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プロジェクト概要 
作成日 平成２０年１１月１４日 

プログラム（又は施
策）名 電力技術開発プログラム  

プロジェクト名 超電導電力ネットワーク制御技術
開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０４０１７ 

担当推進部/担当者 新エネルギー技術開発部／山下恒友（ＳＭＥＳ）、前田貴雄（フライホイール） 

０．事業の概要 

地球環境対策に伴う風力、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用や、電
力市場の自由化の進展による分散型電源の導入拡大、短時間に大きく変動する負
荷の増加等により、電力ネットワークの安定性や品質の低下が懸念されている。
このため、これらの要因に柔軟に対応できる制御システムが必要となっている。
このような背景を受け、本事業では超電導電力貯蔵技術を活用した電力ネットワ
ーク制御技術の開発・検証を行い、今まで以上に電力ネットワークの安定化を図
る。 
（１）超電導電力貯蔵（ＳＭＥＳ）システム開発 
 大電力を瞬時に出し入れでき、有効・無効電力の同時制御が可能で繰り返し使
用に強い特長を有するＳＭＥＳ（超電導コイルに電気エネルギーを磁気エネルギ
ーとして蓄える電力貯蔵装置）は、電力ネットワークの安定化および電力品質維
持など非常に広範囲の効果が期待できる。本研究開発では、実用化を目指したＳ
ＭＥＳシステムの低コスト化に向け、高効率な電力変換システムや高磁界化によ
りコンパクト化が可能な酸化物超電導コイル、従来の冷凍機のメンテナンス性を
大きく上回る高信頼性極低温冷凍機、大出力を可能とする高性能電流リードの要
素技術開発を行うとともに、システムとしての運用性や信頼性を検証するため
10MVA/20MJ 級 SMES を製作し、実系統に連系して繰り返し充放電試験などを
行う。 
（２）超電導フライホイールシステム開発 
 ＳＭＥＳに比べエネルギーを高密度で貯蔵できるフライホイール（はずみ車に
電気エネルギーを回転エネルギーとして蓄える電力貯蔵装置）に関しては、従来
の機械式フライホイールに比べて損失が少なく、かつコンパクトな特長を有する
超電導フライホイールを開発し、ネットワーク制御システムの高度化を図る。 

Ⅰ．事業の位置付け・
必要性について 

わが国では、電力品質が非常に高いレベルに維持されてきたが、再生可能エネル
ギーの導入促進や分散電源の導入拡大、変動の大きな負荷の増加等により、電力
ネットワークが今後ますます複雑な構成となり、電力品質や供給信頼度へ影響が
及ぶことが懸念されている。SMES や超電導フライホイールが実用化され、電力
品質の維持や電力の安定供給が確保されると、産業界の生産性向上などを通じ、
国民経済の安定的発展に貢献することができる。また、エネルギーの利用効率の
向上や再生可能エネルギーの導入促進により地球環境対策としての CO2 削減効
果も期待できる。しかしながら、超電導技術を用いた本格的な電力ネットワーク
制御技術開発は海外にも開発事例のない先進技術であり、かつ、国民生活や産業
活動全般に広範に影響を及ぼす公益性の高い技術開発であるため、NEDO の関与
は不可欠である。 

�．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

大容量電力変換システムや冷凍機、酸化物系超電導コイルなどの SMES システム
の構成要素技術を開発しシステム全体の低コスト化を図るとともに、システムと
しての運用性や信頼性を検証するため10MVA/20MJ級SMESシステムを製作し、
実系統連系試験を実施、システム化技術を確立する。また、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。 
主な実施事項 H16fy H17fy H18fy H19fy  
①SMES ｼｽﾃﾑの開発      
・ｼｽﾃﾑ構成技術開発      
・実ネットワーク連系試験      
・ｼｽﾃﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ技術開発      
②ｼｽﾃﾑ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      

 
  
 

事業の計画内容 

 ・ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑの性能試験      
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会計・勘定 H16fy H17fy H18fy H19fy 総額 
一般会計      
特別会計 （ＳＭＥＳ）
（電多）

666 1,458 2,138 1,075 5,337 
      （ＦＷ）  284 400 374 1,057 

 
開発予算 
（会計・勘定別に
事業費の実績額
を記載） 
（単位：百万円）

総予算額 666 1,742 2,538 1,449 6,394 

経産省担当原課 ・資源エネルギー庁電力基盤整備課（SMES） 
・産業技術環境局 研究開発課（ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ） 

プロジェクトリーダー 長屋重夫（SMES）、中島洋（ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ） 
開発体制 

委託先（＊委託先が管理法人
の場合は参加企業数も記載）

（ＳＭＥＳ）中部電力（株）、九州電力（株）、 
（財）国際超電導産業技術研究センター 
（ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ） 東海旅客鉄道(株) 

情勢変化への対
応 

SMES システムは、システム構成技術開発で実施する酸化物コイル開発において、
超電導応用基盤技術研究開発と連携を図ることとし、18 年度は Y 系 SMES シス
テムの可能性を評価するためマルチセル変換器や冷凍機の高効率化開発を加速し
た。フライホイールは、18 年度における要素技術開発の進展に伴い、より実用シ
ステムに近い分割可搬型パイロットシステムの開発を加速した。 

Ⅲ．研究開発成果に 
ついて 

（SMES）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・性能評価を行い、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した。システム構成技術開発の内、低コスト変換器の開発に
おいて、候補となる４方式についてコスト分析や技術信頼度等を勘案し大容量変
換素子を直並列に接続した電圧型電力変換システムがもっとも低コスト化が図れ
ると判断し、10MW 級の変換システムを製作し実系統連系試験を実施した。高磁
場酸化物系 SMES コイルの開発では、外径Φ420mm のイットリウム系コイルを
製作し、20K 領域での伝導冷却特性評価を行うとともに、トロイド型コイルを試
作し、SMES 充放電基本動作検証を実施した。高信頼性極低温冷凍機の開発につ
いては、80K 無摺動冷凍機および 20K オイルレス冷凍機において 20,000 時間以
上の耐久性能の検証を実施した。また、無摺動冷凍機において、低温化にむけた
改良を行い、20K 以下の温度到達を確認し、高効率化にむけた蓄冷部構造の 適
化を図った。高耐電圧伝導冷却電流リードシステムの開発は、冷凍機と電流リー
ドが同軸一体となった冷却構成、熱侵入量低減のための酸化物超電導構成・低抵
抗構成、および高耐電圧を実現する同軸冷凍機と酸化物超電導を絶縁する絶縁筒
等の要素技術開発を行い、試作した 1kA 級の同軸一体型電流リードシステムの耐
電圧試験、通電試験から真空度によらない耐電圧 DC15kV 以上、かつ熱侵入量
0.3W/kA・対以下を達成した。 
システムコーディネーション技術開発では、SMES 出力の位相補正を考慮した系
統安定化制御ロジックを開発し、Y 法によるディジタル解析を行うとともに、
SMES アナログモデルと系統解析シミュレータを組み合わせたアナログ解析を行
い、その妥当性を検証した。また、100MW 級 SMES システムの設計およびライ
フサイクルコストの算定を行った。  
実系統連系試験の実施に関しては、要素機器（設備容量 10MVA 変換器、貯蔵容
量 20MJ 超電導コイル等）をシステムとして組合せ、実際の負荷変動を入力とし
てシステム補償動作を確認し、当初目的である繰り返し補償動作の２万回以上に
対して５万回以上の動作実績により、耐久性・安定性を確認した。 
系統安定化用SMESの性能を検証するために事前解析に使用した系統安定化制御
装置を 10MVA/20MJ 級 SMES システムに組込み、実系統において負荷遮断など
による電力変動への動作検証を実施した。 
 加えて、SMES の市場規模想定結果に基づき、適用 SMES と競合技術の比較を
検討した。また、ライフサイクルコスト算定が可能な手法を構築し、経済性評価
を行うとともに、SMES の適用効果について、競合技術（SVC、蓄電池、キャパ
シタなど）の解析モデルの調査、作成を行い、適用効果のシミュレーション解析、
SMES システムの適用効果の比較・評価を実施した。それらを踏まえ、今後導入
が見込まれる用途別SMESシステムと競合技術の取りまとめを実施した。さらに、
過去に実施された SMES システムおよび SMES 以外の超電導電力機器の試験法
等の調査結果を踏まえ、実用化促進や産業競争力向上にも寄与するため、SMES
システム試験法について、SMES デバイス試験法（TS 技術仕様書試案）及び SMES
システム試験法（民間規格試案）を策定した。 
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（フライホイール）超電導コイルスラスト軸受について電磁界解析により決定し
た基本諸元に基づいて基礎特性評価試験装置を製作し、軸受としての基本性能を
確認後、50kWh の超電導フライホイールパイロットシステムを製作した。試験サ
イトに設置して電力系統と接続し、系統の実負荷との連系によるトータルシステ
ムの性能試験を実施し、入出力効率の測定、繰返し入出力試験等の結果、基本計
画の目標値を達成した。このシステムは、超電導を応用して回転体を浮上させた
システムとして世界 大のものである。 
投稿論文 （SMES）  「査読付き」27 件、「その他」65 件、 

（ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ）「査読付き」 0 件、「その他」15 件、 

特  許 
（SMES）   
「出願済」10 件、「登録」0 件、「実施」0 件 
（ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ） 
「出願済」 2 件、「登録」0 件、「実施」2 件（うち国際出願 0 件）

Ⅳ．実用化、事業化の
見通しについて 

（SMES）SMES は、繰返しの電力変動を補償する用途や、数秒の出力時間で良
いが、大出力が必要な電力ネットワークの系統安定化用途に 適な電力貯蔵装置
であり、本プロジェクトにおいて実施した実系統連系試験により、SMES ｼｽﾃﾑの
有用性が検証されている。今後、ｲｯﾄﾘｳﾑ系超電導体を用いたコイル開発や伝導冷
却ｼｽﾃﾑ開発などによる一層の低コスト高信頼性のSMESシステム技術開発が達成
されることで、まず電力自由化の進展や電力コストの抑制の面から低コストで送
電線運用容量の大幅アップが期待される箇所へのSMES適用が想定される。また、
風力等の自然エネルギーや分散電源の系統連系点での補償装置としての適用も考
えられる。 
（フライホイール）50kWh の超電導フライホイールパイロットシステムを引き続
き試験サイトにおいて運用し、実負荷との連系運転によりシステムの信頼性・耐
久性を検証している。 
このシステムは、貯蔵容量が 50kWh と大きく、鉄道在来線や一般工場の電力系
統安定化、中小規模の風力発電や太陽光発電などの自然エネルギー利用発電の安
定化などに適しており、汎用性も高いと考えられる。このうち、鉄道在来線への
適用については、具体的な適用箇所と効果についての試算を行い、実用化に向け
た検討を行っている。 
事前評価 平成 15 年度実施  担当部 新エネルギー技術開発部 

Ⅴ．評価に関する事項
中間評価以降 平成 20 年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成 16 年 3月 作成 Ⅵ．基本計画に関する
事項 変更履歴 平成 17 年 3月および平成 18 年 3 月 変更 
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「超電導電力ネットワーク制御技術開発」研究開発実施体制 

 
１）SMES システムの研究開発実施体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）超電導フライホイールシステムの研究開発実施体制 

 

経済産業省 

（交付金）

（委託） 

九州電力(株) 

 
(1)高耐電圧伝導冷却電流リード 
システムの開発 

(2)実ネットワーク連系運転試験による
システム 
性能検証、ｱﾅﾛｸﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析 

(2)ｼｽﾃﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ技術の開発

(財)電力中央研究所 

適用効果シミュレーション、

試験法提案等 

鹿児島大学 
交流損失特性
評価（結合損
失特性） 

名古屋大学 
クエンチ検出
適化および

絶縁特性評価 

再委託 

共同研究 

核融合科学研究所 

電流リードの熱伝導
特性の評価等 

(財)国際超電導産業技術研究センタ

ー 

 
(1)SMES システムの適用技術標

準化研究 
(2)開発実施者間の協力連携の推進 

共同研究 

プロジェクトリーダー 
中部電力(株) 長屋重夫 

日本大学 
パルス管冷
凍機構造
適化等 

京都大学 
酸化物導体
の歪特性評
価 

東北大学 
次世代酸化物
コイルの高磁
界特性評価 

NEDO 

中部電力(株) 
 
(1)低ｺｽﾄ大容量電力変換ｼｽﾃﾑの開発 
(2)高磁場酸化物系 SMES ｺｲﾙの開発 
(3)高信頼性極低温冷凍機の開発 
(4)実ネットワーク連系運転試験によ

るシステム性能検証 
(5)ｼｽﾃﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ技術の開発（負荷変

動補償用 SMES） 

早稲田大学 
次世代酸化物
コイルの熱安
定構造評価 

核融合科学研究所 
次世代酸化物 
コイルの伝導冷
却構造評価 

九州大学 
交流損失特
性評価（全損
失特性） 



 

6 

「超電導電力ネットワーク制御技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 
 

１．総 論 
１）総合評価 
日本の電力システムは、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーや分散型電

源などの導入による品質の低下が懸念されてきている。超電導電力貯蔵（SMES）
システムおよび超電導フライホイールシステムは、これらの課題の有効な対策手段

として期待されているが、コストでの成立性と信頼性が実用化のための大きな問題

であった。本プロジェクトにおいて、NEDO 主導のもと産官学が連携して取り組み、

SMES に関しては、超電導コイルや大容量変換器の低コスト化、長寿命のパルス管

冷却システム、電流リードの高耐電圧化の開発などが達成されたこと、また実系統

連系試験でシステム技術として、5 万回以上の動作で安定な運転の検証がなされた

ことなど特筆すべき成果があがっている。フライホイールについては、技術的実績

のある NbTi コイルを用いることにより、磁気浮上型ものとしては世界 大級の 50k
Ｗｈパイロットシステムを開発し、従来機と比較して大幅なコスト削減の見通しを

得たこと、500 回以上の電力の入出力を実証した点は評価できる。 
今後の課題としては、Y 系超電導線材および Y 系以外の超電導線材開発の動向の

把握とコイル技術の向上、信頼性・経済性の向上を図り、より効率的な開発の推進

をして早期の実用化をさせることである。また、導入促進のためには試作開発の補

助ではなく実機導入・運転の実績に対しての補助金も今後検討すべきである。 
 

２）今後に対する提言 
地球温暖化対策や原油高騰などエネルギー環境対応のために、本プロジェクトの

研究成果は、将来必ずこうした問題の解決に貢献するので、継続すべきものである

が、常に社会情勢に合わせて研究内容を柔軟に変更すべきである。 
SMES については、大型化によるコストダウン及び Y 系線材の開発動向を着実に

把握すると同時に、Y 系線材を用いた超電導コイルの開発を早急に推進することが

重要である。なお、Y 系線材の特性は、これまでの NbTi や Nb3Sn 線材と多くの点

で異なっているので、その特性を十分に把握し超電導コイルの基盤技術開発を進め

ることが重要である。 
今後は、次期フェーズでのY系線材をベースにした研究開発やSMESシステムを、

実際の電力系統に連系してシステム性能の向上や長期の実績を積むことが早期の実

用化のために重要な課題である。また、超電導 SMES を国際プロジェクトとして、

日本とアジアの共同プロジェクトにすることも有効である。 
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フライホイールシステムについては、50kＷｈ機のフィールドテスト継続により、

回転特性および入出力特性データの蓄積・評価、運転時の地震等を考慮した安全性

の立証などのシステムの信頼性検証が必要である。さらに、耐久性・信頼性向上に

加えて、コスト低減を指向した要素研究や需要家側が主体となった研究の増加が重

要である。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

CO２削減のための風力や太陽光発電、電力市場の自由化に伴う分散型電源などの

導入による電力の品質の低下の課題の対策手段の一つとして、超電導電力貯蔵

（SMES）システム、および超電導フライホイールシステムが取り上げられるのは、

電力技術開発プログラムの時期を得た目標に合致しており、技術の 終的な波及範

囲を考えると公共性の高いものである。超電導技術開発は、線材開発をはじめ解決

すべき課題が多くあり、実用化に至るまでには長期間の莫大な研究開発費が必要と

なるため、民間が単独で行うにはリスクが高く、企業単独では実施し得えず、国レ

ベルの投資があって初めて可能になる分野である。また、SMES システムの超電導

コイルの性能を十分に発揮するためには周辺機器の開発も必須で、民間企業だけで

なく学術機関とも連携して広範囲な知恵・技術力を集めて 大限に活用しなければ

ならない。このような大規模プロジェクトこそ、NEDO が積極的に関与すべきもの

と考えられ、NEDO 主導の取り組みは評価できる。 
なお、問題点としては、開発目標が低コスト化を意識しすぎている向きが感じら

れる。NEDO が関わる技術開発は、早期実用化を図ることが期待できる技術の後押

しが挙げられ、この面からは評価できるが、長期的に取り組むべき基礎・基盤技術

開発についても支援する体制を維持することが挙げられる。 
今後の課題としては、超電導 SMES 普及のために実機導入への補助を検討するこ

とである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 

SMES システムの開発において、技術動向、市場動向を踏まえ、超電導コイルを

含む周辺機器の技術向上とコスト削減について、世界のトップレベルの目標設定が

なされ、よくマネジメントされたプロジェクトと高く評価でき、日本の世界に対す

るこの分野での優位性を一層高めた。さらに、開発チームは民間企業だけでなく多

くの学術機関とも連携して、超電導技術・電力系統制御技術・コスト低減のための

製造技術の開発能力のあるプロジェクト実施体制を確立し、着実に開発推進してき

た点も評価できる。また、Y 系超電導線材開発の進捗状況に合わせて将来性のある

Y 系超電導線材へ適切な対応をしてきた点は、高磁場・高電流密度特性、高耐電磁

力特性等を踏まえたコストダウンの観点から評価できる。 
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超電導フライホイールの開発では、主に鉄道への用途展開を前提にして、これま

での超電導技術を見直して、コストや信頼性など実用化を強く意識し、着実な超電

導技術の適用を図り実用化に結びつく成果を得ていることは評価できる。 
なお、問題点としては、設定した数値目標において、客観性がやや乏しいこと、

また、複数年度にわたっての実証試験であれば更なる成果が期待できたことである。 
今後の課題として、次世代 Y 系超電導線材を用いたコイル開発、および、超電導

フライホイールシステムは実際の鉄道に連結した回生失効対策の実績を挙げること

である。 
 
３）研究開発成果について 

SMESシステムの開発におけるY系線材による大容量マルチトロイド超電導コイ

ルを含む電力変換システム、冷凍機、電流リードといった周辺機器の技術向上とコ

スト削減の数値目標は十分にクリアしており、その成果は世界的に見ても他に例を

見ないもので高く評価できる。競合技術との比較では、LCA の評価を行い、競合に

対して強い点を明確に示し、さらに新しい市場の開拓の可能性を示した。また、特

許、国際会議を含めた論文発表なども十分且つ適正になされている。 
また、超電導フライホイールシステムの技術開発では、直接製造費2億円／50kWh

以下というコスト目標を達成し、ＪＲをはじめとする鉄道市場への適用可能性が大

きく、本方式の有用性を世界的に示した。 
今後の課題として、SMES システム開発では要素を組み合わせたシステムの技術

開発、金属系コイルを用いた SMES システムの大規模化による低コスト化の検討、

特許のさらなる出願や一般の方々を意識したＰＲ活動、および広くニーズを詳細に

把握することである。 
 
４）実用化の見通しについて 
本プロジェクトにおいて、SMES、フライホール共に、そのターゲットとする市

場を十分な論理性と客観性をもって明確にして進められている。 
SMES システムでは、電力の高品質化や地球環境に優しい技術として、コスト試

算まで行い、必要な競争力確保のためのコスト削減や系統との連系によるフィール

ド試験も実施し、実証の目標をほぼ達成し実用化イメージは概ね明確になっている。 
超電導フライホイールについては、自社への活用というターゲットがはっきりし

ており出口イメージは明確であり、実際の鉄道での運用実績により、鉄道用のみで

なく圧延やアーク炉などへの適用も視野に入れた実用化イメージ向上が期待できる。 
なお、問題点として、 SMES 固有の技術開発はもとより、成果の得られた変換

機低コスト化技術や信頼性を高めた冷凍機技術など、超電導機器応用全般に波及で

きることを積極的に PR するとともに、導入実績を増やすことが求められる。また、

SMES の持つ種々の市場適用可能性について、プロジェクト推進者側の思い込みに
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より可能性を狭めてしまうことがないよう、電池を含めた競合技術メーカーの意見

の調査や需要調査を深めることがあげられる。 
また、本プロジェクトで得られた成果や新しい情報を、超電導研究者に広く知ら

せる場が必要である。 
 

 

 

 

 



 

 

10 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

ＳＭＥＳ

システム

の開発 

本プロジェクトにおいて、

SMES の実用化に必要な技術をほ

ぼ網羅し、Y 系コイルを想定した

マルチセル方式電力変換システム

の制御性検証、長寿命パルス管冷

凍機開発、高耐電圧電流リードの

開発と、変換器のコスト削減の世

界的なレベルを超える数値目標は

十分にクリアされ、他の電力機器

と較べて十分なコスト目標に達し

たと言える。また、NbTi コイルを

用いてではあるが、SMES システ

ムの実電力系統への連系による効

果の実証に関する成果は技術的に

も世界 高水準にまで達してい

る。また、クエンチ検出方法の改

善は、先行してシステム開発を実

施した成果として評価できる。さ

らに、プロジェクト期間中の Y 系

線材を用いた開発への変更は適切

であり、Y 系線材とそれを用いた

超電導コイル技術の課題が明確に

なったことも応用機器の早期実用

SMES システムの個々の目標は

十分にクリアし、世界的にも 高

水準に達し、SMES システムの実

系統への 10MVA 級を用いた連系

運転も実施して、全体の実用化へ

の道筋はほぼ出来上がってきたと

評価できる。特に、低コスト化技

術が整ってきたこと、当初の Bi
系線材での開発計画を Y 系線材に

変更して、より実用性の高いシス

テムにしたこと、冷凍機の運転を

長時間行ない現行の冷凍機や医療

機器への応用も可能な信頼性のあ

る冷凍機が出来ることを実証した

ことが評価できる。また、競合技

術との比較検討も行い、将来の実

用化へのステップを踏み出したも

のと評価できる。 
なお、問題点としては、超電導

コイルも励磁電源も多数のユニッ

ト構成とし、コスト低減に努めて

いるが、本当に正しいやり方か他

の方法（含む従来の大容量化路線）

本プロジェクト成果より、

SMES システムを実用化するに

は、国際超電導産業技術センター

とも技術の横通しをして、次世代

Y 系超電導線材の高性能化、コス

トダウン化と開発した要素技術を

反映したＹ系SMESコイルシステ

ムの長期の実電力系統との連系

や、それから発生する技術課題を

明確にしていくことが望まれる。

その際、現状想定している SMES
システムの優位性を Y 系コイルの

技術開発終了時点まで保てるよう

に、随時目標の見直しなどを適切

に行なう必要がある。将来の実用

化に向けては、都市のエネルギー

セキュリティーの経済効果から都

心の大深度地下使用や分散配置す

ることが有効である。 
SMES システム仕様について

は、従来の電力システムのまま、

単に現存機器の代替ということ

で、超電導電機器を導入するので
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化に向けて評価できる。また、特

許及び世界初の成果を多数論文発

表した点も評価できる。 
今後の課題として、SMES シス

テムとして集大成したSMESの実

電力系統連系運転が次の計画に反

映されること、Y 系コイル開発の

加速、超電導コイル配置のマルチ

セル方式の広い範囲からのより一

層の技術的な基礎固め、冷凍機と

一体化した電流リードの全体のコ

ストと性能の 適化を図ることで

ある。 

との比較検討が不足していること

があげられる。 
今後の課題として、SMES の仕

様の明確化、80-100MVA クラス以

上の大容量化、実電力系統での長

期間の実績づくりが必要である。

さらに、ユーザーは従来技術を選

びがちのため、もう少し突出した

性能を持つ製品を企画する必要が

ある。 

はなく、本来あるべき超電導電力

ネットワークシステムに必要な市

場が求める機能を十分反映した要

素開発及びシステム開発を進める

べきである。 
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 成果に関する評価 今後に対する提言 

ＳＭＥＳ

システム

の適用技

術標準化

研究 

SMES システムを多くの競合する貯蔵システムと

比較し、電力系統シミュレーションによる妥当性の

ある技術評価と経済性評価用のツールを構築しての

コスト評価を行って、SMES システムの得意とする

適用分野を明確にした点は新技術の実用化を進める

上で大きな成果である。また、機能・特性面で競合

技術との比較を行い、その評価方法をある程度確立

したことも適切で、今後も競合技術の進展を把握し、

絶えず比較検討することが重要である。また、国家

プロジェクトとして推進してきた SMES の各種評

価法を、世界に先駆けて国際規格・標準として提案

することは、超電導技術で世界のトップを走るため

には非常に重要で高く評価できる。 
なお、問題点としては、今回構築したコスト算出

ツールの導く結果が妥当か、ツールの開示や競合技

術メーカーの意見を聞くことがあげられる。 
今後の課題として、第三者も納得できるようなコ

スト評価の比較検討方法の確立、超電導コイルに関

する試験条件の定義、および超電導の国際プロジェ

クトなどにより世界への働きかけを行なうことであ

る。 

技術評価、コスト評価において、解析などの

評価になじまない、あるいは評価基準が明確で

ない項目もあるので、それらについても今後明

確にして SMES システムの適用性について調

べることが重要である。SMES に関しては常

に世界をリードする技術を保有し、今後も維

持・発展させることが望まれる。なお、競合技

術との比較において、競合技術の技術的な進展

やコスト削減などが予想されるので、継続的な

比較検討をすることが重要である。また、ユー

ザ側の要望を調査し、その結果を考慮した研究

開発や低温工学会と情報交換の推進も必要で

ある。 
実用化にあたっては、国際標準化は極めて重

要なものであり、今回の成果を国際規格、国際

基準化する努力をして日本発の規格基準とす

るべきである。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

超電導

フライ

ホイー

ルシス

テムの

開発 

超電導フライホイールシステム

開発では、超電導コイルを利用した

スラスト軸受、および真空中でのフ

ライホイール回転による大きな損

失削減が達成された。また、1MW・

50kWh の回転機を製造し、2 ヶ月

の運転データと 500 回以上の電力

の入出力を実証し、コストは従来機

の約 1/10 以下で、目標とする 2 億

円／1M W・50kWh の低損失の長

寿命エネルギー貯蔵装置が実現で

きる見通しを得たことは高く評価

できる。また、低温工学協会や鉄道

電気技術協会から 3 件の優良発表

賞、優秀作品賞を受けており、人材

育成にもつながっており評価でき

る。 
なお、問題点としては、効率の評

価はフライホイールの風損、冷凍機

の電源、変換器の制御電源・補機電

源なども考慮した数値とすべきこ

と、2 億円／50kWh 以下の見通し

を得た根拠の明確化があげられる。

今後は、フライホイールの小型

本プロジェクトでフライホイー

ルに適した鉄道在来線の電力系統

安定化適用性調査は評価できる。フ

ライホイールシステムは電池を使

った大容量の蓄電装置に比べると、

寿命、メンテナンス、廃棄物処理な

どの面でメリットが多く、今回、基

礎的な実証は明確となったので、今

後は実負荷との連系運転、長期のラ

ンニングコストや信頼性実証試験

が重要で、結果が良ければ、分散型

電源に適用可能な10MVA程度の小

容量電力貯蔵機としての市場が開

けると考える。用途として、鉄道の

回生失効対策、負荷変動対策用、メ

ンテナンスが困難な山間部の風力

発電設備の平準化用などにも向い

ている。さらに、電力のピークカッ

トや停電対策機器として広い需要

がある。 
なお、問題点としては、従来の接

触式軸受と超電導による非接触式

軸受のコスト比較がないこと、鉄道

在来線以外の用途については具体

今後の検討課題としては、実際の

鉄道での電力回生失効の補償を長

期的に実証し、それに伴って発生す

る技術課題を明確にしてクリアす

ること、また、実証試験場所の選定、

及び鉄道に適用した場合の適正な

容量・規模について信頼性、経済性

の観点からの検討が必要である。さ

らに、実用化されている機械接触式

のフライホイールの代替のための

検討課題の明確化、超電導軸受部分

の長期信頼性のさまざまな分野で

の実証実験が必要である。また、超

電導コイル技術は、SMES と共通技

術であるため、技術の横通しをして

開発を進めることが望まれる。 
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化、信頼性・耐久性の検証継続、回

転機械でもあり地震を含めて安全

対策を検討する必要がある。 

的な適用性評価が乏しいこと、金属

系線材を用いているのは実用上不

利のため Y 系線材などより利用し

やすい線材に変更すべきであるこ

とである。 
今後の課題として、夜間、休日な

ど超電導フライホイールにとって

不利な間歇運転、休止期間まで考慮

した比較検討、コスト低減のために

必要であれば機械式軸受を用いる

などの検討、長期の実績を出せる鉄

道の場所の選定評価方法の確立、超

電導材料の開発にも柔軟に対応す

ることである。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.6

2.6

2.3

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け、必要性について 2.8 A A B A B A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.3 A B B B A B B B
３．研究開発成果について 2.6 A A B A B B A A
４．実用化の見通しについて 1.6 B C C B B C B B

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け、必要性について (3)研究開発成果について 
・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

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用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 

・非常に明確          →A 
・明確                        →B 
・概ね明確           →C 
・見通しが不明                →D 
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評点結果〔個別テーマ〕 
 

ＳＭＥＳシステムの開発 

1.6

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

 

 

ＳＭＥＳシステムの適用技術標準化研究 

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果

 

 

超電導フライホイールシステムの開発 

1.6

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

ＳＭＥＳシステムの開発 
 １．研究開発成果について 2.6 A B B A B A A A
 ２．実用化の見通しについて 1.6 B B D B B C B B
ＳＭＥＳシステムの適用技術標準化研究 
 １．研究開発成果について 1.9 A C C B B C A B
超電導フライホイールシステムの開発 
 １．研究開発成果について 2.4 A A B B B B B A
 ２．実用化の見通しについて 1.6 B B C C B B C B

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 

 

〈判定基準〉 
(１)研究開発成果について (２)実用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

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D


