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●表紙説明●

　巨大な円筒形の構造物と、その蓋－先ごろ完成した、
名古屋第一工場「７８７工場」に導入された世界最大級
のオートクレーブ（加熱加圧窯）で、サイズは内径８ｍです。
　川崎重工は、米国・ボーイング社の新型旅客機「７８７ドリー
ムライナー」の国際共同開発に当初から参画し、前部胴体
（直径約６ｍ、長さ約７ｍ）、主脚格納部、主翼固定後縁の
３部位の設計・製造を担当しています。この巨大なオートクレー
ブは、炭素繊維複合材をプリプレグ自動積層機で一体成
形加工するという、革新的な製法で製作する前部胴体を
焼き固める装置です。
（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

中等練習機（Ｔ－4）の
「ブルーインパルス」使用機は
どのような飛行機か

64
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　近年、地球環境保護やエネルギーセキュリ
ティーなどの観点から風力発電や太陽光発電、
あるいはバイオマス発電などのいわゆる分散
型電源の社会的ニーズが高まり、普及が進ん
でいる。しかし、風力や太陽光といった自然エ
ネルギーは、自然環境や季節、昼夜などの影響
を受けて発電出力が変動する。この変動への
対応は、電力会社の電力系統が負担している
のが現状である。
　この課題に対して、自然エネルギーとバイオ
マス発電や燃料電池などを地域事情に応じて
組み合わせ、これらを制御することで自然エネ
ルギーの出力変動および需要変動に対応し、
需要地域内に安定したエネルギー供給を行な
おうとする研究が進められている。
　これが今、注目のマイクログリッドである。
　マイクログリッドの考え方は、１０年ほど前に
米国で生まれたといわれ、日本では５年ほど前
から注目されるようになった。現在、独立行政
法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（ＮＥＤＯ）からの委託によるものなど、公的、私
的研究が進められている。
　“明日の電力ネットワーク”といわれるマイ
クログリッドと、川崎重工の関連技術・製品など
をさぐってみた。

需要地域内で多様な分散型 電源を組み合わせ、
出力や需要の変動に対応し て制御する新しいエネルギー供給システム
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「あいち臨空新エネルギー研究発電所」（ＮＥＤＯの委託事業）の全景。（写真提供／ＮＥＤＯ）

マイクログリッドの構築例
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　マイクログリッドのＭｉｃｒｏは小さな、ｇｒｉｄ
は電力ネットワークの意味で、マイクログ
リッドとは複数の分散型電源を組み合
わせたエネルギー供給システムのことで
ある。特定地域内に小規模な電力ネット
ワークを構築し、その中で出力を需要の
変動に合わせて供給を制御するシステ
ムだ。究極の目標は、電力の“地産地消”
を目指し、電力会社の電力系統から独

立した運転ということになる。また、他の
マイクログリッドと連携した運転も考えら
れている。
　独立行政法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）新エネルギー
技術開発部系統連系技術グループ主
任研究員の諸住哲さんによると、マイク
ログリッドは例えば、電源に風力発電と
太陽光発電、燃料電池、マイクロガスター
ビンなどを用い、それに蓄電池などの電
力貯蔵装置、全体をコントロールするエ
ネルギー制御システムで構成する、といっ

たものだ。
　問題は自然エネルギーの不安定さで
ある。風力発電は風の強弱により、太陽
光発電は日照の程度・昼夜により出力が
激しく変動する。自然エネルギーの不安
定さは、風力発電や太陽光発電からの
電力を受け入れている電力会社にとっ
ても大きな問題である。
　「自然エネルギーの利用では以前から、
風力や太陽光の出力変動の波をできる
だけ平準化して、電力品質をコントロー
ルすることが課題でした」（諸住さん）

　ＮＥＤＯではこうした課題に対し、マイ
クログリッドの研究とは別に「太陽光発
電が集中的に導入された時の系統安
定化技術の開発（集中連系型太陽光
発電システム実証研究）」や「分散型電
源の出力不安定性の安定化策の確立
（風力発電電力系統安定化等技術開
発）」などの研究に取り組んでいる。
　風力発電や太陽光発電の電力変動
を平準化するのに役立つのが電力貯
蔵装置だ。電力変動の波の高い部分
を蓄電しておき、波の低い時に放電す
れば、変動幅の少ない電力になる。電
力貯蔵装置は急な需要変動への対応
という役割も果す。このように、自然エネ
ルギーの利用やマイクログリッド・システム
では、電力貯蔵装置が不可欠といえる。
　実例を見てみよう。
　ＮＥＤＯの委託事業として実証研究
が進められている「あいち臨空新エネ
ルギー研究発電所」（正式名称は
「ＮＥＤＯ連携・新エネルギープラント」、
愛知県中部臨空都市内）は、２００５年に
「愛・地球博」の会場内で建設・運営さ
れた新エネルギーシステムを移設したも
ので、２００６年８月に本格稼働を開始した。
「愛・地球博」での実証研究の成果を
生かしながら、より高度な新エネルギー
発電技術の開発と、地域（愛知県常滑市）

に密着した地域循環型システムの検証
が目的だ。
　同プラントは、３タイプの燃料電池発電
（合計７基、合計出力１，３９５ｋＷ）と太陽
光発電（出力３３０ｋＷ）、電力貯蔵装置
（５００ｋＷ）、エネルギー制御システムで
構成されており、このシステムにも電力貯
蔵装置が組み込まれている。
　燃料電池の燃料は主に都市ガスを
使用するが、地域から出る生ごみをメタ
ン発酵システムで発酵させたバイオガス
も使い、また、地域から出るペットボトルや
廃材を高温ガス化システムで燃料電池
の燃料に変えて使用している。吸収式
冷凍機も組み込まれており、燃料電池か
ら出る熱を利用して、冷暖房用のエネル
ギーをつくり出している。そして電力貯
蔵装置（ＮａＳ電池）が、電力を貯めたり
放出したりして電力需給調整を行なう。
これらのシステムをエネルギー制御シス
テムが統合し、それぞれのエネルギーを
最適に組み合わせて電力需要に対応
している。発電した電力は常滑市役所
と常滑浄化センターに送られ、冷暖房用
エネルギーは常滑浄化センターの冷暖
房用に供給されている。
　このようなＮＥＤＯからの委託によるマ
イクログリッド的な実証研究は、京都府
や青森県、宮城県でも行なわれており、
「わが国のマイクログリッドの研究は世
界の最先端に位置しているといえます」
（諸住さん）とのことである。

　マイクログリッドは、設置する地域によっ
て都市型と郊外型に大別される。
　都市型では、風力や太陽光などの自
然エネルギーを大規模に利用するシス
テムの構築は難しい。その分、自然エネ
ルギーの発電出力変動への対応課題
は相対的に小さくなるが、反面、需要変
動への対応が課題となる。
　郊外型は、風力発電や太陽光発電
などの自然エネルギーを多用して構築
する。発電出力の変動が激しい自然エ
ネルギーによる発電設備とバイオマス等
の新エネルギーを利用した分散型電源
を適切に組み合わせて需給バランスを
とるシステムである。現在、わが国で進め
られているマイクログリッド型の実証研
究は郊外型が多い。
　分散型エネルギーをネットワーク化す
るのがマイクログリッドだが、もともと分散
型エネルギーシステムは多くのメリットを
有している。
　まず、電気や熱を使う地域で発電す
るので、送電線で長い距離を運ぶ必要
がない。そのため、送電設備の建設など
の設備投資が低減される。送電の際に
必ず発生する送電ロスを下げられる。また、
使う場所で発電するので、発電の際に
発生する膨大な排熱の最大限の活用
が可能で、エネルギー効率が向上する。
このことは地球環境にとっても望ましいこ
とである。さらに、災害リスクを低減する
システムともいえるので、広い地域で社
会活動が機能停止になるような災害リ
スクを防げる。
　新エネルギーなどの活用でエネルギー
源を多様化することは、特定のエネルギー
源への依存度を下げることになり、エネ
ルギー供給の安定性が向上するという
メリットもある。
　こうしたメリットを有する分散型エネル
ギーをより有効に活用するマイクログリッ
ドへの注目度が高まるのは“時代の要請”
ともいえる。

自然を生かして
電力の“地産地消”を目指す

変動する発電出力を調整する
電力貯蔵装置

マイクログリッド・システムは
“時代の要請”
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「木質バイオマスのガス化
発電・熱供給システム」（積
水ハウス（株）浅井工場）。
製材の木くずなどを燃やす「森
の発電所」（東濃ひのき製
品流通協同組合）。

「ソーダ回収ボイラ」（北越
製紙（株）新潟工場）は、製
紙工程の廃液である黒液を
燃やした熱で発電し、ソーダ
を回収する。

大型ニッケル水素電池「ギ
ガセル」。高速充放電や
容易な大容量化などの
特長からマイクログリッド
の構成装置に適している。

“ハイブリッド環境調和型エネルギー供給システム”
「世界貿易センタービル別館屋上太陽光発電シ
ステム」もわが国初である。
わが国初の洋上風力発電である「せたな町洋上
風力発電設備・風海鳥」。

かざみどり

　多様な分散型電源や電力貯蔵装置
を組み合わせ、エネルギー制御システム
で全体をコントロールするマイクログリッド。
川崎重工は、マイクログリッドを構成する
機器・設備を幅広く手がけている。
　まず、風力発電。川崎重工は、風車の
世界トップメーカーであるＶｅｓｔａｓ社（デ
ンマーク）の日本総代理店・ヴェステックジャ
パン（株）に資本参加しており、風力発
電のエンジニアリングからアフターサービ
スまで一貫して行なっている。当社が設計・
施工する風力発電設備は、風速４ｍ／秒
から２５ｍ／秒までの風で最高出力が得
られるように、風を最大限にとらえるピッ
チ制御と、風の急激な変化で生じる出
力変化を抑えるスリップ制御機能を備え、
発電出力の安定を図っている。
　陸上は設置場所に限界があることか
ら洋上風力の開発を進め、２００４年、わ
が国初の大型洋上風力発電設備「せ

たな町洋上風力発電施設「風海鳥」（出
力６００ｋＷ×２基）」（北海道せたな町）
を完成させた。また、護岸水路部への
建設でも「サミットウインドパワー酒田発
電所（出力２，０００ｋＷ×８基）」（サミット
ウインドパワー酒田（株）、山形県酒田市）
がある。
　太陽光発電では、ピラミッド型に配置
した太陽電池の内側にガスタービンコー
ジェネレーション設備を設置した、わが国
初の“ハイブリッド環境調和型エネルギー
供給システム”である「世界貿易センター
ビル別館屋上太陽光発電システム（太
陽電池容量８５ｋＷ）」（（株）世界貿易
センタービルディング、東京都港区）や、
学校法人 八千代松陰学園の太陽光発
電システム（Ｐ.７で詳述）、浄水場の沈
殿池を覆うように設置した太陽電池が、
日射を遮ることで沈殿池中の藻やトリハ
ロメタンの発生を抑える効果もある「磯
部浄水場太陽光発電システム（太陽電
池容量１５２ｋＷ）」（三重県企業庁、三
重県磯部町）などの実績がある。

　川崎重工は、バイオマス発電の開発
にも積極的に取り組んでいる。
　木質バイオマスを直接燃やして発生
するＣＯ2は、樹木が光合成によって吸
収する分と相殺され、ＣＯ2の増加が無
いとみなされる。燃やした熱エネルギー
を電力に変えれば、他の発電所で燃や
す化石燃料を節約でき、その分のＣＯ2
発生量を削減できる。
　この直接燃焼方式の実績は、「森の
発電所（蒸気タービン発電の出力６００
ｋＷ）」（東濃ひのき製品流通協同組合、
岐阜県白川町）、「木質バイオマス発電
所（蒸気タービン発電の出力２３０ｋＷ）」
（静岡製材協同組合、静岡市）など。
　このほど、積水ハウス（株）浅井工場（滋
賀県長浜市）に納入した「木質バイオ
マスのガス化発電・熱供給システム」は、
独自開発の固定床ガス化炉で、固形燃
料化した製材くずを熱分解によってガス

化し、精製した合成ガスを用いてガスエ
ンジンで発電（出力１７５ｋＷ）するシステム。
ガスエンジンから発生する排熱は、熱交
換器を経て工場で使用する乾燥用熱
風および事務所の暖房用温水として利
用するというものである。日量２．２ｔの製
材くずから１日に１，７５０ｋＷｈの電力をつ
くれる。
　木質ガス化発電システムの分野では、
「加圧流動層ガス化・ガスタービン発電
システム」の開発にも取り組んでいる。こ
れは、６５０℃程度の比較的低い温度で
ガス化するので、可燃性ガスとタールを
含む合成ガスは、そのままの温度・圧力
で川崎重工製のガスタービン燃焼器に
導いて燃焼させられるというメリットがある。
この開発研究では、発電出力１５０ｋＷ
の実証実験（高知県仁淀川町）に参画
し、その設備を建設中である。

　製紙工場で出る廃液（黒液）やスラッ
ジを燃料とする大型ボイラ方式バイオマ
ス発電設備もある。
　黒液をボイラで燃やすと、薬品（ソーダ）
を回収できる。ソーダは後工程で化学処
理すると何度でもリサイクル可能だ。川
崎重工は「ソーダ回収ボイラ」のパイオ
ニアメーカーで、すでに約７０缶という納
入実績がある。
　最近の納入例は、北越製紙（株）新
潟工場向けの「８号回収ボイラ設備」で、
１日の黒液固形分処理量が２，７００ｔ、
１時間当たりの蒸気発生量は４７５ｔ。蒸
気タービン発電の出力８万５，０００ｋＷ（同
社所掌）。
　このほか、生ごみ・草木類などの有機
性廃棄物、家畜排泄物などからメタンガ
スを発生させ、電気・熱エネルギーを得
るバイオマスのメタン発酵設備の研究に
も取り組み、北海道などで実証試験を行
なった。

　マイクログリッドを構成するうえで不可
欠といえる装置に、電力貯蔵装置があ
ると前述した。
　川崎重工が社内に特別プロジェクト
を結成して独自に開発した大型ニッケ
ル水素電池「ギガセル」は、ＮａＳ電池や
レドックスフロー電池が構造上、ゆっくり

にしか充放電できないのに対して、内部
抵抗が小さいため高速で充放電できる。
また、平板状の電極を積層する構造の
ため、容易に大容量化が可能だ。「ギガ
セル」は、最小単位のセル（０．２３ｋＷｈ）
を１０直列したものを１スタックとしている。
負荷に合わせてスタックを直・並列に組
み合わせて、必要な容量に合わせた電
池ユニットを構成できる。これらの特長
から、マイクログリッドの構成装置として
最適といえる。
　同じ容量で比べた場合、他の電池に
比べて電池体積が小さく、重量も軽い。
鉛やカドミウムなどの有害・危険物質を
使用していない“環境にやさしい電池”で、
電池材料と電極を溶接していないので
分離・回収などのリサイクルが容易である。
　「自然エネルギー利用の発電は不安
定な出力が問題ですが、風力発電出力
を『ギガセル』で平滑化できます。また、
太陽光発電に『ギガセル』を組み合わせ、
蓄電した電力を負荷のピーク時に供給
すればピークカットが実現します」（川崎
重工技術開発本部プロジェクト部ギガ
セルプロジェクト室  石川勝也室長）
※「ギガセル」は川崎重工の登録商標です。

実績豊富な風力発電設備と
太陽光発電設備

各種の
木質バイオマス発電システムを開発

マイクログリッドに
最適な蓄電池「ギガセル」

パルププラント向け
ソーダ回収ボイラ

R
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（左）清水建設（株）技術
研究所内の「ギガセル」
が設置された建物。
（右）その内部。「ギガセル」
の能力は定格出力５０ｋＷ
×８時間。

燃料電池車に液体水素を充填中。
（写真提供／（財）エンジニアリング振興協会）

川崎重工が開発した「液体水素輸送コ
ンテナ」を搭載したトレーラー。長距離走
行試験で「ＪＨＦＣ有明水素ステーション」
に到着した時の写真。

八千代松陰学園の第１体育館屋上に設置された
太陽電池モジュール。
第１体育館の地下に設置された「ギガセル」（定
格出力５０ｋＷ×１．５時間）。今秋の文化祭時のピー
クカットに威力を発揮した。
太陽光発電の総発電量など発電状況を伝える
電光標示板。「生徒たちの環境への認識が高ま
ることを期待しています」（同学園事務長の小関
和夫さん）
第２体育館屋上の太陽電池モジュール。

　“明日の電力ネットワーク”といわれる
マイクログリッドの研究は、さまざまな分
野で進められている。
　清水建設（株）が同社の技術研究所
（東京都江東区）に構築したマイクログリッ
ドは、主力発電設備（発電出力３５０ｋＷ
と９０ｋＷのガスエンジン各１基）と太陽
電池（容量１０ｋＷ）、それに出力５０ｋＷ
（８時間）のニッケル水素電池（川崎重
工製「ギガセル」）、出力１００ｋＷの電気
二重層キャパシタ（コンデンサ）で構成さ
れており、発電設備の排熱も利用してエ
ネルギー効率の向上を図っている。
　同研究所先端技術開発センター 
マイクロパワープロジェクト上席研究員
の沼田茂生さんに伺った。

　「総出力６００ｋＷの本格的規模の“都
市型マイクログリッド”で、この夏に実証
運転を開始しました。研究所内の各実
験棟を需要家に見立てて電力・熱を供
給しています。もちろん、マイクログリッド
で研究所が使用する電力のすべてを
賄えるわけではなく、不足分（約２００ｋＷ）
は電力会社の電力系統から受電してい
ますが、このマイクログリッドの大きな効
果は、電力系統からの受電量が安定し
て一定に抑えられることです」

　同研究所では、昼と夜の電力負荷は
大きく異なる。また、昼間でも大規模な実
験設備などを稼働させると電力負荷が
急速に増える。これに対して、例えば、従
来の自家発電では、その負荷変動に即
応できず、電力系統（電力会社）が負担

してきた。
　しかし、このマイクログリッドでは、「ギ
ガセル」を含む設備群の最適制御により
負荷変動に自前で対応している。つまり、
従来の自家発電などが一定量を自前で
発電し、負荷変動を含む部分を電力系
統に頼っていたのに対し、ここでは負荷
変動を含む部分を自前で対応している
のだ。これは、急激な負荷変動への負
担がなくなる電力会社にとっても歓迎す
べきことである。
　「運転を開始して以来、電圧、周波数
の安定した高品質の電力を供給できて
います。電力系統からの受電の変動量は、
３分間内のトータル受電量が差し引き一
定という極めて安定した運転が続いて
います」（沼田さん）
　なお、「ギガセル」がマイクログリッドに
組み込まれたのはこれが初めてである。

　八千代松陰中学、高校を運営する学
校法人 八千代松陰学園（千葉県八千
代市）では、２００２年に運用を開始した
第２体育館屋上の太陽光発電設備（太
陽電池容量７０ｋＷ、川崎重工が設計・
施工）に続き、この夏、第１体育館屋上
の太陽光発電設備（同１００ｋＷ）が運
用を開始した。合わせて１７０ｋＷの太
陽光発電は、国内の教育施設では最
大規模である。
　「太陽光発電の導入は、環境教育の
一環です。学園内の電光標示板で太
陽光発電による総発電量を見るたびに、
生徒たちの環境保護、地球の大切さへ
の思いが高まるものと考えています。電
気料金の節約もできますし、第１体育館
屋上の太陽光発電は蓄電装置を組み
合わせたシステムで余剰電力を蓄電し、

ピーク時に供給してピークカットを実現で
きたことも大きな効果です」（同学園事
務長の小関和夫さん）
　この蓄電装置（ニッケル水素電池「ギ
ガセル」）を含めた太陽光発電システム
を設計・施工したのがカワサキプラントシ
ステムズ（株）である。高速充放電が可
能なニッケル水素蓄電池を使ったピーク
カット機能付き太陽光発電システムとし
ては国内初である。

　同学園では例年、秋に行なわれる文
化祭で電力負荷のピークを記録していた。
電力会社とは、ピークの電力負荷に対応
して契約をするので基本料金が割高と
なる。ところが今秋の文化祭では、「ギガ
セル」（５０ｋＷ×１．５時間）に蓄電した電
力を供給することなどで、ピーク時の電力
系統からの受電電力を、「当学園の調べ
では例年より低く抑えることができました」
（小関さん）という。電力会社との契約
電力の低減が可能になったわけだ。
　今夏運用開始の１００ｋＷ太陽光発
電システムは自立運転機能により、災害
時などの停電時には太陽光発電電力
ならびに蓄電電力が職員室や警備員
室などに自動的に供給されるようになっ
ている。
　同学園の２基の太陽光発電設備は、
年間約１６万ｋＷｈの発電能力がある。
これを火力発電で行なうと仮定すると、
ＣＯ2排出量を約１０６ｔ（二酸化炭素換算）
削減できるなどの環境効果がある。
※本システムは、ＮＥＤＯの「太陽光発電新技術等フィールドテ
　スト事業」で、ＮＥＤＯと八千代松陰学園の共同研究事業と
　して建設されたものである。

　水素と酸素を化学反応させて発電する燃
料電池は、ＣＯ2（二酸化炭素）やＮＯｘ（窒素
酸化物）などを排出しないクリーンな電源である。
燃料電池は、マイクログリッドの研究設備にも
組み込まれる（Ｐ. ３の「あいち臨空新エネルギー
研究発電所」が一例）など各分野で期待され
ているが、燃料電池車の開発も注目の的である。
そして、燃料電池車に水素をどのように供給す
るかの研究開発も行なわれている。
　わが国初の液体水素ステーションである
「ＪＨＦＣ※有明水素ステーション」（東京都江
東区）は、経済産業省の水素・燃料電池実証
プロジェクトの一環として整備された。ここでは
圧縮水素、液体水素を燃料電池車に充填でき

る。こうした水素ステーションは、本プロジェクト
の事業実施者である（財）エンジニアリング振
興協会・水素プロジェクト室研究主幹の久保
山孝治さんによると、「全国に１０施設あり、今年
度中に２施設が完成の予定ですが、液体水素
を供給できるのは有明だけです。各水素ステー
ションでは、それぞれ原料や製造法の異なる水
素を用い、このプロジェクトに参加している約６０
台の燃料電池車で運用して評価を行なってい
ます」という。

※ＪＨＦＣ：Ｊａｐａｎ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ＆ Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌ Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｐｒｏｊｅｃｔ （水素・燃料電池実証プロジェクト）

　川崎重工は先に、－２５３℃という極低温の
液体水素を輸送する「液体水素輸送コンテナ」
をＮＥＤＯからの委託研究で開発した。これは、
国際標準化機構（ＩＳＯ）規格の２０フィートコン
テナ（長さ約６ｍ、幅約２．４ｍ、高さ約２．６ｍ）に
容積約１５ｍ3の二重構造タンク（内槽が極低
温に強いステンレス鋼製）を組み込んだ構造で
ある。この「液体水素輸送コンテナ」は、２００５
年度に有明－君津（千葉県）間で何度か輸送
を行なって実証試験の目的を達成した。
　「有明水素ステーション」ではこれまで、総計
約４，１００ｋｇの水素を各種車両に充填したと
いう。
　ところで、このステーションで水素（圧縮水素）

を充填した燃料電池車に同乗させてもらった。
内燃機関エンジン車に比べて騒音や振動が
少なく、加速もなめらかな快適走行だった。

「ギガセル」活用の
“都市型マイクログリッド”

燃料電池車への水素供給法の研究開発 川崎重工は「液体水素輸送 コンテナ」を開発

電力負荷変動に
設備群の最適制御で対応

今秋の電力ピーク時の受電電力は
例年より低減

「ギガセル」を備えた
初の太陽光発電システム

水素の利用
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