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P04017 
（電力技術開発プログラム） 

「超電導電力ネットワーク制御技術開発」基本計画 
 

新エネルギー技術開発部 
 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

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。 
 

（２）研究開発の目標 

 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。 

 

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。 
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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 

・系統安定化用 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） 

 

 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）研究開発内容 

 上記の目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙１の研究開発計画に

基づき研究開発を実施する。 
 

① SMES システムの開発 

システム構成技術の開発：低コスト大容量電力変換システム 

高磁場酸化物系 SMES コイル 

高信頼性極低温冷凍機 

    高耐電圧伝導冷却電流リードシステム 

   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開発 

② SMES システムの適用技術標準化研究 

③ 超電導フライホイールシステムの開発 

システム構成技術の開発 

トータルシステムの性能試験 

 

２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、｢NEDO 技

術開発機構｣という）が、企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等（委託先から再委託

された研究開発実施者を含む）から公募によって研究開発実施者を選定の上、委託して実

施する。（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別の研究開
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発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部

分はこの限りでない。） 
共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限

の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、ＮＥＤＯ技術開発機構が委託先決

定後に指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下に効果的な研究

開発を実施する。 
 
（２）研究開発の運営管理 
 研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運

営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会

及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、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等を行う。 
 
３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１６年度から平成１９年度までの４年間とする。 
 
４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開

発の事後評価を平成２０年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に

係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗動向等に応じて、前倒しする等、適宜見直

すものとする。 
 

５．その他の重要事項 
（１）研究開発成果の取扱い 
①成果の普及 
 得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるも

のとする。 
 
②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 
 
③知的財産権の帰属 
 委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２６条の規定等に基づき、原則

として、すべて受託先に帰属させることとする。 
 
（２）基本計画の変更 
 ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、

当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基

本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（３）プロジェクトの根拠法 

本プロジェクトは、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号イに基づき実施する。 
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（４）その他 
 SMES システムのさらなる低コスト化が期待されるＹ系酸化物超電導線材に関しては、

超電導関連の他プロジェクト（超電導応用基盤技術研究開発等）との連携を効果的に図る

ものとする。 
 
６．基本計画の改訂履歴 
（１）平成１６年３月、制定。 
（２）平成１７年３月、「電力技術開発プログラム」として位置付けられたこと、及び研究

開発内容を追加して改訂。 
（３）平成１８年３月、研究開発項目③の達成目標を委託先決定に伴い、具体的な設定を

行い改訂。 
 
７．研究開発スケジュール 
 別紙２による。 
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（別紙１）研究開発計画 

 
研究開発項目①  「SMES システムの開発」 
 
 出力１００ＭＷ級（系統安定化用：15kWh、負荷変動補償・周波数調整用：500kWh）の電

力ネットワーク制御用 SMES システムの開発を目指したシステム構成技術及びコーディ

ネーション（最適化）技術の開発、並びに実系統連系試験が可能なパイロットシステムに

よる性能の検証を行う。 
 
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の開発 

 

・研究開発の必要性 

SMES システムの実用化を図るためには、システム全体で大きなコスト要因となる大容量

変換器の低コスト化、及び運転時の電力ロス低減のための変換器出力効率向上が必要であ

る。 

 

・研究開発の具体的な内容 

コスト低減が可能な変換器素子構成について設計・コスト分析を実施するとともに、

直並列接続技術を開発することにより、出力１００ＭＷ級 SMES システムの設計・実現

を可能とする、出力１０ＭＷ級電力変換システムを開発する。 
 

・達成目標 

効率：９８％以上（動作時・片道） 

コスト低減目標：２万円/ｋW 以下（ＳＭＥＳ出力ベース。変圧器等の周辺電気設備を

含む） 

 

 
 
（２）高磁場酸化物系 SMES コイルの開発 

 

・研究開発の必要性 

酸化物系超電導体は金属系超電導体に比べ臨界温度が高く、磁界中での通電特性の低

下が少ないことから、金属系を上回る高磁場化が可能である。 

また SMES の安定動作及び冷却システムのコスト低減を図るには、４．２Ｋよりも高い

温度での動作が可能な酸化物系超電導 SMES コイルの開発が必要である。コンパクトで

冷却システムの簡素化も可能な酸化物系超電導 SMES コイルを導入することにより、ト

ータルシステムの更なるコスト低減が実現できる。 

 

・研究開発の具体的な内容 

現在実用が可能な酸化物系超電導線材を用いて、長尺大容量導体を製作し、コンパク

ト化のために金属系コイルを超える高磁場化が可能な SMES コイルを開発する。 

さらに、「超電導応用基盤技術研究開発」プロジェクトと連携し、技術進捗の著しい次

世代酸化物系超電導線材を導体化した要素コイルの試作研究を行い、ＳＭＥＳコイルと

しての実応用への道筋を明確にする。 
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・達成目標 

１００ＭＷ級 SMES システムを見通せるコイルとして以下を目標とする。 

ＳＭＥＳ用で金属系コイル（５Ｔ）を超える高磁場化 

 

（３）高信頼性極低温冷凍機の開発 

 

・研究開発の必要性 

ＳＭＥＳシステムの信頼性は、冷却システムの信頼性に大きく依存するため、その要

となる冷凍機の高信頼化、特に長寿命化が必要である。一方、ランニングコストの低減

には高効率化も不可欠である。従って、信頼性が高く高効率な冷凍機を開発する必要が

ある。 
 

・研究開発の具体的な内容 

SMES の動作温度に適した冷却機構、および機械的信頼性の高い冷却機構を検討する

とともに、冷却効率向上のための高熱負荷対応の極低温伝熱材、低温度差コイル内伝熱

構造の開発を行うことにより、信頼性が高く、かつ、保守の容易な極低温冷凍機を開発

する。 

 

・達成目標 

１００ＭＷ級 SMES システムを見通せる極低温冷凍機として以下を目標とする。 

ＭＴＢＦ（平均故障間隔）：２万時間以上 

ＭＴＴＲ（平均修復時間）：４時間以内 

  

 

（４）高耐電圧伝導冷却電流リードシステムの開発 

 

・研究開発の必要性 

超電導コイルを安定に運転し、冷却運転費の低減を図るには、コイルに電流を供給す

る電流リードシステムの絶縁性能の向上及びジュール発熱を含む熱侵入量の低減が不

可欠である。 

 

・研究開発の具体的な内容 

  電流リードとコイル接続部の高耐電圧技術の開発、絶縁性能の確保と熱侵入抑制技術

の開発を行い、ｋＡ級の伝導冷却リードシステムの開発を行う。 

 

・達成目標 

  ｋＡ級で以下の試験条件に耐えること。  
真空度によらず耐電圧 DC１５ｋＶ以上、かつ高温端 77Ｋ、低温端 4.2Ｋで熱侵入

量 0.3 Ｗ/kA・対以下 
またはこれと同等性能以上 

 
 
２．実系統連系運転試験によるシステム性能検証 
 

・研究開発の必要性 

トータルシステムの性能は、工場での運転試験による確認では十分ではなく、実系統に

連系し実負荷を掛けて実際に検証することが技術を確立する上で不可欠である。 
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・研究開発の具体的な内容 

 システム技術の確立を検証可能なパイロットシステムを設計製作し、実負荷変動を現実

に経験可能な地点で実系統連系試験を行う。 

 実系統連系試験においては、負荷変動幅の 1/10 以上の出力による電力ネットワーク制御

応答性、システムの保護機能、冗長性、故障検出・監視機能、故障対応機能、安全停止機

能、ネットワークへの悪影響防止機能を含む性能を確認する。 

 

・達成目標 

２万回以上の実動作による性能確認 

   

 

３．システムコーディネーション技術の開発 

 

・研究開発の必要性 

  SMES の構成技術の１つである金属系 SMES コイルの開発はこれまで行われてきた。し

かし実用化のためにはトータルシステムとしての完成度を高めることが必要で、コスト

検討を含め各構成技術を最適にシステム化する技術開発（システムコーディネーション

技術開発）が不可欠である。 

 

・研究開発の具体的な内容 

  構成技術をトータルシステム化し、下記のコスト目標を達成する出力１００ＭＷ級Ｓ

ＭＥＳシステムの基本設計を行う。なおコストについては初期コスト、ランニングコス

トを含めたライフサイクルコストで検討する。 

 

・達成目標 

  負荷変動補償・周波数調整用 SMES：１４万円/kW 以下、及び系統安定用 SMES：５

万円/kW 以下（ともにライフサイクルコスト・ベース）のコスト目標を可能とするシス

テム基本設計の確立。 
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研究開発項目②   「SMES システムの適用技術標準化研究」 

 

１． 研究開発の必要性 

SMES システムは、電力ネットワーク安定化や負荷変動補償、周波数調整など、種々

の用途に適用が可能なシステムであり、電力ネットワークの制御のみならず、分散型

電源を柔軟に連系するうえで大きな効果が期待される。さらに、需要先での瞬低対策

を含め適用性は極めて広い。 

従ってＳＭＥＳシステムの適用拡大や実用化を円滑化するには、電力ネットワーク

の制御に特化した最適化に留まらず、ネットワークの規模、形態、目的用途に応じた

システムの最適化、コストミニマム化を可能とする SMES システム適用技術の標準化を

推進する必要がある。 

 

２． 研究開発の具体的な内容 

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う。 

 

３． 達成目標 

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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研究開発項目③   「超電導フライホイールシステムの開発」 

 

１． システム構成技術の開発 

 

・研究開発の必要性 

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。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。 

 

・研究開発の具体的な内容 

フライホイール電力貯蔵システムに最適な適用箇所を選定し、超電導軸受技術を活用

したコンパクトかつ低損失、低コストなシステムを開発し評価する。 

超電導を有効利用するフライホイールとしては、超電導バルクと永久磁石の組み合わ

せによる超電導軸受を採用したフライホイールが開発されている。この方式は、スラス

ト方向のみならずラジアル方向も安定支持が可能であるという利点があるが、固定側に

超電導バルク、回転側に永久磁石を配置する関係で、大型対応の軸受としては面積あた

りの負担荷重が比較的小さな値となり、エネルギー貯蔵量を増すため使用するフライホ

イールの回転数を増加させる必要があった。しかし、回転数増加に伴い、軸の強度設計

や振動制御に課題が判明し、本方式での汎用型フライホイールシステムの実用化には、

多くの課題を残す結果となった。 

本プロジェクトでは、このような研究成果を受けて、超電導コイルとしては最も単純

な円形コイルを固定側に配置し、回転体側には単に鉄に代表される強磁性体のリングを

配置するだけの簡単な構成で非常に大きな荷重を支持することを可能とした。このため、

回転体は安価な材料で構成し、比較的低い回転数で運用するフライホイールシステムを

めざすものであり、汎用的に使用されるフライホイールの早期実用化を図るものである。 

 

・達成目標 

産業用を含む広く活用可能な 50kWh（1MW）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。 

 ①コスト目標 

   在来線直流電化区間の鉄道へフライホイールを適用する場合、回生失効対策として

の導入効果は、フライホイールの寿命を 30 年とした場合にイニシャルコストで 3 億円

程度に相当すると試算される。他の技術と比較しても低コストなシステムを構成する

ため、以下を目標とする。 

・2 億円/50kWh（4,000 円/Wh）以下を可能とするシステム基本設計の確立。 

 ＊イニシャルコストベース 

また、フライホイールの実用化に向けた適用箇所・運用方法の検討をプロジェクト

内で実施する。その中で鉄道以外の用途についても検討を行い、加えて更なる低コス

ト化に向けた検討も実施する。 

 

 ②軸受に伴う損失目標 

   利用可能エネルギー50kWh 級（最大入出力電力 1MW）を、鉄製のフライホイールで実

現する場合、回転体重量は概ね 20t 程度となり、これを従来の機械軸受を使用した回

転機で実現した場合、軸受に伴う損失は全体で約 30kW 程度と想定される。これを今回

の開発で 1/3 程度に低減することとし、スラスト負担荷重あたりの軸受損失を全体で

0.5W/kg 以下とすることを目標にする。なお高温超電導が実現されれば超電導コイル
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の冷凍機動力が低減されるため、軸受に伴う損失をさらに下げることが可能となる。 

  ・スラスト負担荷重あたり軸受損失が 0.5W/kg 以下（含冷凍機損失）を達成。 

 ③総合効率目標 

   変換器については今回の開発要素ではないため、既存技術の組み合わせで構成する

ことにより、以下の総合効率を目標とする。 

・変換器を含む総合効率 72%以上（往復）を達成。 
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２． トータルシステムの性能試験 

・研究開発の必要性 

トータルシステムの性能は、工場での運転試験による確認では十分ではなく、最終的

には実系統に連系し実負荷を掛けて実際に検証することが技術を確立する上で不可欠

である。ただし、本研究では研究開発スケジュールを考慮し、鉄道の研究施設の電源系

統に連系して実施する。 

 

・研究開発の具体的な内容 

システム技術の確立を検証可能なパイロットシステムを設計製作し、研究施設内に設

備された負荷変動の比較的大きい鉄道用試験装置と連系させ、実運用を行うことにより

システム性能を検証する。 

トータルシステムの性能試験においては、電力ネットワーク制御応答性、システムの

保護機能、故障検出・監視機能、故障対応機能、安全停止機能、ネットワークへの悪影

響防止機能を含む性能を確認する。 

 

・達成目標 

連続動作試験によるシステムの安定性の確認。 

・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。 

 

 



  

（別紙２） 
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   ③超電導フライホイールシステムの開発 
 
   ○ システム構成技術の開発 
 
   ○ トータルシステムの性能試験 
    

①SMESシステムの開発 

研究開発の内容 
H1６  H1７  H1８  H1９    

 

② SMESシステムの適用技術標準化研究 

○ システム構成技術の開発 

・ 低コスト大容量電力変換システムの開発

・ 高磁場酸化物系SMESコイルの開発 

・ 高信頼性極低温冷凍機の開発 

・ 高耐電圧伝導冷却電流リードシステムの

開発 

 

○ 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開発 

研 究 期 間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事  

後  

評  

価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


