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概  要  （ＮＥＤＯ） 作成日 平成 15年 3月 14日

制度･プログラム名 革新的温暖化対策技術プログラム 
事業(プロジェクト)名 フライホイール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発 ＰＪコード E00011 
事業担当推進部室 新電力技術開発室 
事業の概要 電力分野で実現期待度の大きいフライホイール電力貯蔵システム実

用化のため、大型化に適した超電導バルク材を用いたラジアル型超

電導軸受の技術開発を行うとともに、システムに必要となるシステム

要素技術課題を明らかにする。 
１．事業の目的･政策的 
   位置付けについて 
【NEDO が関与する意

義】【実施の効果(費用対

効果)】【事業の背景･目

的･位置付け】 

電力の負荷平準化および電力コストの低減は C02 排出削減による地

球温暖化対策としても重要であり、超電導フライホイールによる電力

貯蔵技術開発の意義は大きい。  超電導技術開発はその革新性ゆ

え新規の産業分野創出が期待されるものの、いまだ革新的技術であ

りリスクが高く、長期間の多大な資金を必要とする。 
このため国、ＮＥＤＯとして支援していく意義は大きい。 

２．研究開発マネジメン 
   トについて 
【事業の目的】 
 

１．超電導軸受要素技術 
100kWh 級超電導軸受にて載荷力密度 10N/cm2、回転損失

2mW/N の達成を目指すとともに、軸受要素技術の見通しを得る。 
（中間目標）目標値への達成方策を提示。 

２．超電導軸受応用技術 
10kWh 級運転試験装置を試作し、軸受・回転体システムの信頼性を

検証し、システム上の課題を摘出。 
（中間目標）構造図及び軸受制御技術の課題と対策を提示。 

主な実施事項 H12 H13 H14 H15 H16  
超電導軸受要素技術       
超電導軸受応用技術       
技術調査研究       

【事業の計画内容】 

       
（単位：百万円） H12 H13 H14 H15 H16 総額

(当初)       
一般会計 

(実績)       
(当初) 216 290 330 320 (未定) (未定)

特会（電多） 
(実績) 191 257 ─ ─ ─ ─ 
(当初)       

特会（石油） 
(実績)       
(当初)       

特会（エネ高）
(実績)       
(当初) 216 290 330 320 (未定) (未定)

【開発予算】 

総予算額（計）
(実績) 191 257 ─ ─ ─ ─ 

経済産業省担当原課 産業技術環境局研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
プロジェクトリーダー 所属 (財)国際超電導産業技術研究センター 

氏名 腰塚直己 
委託先 (財)国際超電導産業技術研究センター 

【開発体制】 

共同研究先 東工大、東大、慶大、名大、茨城大、日大 
【情勢変化への対応】 ○効率的運営による実施内容の変更（H14.3） 

○基本計画に中間目標追加（H14.3） 
○早期の実用化を意識した性格にすべく軸降下対策検討等含む基本

計画の変更（H15.3） 
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【今後の事業の方向性】 過去に実施された評価なし。Ｈ１５，１６は 10kWh 級運転試験装置の

完成と 100kWh 級軸受における目標値達成に注力し１００kWh 級超

電導フライホイールシステムの技術的見通しをつける。 
３．研究開発成果 
（写真、図、表の使用可） 
（要素技術含む） 

１．超電導軸受要素技術 
 ○載荷力 
10kWh 級軸受モデルで 目標の載荷力密度 10N/cm2 を達成した。

100kWh 級軸受モデルにおいて最終目標を達成するためには過冷

却法が有効であることが分かった。 
 ○回転損失 
10kWh 級軸受モデルで 2.5mW/N を達成した。100kWh 級モデルで

は解析により 2.3mW/N の値を求めることができた。 
回転損失の低減には渦電流の抑制と超電導バルク体の配置が重要

であることが分かった。 
 ○軸降下 
軸降下に対する過冷却法、予荷重法の有効性を確認した。 
軸降下量は３時間後で 100μm を達成した。 

 
２．超電導軸受応用技術 
 ○10kWh 級運転試験装置 
装置の詳細構造図及び運転 
試験施設の計画図を作成し 
た。今後 H15 に 10ｋＷh 級 
運転試験装置を完成させる。 

 ○軸制振とフライホイール 
   本体 
軸制振において非線型ゼロ 
パワー制御、安定化フィルター 
採用によりローターの弾性振動を安定化させる技術を開発した。 
また、フライホイール本体のフィラメントワインディング作成技術の最

適化により、高速回転可能な均一なフライホイールを製作した。 
 

３．技術調査 
フライホイール関連の国内外動向調査を行った。 
フライホイール事業の市場調査により、市場の急拡大が判明。 
また、超電導フライホイールの当面の適用性を調査した結果、今後

成長が見込まれるデータセンターＵＰＳが有力。 
（特許･論文等について 
 件数を記載） 

特許  １件 
論文  ３６件 
  特許名「磁気軸受装置」 光洋精工（特願 2001-344788） 
  発表箇所：低温工学、電気評論、日本応用磁気学会、 
  International Symposium on Superconductivity ,Physica C 等 

４．実用化、事業化の 
   見通し 

産業応用用途として、無停電電源（ＵＰＳ）、風力等電力変動平準化電

源、電気鉄道用等に応用可能。 
（当面の最有力はデータセンター用ＵＰＳ） 
電力負荷平準化用途として、数ステップ（MWh級、10MWh級）の開発

により電力負荷平準化へ。 
評価履歴 実施時期 １５年度 中間評価実施予定 
 評価項目･基準 標準的評価項目･評価基準 
評価予定 実施時期 １７年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目･評価基準】 

 評価項目･基準 標準的評価項目･評価基準 

上部ＡＭＢ上部ＡＭＢ上部ＡＭＢ上部ＡＭＢ

下部ＡＭＢ下部ＡＭＢ下部ＡＭＢ下部ＡＭＢ

スラストＡＭＢスラストＡＭＢスラストＡＭＢスラストＡＭＢ

発電電動機発電電動機発電電動機発電電動機

位置決め装置位置決め装置位置決め装置位置決め装置

ＦＷ本体およびハブＦＷ本体およびハブＦＷ本体およびハブＦＷ本体およびハブ

ラジアル型ＳＭＢラジアル型ＳＭＢラジアル型ＳＭＢラジアル型ＳＭＢ

１０kWh 級運転試
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概  要  （産総研） 作成日 平成 15年 3月 14日

事業(プロジェクト)名 フライホイール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発 ＰＪコード E00011 
２．研究開発マネジメン 
   トについて 
【事業の目的】 
 

超電導軸受と制御型軸受で支持されるフライホイールシステムの安全

性信頼性確保のための制御型軸受の最適な制御手法の開発を行う。

また、フライホイールローター材 CFRP の真空中でのクリープ特性評

価と劣化機構の解明を行う。 
主な実施事項 H12 H13 H14 H15 H16  
超電導軸受高性能化       
軸受関連部材のクリ

ープ特性評価 
      

【事業の計画内容】 

       
（単位：百万円） H12 H13 H14 H15 H16 総額

(当初) 44 70 70 51 ─ ─ 
【開発予算】 

特会（電多） 
(実績) 44 70 70 ─ ─ ─ 

３．研究開発成果 a.超電導軸受高性能化 
制御型磁気軸受での PID 制御の調整の困難さを解消する PID 包含

LQ 制御法の検討を行った。剛体モードと弾性モードの信頼性の高い

制振アルゴリズムの探索であり、今年度までに軸の剛体モードと曲

げモード制御を実現した。 
さらに、非常時の保護軸受の負担を軽くする非線形制御の制御アル

ゴリズムの開発を行った。非常時に保護軸受に接触する外力を受け

ても安定に制御が継続できる制御法であり、基礎実験によりアルゴリ

ズムを検証した。 
b.軸受関連部材のクリープ特性評価 
真空雰囲気に対応できる CFRP 用のクリープ試験機を新たに開発し

た。24h 程度の短時間クリープ試験の結果、静的引張破断応力では

24h 程度以上の寿命を持つものと考えられた。また、静的引張破断

応力の 90％の応力負荷における 500h 程度の長時間クリープ試験

の結果、大気中と真空中で明確な差は認められていない。 

（特許･論文等について） 特許 １件、論文 ３件、口頭発表 ７件 
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「フライホイール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、高温超電導バルクの特徴を生かした波及効果の大きい開発で
あり、要素技術の開発・改良、システム技術上の問題抽出とその解決などの面で、
開発成果は着実に上がっている。 
大容量の貯蔵システム（MWh級のシステム）による負荷平準化が実用化するこ
とへの期待は大きいが、このような大容量の貯蔵システムのニーズ（規模および導
入時期）については検討を要する。 

UPS（無停電電源装置）に応用する無接触技術等の要素技術は着実に成果を上げ
ており、競合技術のハードルはあるものの、実用化は可能と考える。しかし、UPS
等ではエネルギー、地球環境対策としての効果は限定的であり、将来の大容量化へ
の展開を求めることは重要である。また、超電導の特性を活かした最適設計に向け
て吟味が必要である。 
高温超電導の応用範囲の拡大と見れば、今後のバルク応用が重要であり、波及効
果も期待できるため、NEDO 事業に相応しいものと考えられる。バルク材の応用
箇所を軸受けに設定したことは妥当である。 
早期実用化に向けたシナリオの再検討が必要であり、実用化についての評価は、
今後のシナリオ再構築の如何によるものと言える。 
 
２）今後に対する提言 
今後の進め方については、経済・社会環境の変化と他の環境・エネルギー技術の
進歩を踏まえて見極めるべきである。大容量の負荷平準化用という原点に立てば重
要であるが、導入は後年にシフトするものと考えられる。UPS 等一般産業用とし
て有用であり、当面、小規模フライホールの開発を期待する。ただ必ずしも超電導
が最有力と言うことではなく、超電導技術の他の用途を視野に入れた展開も期待さ
れる。一方、本技術のニーズについて広い視点からの調査が必要であるが、無接触
軸受けの応用範囲の拡大も期待され、今後も基礎研究を継続していくことは重要で
ある。 
しかし、社会的ニーズが不透明なままでは大規模な次期フェーズに進むべきでは
なく、将来の可能性の見極めが必要である。 
 



6    

１．２ 各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
電力の安定供給とコスト低減、地球温暖化防止への寄与、増大する負荷変動の吸
収等に対応する超電導フライホイール電力貯蔵技術への期待は高い。超電導技術は、
電力技術のみならず製造業、冷却産業等他業種技術を大きく変える等、将来に大き
な可能性や波及効果を持つ技術であり、また現時点ではわが国の超電導技術は欧米
に対して一日の長がある。さらに、関連研究開発課題は、極めて挑戦的で、また大
きな研究投資を必要とするリスクの高いものであり、民間の研究開発努力に委ねる
ことは未だ適切ではない。従って、基礎技術が確立できるまでの間、国が政策的か
つ戦略的に研究開発を推進すべきであり、NEDO がこうしたプロジェクトを立ち
上げたことは、高く評価できる。 
一方、今後 UPS等の小容量、短時間の負荷変動への対応策としての開発を行う
場合、現状の構造が必ずしも超電導技術を生かし切るものではなく、最適な構造の
検討が必要である。将来、大容量、長時間用途の装置開発にも応用可能であり、エ
ネルギー利用効率の向上、地球環境対策となるものとしての位置づけの整理が不可
欠である。また、画期的な新材料である高温超電導体の研究を、これからも基礎か
ら応用まで広範に継続していくためには、本プロジェクトのような実用化研究は有
効であるが、新材料が実用に供することができるかを調査する基礎研究の側面もあ
ることを認識する必要がある。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
各参加主体との開発分担も適切であり、社会・経済環境の変化に応じて中間目標
設定や開発目標を見直す等の柔軟な対応をとっている。研究開発計画については第
1フェーズにおいて得られた成果をもとに達成目標を掲げており、妥当な計画であ
ったと評価できる。しっかりした報告書作りや定期的な意見交換がなされ、確実に
成果を蓄積してきていることは、円滑にマネジメントされている証であり、高く評
価できる。 
しかし、情勢変化に伴う中長期的な開発目標の見直しにより、負荷平準化用だけ
でなく早期実用化可能な UPS等にも目標を据えたことは致し方ないが、目標につ
いては今後ともより一層議論を深めるべきである。 
 
３）研究開発成果について 
要素技術および応用技術とも、計画通りの成果を上げている。高温超電導バルク
による円筒型スラスト軸受の載荷力密度の目標値を達成し、超低回転損失を実証し
たこと、また高性能フライホイールを完成させ 12,000rpm までの安定回転を実現
したことは、特に高く評価される。さらに、超電導体の基礎特性の向上、フライホ
イールの円盤部に用いられる CFRP の加工技術等の研究成果は、技術の汎用性が
高く評価に値すると考える。 
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しかし、10MWh級フライホイールの実現には、さらなる高度な研究開発を必要
とする。また特に、産業応用等における早期実用化のために UPS用システムとし
て開発する場合には、その目的に合致した最適設計が必要である。広く応用を考え
ると、磁気回路の磁場の不均一さによる超電導バルク材における損失、軸降下の現
象等については、理論的な研究を進めるとともに、より性能の向上を図るべきであ
る。 
研究成果について多数の論文発表が行われているが、革新的技術においては研究
成果・技術動向などの情報発信が非常に重要である。より一層の特許取得、論文発
表等に努めるべきである。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
今後の開発により一般産業用として有用な 10kWh、100kWh級システムの見通
しが得られると、電力自由化が進められている中で需要家側の瞬時電圧低下対策用
UPS 等として実用化される可能性がある。低コスト、小型化を目標としたさらな
る最適設計が必要ではあるとはいえ、一般産業用の実用化は比較的容易であると考
えられる。 

MWh 級の負荷平準化用については、さらに数段の開発ステップが必要であり、
まだ実用化の明確な見極めについて言及できる段階にはない。経済状況の変化によ
り導入時期も後年にシフトすると考えられるため、需要予測を再考慮しつつ、適用
分野の再整理をも含めた実用化に向けた開発ステップ、シナリオについて見直しが
必要である。 
しかし、一般産業用、負荷平準化用のいずれも、既に実用化された種々の競合技
術がある。既存技術に対して優位性を発揮するには、具体的なコスト低減のための
方策とそれを実現するための対応を明確にする必要があるが、単なるコスト競争で
はなく、独自の特徴を強調する実用化の方向が重要である。 
 
 



 

 成果
超電導軸受要素
技術 

載荷力向上技術に関しては、Y系バルク材
度を過冷却環境下で達成しており、高く評価
力密度の向上も期待される。回転損失低減技
mW/N を達成する目前の 2.5 mW/N を達成
とは、高く評価できる。軸降下については、
る。 
しかし、磁気回路の磁場の不均一さによる
ついては、理論的な研究を進めるとともに、
技術については、試験装置の問題で長時間の
タ収集が必要である。 

超電導軸受応用
技術 

ラジアル型超電導軸受による 10kWh級試
ことは評価できる。フライホイール本体・軸
ハブ製作技術および加工・組立技術の高度化
イールを 12,000 rpm という高速で回転させ
電導軸受の高性能化については、システムの
クアップ技術であるタッチダウン制御法を開
を評価しており、評価できる。 
しかし、これまでは各構成技術を個別に試
を含めたシステムとして検証するためのさら
システムのためには、製造技術の確立、安全
ニーズがあるかどうかについて慎重な再検討
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

に関する評価 今後に対する提言 
で、開発目標値であった 10 N/cm2 を超える載荷力密
でき、さらに希土類超電導バルク材の導入による載荷
術に関しては、載荷力あたりの回転損失目標水準 2 
するとともに、最終目標を達成できる見通しを得たこ
過冷却法、予荷重法ともに効果の可能性を見出してい

超電導バルク材における損失、および軸降下の現象に
より性能の向上を図るべきである。また、軸降下低減
クリープ・データが得られていないが、長時間のデー

提案されている磁気回路内の渦電流損失低減法および過冷却温度
変化法の実現、回転状態での軸降下の厳しいチェックを、是非進める
べきである。軸降下についての理論的理解が進んだ段階では、過冷却
の温度パターン、予荷重の値などについての最適設計が必要である。
システム設計とも関連するが、載荷力向上について、さらに高いレベ
ルを追求する事も重要である。 
高温超電導バルク磁気軸受は、日本が世界をリードしている優れた

技術である。軸受形状の調査研究を進め、この超電導軸受の特長を生
かした新たな用途を広げる研究開発を行うべきである。さらに超電導
バルク材の用途と需要を増やすための研究を行うべきである。 

験装置の各構成要素技術が整い、実現に見通しを得た
制振技術に関しては、CFRPリング成形技術、アルミ
により、世界最大の貯蔵エネルギーを有するフライホ
ることに成功したことは、特筆的に評価できる。超
信頼性確保のための制御法、安全性のため非常時バッ
発し、さらに軸受関連部材の応力下でのクリープ特性

験して性能を確認・評価した段階である。超電導軸受
なる研究開発が必要である。ただし、将来のMWh級
性の確保等に相当大きな課題があるので、強い社会的
が必要である。 

応用技術研究に関しては、社会や市場のニーズとシステム全体の設
計思想に関する議論を深めるべきである。特に、産業応用等における
早期実用化のために UPS用システムとして開発する場合には、その
基本構造について再吟味する必要があり、最適設計により十分な価格
競争力・技術競争力を有していることを実証すべきである。 
今後も様々な課題が出ると思われるが、諸外国の目標を上回るだけ
の水準を目指し、多くの応用分野のシーズとなることを望む。また、
本プロジェクトを当初計画通り遂行することが大型システムへの適
用の門戸を開くものとなるから、10kWh 級試験装置の試験を十分に
行い、入口の基礎を固めることが肝要である。 
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1.6

2.1

1.9

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・位置付け

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・位置付けについて  2.6  B B A A B A A
２．研究開発マネジメントについて  1.9  C B B B B B B
３．研究開発成果について  2.1  A C B B B A B
４．実用化・事業化の見通しについて  1.6  C C B B D A B

（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発マネジメントについて 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(3)研究開発成果について (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A
・実現可能なプランあり    →B
・概ね実現可能なプランあり  →C
・見通しが不明        →D

 


