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2017 年 11 月 7 日から 2 日間にわたりﾍﾞﾙｻｰﾙ飯田橋で開催された首記ｺﾝﾌｧﾚﾝｽに参加
し、ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵に関する国内外の動きを調査した。ﾄﾞｲﾂ電気技術協会(VDE)とﾒｯｾ・ﾃﾞｭｯｾ
ﾙﾄﾞﾙﾌの主催による同ｺﾝﾌｧﾚﾝｽへの参加は今回で 4 回目となる。COP21 に提出された温暖
化ｶﾞｽ削減目標の達成に向けて、参加各国における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE)の導入、省ｴﾈﾙｷﾞｰ
化への取り組みは既にかなり進んでいる。それに伴い大量の RE（特に風力、太陽光によ
る発電）を既存ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑに取り込むためには、何らかの手段によるｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵(ESS)が
不可欠との認識が定着しつつあり、ESS 導入に向けた政策的取り組み、市場形成も一部の
国では既に始まっている。本会議では例年と同様に各 RE 先進国の政策、市場動向、ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽ動向、資金調達、標準化、ﾌｧｲﾅﾝｽなど ESS を取り巻く多岐に亘る話題が紹介された。本
稿では若干遅れを取っている感のある日本が「2030 年電源ｲﾒｰｼﾞの達成に向けて ESS/電力
ｼｽﾃﾑ改革にどのように向かい合うか」という点に絞って会議内容を紹介したい。また興味
深い新技術についても一部紹介する。
１．

日本における新ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ構築に向けた課題
日本は 2030 年の電源構成ｲﾒｰｼﾞとして再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE)の総電力比率 22~24%を

提示している。この数値自体(特に水力 8.8~9.2%を除いた狭義 RE)は欧米に比べて決して高
くはないが、現状からするとかなりの努力が必要との認識が一般的となっている。まずは
この目標達成に向けた課題についての資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁の山影課長講演を紹介する。
1-1. RE 導入状況
世界的に見ると、地球温暖化ｶﾞｽ(WHG)削減の流れを受けて RE の新規導入量は
年々増加し、
2015 年には世界全体で 150GW と全電源新設量の 50%を超えるまでになった。
その結果、累積設置量でも 2000GW に迫り石炭、天然ｶﾞｽを抜いて電源ｼｪｱﾄｯﾌﾟとなった。
これに対して日本も FIT 導入を契機に RE 設備容量は年平均 29%で増加してきたが、設備
新設の中身は太陽光発電(PV)に極端に偏ったものとなっている。
2030 年ｲﾒｰｼﾞでは、PV64GW(総発電量比率 7%に相当)、風力 10GW(同 1.7%)、ﾊﾞ
ｲ ｵ ﾏ ｽ 7.3GW( 同 3.7~4.6%) 、 地 熱
1.6GW(同 1%)とされているが、下表に示
した 2017 年 2 月段階での目標達成率を
みると、風力と地熱での導入遅れが目立
つ。FIT 認定後の環境ｱｾｽに 5~6 年かか
り運開が進まないこともあるが、そもそ
も立地制約の強いこれら電源の FIT 認定
量が少ないことが原因となっている。風
力を柱とする欧州諸国との比較でいうと、
水力を除く日本の 2015 年の RE 発電量
比率は 6%でﾄﾞｲﾂの 24.5%、ｽﾍﾟｲﾝの
26.1%、英国の 18.5%(いずれも 2014 年
の数値)よりも低いﾚﾍﾞﾙにある。PV 偏重
を是正してﾊﾞﾗﾝｽのよい RE 導入を進めるためには、立地制約の強い電源の導入を図るため
に地域利用ﾙｰﾙの見直しが必要としている。
1-2. RE 導入拡大に向けた課題
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日本が世界に遅れをとっている最大の要因として RE ｴﾈﾙｷﾞｰのｺｽﾄ競争力の弱さを挙
げている。世界的には RE 導入拡大で発電ｺｽﾄの急激な低減が進み、火力などの従来電源に
対して十分にｺｽﾄ競争力のある電源となったことで更なる導入拡大を生む好循環が生まれ
ている。これに対して日本では例えば PV のｼｽﾃﾑ価格が欧州の約 2 倍、風力では発電ｺｽﾄが
世界平均の約 1.5 倍(13.9 円/kWh)といわれる。日本特有の災害対応、地理的制約による工
事費の高さの問題もあるが、国際流通商品である部材も 1.4~1.7 倍と割高となっている。そ
こで経産省は競争促進と技術開発により 2030 年時点での非住宅用 PV ｼｽﾃﾑ価格を現状の約
30 万円/kW から 10 万円/kW に低減し、欧州並みの発電ｺｽﾄ 7 円/kWh を目指すとする。同
様に風力発電も、ｼｽﾃﾑｺｽﾄ及び運転維持費の半減、稼働年数の改善により欧州並みの発電ｺｽ
ﾄ 8~9 円/kWh を目指す。この中長期的な価格目標達成に向けて、入札制導入、逓減型価格
設定、導入量に応じた価格設定など FIT 価格設定方式の見直しを進める。
もう一つの RE 普及阻害要因は系統接続制約の問題。系統制約には「空き容量不足」
と「系統がｶﾊﾞｰするｴﾘｱ全体での需給調整のための出力抑制適用」の 2 つがある。前者に対
しては系統増強が必要となるが、発電事業者がその「高額費用負担」と「長期工事による
事業採算/予見性の不透明さのﾘｽｸ」を負うのが現状。これに対しては既存系統能力の最大限
活用できる仕組みや、系統増強のあり方についての新たなﾙｰﾙ作りが必要とされる。後者に
ついては PV、風力の出力時間変動を補償し需給ﾊﾞﾗﾝｽ/周波数調整を行うための調整力確保
が課題となる。しかしながら RE 発電量比率が既に 30%を超える欧州諸国が直面している
ように、RE 大量導入により需給調整力を担う火力の稼働率が大幅に下がり(例えばｽﾍﾟｲﾝで
は 10%台)、収益性の悪化から火力の新設が難しい状況となる。調整力の乏しい北海道、東
北、九州では、2030 年ｼﾅﾘｵでの RE による余剰電力が合計 5.5 億 kWh/年に上り、年間 400h
の RE 出力抑制が必要と試算されており、導入目標達成の大きな障害となる。この問題の解
決には、調整余力の豊富な近隣ｴﾘｱとの広域融通の拡大、あるいは新たな調整力の創出によ
り出力制御の最小化を図る等の対策が必要となる。いずれの対策においても系統・調整力
を含めた電力ｼｽﾃﾑｺｽﾄ全体をみたｺｽﾄ最小化を図る観点からの議論が求められる。適切な調
整力の確保の方策について次に紹介する。
1-3. 新たなｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑへの移行
従来の大規模・集中型電源によるｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑでは、一次ｴﾈﾙｷﾞｰを電気に変換する際
に廃熱ﾛｽや送電ﾛｽにより約 6 割のｴﾈﾙｷﾞｰが捨てられている。また日本の最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の
5~6 割は熱利用で、WHG 削減のためには省ｴﾈ、熱の有効利用の観点も重要となる。RE 導
入が進むことは、取りも直さず比較的小規模の電/熱源が地域、需要者側に分散されること
で、この分散型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ(DER)の効率的活用が WHG 削減目標達成のための有効な方策
となる。そのﾍﾞｰｽとなるのは自産自消を最大化することだが、この DER の生み出すｴﾈﾙｷﾞｰ
の利用範囲を距離的に拡げて地域全体にすることができれば、その効果は更に拡大する。
電力需要者側に設置される発電設備としては、住宅用 PV、燃料電池ｴﾈﾌｧｰﾑ、ｺｼﾞｪﾈ
が考えられ、経産省は 2030 年までにそれぞれ 900 万 kW(現状 760 万 kW)、370 万 kW(同
10.5 万 kW)、1,320 万ｋW(同 1,020 万 kW)の導入を期待する。これらは大規模火力約 25
基分の発電能力に相当する。一方、各電力需要者のｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄを AI/IoT により行う
HEMS(住宅) BEMS(商用ビル)、
FEMS(工場)の導入をそれぞれ 4,700 万 kW、
3,100 万 kW、
1,000 万 kW と見込んでおり、さらに EV/PHV の 4,400 万 kWh を加えるとかなりの電力資
源となる。これらの 10%を発電/蓄電設備として系統運用に活用できると仮定すると、あた
かも大規模火力 13 基分の調整能力(ﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ：VPP)を持つこととなる。この VPP
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は RE 余剰電力を吸収することによる RE 導入拡大への寄与だけでなく、系統負荷平準化に
より高ｺｽﾄのﾋﾟｰｸ電源焚き増しや設備投資の回避による電力ｼｽﾃﾑｺｽﾄ低減への貢献が期待さ
れる。
２．

蓄電池・DER を活用した VPP ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2-1. DER・VPP のｷｰとなる蓄電池の普及
自由に充放電のﾀｲﾐﾝｸﾞを変えられる蓄電池は、これまで RE 出力安定化、周波数変動
抑制を目的に、発電側への大規模ｼｽﾃﾑの導入が米国(395MW)、日本(165MW)、欧州(126MW)
で進み、世界全体での累積導入量は 2015 年に約 800MW となった。今後は、消費者ｻｲﾄの
DER を電力ｼｽﾃﾑに組み込むｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(EMS)のための重要なﾂｰﾙとしての導入が
進むと期待されている。家庭用には PV ｼｽﾃﾑとのｾｯﾄでの導入が 2011 年以降進んだが、2016
年段階では 126 千台、HEMS 規模で 9 万 kW に留まる。これは現状では FIT 買取価格が家
庭用電気料金よりも高く、PV 電力をより多く自家消費するﾒﾘｯﾄが見えないことに原因があ
る。今後数年で FIT 買取価格が小売電気料金を下回ることが予想される中、2030 年目標
4,700 万 kW 達成可否は HEMS の中核となる蓄電池の低ｺｽﾄ化の進展具合に掛かっている。
蓄電池導入の必要性の認識は各国に共通したものであるが、米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱを除き政策措置に
よる蓄電池導入策を執る国は少ない。豪州、ﾊﾜｲなどでは自家消費ﾆｰｽﾞの高まりによる自然
体での蓄電池導入が進んでいる。
そ れ で は 日 本 で は ど う か ？ 経 産 省 が ERAB(Energy Resource Aggregation
Business)検討会で行っている蓄電池の目標価格設定と普及見通しについて三菱総研より
紹介があった。それによると、日本でも PV の発電単価は既に小売り電気料金よりも安く所
謂 Grid Parity に到達しているが、自家消費比率拡大のための蓄電池併設は未だ採算にのら
ない。しかしながら家庭用では、FIT 期間が終了する PV ｼｽﾃﾑが 2019 年には 53 万世帯出
現。それら費用回収を終えたｼｽﾃﾑでは、市場取引価格との比較で蓄電池投資のﾒﾘｯﾄが出る
可能性もある。そこで投資回収 15 年、自家消費率 61%を前提に採算の取れる蓄電池ｼｽﾃﾑ
価格を試算すると、目標価格は 9.0 万円/kWh(現状 22 万円/kWh)になるという。このうち
電池ﾊﾟｯｸ分は 3.4 万円/kWh で車載用電池の現状価格 2~4 万円/kWh と比較しても不可能な
目標ではない。そして 2020 年台いずれかの時点では新規の PV+蓄電池導入も十分に採算が
とれるものになると期待する
商業施設(BEMS)、工場(FEMS)などの産業用 EMS についても同様な評価がなされ
ている。これら EMS 導入のﾒｲﾝの狙いはﾋﾟｰｸ電力ｶｯﾄによる契約電力の削減で、現状の蓄電
池ｼｽﾃﾑｺｽﾄ 36 万円/kW(業界平均では 59 万円/kW)では採算性がない。7 年での投資回収を前
提にすると、2020 年時点での目標価格は 15 万円/kW で、ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ企業によると設計変更・
標準化、量産効果により到達可能な数値とのことである。尚、発電事業者の RE 出力安定化
を目的とした蓄電池導入についても、買取期間が終了する 2032 年以降には蓄電池追加設置
の卸売電力価格に対する優位性が十分発揮されるとみている。
2-2. VPP ﾋﾞｼﾞﾈｽへの挑戦
発送電分離、電力取引市場の整備が進む欧米では、DER を市場に繋げる VPP ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽの具体的取り組みが既に始まっている。これに対して発送電分離を含む電力ｼｽﾃﾑ改革が海
外に対して遅れ、所謂ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞが 2020 年以降に実現する日本では、現状、経産省の主
導する小規模な実証事業段階に留まっている。本会議では大手ﾕｰﾃﾘﾃｨと IPP 事業者の VPP
ﾋﾞｼﾞﾈｽへの取り組みが紹介された。
RE 導入が進む中、世界の電力市場は大きく変貌を遂げつつあり、従来の大手電力会
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社も VPP ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む新たな事業形態への切り替えを進めている。日本の電力業界も分散
電源化の進展に加えて人口減少の時代を迎える。東電は事業環境の変容に備えて、従来の
大規模発電所から一方向にﾈﾈﾙｷﾞｰが流れるﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾓﾃﾞﾙからｸﾞﾘｯﾄﾞに繋がる全てのﾓﾉにｴﾈ
ﾙｷﾞｰ、情報・制御が双方向で行われる次世代のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾓﾃﾞﾙへの転換を進める。そこでは
情報技術を中心に従来にない様々な技術要素が不可欠となるため、他社との連携をｵｰﾌﾟﾝﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑの場で模索する。具体的な取り組みとして、横浜市との「地域防災拠点小中学校に
おける VPP 実証試験」
、ﾌﾞﾙｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝとの電力設備を自動点検する「ﾄﾞﾛｰﾝ飛行支援ｼｽﾃﾑ」、
ZENRIN との安全飛行ｲﾝﾌﾗを構築する「ﾄﾞﾛｰﾝﾊｲｳｪｲ構想」
、Via Science とのﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析
による「送電設備劣化予測」
、住友商事との非常時用専用ﾈｯﾄﾜｰｸによる「ﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾞﾘｯﾄﾞ」な
どの共同開発事例が紹介された。興味深いのは、新島・式根島を舞台に現在進められてい
る「電力系統室力変動対応技術開発」。同島では 1.9~4.4MW と電力需要が大きく変動する
中、7.7MW のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電の他に 1.1MW の VRE (PV500kW,風力 600kW)を抱える。 VRE
電力ｼｪｱは 9%でまさに 2030 年電源構成ｲﾒｰｼﾞの目標値と重なる。9 か所の発電ｻｲﾄに合計
1.4MWh の蓄電池を配置し、既存電源と蓄電池の協調制御を行う統合型ｸﾞﾘｯﾄﾞを構築する。
RE 最大限導入と既存発電設備の最適経済制御を両立することが可能となれば、将来の大量
RE 時代のあるべき電力ｼｽﾃﾑの姿が見える。
SB ｴﾅｼﾞｰは PV をﾒｲﾝに国内 30 か所以上で合計 524MW の発電設備を運営する IPP
事業社で、ﾓﾝｺﾞﾙで 7GW の風力を立ち上げるなど海外展開にも力を入れる。同社も多数の
ﾒｶﾞｿｰﾗｰを保有する九州には好立地条件を受けて RE 電源が集中し、現状は揚水発電により
余剰電力の吸収を行っているものの、今後は出力抑制無しには RE 導入が不可能な状況を迎
えつつある。特に離島地域の壱岐島では昨年の 4~5 月の 2 か月で 19 日もの出力抑制指令が
出されている。例えば同島の 5 月の 10~13 時の電力需要は最大 15MW であり、天候急変に
よる RE 出力大幅変動に備えて 6MW 2 基、3MW1 基、計 3 基発電機を運転する必要があ
る。しかし RE9.7MW がﾌﾙ稼働する好天候条件下では、発電機を最低出力の 50%に絞って
も数 MW の余剰電力が発生するため、数 MW 規模の RE 出力抑制を余儀なくされる。同社
は LOOOP などﾘｿｰｽｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀｰ 8 社と組んで、VPP 構築事業補助金を利用した同島及び九
州本体での VPP 実証事業を進めている。そこでは蓄電池、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽを含めた需要の創
出と DER との組み合わせによる電力小売り、RE 出力抑制の最小化、調整力提供ｻｰﾋﾞｽを行
う VPP 事業の実証を目的としている。
３．

新規蓄ｴﾈ技術

3-1. Water Battery： MAX BÖGL
電力貯蔵技術として最も一般的かつ大規模な揚水発電。日本では豊富な河川・山岳
地を活かして 50GW を超える規模を主に原子力発電の夜間電力貯蔵用に保有している。こ
れに対して例えばﾄﾞｲﾂでは地理的制約から 7GW(56GWh)と能力が限られ、また環境への配
慮から新設も望めない。MAX BÖGL は山上に作られたｺﾝｸﾘｰﾄ製人口貯水槽の上に鉄製の風力
ﾀﾜｰを載せるﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀﾜｰ構造を提案。ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾌﾞは貯水槽(active reservoir :AR)高さ 40m 分
嵩上げされ、発電能力もそれだけ向上する。貯蔵電力量は AR を取り巻く高さ 10m 前後の
同じｺﾝｸﾘｰﾄ製の passive reservoir の大きさ(通常直径 60m 程度)により調整できる。下側の
取水/放水は川あるいは海を利用し、16~32MW の双方向ﾀｰﾋﾞﾝにより 1.6~2.5mΦの樹脂製ﾍﾟ
ﾝｽﾄｯｸを介して発電/汲み上げを行う。貯水池造成が不要なため環境ｱｾｽの壁は低く、またﾌﾟ
ﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの現地製造・組み立てを行うことで工事期間の短縮も図られる。低い初期ｺｽﾄ
(CAPEX:€300~400/kWh)に加えて、ｺﾝｸﾘｰﾄ製による長寿命(50 年)と保守費用低減も期待で
9

Gaildorf ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの諸元

きる。
同社は、GE と組んでﾄﾞｲﾂ Gaildorf で環境省
支援事業のﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ建設を 2018 年運開の予定で
進めている。そのﾌﾟﾗﾝﾄ諸元を右表に示す。GE 製
3.4MW 風力ﾀｰﾋﾞﾝを 4 基備え、そのﾊﾌﾞ高さは最高
178m と世界最高を誇り、その結果、予想稼働率
(Capacity Factor)は 34.4%と洋上風力並みの高さと
なっている。揚水発電能力 16MW/70MWh(揚水高さ
200m)で、双方向ﾀｰﾋﾞﾝによる発電/蓄電の切り替え
を 30 秒以内に行えるため、出力安定化機能付き風力
発電ﾌﾟﾗﾝﾄであると同時に、周波数調整のための短時
間貯蔵用途としての役割を狙っている。本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の総ｺｽﾄは€70M で年間売上€6.5M を見込む。

3-2. ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ燃料電池・蓄電池：Exergy Power Systems
蓄電池の一つとして負極に水素を使う水素電池が知られているが、それと基本構造
が同じ燃料電池の機能を併せた FCB ｼｽﾃﾑを東大生研堤研究室が提案。この技術をﾍﾞｰｽにｴｸ
ｾﾙｷﾞｰ工学研究所は穴あき円盤状の負極(水素吸蔵合金)・正極(NiOH 等)・ｾﾊﾟﾚｰﾀ(KOH 電解
液含有)を交互に積層した EXB 電池ｾﾙを開発。水素電池としての特徴を積層型構造により活
かすことで、蓄電池の共通の欠点である耐久性(10 万ｻｲｸﾙ以上)、冷却(熱伝達 10 万倍)を解
決し、同時に 100 倍以上の急速充電、過充電の心配のないﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ充電が可能となった。
「未
来創生ﾌｧﾝﾄﾞ」からの 5 億円の出資を得て、1.35kW のﾏｲｸﾛｾﾙ 40 個を重ねた 54kW のﾏｲｸﾛﾓ
ｼﾞｭｰﾙ(75□×420L)と、211kW のｾﾙを 10 個重ね合わせた 2.1MW の標準ﾓｼﾞｭｰﾙ(204Φ×1600H)
の製品化に成功している。
本技術の特徴の一つは 67μs で 1000A(2.5 秒で最大 4800A)放電が可能な大きな突進
率(ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ機能)で、これを活かした用途としてまず考えられるのが急速放電を行う非常
用電源(EPS)。ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ充電ができるため直流送電網に組み込めば常時ｽﾀﾝﾊﾞｲするｷｬﾊﾟｼﾀ的
な EPS となる。また火力発電ｼｽﾃﾑに組み込めば高速充放電機能により秒~時間単位の需要
変動に追随し発電機を高効率域で定常稼働させることも可能となる。当然 RE 電源の出力安
定化も可能であるが、売電量が増える訳でもないので発電側のﾒﾘｯﾄはないという。期待で
きるのが水素を積極活用した RE 負荷追従性発電ｼｽﾃﾑ。例えば水素・電力・熱を生み出すﾊﾞ
ｲｵﾏｽ・ｶﾞｽ化発電と PV・風力を組み合わせ、水素ﾀﾝｸを備えた FCB ｼｽﾃﾑを介して系統に安
定電力を供給する。北電、森林技術協会と組んで農水省の補助事業を進めている。
電力需要側の活用法として提案するものの一つが EV 充電設備。EV ｽﾀﾝﾄﾞのﾈｯｸの
一つが高圧充電のための高額な契約電力と長時間充電による稼働率の低さ。ﾁｬﾃﾞﾓに変え
て EXB を用いれば、62.5kWh の車載電池を 6250kW･36 秒で充電しｽﾀﾝﾄﾞの稼働率ｱｯﾌﾟ
を図れるのに加え、平均電力(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)充電で契約電力を下げﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを半減できる。更
に FCB ｼｽﾃﾑにより FCV への水素ﾁｬｰｼﾞも同時に可能となり、HRS ｲﾝﾌﾗ整備加速の有力な
手法となると提案する。この他に瞬間的に大電力を必要とする機器へのｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ機能の
活用を提案。例えば鉄鋼業における圧延機操業、粒子線治療器・NMR 等医療への応用で
ｺｽﾄを大幅に低減できる可能性がある。また EV 登山ﾊﾞｽへの 80kWhEXB 搭載と下山中間
地点への急速充電設備(1 分間充放電)の設置を提案。下山による回生ｴﾈﾙｷﾞｰ(70kWh 相当)
により登山消費電力(140kWh)を 80kWh 蓄電池で賄い、外部受電を殆ど不要とする運行が
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可能となる。このような様々な分野での応用が EXB/FCB には拓けており、今後、世界に
向けて売り込んでいきたいと意気込む。
3-3. 高温蓄熱用 PCM：北海道大学

能村准教授

省ｴﾈ分野において、断続的に発生する未利用熱源を利用するためには蓄熱が不可欠
となる。例えば省ｴﾈの進む製鉄業でも、高ｴｸｾﾙｷﾞｰを有する 500℃以上の高温排熱の多くは
未回収のものが多い。また最新のﾀﾜｰ型太陽熱発電でも 500℃以上の高温・高密度・高速蓄
熱の蓄熱技術が求められている。蓄熱量の大きい潜熱型(PCM)高温用蓄熱材としては溶融
塩が利用されているが、融解時の体積膨張が大きいことや腐食性が強いことから使い勝手
が悪く利用範囲が限られている。これに対して北大は蓄熱量の大きい合金系 PCM を提案。
用いるのは 36.3μｍの Al-25wt%Si 合金(融点：577℃)粉末で、これを緻密なαｱﾙﾐﾅで被覆
するﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ化技術を開発した。蓄熱量 233kJ/kg とｾﾗﾐｯｸｽ等の固体顕熱蓄熱材の 5 倍の
性能となっているだけでなく、周りの部材への腐食の問題の解消、高熱伝導性(157W/m･
K)という特徴を併せ持つ。
製法は、Al 合金粉末を 100℃の蒸留水中で化成被膜処理 3 時間行ったあと、酸化雰
囲気の熱処理炉で融点以上 6 時間の酸化処理行う、という簡便な手法。本合金は融解・凝
固による体積変化が非常に僅かで、繰り返し使用時の健全性を確認するための 3000 回の
ｻｲｸﾙ試験に合格したという。本技術の特徴であるｾﾗﾐｯｸｽｼｪﾙ構造は、融体漏出のない粒子
流動媒体として使用できるだけでなく、ｾﾗｯﾐｸｽ焼結技術を活用したﾊﾆｶﾑ、煉瓦等の部材形
状への成形、あるいは触媒の担持などが可能となり、蓄熱に加えて種々のﾌﾟﾗｽα機能を持
たせることが期待される。現在、企業との量産技術開発のｽﾃｰｼﾞにあるとのことである。
以上
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