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　東日本大震災と福島第一原発事故を機に、
エネルギー利用のあり方を見直す機運が急速
に高まっている。太陽光発電や風力発電など自
然エネルギーの導入拡大が議論され、スマート
グリッド（次世代送電網）やスマートシティー（次
世代環境配慮型都市）の実証試験などにも拍

車がかかっている。
　一方で、太陽光発電や風力発電は、自然現象
によって出力が急変しやすいため、大量導入さ
れた場合には周波数の変動など、電気の品質
に悪影響を与える可能性がある。
　川崎重工が開発した大容量ニッケル水素電

池「ギガセル」は、高速充放電が可能で瞬発力
に富み、太陽光発電や風力発電などの出力安
定化などに威力を発揮する。
　自然エネルギーと「ギガセル」――関西電力
（株）が取り組んでいる電力需給制御システム
研究の最前線を訪ねた。

新時代へ向かう電気 エネルギー❸　

自然エネルギーと「ギガセル®」
※「ギガセル」は川崎重工の登録商標
　です。

現場を訪ねて

黒部峡谷の大自然を行く、
新型電気機関車
黒部峡谷鉄道（株）／富山県黒部市

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑪

秋田の川の「秋」を追う
鏡の川面を彩る、
秋の色の饗宴。

●表紙説明●
　空に延びる架線とパンタグラフからも分かるように、これ
は電車、しかも電気機関車の前面です。よく見ていただき
たいのは、フロントガラスに映り込んだ緑の稜線。実はこ
の山並みは、黒部（富山県）の山 な々のです。
　黒部川に沿って走る黒部峡谷鉄道（宇奈月－欅平、
路線長：20.1ｋｍ）は、秘境探訪の格好の足として人気
があります。この鉄道は、黒部の山腹を走るため線路の
幅が狭く（762ｍｍ、ＪＲの在来線は1,067ｍｍ）、客車もそ
れを牽引する電気機関車もミニタイプで、“トロッコ電車”と
して親しまれています。
　川崎重工は、同鉄道からミニタイプの新型電気機関
車２両を初めて受注。兵庫工場で製造して2011年10月
初め、宇奈月駅に搬入しました。その後の走行試験を経
て、今年の６月６日にデビューし、順調な運転を続けてい
ます。（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）

新時代へ向かう電気エネルギー❸

自然エネルギーと「ギガセル®」

新製品・新技術
大幅にスリム・軽量化し、設置条件など
あらゆる適用条件に対応できる塗装ロボット
「ＫＪシリーズ」２機種を新発売

イラストぎじゅつ入門－◯

－162 ℃のＬＮＧ（液化天然ガス）を
安全に大量輸送できる
“次世代汎用型ＬＮＧ運搬船”の構造
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（左）太陽光発電装置（出力：20.4ｋＷ）。（右）日本飛行機（株）が開発した縦軸型風力発電装置
（出力：５ｋＷ）は、どの方向からの風でも効率的に発電できる特徴がある。

ビル屋上の“マイクログリッドシステム“に組み
込まれた「ギガセル」（電池容量：54ｋＷｈ）。

石津川変電所に連系している堺太陽光発電所（出力：
１万ｋＷ、関西電力と堺市が共同実施）。（写真提供／
関西電力（株））

（上）研究のための電力需給制御装置
が設置されているコンテナ。

（右）その内部の一部。「ギガセル」は48
個が直列に接続（出力：250ｋＷ）
されている。ここで日々、明日の電
力需給制御システムの開発につ
ながる貴重なデータが蓄積されつ
つある。

やって来る太陽光発電などの
大量導入に備えて

“明日の電力需給制御シ ステム”を目指す
石津川変電所には出力１万ｋＷの
堺太陽光発電所が連系

さまざまな評価試験を重ねる研究は
2013年度まで続く

■事務所ビル屋上の“マイクログリッド“

「ギガセル」が不可欠の蓄電池として活躍中
　川崎重工・神戸工場新館事務所ビル
の屋上に設置した複合発電システム
（マイクログリッド）が2012年４月、運用を
開始した。
　このシステムは主に、川崎重工グルー
プの日本飛行機（株）が開発した縦軸型
風力発電装置（出力：５ｋＷ、交流発電
で、周波数を調整する電力変換器を内
蔵）と太陽光発電装置（出力：20.4ｋＷ）、
それに「ギガセル」（電池容量：54ｋＷｈ）
で構成されている。
　風力発電による電力はそのまま新館
ビルに供給。風力発電と太陽光発電の
発電状況と、ビル館内の電力会社から
の受電電力量の情報をもとに複合発電
システムコントローラが発信する指令に
基づき、カワサキハイブリッドパワーコン
ディショナが「ギガセル」の充放電を行な

う。これにより、変動しやすい自然エネル
ギーによる発電出力を安定化させ、館
内の受電電力のピークカットや電力需
要の平準化、さらには災害による停電時
などの電力供給を可能にしたシステム
である。

　関西電力（株）・石津川変電所。
　大阪府堺市の北西部に位置し、周
辺の工場や家庭に電力を供給する配
電用の変電所だという。この変電所で
今、「蓄電池を用いた電力需給制御シ
ステムの研究」が行なわれている。
　「政府の目標では、2009年の実績が
262万ｋＷだった太陽光発電を2020年
頃に2,800万ｋＷ、2030年には5,300万
ｋＷまで増やす計画です。ご存知のよう
に太陽光発電は、天候などにより短時
間で大幅に出力が変動します。また、電
気の需要は一日のうちでも朝、昼、夜で
大きく異なり、昼間も小刻みに変動しま
す。これに対しては、火力発電や水力発
電（揚水式）の出力を調整し、また、昼の
小刻みな変動には、主に火力発電（蒸
気タービン発電機）の出力調整で、電力
需要と発電量がイコールになるように対
応しています」（関西電力・エネルギー利
用技術研究所総合エネルギー研究室
［新エネルギー分野・電池プロジェクト］
主幹の西脇太さん）
　つまり、変動がつきものの電力需要

に、これまでは発電所の出力調整で対
応してきた。しかし将来、政府目標のよう
に大量の太陽光発電が導入されたらど
うなるか。
　「太陽光発電は天候の変化で、電力
需要に関わりなく出力が大きく変動しま
す。しかも、変動スピードが速い。電力は
あくまで消費量と発電量をバランスさせ
る必要があるので、この太陽光発電の
不意の大きな出力変動に対してどう対
応するかが課題になってきます。将来、
大量に普及した場合には、既存の火力
発電や水力発電（揚水）などの電源だ
けではこの出力変動に対応できなくなる
可能性があります」（同研究室主任研
究員の和田具記さん）
　電力需給制御スシテムの新たな仕組
みが求められている中で、この不意の大
きな出力変動を抑制する技術として、蓄
電池が火力発電あるいは水力発電（揚
水）の機能を代替できるのではないかと
注目されている。

つ経済的だと一般的に考えられている。
そこで、必要になるのが大容量でかつ
安全性の高い蓄電池システムである。
「ギガセル」はそのような点で評価が高
いため、今回の実証試験への参加と
なった。
　石津川変電所には、関西電力と堺市
が共同実施する堺太陽光発電所（出
力：１万ｋＷ）が連系されている。そこで、
発電所の出力データも活用しながら、将
来の太陽光発電の大量導入に備え、
蓄電池の充放電を利用し、系統全体と
して周波数を一定に保つ需給制御シス
テムの開発を行なっているのである。

　この蓄電池が、川崎重工が開発した
大容量ニッケル水素電池「ギガセル」で
ある。この需給制御装置では、48個の
「ギガセル」が直列に接続されている
（出力：250ｋＷ、電池容量：102ｋＷh）。
　この「ギガセル」で、太陽光発電の激
しい出力変動を含む需給のアンバラン
スを調整（周波数が上がれば充電、周
波数が下がれば放電）しようというのだ。
そこに、高速充放電が可能な「ギガセ
ル」の特長が生きるわけだ。一方で、蓄
電池には電池残量により使用できる範
囲がある。満杯なら充電できないし、残
量が一定量以下では放電できない。そ
こで、蓄電池を常に使用できる状態にし
ておくために、ここでは、既存電源との協

　「私たちが行なっている研究は、太
陽光発電が大量導入されても、電力を
供給する系統全体として周波数を一定
に保てる需給制御システムを開発する
ことです」（同研究室副主任研究員の
山野井俊行さん）
　“系統全体として周波数を一定に保
つ”とはどういうことか。
　周波数は電気の品質を表す指標の
ひとつであり、電気の作る量と使う量の
バランスを表している。電気の特性上、
作る量が使う量よりも多い場合には周波
数は上がり、その逆の場合には下がる。
周波数が定められた範囲内に維持でき
ない場合には、電子機器などに影響を
及ぼす可能性があることから、周波数を
維持する事が重要となる。
　太陽光発電の出力変動に対応しな
がら周波数を維持するには、それぞれ
の太陽光発電所で出力変動を抑制す
る方法もあるが、地域によって出力が一
様ではない（出力が増加する地域もあ
れば減少する地域もある）ため、電力系
統全体で集中制御した方が効率的か

調制御によって蓄電池の残量を適切に
管理する研究も行なわれている。
　「研究は、システムに電力系統の周
波数、電力需要の動き、太陽光発電の
出力などを入力して電力需給制御を行
ない、また、蓄電池の残量管理を適切に
行ないながら、高速かつ高出力の充放
電特性を生かせる需給制御プログラム
の開発を目指して評価試験を続けてい
ます」（山野井俊行さん）
　また、需給制御に適した蓄電池の適
性評価および寿命評価、さらには、太陽
光の出力変動に応じた蓄電池容量の

検討も行なわれようとしている。いずれに
しても、将来の電力需給システムの構築
を目指す実証試験で、「ギガセル」が重
要な役割を果していることは間違いない。
　この「蓄電池を用いた電力需給制御
システムの研究」の研究期間は2010年
度から2013年度まで。今、関西電力・石
津川変電所で、研究員の努力のもとに
貴重なデータが蓄積されつつある。
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詳細図 負極成形体
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（株）ウインパワー・西目風力発電所の風力発電装置。 「ギガセル」（電池容量：102ｋＷｈ）。

清水建設（株）技術研究所の“マイクログ
リッドシステム”（2011年初めに運用開始）
で活躍している「ギガセル」は、16個が直列
に構成（電池容量：81.2ｋＷｈ）されている。

新開発の独自構造で
大容量化を実現した「ギガセル」

新時代の電気エネルギー を支える「ギガセル」

離島でも実証実験が始まる
風力発電の出力平滑化

スマートグリッドや
スマートシティーの実証実験に参加

電力をめぐる諸課題に
システムとして解決策を提供

　川崎重工が開発した大容量ニッケル
水素電池「ギガセル」の最大の特長は、
高速充放電を可能にしたことである。
　従来の円筒形ニッケル水素電池は
構造上、高速充放電時の放熱が難し
く、また、単位電池間を結ぶケーブル接
続部分でのエネルギーロスもあり、大容
量化には限界があった。
　これに対して「ギガセル」は、川崎重
工が開発した独自の構造で大容量化
を実現した。
　「ギガセル」の単位セル（電池）には、
蛇腹折のセパレータにプラス極とマイナ
ス極の成形体（電極）が交互に収めら
れており、セルの表面がプラス極、裏面
がマイナス極になっている（これをバイ
ポーラ構造※という）。ギガセルモジュー
ルには、このセルを密着して収めてある
ため、セル間をケーブルで結ぶ必要がな
いのでエネルギーロスが最小限に抑え
られる。セルは厚みが薄く、モジュール内
に直列にたくさん収められるので大容量
化が可能になった。
　「ギガセル」はまた、効率の高い放熱
板を備えており、大出力で充放電しても
温度上昇が少なく、長寿命である。さら

に、電解液は不燃性の水溶液であるた
め安全である。解体が容易な溶接レス
構造なので、部材のリサイクルがしやす
いという特徴もある。いうまでもなく、鉛や
ナトリウム、リチウムのような有害物、危険
物質を使用しておらず、安全で環境に
やさしい電池である。
　「『ギガセル』は、今日のような電力状
況になる前に開発し、蓄電による効率的
な電力供給などを目指して研究に取り組
んできました。新エネルギーの出力平滑
化や電力の品質維持に一定の役割を
果せる蓄電池で、これからの電力需給
をめぐる流れを見据えつつ、長期的な視
野をもって大きく育てていきたいと思って
います」（川崎重工・車両カンパニーギガ
セル電池センター長の石川勝也理事）
※成形体（電極）の幅、高さ、枚数の３要素（３Ｄ）を増やすことで、
容易に単位セルの大容量化が可能なため“バイポーラ３Ｄ
構造”ともいう。

であることはいうまでもない。そのため、出
力の平滑化が課題だ。（株）ウインパ
ワー・西目風力発電所（秋田県由利本
荘市）の「風力発電電力安定化装置」
はそのひとつ。風速や風向きの変動に
よって生じる出力変動に合わせて最適
な充放電を行なうことで、安定した電力
を電力会社の電力系統に送電するた

　「ギガセル」は、大容量・高速充放電
に最適な電池として応用範囲が広がり
つつある。
　その新しい例をいくつか紹介しよう。
　太陽光発電や風力発電が日照まか
せ、風まかせで、出力が非常に不安定

めの技術開発を、富士電機（株）と共同
で行なっており、「ギガセル」（電池容量：
102ｋＷｈ）、パワーコンディショナ（最大
出力：750ｋVA）、制御装置から構成さ
れる。
　もう一例。
　南大東島（沖縄県島尻郡）には現
在、沖縄電力（株）の出力245ｋＷの風
力発電設備が２基あり、ディーゼル発電
機と併せて運用されている。2013年２
月、ここにギガセルシステムを設置し、出
力の安定しない風力発電出力が原因
で発生する周波数変動を抑制する実
証実験が始まる予定だ（NEDO：新エネ
ルギー総合開発機構の助成事業）。風
力発電の出力が急激に低下（カットオ
フ）した場合、ディーゼル発電機を追加
運転するまでの約15分間のバックアップ
電源としても、高速充放電が可能な「ギ
ガセル」はその役割を期待されている。

　「川崎重工は高性能の『ギガセル』の
開発・製造とともに、ガスタービンやガス
エンジンなど発電設備を開発・製造して
おり、また、幅広い研究・開発や経験を基
に電力系統につなぐ技術も有していま
す。つまり、これからの電力をめぐるさまざ
まな課題に、単に蓄電池技術だけでは
なくシステムとして解決策を提供できると
いうことです」（石川勝也理事）
　こうした動きを受けて、川崎重工・明石
工場（兵庫県明石市）の「ギガセル」製
造工場は、「今がまさにピークの忙しさ」
（川崎重工・車両カンパニーギガセル電
池センター品質・安全課の近藤篤課長）
で、同工場は活気に満ちている。

　一定の地域内で複数の分散電源を
ネットワーク化し、地域内の需要に対して
安定した電力を供給するのがマイクログ
リッドシステムだ。急激な需要変動に合
わせた充放電が行なえる「ギガセル」
は、電力系統とは別の電力ネットワーク
であるマイクログリッド内で、需要に対し
て安定した電力を供給する役目を果た
せる。2011年初めに運用を開始した清
水建設（株）技術研究所（東京都江東
区）のマイクログリッドシステムは、ガスエ
ンジンによる発電と「ギガセル」（電池容
量：81.2ｋＷｈ）の組み合わせで、周波数
や電圧など電力品質を維持しながら、
研究所内のすべての実験棟に対して
安定した電力供給を行なっている。
　「ギガセル」は、三菱電機（株）のス
マートグリッド・スマートコミュニティ実証
実験にも活用されている。三菱電機が
尼崎地区の拠点内に設置した太陽光
発電システム（出力：4,000ｋＷ）と火力発
電・揚水発電・負荷などを模擬した実証
実験設備に「ギガセル」（電池容量：38
ｋＷｈ）を連系し、出力変動の激しい自然
エネルギーが電力系統に大量に導入さ
れた状況下で、周波数変動を抑えるな
ど電力品質維持にかかわるギガセルシ
ステム（「ギガセル」とパワーコンディショ
ナで構成）の技術検証を実施中である。
　スマートシティープロジェクトにも参加
している。一般社団法人フューチャーデ

ザインセンターの第一弾プロジェクトとし
て、2009年９月に世界のリーディング企
業８社で始まった「スマートシティープロ
ジェクト」に先ごろ、他の５社とともに新し
く参加した。
　川崎重工は「ギガセル」のほか、小水
力発電やバイオマス発電など再生可能
エネルギー機器、さらには世界最高の
発電効率を誇る「カワサキグリーンガス
エンジン」などを活用したシステムで、次
世代環境配慮型都市などの構築に貢
献したい考えである。
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