのコスト削減施策等について提案が
ありました。本提案には、東京電力から受電中にも
誘導電動機でなく構成要素の一つであるSVC（静止形

無効電力補償装置Static Var Compensator）から進相無
効電力を注入して停電時以外も誘導発電機として運
転し、契約電力の低減や売電等に活用することでコ
スト削減に寄与するというものがありました。これ
ら、嶋田 隆一 先生や鳥飼 幸太 先生のご提案に対し
て、参加者からビジネスモデルとしての展開も視野
に入れて進めていってはどうかといったご意見があ
り、国の支援制度の利用等も勘案し、SMES研究会の
委員でない参加者のご協力もいただきながら可能性
の検討を進めていくこととなりました。
　本拡大技術委員会の途中には、東京工業大学で
主にトカマク型核融合炉開発の基礎研究を行って
おられる飯尾・筒井研究室のご配慮のもと、トカ
マク装置（写真右下）の電源として利用しているフ
ライホイール誘導機（写真左側）の見学をさせてい
ただきました。最上部に4極55kWかご型３相誘

導機、最下部に
直 径 0.64m，厚
さ0.135m，回転
速 度 1,500rpm，
蓄積エネルギー
220kJのフライホ
イールがカップ
リングを介して
縦軸に取付けら
れ、高さは1.2m

の装置でした。
見学時の実験で
はフライホイー
ルで蓄積したエ
ネルギーを誘導
機で発電し、その
電力をPWMコンバータとDCチョッパによりトカ
マク装置の定格直流電圧140V，電流200Aに変換し、
5秒以上通電できることを確認しました。騒音によ
る不快感がなく、冷却装置が不要なシンプルかつコ
ンパクトな装置であり、活躍の場が広がる予感を感
じました。
　見学にあたりご説明いただいた飯尾・筒井研究室
の皆様（写真右下）に深く感謝申し上げます。
 

　次に、2016年2月19日 尼崎市にある岩谷産業中
央研究所を見学させていただいた後、第310回拡大
技術委員会が開催されました。
　岩谷産業中央研究所では、液体水素実験室等の各
種実験室，液体水素貯蔵タンク，燃料電池車用水素
ステーション，デモンストレーションルーム，技術
展示コーナなどを見学しました。液体水素実験室
は、JAXA能代ロケット実験場を除いて国内では他
に無い液体水素実験ができる場所とのことで、防爆
設備など施設の安全設備などについても説明を伺う
ことができました。また、再生可能エネルギーの変
動を補償して有効利用するための液体水素冷却によ
るSMESコイルモデルについても見学することがで
きました。まず、液体水素実験室やデモンストレー
ションルームでは、100 MPa水素コンプレッサ，
PSA（Pressure Swing Adsorption）方式の水素精製装置，
溶接のデモンストレーション装置，不純物ガス測定
装置，混合ガス製造装置等を見学しました。溶接技
術も岩谷産業様の重要な技術の1つであり、溶接のデ
モンストレーション装置は、溶接電源，溶接ワイヤー，
シールドガスを自由に組み合わせることができ、い
ろいろな溶接条件を試験できる装置になっています。
また、液化水素の品質を向上させるためには、非常に
微量の不純物ガスも管理することが重要であり、不
純物ガス測定装置は10pptの精度まで測定できるそ
うですが、このレベルの精度で測定するにはN2やO2

など不純ガスのバックグラウンドを下げる技術も必
要になるとのことです。混合ガス製造装置は1mg単
位の高精度でガスを混合でき、標準ガスを作るには
このような高い精度が必要とのことでした。
　燃料電池車用水素ステーション（表紙写真）は、関
西地区では初めての液体水素から水素を供給するス
テーションとのことで、燃料電池車の普及のために
はこのようなインフラストラクチャの整備が必須に
なることでしょう。

　見学後の拡大技術委員会では、住友電気工業の重
松様、大阪大学の伊瀬先生、明治大学の野村先生に
それぞれご講演いただきました。
　重松様からは、レドックスフロー電池の動作原理，
特徴，適用事例や開発の現状，今後の課題について
ご紹介いただきました。アメリカでは、燃料電池の
技術者がレドックスフロー電池の改良研究で成果を
上げており、開発競争が活発になってきていること、
レドックスフロー電池はNAS電池のように法律で規
制を受けるような材料が使われていないため安全性
にも優れていること、再生可能エネルギーとの組合
せによる電力安定化への応用、さらなるレドックス
フロー電池の低コスト化の検討がされていることな
どのお話を伺うことができました。
　伊瀬先生からは、最近の電力変換器についてご講
演いただきました。SMES用途の電力変換器として、
高電圧用モジュラーマルチレベル変換器に双対変換
的な考え方を適用した低電圧大電流の変換器の検討
例を紹介していただきました。低電圧であるため、
MOSFETを適用でき、ショットキーバリアダイオー
ドとあわせた主回路を構成すると、スイッチング損
失などを考慮しない計算において90%以上の電力
変換効率も可能であるとのことでした。
　野村先生からは、360 MWhの日負荷平準化用
SMES装置の検討例をご紹介いただきました。工場
で製造したSMESコイルを現地へ運搬できるように
するためにSMESコイルの直径を4 m以内として設
計し、Y系線材の電磁力平衡超電導コイルを4,000

個設置するというものです。超電導コイルの数が多
いために単位体積当たりの表面積が広く、かつ、日
負荷平準化の用途で待機時間が6時間程度となるた
め、SMESのエネルギー効率を検討するには比較的
厳しい条件で計算された結果であるにもかかわらず、
超電導コイル冷却温度20 Kでの運用においてエネ
ルギー貯蔵効率71%，50 Kでの運用において79%

という結果が得られたそうです。
　水素エネルギーに関する最新の設備を見学でき、
また、貴重な最近の技術動向のお話を聴講させてい
ただくことができました。中央研究所をご案内いた
だきました岩谷産業（株）繁森敦様，ご講演いただき
ました住友電気工業（株）重松敏夫様，大阪大学 伊瀬
敏史先生，明治大学 野村新一先生に深く感謝いたし
ます。

東京工業大学フライホイール誘導機，岩谷産業中央研究所
見学会及び第308，310回拡大技術委員会報告
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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、30年を経過しているが、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、電気事業、重電、建設、鉄道事業等多くの専門家
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、SMESを取り巻く環
境に大きな変化が見られる。東日本大震災以降、災
害時の電力供給の継続性に関し重要性が高まってお
り、重要な負荷機器に関しては電池などの電力貯蔵
装置の導入が始まっている。一方、地球温暖化問題
への対応が世界共通の喫緊の課題となっており、二
酸化炭素を排出しない発電技術として、太陽光発電、
風力発電などの自然エネルギー発電が国内外で大量
に導入され始めている。我が国でも自然エネルギー
による発電電力の固定価格買い取り制度がスタート
し、太陽光発電を中心に導入量が増大しつつあり、発
電規模が小さい離島では太陽光発電の出力抑制が実
施され始めている。このような状況において、電力
系統の周波数調整用あるいは火力発電等の下げ代が
不足した場合の電力吸収用として大型の蓄電池の設
置が、国からの補助金を得て進められている。
　一方、どのような状況となってもSMESの技術的
メリットは不変であり、技術委員会では常にどのよ
うな応用を目指すことが最もSMESの実用化が早い
かの視点で検討を進めている。平成27年度の具体
的活動内容は下記の通りである。SMESが有するエ
ネルギー貯蔵の高効率性が、電池貯蔵を中心とする
他のエネルギー貯蔵技術との比較においてどのよう
に利点となり得るかを検討するため、貯蔵効率との
視点を中心に調査を進めた。

⑴エネルギー貯蔵効率を中心とした貯蔵技術の調査
●リチウムイオン電池の開発状況と貯蔵効率
●レドックスフロー電池の開発状況と貯蔵効率
●NaS電池の開発状況と貯蔵効率
●超電導フライホイール蓄電システムの開発状況と
貯蔵効率
●SMESの貯蔵効率

⑵病院の停電時における事業継続用電源システムに
関する検討
●誘導電動機等の突入電流に対応可能なフライホ
イール無瞬断非常用発電装置の検討
●RUPSシステムの実導入方策に関する検討

　これらの活動成果のうちエネルギー貯蔵効率を中
心とした貯蔵技術の調査を取りまとめ、平成27年度
技術報告書をSMES研究会のホームページ掲載用の
資料として作成した。SMES研究会では、平成28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啓発のための
活動を進めていく予定である。

■広報委員会
　広報委員会では、研究会会員の交流及び情報収集
のため、会員交流会・見学会の実施や、活動報告等
の情報発信のための機関紙の編集・発行（年1回）、
ホームページの運営（随時）を行っている。

　今年度は平成27年8月27日に東京工業大学飯
尾・筒井研究室のトカマク装置電源用フライホイー
ル誘導機の見学、平成28年2月19日に岩谷産業中
央研究所の液体水素実験施設と燃料自動車水素ス
テーションの見学会を実施した。見学会とともに，
災害病院等の非常電源システムやSMES等各種貯蔵
装置の効率について検討する技術委員会が開催され
た。見学会の後、懇親会を実施し、参加者相互の交
流を図った。燃料電池に使用する液体水素は温度が
20K程度であり、これと高温超電導コイルを組み合
わせる実験が進行中であった。液体水素と高温超電
導の組合せには今後注目していきたい。
　今年は上記２件とも技術委員会に付随して見学会
を設定して頂いた。見学会設定については、毎年苦
慮しているが、今後は関係する学会、研究会等と連
携することによって魅力ある見学会を設定するよう
検討したい。

■財務委員会
　財務委員長に就任し2年目を迎えた。昨年度は年
間総収入217万円に対し、年間総予算は250万円で
あった。正田会長、仁田理事長、新冨常務理事のも
と各委員会のご協力とご努力の結果、総費用は246

万円と予算内に納めることができた。内訳は総会よ
び研究発表会の開催費として65万円、技術委員会が
71万円、広報委員会が38万円、財務委員が20万円、
事務所経費と事務局運営費が51万円である。
　今年度は会員企業の退会などがあり、収入は182

万円に減少する。収入の減少に伴って予算を減少し
てしまっては肝心の技術活動に差障りが生じること
になるため、総会・研究発表会に60万円、技術委員
会に65万円、広報委員会に30万円、財務委員会に
21万円、事務所経費と運営費に54万円の合計230

万円とし、広報委員会で10万円、事務所経費と事務
局運営費で10万円の削減を図り対応することとし
た。残念ながら昨年以上に蓄財を切り崩す前提の予
算となっている。
　昨年からは貯蔵効率の観点に焦点を当てて、SMES

だけでなく、リチウムイオン電池、NaS電池、レドッ
クスフロー電池、フライホイールエネルギー貯蔵な
どの調査を開始した。特性や効率貯蔵効率の観点か
ら比較評価しようという試みである。エネルギー貯
蔵装置はその原理が異なることにより、基本的な仕
様や効率の考えなどは装置固有のものとなっている。
共通の観点からの評価はエネルギー貯蔵装置選定に
おいて重要な項目といえる。超電導エネルギー貯蔵
技術だけではなく、エネルギー貯蔵全般に関しての
技術への取り組みを深めつつあると言える。しかし
ながら、当研究会は財政的に厳しい状況にあり、皆
様のご協力、ご支援のもと、当研究会の運営方法、あ
り方の議論と検討をいただき、技術委員会と広報委
員会を軸とした活発な活動をお願いしたい。

■SMES関連発表論文データベース
　2015年度のSMES関連発表論文調査を行い、国際
会議等報告（英文）と国内会議等報告（和文）につい
て収録した。これ等のデータベースは、ホームペー
ジの定期刊行物欄に掲載してあるので、ご参考にし
ていただければ幸甚です。

RASMESの動向

公益社団法人低温工学・超電導学会が
50周年記念式典を開催

超電導エネルギー貯蔵技術と最も関係の深い低温
工学・超電導学会が2016年3月30日に設立50周
年を迎えました。これを記念して 50周年記念研究
発表会を5月30日から3日間タワーホール船堀で 

開催されました。また、同時に50周年記念式典、な
らびに特別記念講演会等が5月31日に開催されま
した。
研究発表会ではSMES関連で「電力・水素複合エ
ネルギー貯蔵システムに用いるSMESコイル設計」
と題する発表が上智大、KEK、東北大、岩谷産業、前
川製作所等からあり、また「（50T・500A/mm2・
5GPa）-REBCO超伝導コイルシステムの開発」と題
する発表が早稲田大学，北大，岡山大，中部電力から
ありました。超電導フライホイール関連では「超電
導フライホイール蓄電装置実証機の開発状況～
2016春～」および「超電導フライホイール蓄電装置
用超電導磁気軸受（SMB）の開発 –SMBの安定性検
証–」と題する発表が鉄道総研、古河電工、クボテッ
ク、ミラプロ、山梨県等からありました。
記念式典では学会の新旧会長からの挨拶等に続い
て、低温工学・超電導学会褒賞授与、フェロー顕彰
等が行われました。特別記念講演会では「宇宙の起
源に迫る」と題して高エネルギー加速器研究機構と
東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の職を兼任さ
れる羽澄昌史氏より、現代宇宙論の概要や、超電導
検出器アレイを用いた現在と近い将来の地上観測プ
ロジェクトや、2020年代に計画されている衛星観測
プロジェクトの紹介がありました。続いて、「超電
導リニアと中央新幹線の概要」と題して JR東海の池
田政隆氏より超電導リニア開発の経緯と今後の展望
についての紹介がありました。
これに続いて記念パーティーが開催され、会員相
互の懇親が図られました。途中、指名制で古株から
若手まで多くの方が代わる代わる壇上に上り、50周
年への祝意や今後への期待を延べ、和気藹々、盛会
のうちにパーティーは終了しました。
低温工学・超電導学会は2012年4月に制定され

た「基本方針」（http://www.csj.or.jp/caj/2012/bas 

ic_policy.pdf）の中で「重点 7 領域」の一つとして
「エネルギー問題の解決に貢献するエネルギー創出・
供給・利用領域」を位置づけています。超電導エネ
ルギー貯蔵研究会の研究する対象はまさにこれに合
致するものであり、今後、連携して末永く活動を実
施していきたいものです。
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次世代（超電導）フライホイール蓄電システム実証試験

編集後記
梅雨の一時の晴れ間、鬱陶しい季節になりました。
現在の地球は過去1400年で最も暖かくなってい

るといわれています。地球温暖化は、平均的な気温
の上昇のみならず、異常高温（熱波）や大雨・干ばつ
の増加などのさまざまな気候の変化を伴っています。
世界的規模での水資源や農作物への影響など地球環
境に変化を及ぼし始めているようです。地球温暖化
を防ぐためにはCO2削減が急務になっていますが、
一方でCO2削減に有効である再生可能エネルギーの
導入はそれほど簡単ではありません。
水素はクリーンなエネルギー源としてその活用が
叫ばれるようになってきました。水素の利用の一つ
として燃料電池自動車（FCV）が売り出されましたが、
その普及にはインフラストラクチャの整備が必要で
す。関西地区で初めての定置式液体水素ステーショ
ンが岩谷産業（株）中央研究所（尼崎）に併設されま
した。
水素エネルギーの利用にはいろいろな試験をして
知見を増やす必要がありますが、可燃性ガスである
水素の試験はそれなりの設備のあるところでなけれ
ばなりません。岩谷産業（株）中央研究所は、JAXA

能代ロケット実験場を除いて国内唯一の水素実験が
できる設備を備えています。見学会では、水素に関
連した装置のデモンストレーションや水素エネル
ギーへの取り組みなど大変興味あるものが見学でき
ました。このような設備・水素ステーションが市街
地に作られ、今後の水素エネルギー利用に活用され
ていくであろうことが想像されます。
水素エネルギーと超電導技術であるSMESとの融
合によって、再生可能エネルギーの有効利用が計られ、
CO2削減に貢献できることを希望してやみません。

（2016年6月現在）
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行事カレンダー
2015年
 7/9 理事会
 7/9 平成26年度定期総会
 7/9 第26回超電導電力貯蔵研究発表会
 8/27 第308回拡大技術委員会
 8/27 見学会（東京工業大学飯尾・筒井研究室

フライホイール誘導機）
 10/29 RUPSについての打ち合わせ
 12/9 RUPSについての打ち合わせ
 12/10 第309回拡大技術委員会
2016年
 2/19 第310回拡大公開技術委員会
 2/19 見学会（岩谷産業（株）中央研究所）
 2/24 RUPSについての打ち合わせ
 3/17 第311回拡大公開技術委員会
 4/1 RUPSについての打ち合わせ
 4/19 第312回拡大公開技術委員会
 4/19 合同委員会
 6/10 財務委員会

お知らせ
超電導エネルギー貯蔵研究会の活動状況、交流
会のご案内などはホームページで見ることができ
ます。是非ご覧ください。
>>http://www.rasmes.com/
また、超電導エネルギー貯蔵研究会では新規会
員（法人･個人）を募集しています。
お問い合わせは、rasmes@nifty.comまで。 
　事務局が移転になり、住所が変更になりました。
詳しくは表紙下段をご覧ください。

　2015年9月3日、次世代（超電導）フライホイール
蓄電システム実証試験施設が完成し実証試験を開始
した（http://www.rtri.or.jp/press/u83mct00000001sl-att/ 

20150903-1.pdf）。このプロジェクトは、2012年度
より国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）の助成を受けて、公益財団法人鉄道
総合技術研究所（鉄道総研）、クボテック株式会社、古
河電気工業株式会社、株式会社ミラプロおよび山梨
県企業局の5者で開発を進めてきたものである。実
証機は、後段の写真のように、山梨県米倉山の太陽光
発電所に併設された実証施設（白い建屋）の中に設置さ
れている。実証試験にむけ、米倉山の太陽光発電所
に東京電力（株）と山梨県が共同で建設した「米倉山
太陽光発電所」（最大出力10,000kW）に加えて、新たに
山梨県が「米倉山実証試験用太陽光発電所」（最大出力
1,002.6kW）を建設した。この「米倉山実証試験用太
陽光発電所」と実証機を電力系統に連系させ、日射量
等の自然条件によって変動する太陽光の発電電力を
超電導フライホイール蓄電システムで安定（平滑）化
できることを検証するのが目的である。
　フライホイール蓄電装置はエネルギーをフライホ
イールの質量、直径、回転数という機械的なパラメー
タで決まる回転エネルギーで蓄えるため、二次電池の
様に電気化学的な反応を使用しない。すなわち二次
電池等で課題となるような化学的な劣化に伴う寿命
の問題がない。また、回転数を監視していれば、残り
の電力量が一目でわかるメリットもある。さらに、使
用する発電電動機で出力が、
そしてフライホイールの質
量や直径で蓄電容量がそれ
ぞれ決まるため、出力と蓄電
容量を独立して設定するこ
とが可能であり、用途に応じ
て設定出力と蓄電容量の組
み合わせの自由度が高い設
計が可能というメリットが
ある。

　既存の実用に供されているフライホイール蓄電装
置は機械軸受の回転損失と、定期的かつ大がかりなメ
ンテナンスが不可避であることが普及の課題となっ
ている。この2つの課題を一挙に解決するために鉄
道総研が考案したのが、非接触で大荷重を安定支持
可能な超電導磁気軸受（SMB）である。今回開発した
SMBの特徴は固定側にRE系の高温超電導材料からな
るコイルと回転側に高温超電導バルクを配して構成
されるもので、負担浮上力を従来のものより桁違いに
向上させた点である。米倉山の実証機のSMBは、直
径2 m、質量4,000 kg の世界最大級のCFRP製大径
フライホイールを鉛直方向に支持することが可能で、
SMBがその負担荷重に比して極めて小型化された設
計が実現できた。
　昨年9月から開始された山梨県米倉山での実証試験
では回転速度向上試験、太陽光発電電力の出力変動の
平滑化効果の検証試験および停電等の異常時想定試
験など、系統安定化用蓄電システムの信頼性・耐久性
に関する各種検証が行われ、当初目標の成果を概ね検
証できている。
　NEDO 助成事業は本年2 月末日で終了したが、本
実証機は今後もSMB の長期信頼性・耐久性検証試験
や、鉄道用等の新たな開発の要素検証試験等に活用し
ていく予定である。なお、本実証機は Innovation for 

Cool Earth Forum 2015の Top 10 Innovationsに選
定された（http://www.icef-forum.org/annual_2015/out 

comes/index.html）。




