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平成１８年度実施方針 
                             新エネルギー技術開発部 
 
１．件名：プログラム名 電力技術開発プログラム 

（大項目）   超電導電力ネットワーク制御技術開発 
 
２．根拠法： 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第１５条第１項第１号イ 
 
３．背景および目的・目標 

電力市場の自由化の進展や地球環境対策などに伴う新エネルギー等の分散電源の導入

拡大、電圧変動が大きく電力ネットワークの安定性に影響を及ぼす負荷の増加等により、

電力ネットワークの安定度や品質の低下が懸念されている。さらに、IT の進展等に伴い電

力品質の維持要請が高まっている。このような状況において、安定した電力流通システム

に資する技術を開発することは、経済発展と社会生活の安定に大きく貢献する。 
 超電導電力貯蔵装置（SMES）は、有効・無効電力の同時制御が可能で、大電力を瞬時

に出し入れでき、繰り返し使用に強いなど、これまでの技術には見られない優れた特徴を

有しており、電力ネットワーク制御用として極めて有望な機器であることから、これまで

超電導コイル等について要素技術開発を行い、低コスト化を図ってきた。 
 本プロジェクトでは、超電導電力貯蔵システム技術開発（平成 11 年度～平成 15 年度）

で得られた成果を踏まえ、実用化を目指したトータル SMES システムの低コスト化、及び

実系統連系試験によるネットワーク制御システム技術の開発・検証を行うことを目的とす

る。 
 また、近年の自然エネルギー活用など分散型電源の導入が急速に進展しており、今まで

以上に電力系統の安定化等に個別に対応したネットワーク制御システムの開発が重要とな

っている。中小規模の風力発電や太陽光発電、鉄道在来線や一般工場の電力系統安定化な

どにはフライホイールシステムが適しており、汎用性も高い。そこで、従来の機械式フラ

イホイールに比べて、エネルギー損失が少なく、さらにコンパクトかつ低コスト等の優れ

た特長を有する超電導フライホイールの実用化に必要な技術開発を行うことにより、ネッ

トワーク制御システムの高度化を図る。 
 なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された電力技術開発プログラムの一環

として実施する。 
 
 本プロジェクトでは、以下の研究開発を実施する。 
研究開発目標 
① SMES システムの開発 
 本プロジェクトの最終年度において、下記目標を達成することにより SMES を用いた

100MＷ級（系統安定化用：15kWh、負荷変動補償・周波数調整用：500kWh）電力ネッ

トワーク制御システム技術を確立する。 
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表 SMES システムの開発目標 
項目 目 標 値 

１．システム構成技術の開

発 
（１）低コスト大容量電力変換システム 

 出力 10MW 級、 ２万円/kW 以下 
（２）高磁場酸化物系 SMES コイル 

金属系（５Ｔ）を超える高磁場化 
（３）高信頼性極低温冷凍機 

平均故障間隔２万時間以上 
（４）高耐電圧伝導冷却電流リードシステム 

真空度によらず耐電圧 DC１５kV 以上 
２．実系統連系試験 パイロットシステムの設計製作を行い、実系統に連系して２

万回以上の実動作によるシステム性能を検証する。 
 

３．システムコーディネー

ション技術開発 
ライフサイクルコスト（注）目標を実現可能とするシステム

コーディネーションを行う。 
・負荷変動補償・周波数調整用 SMES 

１４万円/kW 以下 
・系統安定用 SMES 

５万円/kW 以下 
（注）ライフサイクルコスト＝初期コスト＋Σ（ｎ年目の現価係数×ｎ年度目のランニン

グコスト）    （評価期間３０年、割引率５％を想定） 
 
② SMES システムの適用技術標準化研究 

目的用途や、分散型電源が連系するネットワークの規模、形態などを踏まえた SMES シ

ステムの用途適用性効果を評価し、目的用途や形態等に応じた最適システム、試験法、評

価法等の標準化研究を行い、電力ネットワーク制御システムの用途に応じたシステム構成、

機能等の標準化の基礎となるデータ等の体系化を行う。 
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③ 超電導フライホイールシステムの開発 
 本プロジェクトの最終年度において、下記目標を達成することにより超電導フライホイ

ールを用いた 50kWh 級（1MW）電力ネットワーク制御システム技術を確立する。 
 

表 超電導フライホイールシステムの開発目標 
項目 目標値 

１．システム構成技術の開

発 
産業用を含む広く活用可能な 50kWh 級システムを見通せる

技術を確立し、コスト等導入効果を明確にする。 
・コスト目標：2 億円/50kWh（4,000 円/Wh）以下。 

＊イニシャルコストベース 

・軸受損失：0.5W/kg 以下（含冷凍機損失）。 

・総合効率：72%以上（往復）。 
２．トータルシステムの性

能試験 
パイロットシステムの設計製作を行い、実負荷変動を模擬で

きる試験系統に連系してシステム性能を検証する。 
・試験サイトにおける 2 ヶ月以上の連続運転を達成。 

・定格出力の 1 割以上の入出力を 500 回以上達成。 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

研究開発項目①、②については、引続きプロジェクトリーダー長屋重夫氏（中部電力株

式会社 技術開発本部 電力技術研究所 研究主査）のもと研究開発を実施した。 
研究開発項目③については、公募により委託先を決定し、研究開発責任者を中島 洋氏

（東海旅客鉄道株式会社 執行役員 総合技術本部 リニア開発本部 副本部長）として

研究開発を開始した。 
具体的な進捗は以下のとおり、 

研究開発項目①「SMES システムの開発」 
低コスト大容量変換システム開発については、４方式（電圧型大容量変換素子直並列方

式、電流型大容量変換素子直並列方式、電圧型汎用変換素子直並列方式、マルチセル方式）

について機器設計、制御性等のシミュレーション解析、コスト分析を行い、電圧型大容量

変換素子直並列方式を製作、性能評価することに決定し、素子製作を行った。 
金属系を上回る高磁場酸化物系 SMES コイルの設計製作については、高磁場酸化物線材

を用いたコイルを試作し、製作性や基礎性能の検証を行った。 
高信頼性極低温冷凍機の開発については、平成１７年度に引き続き８０Ｋ無摺動冷凍機

の冷却部の構造最適化検討を行い、試作した装置での基礎特性評価を開始した。２０Ｋ冷

凍機は、試作した装置の耐久試験と性能向上検討を開始した。 
高耐電圧伝導冷却電流リードシステムについては、システム全体の設計検討を実施した。

また、電流リード・冷凍機同軸一体構成の高温部冷却技術及び低接続抵抗技術の基礎試験を実施

した。 
実系統連系試験によるシステム性能検証については、試験実施候補場所の負荷変動補償

シミュレーションを行い、実施場所を決定するとともに検証する SMES システムの仕様を
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確定した。 
システムコーディネーション技術開発では、100MＷ級 SMES システムの要求仕様をま

とめ、それを基にシステムの設計検討及びコスト分析を開始した。また、安定化制御ロジ

ックについて、ディジタルシミュレーションにより安定化効果を評価した。 
（実施体制：中部電力（株）、九州電力（株）） 
 

研究開発項目②「SMES システムの適用技術標準化研究」 
SMES システムの適用拡大や円滑化を図るための施策、調査・検討の具体的進め方を整

理するとともに、SMES システムの目的用途等について調査を進めた。これに基づき、電

力用途、産業用途および海外における SMES システムの市場ニーズ調査・経済性調査を実

施した。また、SMES システムの用途別適用効果について定量的に評価するための SMES
および競合技術の解析モデル調査・作成、制御対象となる変動現象などの模擬方法の検討・

データ収集を行い、シミュレーション解析、適用効果の評価に着手した。併せて、標準化

範囲の設定に着手するとともに、SMES の試験法の標準化に向け、既存の貯蔵装置やケー

ブル、変圧器、発電機など各種超電導機器の試験法調査、データ収集を実施した。また、

国内外における SMES（開発段階を含む）の試験実績の調査と取りまとめに着手した。 
（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター） 

 
研究開発項目③「超電導フライホイールシステムの開発」 
 ５０ｋＷｈ、１ＭＷ級のパイロットシステムの基本設計を進め、磁界解析手法を駆使し

て、軸受部の構成、周辺のシールド方法、各部の材質の最適化などを検討した。また、パ

イロットシステムの設計製作に資する目的で、超電導磁気軸受の浮上力特性、回転抵抗な

どの基礎特性を詳細に評価するため、基礎特性評価試験装置の設計・製作を行った。 
また、東京大学との共同実施にて、回転損失の解析を行った。 
（実施体制：東海旅客鉄道株式会社－共同実施 東京大学） 

 
４．事業内容 

（１）平成１８年度事業内容 
実用化を目指したトータル SMES システムの低コスト化、及び実系統連系試験によるネ

ットワーク制御システム技術の開発・検証を行い、SMES を用いた 100MW 級電力ネット

ワーク制御システム技術を確立、及び、超電導フライホイールを用いた 50kWh 級(1MW)
電力ネットワーク制御システム技術を確立することを目標に、以下の研究開発を実施する。 

 
研究開発項目①「SMES システムの開発」 
SMES システムの開発に必要な各種システム構成技術、実系統連系運転試験によるシス

テム性能検証、システムコーディネーション技術の設計・製作・検討を行い、100MＷ級

電力ネットワーク制御システム技術を確立するための開発を実施する。 
システム構成技術開発のうち、低コスト大容量電力変換システムの開発については、平

成１７年度に選定した 10ＭＷ電力変換装置の設計・製作を行う。 



 - 5 - 

高磁場酸化物系 SMES コイルの開発については、次世代線材を用いた SMES 用コイル

の設計・製作を行う。 
高信頼性極低温冷凍機の開発については、平成１７年度に冷凍部構造最適化検討を行っ

た 80K 無摺動冷凍機を試作し、基礎性能評価を行う。また、20K 冷凍機については２万時

間以上の長期運転信頼性を検証するために平成１７年度に引き続き耐久試験と性能向上検

討を行う。 

高耐電圧伝導冷却電流リードシステムについては、電流リード・冷凍機同軸一体構成の低

温側冷却部及び貫通部を開発するとともに、高耐電圧化技術の確立に向けた設計検討を行う。 
実系統連系試験によるシステム性能検証については、決定した試験実施場所の詳細シミ

ュレーションを行い、負荷変動補償機能の検証効果事前検討を行う。また、系統連系試験

を実施する SMES システムの設計・製作、ならびに試験場の環境整備を行うとともに性能

検証に着手する。 
システムコーディネーション技術開発では、平成１７年度までに実施した 100MＷ級

SMES システム設計に、システム構成技術の開発内容を併せ、基本設計を行う。 また、

系統安定化の検出・制御ロジックについては、制御ロジックを構築した制御装置を試作し、

アナログシミュレーションによる解析を行う。 
（実施体制：中部電力（株）、九州電力（株）） 
 

研究開発項目②「SMES システムの適用技術標準化研究」 
平成１７年度に実施した電力用途、産業用途および海外における SMES システムの市場

ニーズ・経済性調査結果により、SMES システムと競合技術との性能、経済性の比較検討

を行う。並行して、SMES システムおよび競合技術のシミュレーション解析を実施し、

SMES 及び競合技術の適用効果の評価を行う。これらの結果をもとに、SMES システムの

適用が期待される用途の明確化および用途別 SMES システムのとりまとめに着手する。ま

た、SMES の試験法標準化のため、平成１７年度に調査を行った SMES の試験実績を基に、

実用化段階で必要とされる SMES システム試験法の素案を作成する。これと並行して、国

際標準化を目的とした用途別 SMES システムのデータ（仕様、試験法等）収集・整理を行

う。 
（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター） 

 
研究開発項目③「超電導フライホイールシステムの開発」 
 １７年度に製作した基礎特性評価試験装置を駆使し、超電導磁気軸受の性能を詳細に測

定・評価し、パイロットシステムの設計製作に反映する。またパイロットシステム本体と

変換器等の周辺機器の製作に着手し、メーカ工場内での装置完成を目指す。パイロットシ

ステムの設置予定のサイトにおいては、パイロットシステムを設置するための基礎工事、

サイト内の機器との電気的な接続のための準備工事、パイロットシステム本体と周辺機器

を収納するための構築物の工事などを進める。一方、システム実用化に向けた適用箇所、

運用方法についても調査・検討を実施する。 
また１７年度に引き続き、東京大学との間で回転損失に関する解析を共同実施する。 
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（実施体制：東海旅客鉄道株式会社） 
 
（２）平成１８年度事業規模 
    ①電特会計     １，９１５百万円 （継続） 
                 

注）事業規模については、変動があり得る。 
 
５．その他の重要事項 
（１）運営管理 

本プロジェクトの推進方針および新エネルギー技術開発部が所管する他の超電導関連

プロジェクトとの調整については、新エネルギー技術開発部が主催し平成１８年度に開催

予定の「超電導技術委員会」に諮り、有識者の意見を伺いながら進めることとする。また、

四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受

けることとする。 
 
（２）複数年度契約 
   平成１９年度まで２年間の契約延長を行う。（ＳＭＥＳ） 
（３）年間スケジュール： 
    平成１８年  ２月 ・・・部長会 

       ６月 ・・・第１回超電導技術委員会（予定） 
平成１９年  １月 ・・・第２回超電導技術委員会（予定） 

 
 


