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　若かりし頃、時間を忘れ夢中になって読んだ書籍を
紹介しながら、研究開発を進めていく上で感銘を受け
た点をまとめます。タイトルは「宇宙創成」。「フェル
マーの最終定理」で有名なサイモン・シンが書き下ろ
したもう一つのベストセラーです。
　2300 年前にギリシャ人のエラトステネスが太陽の
光によってできる「棒の影」から「地球の円周の長さ」
を推定するのに成功してから「ビッグバン理論」が確
立するまでの宇宙論の変遷をわかり易く解説していま
す。また、理論だけではなく、宇宙誕生の謎に迫る有
名無名の天才たちの挑戦と挫折、人類の夢と苦闘を描
き出しています。
　古代ギリシャの人々は、大地が球形であることを
知っていました。船が水平線のかなたに消えていく時
に最後まで見えているのはマストの先端であること、
月食の時、月面に丸い影ができること、見上げれば月
そのものが丸いことなどから我々の大地も球形である
と考えていました。丸いとなればその大きさを知りた
くなるのは自然の流れ。その偉業を初めて成し遂げた
のは、紀元前 276 年頃、今からおよそ 2300 年前に
生まれたエラトステネスでした。エジプト南部の町シ
エネにある興味深い井戸の話を聞きつけたのがきっか
けでした。夏至の日の正午、太陽は井戸の真上から差
し込み、井戸の底まで照らすという噂でした。シエネ
より数百ｋｍ北にあるアレクサンドリアではそんなこ
とは決して起こりません。やはり地球は丸いことを確
信したエラトステネスは何とか円周の長さを測れない
ものかと考えました。そして、太陽光線がシエネの井
戸を底まで照らす時、アレクサンドリアで棒を地面に
突き立て太陽光線とこの棒がなす角度を測定すれば地
球の円周を計算できることに気づきました。満を持し
て測定した結果、角度は 7.2 度と判明しました。そし
て遂に、その角度と二地点間の距離から円周の長さを
計算することに成功したのです。エラトステネスの頭
脳はまだまだその動きを止めません。「円周の長さ」
から算出される「地球の直径」を基に「月の直径」を
計算する方法を考案し実際に計算しました。次に「月
の直径」から「月までの距離」も推定しました。「月
までの距離」から「太陽までの距離」も計算、「太陽
までの距離」から「太陽の直径」を推定…というぐあ
いに理論は積木のように積み上げられていきました。
およそ 2300 年前に、地球から 1 億 5000 万 km 離

研究開発室　電力技術研究所
所 長   米沢 比呂志

「できない理論」を安易に確立するのはやめよう
  ～サイモン・シン「宇宙創成」を読んで～

巻 頭 言

れた太陽の大きさなどを計算しているのです。
　その後、地動説、アインシュタインの「相対性理論」
の登場で宇宙論は大きく進展します。アインシュタイ
ンは「相対性理論」の帰結として「宇宙項理論」を確
立するに至りますが、長期の論争と観測を経て最終的
に、「ビッグバン理論」に敗れます。アインシュタイ
ンは「宇宙項の導入はわが人生最大の過ち」と語った
と伝えられています。今や常識になりつつある、しか
し当時としては、奇想天外に見えた「ビッグバン理論」
が合理性を持ちうるものとして如何に広く受け入れら
れていったかも詳述されています。
　書籍を通じ、相対性理論やビッグバン理論など高度
な理論の素晴らしさに魅せられたのは言うまでもあり
ません。しかし、それにも増して、望遠鏡も無かった
時代、電磁波の存在も知られていなかった 2300 年も
前の昔に、大空を眺め宇宙の謎を解明していった人々
の探究心と深い思考力には驚嘆せずにはいられません
でした。
　社内で何か新しい取組みや研究開発をする時、環境
が整っていないと嘆き、兎角「本店ならできるがそれ
以外の組織に所属しているからできない」、「お金が無
いからできない」、「マンパワーが足りずできない」、「技
術が無いからできない」など、「できない理論」（言い
訳？）を確立しがちです。恥ずかしながら、小生も若
かりし頃身に覚えがあります。望遠鏡などは当然無く
環境が整っていると言えない状況下でも、地球の円周
などを計算「できる理論」を確立していった古代ギリ
シャ人の前では汗顔の至りです。こんな時に大事なこ
と、それは、何とかしたいという気持ち（書籍では探
究心）を強く持つこと、そして、その気持ちを満たす
べく考えに考え続ける姿勢（思考力）ではないか、そ
う思わせてくれる一冊でした。「道は開ける」、そう信
じて進むことの大切さを教えてくれました。
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研究紹介

１．背景
　太陽光発電が電力系統に大量に
導入された場合、太陽光発電の変
動と運転する火力発電機の減少に
よる需給調整力の減少から周波数
を一定に維持することが難しくな
ることが懸念されています。その
対策として高速に充放電ができる
蓄電池を需給制御システムに適用
することを検討していますが、充
放電にともない損失が生じますの
で効率良く運用することが望まれ
ます。

２．概要
　需給制御システムに蓄電池設備
（BESS:Battery Energy Storage 
System）を適用するにあたり、
BESS の構成要素である交直変換
器の効率特性を考慮した制御を行
うことで、損失を軽減することが
期待できます。ここでは、交直変
換器の効率特性と SOC（State 
of Charge：充電状態）制御を考
慮して複数 BESS に需給制御の指
令値を配分する方法について検討
し、需給制御シミュレーションに
よりその制御方法の効果を確認し
ました。

３．交直変換器の効率特性
　交直変換器の一般的な効率特性
のイメージを図 1 に示します。
充電時・放電時ともに出力率が低
い領域では極端に効率が悪くなる
特徴があり、ある程度出力率が高

くなる運用をすることで損失を小
さくすることが期待できます。な
お，蓄電池の効率特性については、
交直変換器のように極端に効率が
変わる特徴はありませんので、交
直変換器の効率特性にのみ着目し
ました。

４．複数BESSの制御
（1）需給制御指令値の配分
　需給制御指令値は MW 単位と
なり、1 台の BESS の容量を考慮
すると複数の BESS が必要となり
ますので、需給制御指令値を適切
に BESS に配分することで低出力
領域での運転を回避することがで
きます。具体的な配分方法を図 2
に示します。複数 BESS を SOC
で順位づけし、放電指令値の場合
は SOC が高い順に、充電指令値
の場合は SOC が低い順に需給制
御指令値に等しくなるまで出力を
積み上げていきます。まずは
BESS の定格で積み上げていきま
すが、最後の BESS は場合によっ
ては低出力になることが考えられ
ますので、その場合は前の BESS
出力を低下させて最後の BESS の
出力を上げることで低出力になる
ことを回避します。図 2 は、
BESS の出力率が 50% を下回ら
ないようにした例となっていま
す。また、SOC による BESS の
順位づけは一定間隔で更新するこ
とで、個々の BESS 出力が充電や
放電に偏り SOC が上下限に到達

することを回避するようにしてい
ます。

（2）SOC管理方法
　容量制約のある蓄電池を SOC
上下限に到達することなく連続し
て運用するためには、SOC を適
切に制御することが必要になりま
す。需給制御シミュレーションに
おいては、SOC 上下限に近づい
た場合に逆方向に引き戻す制御
（SOC バ イ ア ス）と SOC が
50% に近い領域で運用するため
の制御（ロスバイアス）の 2 つ
の制御を用いることで SOC を適
切に維持しています。複数 BESS
について SOC を管理するには、
複数 BESS を一つとして見た
SOC を用いる場合と個々の SOC
を用いる場合が考えられ、この 2
つの考え方を図 3 に示します。
全体 SOC 方式では、SOC 維持
のための充放電量と需給制御指令

値の合計を各 BESS に配分するの
に対し、個別 SOC 方式では需給
制御指令値は配分しますが、SOC
を維持するための充放電は各
BESS が独自に行います。なお、
蓄電池の SOC を維持するための
充放電については、充電の場合は
火力出力を上げ、放電の場合は火
力出力を下げるというように協調
した制御を行うことで系統周波数
への影響が無いようにしています。

５．需給制御シミュレーション
　シミュレーションでは、複数
BESS について 5 台を仮定し、
MW 容量は同一とし MWh 容量
を変えることで表 1 のような構
成としました。これら 5 台の
BESS に対し、需給制御指令値を
MW 容量比例で配分した場合と
積み上げで配分した場合、さらに
SOC 制御を全体とした場合と個
別とした場合の計 4 ケースにつ
いて検討しました。

（1）MW積み上げロジックの検証
　蓄電池を GF に適用した場合に
ついて、MW積み上げ方式におけ
る各 BESS 出力率と SOC 推移を
図 4 に示します。ここでは、SOC
による順位付けを 3 分毎に行って
いますので、表示している時刻で
放電の場合は SOC が高い順に、
充電の場合は SOC が低い順に充
放電を行うよう BESS が切り替
わっています。また、複数台が同
時に充放電している状況では、そ
れぞれの出力率が 50% を下回っ
ていないことが確認できます。
（2）全体の装置効率
　各ケースにおける BESS 全体と
しての装置効率を表 2 に示しま
す。需給制御指令値の配分方法に
ついては MW 積み上げ方式の方
が、SOC 制御については個別制
御の方が効率が高く、最大で 4%
程度の差があり、これらの制御方
法の有効性を確認することができ
ました。なお、個別 SOC 方式の

方が効率が高いのは、各 BESS に
おいて全体 SOC 方式より適切に
SOC 管理ができているためと推
測されます。

６．まとめ
　蓄電池を需給制御システムに適
用する場合に、交直変換器の効率
特性を考慮した制御や個別の
SOC 制御により、充放電に伴う
損失を軽減し効率的な運用ができ
ることをシミュレーションで検証
することができました。この制御
方法は、実際の需給制御システム
を検討する際に活用することが期
待されます。

蓄電池を用いた需給制御システムに関する研究

第 1図　交直変換器の効率特性

第 2図　MW積み上げ方式
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太陽光発電が電力系統に大量に導入された場合、その出力は天気に左右されることから、周波数変動への影
響が大きくなることが懸念されています。その対策の 1 つとして、需給制御システムに蓄電池を適用するこ
とを検討していますが、充放電に伴い損失が発生しますので、この損失を軽減する制御方法について検討し、
その効果が確認できましたので紹介します。
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し、需給制御シミュレーションに
よりその制御方法の効果を確認し
ました。

３．交直変換器の効率特性
　交直変換器の一般的な効率特性
のイメージを図 1 に示します。
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お，蓄電池の効率特性については、
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ました。

４．複数BESSの制御
（1）需給制御指令値の配分
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に BESS に配分することで低出力
領域での運転を回避することがで
きます。具体的な配分方法を図 2
に示します。複数 BESS を SOC
で順位づけし、放電指令値の場合
は SOC が高い順に、充電指令値
の場合は SOC が低い順に需給制
御指令値に等しくなるまで出力を
積み上げていきます。まずは
BESS の定格で積み上げていきま
すが、最後の BESS は場合によっ
ては低出力になることが考えられ
ますので、その場合は前の BESS
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とで、個々の BESS 出力が充電や
放電に偏り SOC が上下限に到達
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　容量制約のある蓄電池を SOC
上下限に到達することなく連続し
て運用するためには、SOC を適
切に制御することが必要になりま
す。需給制御シミュレーションに
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た場合に逆方向に引き戻す制御
（SOC バ イ ア ス）と SOC が
50% に近い領域で運用するため
の制御（ロスバイアス）の 2 つ
の制御を用いることで SOC を適
切に維持しています。複数 BESS
について SOC を管理するには、
複数 BESS を一つとして見た
SOC を用いる場合と個々の SOC
を用いる場合が考えられ、この 2
つの考え方を図 3 に示します。
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のための充放電量と需給制御指令

値の合計を各 BESS に配分するの
に対し、個別 SOC 方式では需給
制御指令値は配分しますが、SOC
を維持するための充放電は各
BESS が独自に行います。なお、
蓄電池の SOC を維持するための
充放電については、充電の場合は
火力出力を上げ、放電の場合は火
力出力を下げるというように協調
した制御を行うことで系統周波数
への影響が無いようにしています。

５．需給制御シミュレーション
　シミュレーションでは、複数
BESS について 5 台を仮定し、
MW 容量は同一とし MWh 容量
を変えることで表 1 のような構
成としました。これら 5 台の
BESS に対し、需給制御指令値を
MW 容量比例で配分した場合と
積み上げで配分した場合、さらに
SOC 制御を全体とした場合と個
別とした場合の計 4 ケースにつ
いて検討しました。

（1）MW積み上げロジックの検証
　蓄電池を GF に適用した場合に
ついて、MW積み上げ方式におけ
る各 BESS 出力率と SOC 推移を
図 4 に示します。ここでは、SOC
による順位付けを 3 分毎に行って
いますので、表示している時刻で
放電の場合は SOC が高い順に、
充電の場合は SOC が低い順に充
放電を行うよう BESS が切り替
わっています。また、複数台が同
時に充放電している状況では、そ
れぞれの出力率が 50% を下回っ
ていないことが確認できます。
（2）全体の装置効率
　各ケースにおける BESS 全体と
しての装置効率を表 2 に示しま
す。需給制御指令値の配分方法に
ついては MW 積み上げ方式の方
が、SOC 制御については個別制
御の方が効率が高く、最大で 4%
程度の差があり、これらの制御方
法の有効性を確認することができ
ました。なお、個別 SOC 方式の

方が効率が高いのは、各 BESS に
おいて全体 SOC 方式より適切に
SOC 管理ができているためと推
測されます。

６．まとめ
　蓄電池を需給制御システムに適
用する場合に、交直変換器の効率
特性を考慮した制御や個別の
SOC 制御により、充放電に伴う
損失を軽減し効率的な運用ができ
ることをシミュレーションで検証
することができました。この制御
方法は、実際の需給制御システム
を検討する際に活用することが期
待されます。

執筆者

第 2表　制御方法と装置効率

第 3図　SOC制御方式

第 1表　BESS の構成
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研究紹介

１．研究背景および目的
　時々刻々と変化する電力系統に

おいては、その変化に柔軟に対応

できる系統運用が重要であり、再

生可能エネルギーや分散型電源の

大量導入による潮流の変化等にも

柔軟に対応していく必要がありま

す。一方、広域的なデータ収集に

基づく電力系統監視・制御技術が

注目されており、当社でも多地点

における同時刻のデータ計測を行

うため、第１図に示す通りＧＰＳ

（Global Positioning System 以

下 GPS）で同期計測可能な系統

現象記録装置を主な電気所に設置

しています。

　本研究では、この同期計測され

たデータの位相情報と潮流情報に

着目し、その推移を監視すること

で系統の変化を的確に把握できる

可視化手法を確立できるよう取り

組みました。

　さらに、この可視化手法を用い

て、系統運用者にとって重要であ

る地理的位置（各発電所、変電所、

送電線の位置情報）とともに現在

の系統状態を視覚的に捉えること

ができるよう地理情報システム

（ G I S ： G e o g r a p h i c  

Information System 以下 GIS）

を活用して、実際の地図上で電力

系統の状態を把握できる手法を開

発したので紹介します。

２．電圧位相差と有効電力の関係性
　電圧の位相差と有効電力の関係

性として、第２図に示す通り一機

無限大母線系統モデルを考え、送

電線の抵抗を無視すると送電線に

流れる有効電力について、電力相

差角曲線を描くことができます。

なお、Ｐe は有効電力、Ｘｌは発電

機内部および送電線リアクタンス

の総和、Ｖｇは発電機内部電圧、Ｖ

∞は無限大母線の電圧、δは両者

の電圧の位相差となります。また、

ある送電区間の有効電力および電

圧の位相差の１時間の推移を第３

図に示します。これは、隣接計測

地点の電圧の位相差変動を示した

もので、その区間を流れる有効電

力の変動と同等の推移であり、電

圧の位相差と送電電力には強い相

関があることがわかります。第２

図は、発電機の有効電力と電圧の

位相差の関係を示しているのです

が、線路についても同様の関係性

があると考えられ、この電圧の位

相と送電電力の相関性を利用し、

電力系統の状態を把握できる手法

を開発しました。

３．研究内容と成果
　当社管内の多地点で同期計測さ

れた位相データを用いて、まずは

第４図に示す通り系統内に定めた

位相基準と各計測地点との位相差

を算出しました。第４図の赤丸で

示す２地点に着目するとそれぞれ

の位相差から赤矢印の方向へ電力

が流れていることが判断できま

す。つぎに、第５図に示す通り、

隣接する計測地点間の位相差情報

を用いて、単位距離当たりにする

ことで、各送電線の負荷状態を把

握することができ、距離により位

相差の値が異なる送電区間の状態

を同一の指標で表すことができま

す。この第５図の赤丸で示す区間

が突出していることがわかり、こ

の区間および比較対象として黒丸

で示す区間に着目し、第６図にこ

の２区間の電力および単位距離当

たりの位相差の変動を示します。

この第６図に示す通り、この２区

間の位相差には約２倍の差がある

にも関わらず、流れる有効電力に

はほとんど差がないことが確認で

きます。これは、区間の余裕度が

低下すると位相差の値が大きくな

ることを意味しており、赤丸で示

す区間は余裕度が少なく、他の区

間に比べ送電限界へ近づいている

状態であるといえます。

　最終的な仕上げとして、第４図、

第５図に示すような棒グラフで

は、直感的に電力系統の状態を把

握できないため、GIS を用いて、

第７図に示す通り系統運用者に視

覚的に把握できる可視化手法を開

発しました。

４．まとめと今後の取組み
　本手法を用いることにより、送

電線潮流の変化による位相の推

移、電力の流れの方向、その負荷

状態の変化を視覚的に捉えること

ができ、系統運用者のサポートや

状態認識の向上に寄与できること

を確認しました。今後は、一地域

で同期計測された位相データを用

いて、発電機の同期化力を簡易に

評価できる手法を検討していく予

定です。

同期位相計測情報を用いた電力系統評価  ～電力系統の見える化～

第３図　位相差と電力の相関性

位相差変動

電力変動

第２図　電力相差角曲線

第１図　系統現象記録装置設置箇所

電力流通事業本部　系統制御グループ

電力系統は、複数地域の系統が連系され広域的に運用が実施されています。その運用に際しては、時々刻々
変化する電力系統の状態を的確に把握することで、電力の安定供給が可能となります。また、東日本大震災
以降、再生可能エネルギーの大量導入が進み、電力系統の状態が変化しつつあり、電力系統の状態を的確に
把握することの重要性が高まっております。そこで、今回、当社管内の多地点で同期計測された電圧の位相デー
タを用いて、電力系統の状態を視覚的に把握できる手法を開発したので紹介します。
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１．研究背景および目的
　時々刻々と変化する電力系統に

おいては、その変化に柔軟に対応

できる系統運用が重要であり、再

生可能エネルギーや分散型電源の

大量導入による潮流の変化等にも

柔軟に対応していく必要がありま

す。一方、広域的なデータ収集に

基づく電力系統監視・制御技術が

注目されており、当社でも多地点

における同時刻のデータ計測を行

うため、第１図に示す通りＧＰＳ

（Global Positioning System 以

下 GPS）で同期計測可能な系統

現象記録装置を主な電気所に設置

しています。

　本研究では、この同期計測され

たデータの位相情報と潮流情報に

着目し、その推移を監視すること

で系統の変化を的確に把握できる

可視化手法を確立できるよう取り

組みました。

　さらに、この可視化手法を用い

て、系統運用者にとって重要であ

る地理的位置（各発電所、変電所、

送電線の位置情報）とともに現在

の系統状態を視覚的に捉えること

ができるよう地理情報システム

（ G I S ： G e o g r a p h i c  

Information System 以下 GIS）

を活用して、実際の地図上で電力

系統の状態を把握できる手法を開

発したので紹介します。

２．電圧位相差と有効電力の関係性
　電圧の位相差と有効電力の関係

性として、第２図に示す通り一機

無限大母線系統モデルを考え、送

電線の抵抗を無視すると送電線に

流れる有効電力について、電力相

差角曲線を描くことができます。

なお、Ｐe は有効電力、Ｘｌは発電

機内部および送電線リアクタンス

の総和、Ｖｇは発電機内部電圧、Ｖ

∞は無限大母線の電圧、δは両者

の電圧の位相差となります。また、

ある送電区間の有効電力および電

圧の位相差の１時間の推移を第３

図に示します。これは、隣接計測

地点の電圧の位相差変動を示した

もので、その区間を流れる有効電

力の変動と同等の推移であり、電

圧の位相差と送電電力には強い相

関があることがわかります。第２

図は、発電機の有効電力と電圧の

位相差の関係を示しているのです

が、線路についても同様の関係性

があると考えられ、この電圧の位

相と送電電力の相関性を利用し、

電力系統の状態を把握できる手法

を開発しました。

３．研究内容と成果
　当社管内の多地点で同期計測さ

れた位相データを用いて、まずは

第４図に示す通り系統内に定めた

位相基準と各計測地点との位相差

を算出しました。第４図の赤丸で

示す２地点に着目するとそれぞれ

の位相差から赤矢印の方向へ電力

が流れていることが判断できま

す。つぎに、第５図に示す通り、

隣接する計測地点間の位相差情報

を用いて、単位距離当たりにする

ことで、各送電線の負荷状態を把

握することができ、距離により位

相差の値が異なる送電区間の状態

を同一の指標で表すことができま

す。この第５図の赤丸で示す区間

が突出していることがわかり、こ

の区間および比較対象として黒丸

で示す区間に着目し、第６図にこ

の２区間の電力および単位距離当

たりの位相差の変動を示します。

この第６図に示す通り、この２区

間の位相差には約２倍の差がある

にも関わらず、流れる有効電力に

はほとんど差がないことが確認で

きます。これは、区間の余裕度が

低下すると位相差の値が大きくな

ることを意味しており、赤丸で示

す区間は余裕度が少なく、他の区

間に比べ送電限界へ近づいている

状態であるといえます。

　最終的な仕上げとして、第４図、

第５図に示すような棒グラフで

は、直感的に電力系統の状態を把

握できないため、GIS を用いて、

第７図に示す通り系統運用者に視

覚的に把握できる可視化手法を開

発しました。

４．まとめと今後の取組み
　本手法を用いることにより、送

電線潮流の変化による位相の推

移、電力の流れの方向、その負荷

状態の変化を視覚的に捉えること

ができ、系統運用者のサポートや

状態認識の向上に寄与できること

を確認しました。今後は、一地域

で同期計測された位相データを用

いて、発電機の同期化力を簡易に

評価できる手法を検討していく予

定です。

第６図　有効電力と電圧位相差

第４図　位相の基準地点と各計測地点の
電圧位相差

第５図　隣接地点間の電圧位相差
（単位距離当たりの位相差）

第７図　GIS を活用した可視化図

単位距離当たりの電圧の位相差変動 冬季（2013年 12月 9日）

有効電力変動 夏季（2013年 8月 19日）
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同期位相計測情報を用いた電力系統評価  ～電力系統の見える化～
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研究紹介

１．背景と目的
　電線に想定を上回る雪が付着す
ると、その重みにより断線に至る
恐れがあります。そこで電線への
着雪抑制の対策の一つとして、難
着雪リングと呼ばれるプラスチッ
ク製のリングを電線へ一定間隔毎
に取り付けています。
　難着雪リングの取り付けには、
これまで昭和 60 年代に開発され
た取付装置が活用されてきまし
た。しかし現在、この旧来の装置
の製造・メンテナンスが困難に
なったため、主に作業員が宙乗り
器により電線に乗り出し、専用ペ
ンチにより一つずつ難着雪リング
を取り付けており、手間がかかっ
ています。
　また、将来、高経年化による電
線の改修が増加することが予想さ
れ、いま以上に難着雪リングの取
り付け作業を効率的に実施する必
要があります。そのためには取付
装置による自動化が不可欠です。
　こうした背景を踏まえ、新型難
着雪リング取付装置（以下、本装
置という。）を開発しました。な
お本装置は、（株）かんでんエン
ジニアリングと（株）美貴本との
共同研究によって開発しました。

２．開発内容
（1）主な仕様
　開発にあたり次の基本仕様を満
たす構造を検討しました。
●一定間隔毎に連続して難着雪リ
　ングを取り付ける。

●径間（鉄塔間）内に電線接続管
　がある場合でも作業性を損なわ
　ないよう、電線接続管を乗り越
　えることができる。
●汎用品の自走機に牽引され、走
　行したまま難着雪リングを取り
　付けることができる。
　今回開発した本装置は、挟着部 
およびカートリッジ部、メカシリ
ンダー機構から構成されています
（図 1）。
（2）挟着部
　挟着部は、左右の爪で難着雪リ
ングを挟んで電線に取り付けます
（図２）。爪は専用ペンチの形状を
参考に、難着雪リングの構造に合
わせて作製しました。

（3）カートリッジ部
　カートリッジ部は次のような動
作を行います。
1. 挟着部がつかむ状態（図２－
①）まで難着雪リングを送り
出します。

2. 一列分のカセットが空になる
と、回転して、次のカセット
を用意します（図 3）。

     径間の長さがカートリッジの
容量以上の場合は、一旦本装置を
鉄塔上まで戻して難着雪リングを
補充し、引き続いて取り付けてい
きます。こうした場合に、鉄塔上
で容易に難着雪リングを補充でき
るよう、カセット毎に取り替えが
できる構造としています。

（4）メカシリンダー機構
　本装置は、走行したまま難着雪
リングを取り付けるため、図 4
に示すメカシリンダーを組み合わ
せた機構を有しています。この機
構により、挟着部は静止している
場合と同様、安定して難着雪リン
グを電線に取り付けることができ
ます。
　メカシリンダー機構が動作する
タイミングは走行距離を計測して
制御しています。走行距離の計測
にはローラーの回転数を検出する
センサーを用いているため、自走
機の走行速度によらず、一定間隔
毎に難着雪リングを取り付けるこ
とができます。
　また、電線接続管がある場合は、
それらを検出して上記動作を一時
的に停止し、それらを乗り越えた
あと再開することができます。

３．実証試験
　上空に張られた送電線は風など
により常に振動しています。こう
した環境下でも安定して難着雪リ
ングの取り付けができることを確
認するため、当社訓練設備におい
て実証試験を行いました（図 5）。
　実証試験において本装置は、電
線（AC55mm2）上を約100m走
行し、30cm間隔で連続して難着
雪リングを取り付けることができ
ました。走行速度は約4.5m/分
であり、上記作業を約 20 分で完
了しました。
　取り付けられた難着雪リングに
は緩みや変形は見られず、一定間

隔毎に取り付けられており、本装
置が安定して動作することが確認
できました。このような良好な試
験結果を得たことから、今後は電
線張替工事等において試験採用し
ていく予定です。

４．まとめ
　今回開発した本装置により難着
雪リングの取り付け作業の効率化
を図ることができます。本装置は、
汎用品の自走機を活用しているた
め、現場への導入が比較的安価か
つ容易です。
　なお、本装置は現在、電線サイ
ズ 55mm2 対応として製作および
調整されています。他の電線サイ
ズにもメカシリンダー機構の動作
の軽微な変更等により対応できる
と考えていますが、その確認およ
び実証試験は今後引き続き実施し
ていく予定です。

新型難着雪リング取付装置の開発

図 3　カートリッジの回転動作

図 1　新型難着雪リング取付装置

図 2　挟着部の動作

電力システム技術センター　架空送電グループ

架空送電線への着雪抑制の対策の一つとして、電線に一定間隔毎に難着雪リングを取り付けています。この
取り付け作業の効率化のため、新型難着雪リング取付装置を開発しました。本装置は、牽引する自走機の走
行に同期して難着雪リングを連続して取り付けることができます。

1

2
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１．背景と目的
　電線に想定を上回る雪が付着す
ると、その重みにより断線に至る
恐れがあります。そこで電線への
着雪抑制の対策の一つとして、難
着雪リングと呼ばれるプラスチッ
ク製のリングを電線へ一定間隔毎
に取り付けています。
　難着雪リングの取り付けには、
これまで昭和 60 年代に開発され
た取付装置が活用されてきまし
た。しかし現在、この旧来の装置
の製造・メンテナンスが困難に
なったため、主に作業員が宙乗り
器により電線に乗り出し、専用ペ
ンチにより一つずつ難着雪リング
を取り付けており、手間がかかっ
ています。
　また、将来、高経年化による電
線の改修が増加することが予想さ
れ、いま以上に難着雪リングの取
り付け作業を効率的に実施する必
要があります。そのためには取付
装置による自動化が不可欠です。
　こうした背景を踏まえ、新型難
着雪リング取付装置（以下、本装
置という。）を開発しました。な
お本装置は、（株）かんでんエン
ジニアリングと（株）美貴本との
共同研究によって開発しました。

２．開発内容
（1）主な仕様
　開発にあたり次の基本仕様を満
たす構造を検討しました。
●一定間隔毎に連続して難着雪リ
　ングを取り付ける。

●径間（鉄塔間）内に電線接続管
　がある場合でも作業性を損なわ
　ないよう、電線接続管を乗り越
　えることができる。
●汎用品の自走機に牽引され、走
　行したまま難着雪リングを取り
　付けることができる。
　今回開発した本装置は、挟着部 
およびカートリッジ部、メカシリ
ンダー機構から構成されています
（図 1）。
（2）挟着部
　挟着部は、左右の爪で難着雪リ
ングを挟んで電線に取り付けます
（図２）。爪は専用ペンチの形状を
参考に、難着雪リングの構造に合
わせて作製しました。

（3）カートリッジ部
　カートリッジ部は次のような動
作を行います。
1. 挟着部がつかむ状態（図２－
①）まで難着雪リングを送り
出します。

2. 一列分のカセットが空になる
と、回転して、次のカセット
を用意します（図 3）。
径間の長さがカートリッジの

容量以上の場合は、一旦本装置を
鉄塔上まで戻して難着雪リングを
補充し、引き続いて取り付けてい
きます。こうした場合に、鉄塔上
で容易に難着雪リングを補充でき
るよう、カセット毎に取り替えが
できる構造としています。

（4）メカシリンダー機構
　本装置は、走行したまま難着雪
リングを取り付けるため、図 4
に示すメカシリンダーを組み合わ
せた機構を有しています。この機
構により、挟着部は静止している
場合と同様、安定して難着雪リン
グを電線に取り付けることができ
ます。
　メカシリンダー機構が動作する
タイミングは走行距離を計測して
制御しています。走行距離の計測
にはローラーの回転数を検出する
センサーを用いているため、自走
機の走行速度によらず、一定間隔
毎に難着雪リングを取り付けるこ
とができます。
　また、電線接続管がある場合は、
それらを検出して上記動作を一時
的に停止し、それらを乗り越えた
あと再開することができます。

３．実証試験
　上空に張られた送電線は風など
により常に振動しています。こう
した環境下でも安定して難着雪リ
ングの取り付けができることを確
認するため、当社訓練設備におい
て実証試験を行いました（図 5）。
　実証試験において本装置は、電
線（AC55mm2）上を約100m走
行し、30cm間隔で連続して難着
雪リングを取り付けることができ
ました。走行速度は約4.5m/分
であり、上記作業を約 20 分で完
了しました。
　取り付けられた難着雪リングに
は緩みや変形は見られず、一定間

隔毎に取り付けられており、本装
置が安定して動作することが確認
できました。このような良好な試
験結果を得たことから、今後は電
線張替工事等において試験採用し
ていく予定です。

４．まとめ
　今回開発した本装置により難着
雪リングの取り付け作業の効率化
を図ることができます。本装置は、
汎用品の自走機を活用しているた
め、現場への導入が比較的安価か
つ容易です。
　なお、本装置は現在、電線サイ
ズ 55mm2 対応として製作および
調整されています。他の電線サイ
ズにもメカシリンダー機構の動作
の軽微な変更等により対応できる
と考えていますが、その確認およ
び実証試験は今後引き続き実施し
ていく予定です。

執筆者

図 5　実証試験の様子

執 筆 者：深澤 　一知
所 　 属：電力システム技術センター架空送電グループ
主な業務：架空送電の技術関係業務に従事

電力システム技術センター　架空送電グループ
新型難着雪リング取付装置の開発
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研究紹介

１．背景
　現在、第１図のような保守担当
箇所から遠隔で変電所機器の状態
を取得できる「保全情報収集シス
テム」の導入を進めていますが、
導入済みの変電所において侵入
サージにより一部センサが異常を
生じる問題が発生しました。その
ため、問題の発生状況を解明し、
侵入サージに対する収集システム
の影響度を評価することにより、
収集システムのコスト増をできる
だけ生じないようなセンサ類の仕
様ならびに保護方法を検討するこ
とにしました。

２．開閉サージ侵入実態の測定
　保全情報収集システムを導入し
ている４変電所において、実際に
機器の開閉操作を行い、その際に
収集システムに侵入するサージを
測定しました。第２図に測定構成
を示します。GISのガス圧センサ、
変圧器の油面レベルセンサ、それ
らの信号を変換する入力端末の信
号線の対地電圧を測定しました。
第１表に４変電所の形態、侵入
サージの状況と各センサの動作状
況を示します。

　侵入サージは遮断器操作、断路
器操作のいずれでも観測され、そ
の値は機器側センサ（ガス圧、油
面）の方が大きく、ガス圧センサ
で 754Vpp（対地最大）、油面レ
ベルセンサで 606Vpp（対地最
大）を、入 力 端 末 側 で も
382Vpp（対地最大）を観測しま
した。また、一部のケースでは、
油面レベルセンサで異常が発生し
ました。この異常は、センサへの
サージ侵入によりラッチアップ
（サイリスタ状構成をした内部回

路の一部素子が導通継続状態にな
る現象）状態を経て異常値出力が
継続していることがわかりまし
た。
なお、I 変電所と S 変電所では、
油面センサと入力端末のサージ値
が他よりやや小さくなっていま
す。　I変電所では断路器開閉サー
ジが主に測定されたと考えられま
す。断路器開閉では多数回の気中
放電を生じてサージも多数発生し
ますが、オシロは最初のサージで
動作してしまい、最大サージを正

確に取得できないケースが多かっ
たと考えられます。センサ異常が
発生しているので、他変電所程度
のサージは発生していたと考えら
れます。S 変電所では、配線レイ
アウト、シールド線採用、回路規
模の違いにより、サージ値が小さ
くなったと考えられます。

３．侵入サージ対策の検討
　　センサ類のサージ対策は、既
設品と今後の新設品に分けて検討
しました。
　まず、異常を生じた既設の油面
レベルセンサに対しては、第３図
のような電源線を兼ねる２本の信
号線にサージ保護用の回路を設け
ました。この回路をセンサに付加
し、測定した４変電所の一部油面
レベルセンサに適用したところ、
全ての試験ケースで異常が生じま
せんでした。なお、他のセンサ類
は異常を生じていないため、現時
点では対策不要と考えています。
　次に新設品に対しては、実測し
た侵入サージに耐えるよう仕様を
定める必要があります。今回のよ
うなセンサ類の耐サージ仕様とし
て各種規格がありますが、本研究
では、JEC-0103「低圧制御回路
試験電圧標準」や電力用規格を用
いて検討しました。これらの規格
では、50～ 60V以下の回路は個
別協議となっているので、規格の
試験波形を用いて仕様を検討しま
した。
　例として K 変電所の油面レベ
ルセンサ実測波形を第４図（a）
に示します。このケースは最大
Vpp を記録し、センサ異常を生
じています。波形はサージ侵入直
後に鋭く、その後ややゆっくりし
た変化を生じて減衰しています。
このサージ波形によるセンサへの

ストレスとして、Vpp と最初の
サージ立上り急峻度に着目し、こ
れらを試験器で再現することを考
えました。ただし、この波形はセ
ンサ自身の応答による波形歪を含
んでいるので、そのままの値を用
いることはできません。そこで、
まず規格に採用されている３種の
試験波形に対するセンサ（ガス圧
と油面レベル）の応答を測定しま
した。例として、油面レベルセン
サに 250V 減衰振動波を印加し
た波形を第４図（b）に示します。
この波形の Vpp と立上り急峻度
に着目すると、Vpp=172V、急
峻度 42V/76ns となっています。
この立上り部分は第４図（a）の
センサ波形立上りに近いので、こ
れと同じ急峻度電圧 200V を試
験器で与えるには、比例計算から
1190V の設定で試験波形を与え
ればよいと考えました。同様に、
同じ Vpp を試験器で与えるには
881V に設定すればよいことがわ
かります。結果、試験電圧として
は厳しい方の 1190V が候補とな
ります。この考え方で求めた値を
第２表に示します。最終的には、
この試験電圧値に裕度を加えた値
を耐サージ仕様に定めることにな
ります

４．今後の取り組み
　実測結果をもとにセンサの保護
方法や耐サージ仕様案を求めまし
た。今後はシミュレーション技術

も用いて、サージの検討をできる
よう研究を進めてまいります。

開閉サージの保全情報収集システムへの侵入実態と対策の検討

研究開発室　電力技術研究所　電力基盤技術研究室（工務）

現在、従来は人が現地に出向いて取得していた変圧器等の変電所機器の状態を示す情報について、遠隔で自
動収集できる「保全情報収集システム」の導入を進めています。このシステムではできるだけ汎用品を用い
て扱いやすく低コスト化していますが、変電所では一般産業分野より厳しい電磁環境で使用されることに注
意が必要です。システムへの侵入サージの問題を確認したため、今回その実態を調査し対策を施した結果に
ついて紹介します。

第 1表　測定した変電所の侵入サージの状況

第１図　保全情報収集システムの概略構成

第２図　測定時の構成
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箇所から遠隔で変電所機器の状態
を取得できる「保全情報収集シス
テム」の導入を進めていますが、
導入済みの変電所において侵入
サージにより一部センサが異常を
生じる問題が発生しました。その
ため、問題の発生状況を解明し、
侵入サージに対する収集システム
の影響度を評価することにより、
収集システムのコスト増をできる
だけ生じないようなセンサ類の仕
様ならびに保護方法を検討するこ
とにしました。

２．開閉サージ侵入実態の測定
　保全情報収集システムを導入し
ている４変電所において、実際に
機器の開閉操作を行い、その際に
収集システムに侵入するサージを
測定しました。第２図に測定構成
を示します。GISのガス圧センサ、
変圧器の油面レベルセンサ、それ
らの信号を変換する入力端末の信
号線の対地電圧を測定しました。
第１表に４変電所の形態、侵入
サージの状況と各センサの動作状
況を示します。

　侵入サージは遮断器操作、断路
器操作のいずれでも観測され、そ
の値は機器側センサ（ガス圧、油
面）の方が大きく、ガス圧センサ
で 754Vpp（対地最大）、油面レ
ベルセンサで 606Vpp（対地最
大）を、入 力 端 末 側 で も
382Vpp（対地最大）を観測しま
した。また、一部のケースでは、
油面レベルセンサで異常が発生し
ました。この異常は、センサへの
サージ侵入によりラッチアップ
（サイリスタ状構成をした内部回

路の一部素子が導通継続状態にな
る現象）状態を経て異常値出力が
継続していることがわかりまし
た。
なお、I 変電所と S 変電所では、
油面センサと入力端末のサージ値
が他よりやや小さくなっていま
す。　I変電所では断路器開閉サー
ジが主に測定されたと考えられま
す。断路器開閉では多数回の気中
放電を生じてサージも多数発生し
ますが、オシロは最初のサージで
動作してしまい、最大サージを正

確に取得できないケースが多かっ
たと考えられます。センサ異常が
発生しているので、他変電所程度
のサージは発生していたと考えら
れます。S 変電所では、配線レイ
アウト、シールド線採用、回路規
模の違いにより、サージ値が小さ
くなったと考えられます。

３．侵入サージ対策の検討
　　センサ類のサージ対策は、既
設品と今後の新設品に分けて検討
しました。
　まず、異常を生じた既設の油面
レベルセンサに対しては、第３図
のような電源線を兼ねる２本の信
号線にサージ保護用の回路を設け
ました。この回路をセンサに付加
し、測定した４変電所の一部油面
レベルセンサに適用したところ、
全ての試験ケースで異常が生じま
せんでした。なお、他のセンサ類
は異常を生じていないため、現時
点では対策不要と考えています。
　次に新設品に対しては、実測し
た侵入サージに耐えるよう仕様を
定める必要があります。今回のよ
うなセンサ類の耐サージ仕様とし
て各種規格がありますが、本研究
では、JEC-0103「低圧制御回路
試験電圧標準」や電力用規格を用
いて検討しました。これらの規格
では、50～ 60V以下の回路は個
別協議となっているので、規格の
試験波形を用いて仕様を検討しま
した。
　例として K 変電所の油面レベ
ルセンサ実測波形を第４図（a）
に示します。このケースは最大
Vpp を記録し、センサ異常を生
じています。波形はサージ侵入直
後に鋭く、その後ややゆっくりし
た変化を生じて減衰しています。
このサージ波形によるセンサへの

ストレスとして、Vpp と最初の
サージ立上り急峻度に着目し、こ
れらを試験器で再現することを考
えました。ただし、この波形はセ
ンサ自身の応答による波形歪を含
んでいるので、そのままの値を用
いることはできません。そこで、
まず規格に採用されている３種の
試験波形に対するセンサ（ガス圧
と油面レベル）の応答を測定しま
した。例として、油面レベルセン
サに 250V 減衰振動波を印加し
た波形を第４図（b）に示します。
この波形の Vpp と立上り急峻度
に着目すると、Vpp=172V、急
峻度 42V/76ns となっています。
この立上り部分は第４図（a）の
センサ波形立上りに近いので、こ
れと同じ急峻度電圧 200V を試
験器で与えるには、比例計算から
1190V の設定で試験波形を与え
ればよいと考えました。同様に、
同じ Vpp を試験器で与えるには
881V に設定すればよいことがわ
かります。結果、試験電圧として
は厳しい方の 1190V が候補とな
ります。この考え方で求めた値を
第２表に示します。最終的には、
この試験電圧値に裕度を加えた値
を耐サージ仕様に定めることにな
ります

４．今後の取り組み
　実測結果をもとにセンサの保護
方法や耐サージ仕様案を求めまし
た。今後はシミュレーション技術

も用いて、サージの検討をできる
よう研究を進めてまいります。

執筆者

第３図　センサ保護回路

第２表　電圧算出例

第４図　センサ波形
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開閉サージの保全情報収集システムへの侵入実態と対策の検討
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研究紹介

１．評価項目　
　微粉炭燃焼ボイラの蒸発管にお

ける高温硫化腐食・摩耗対策とし

て溶射材料を選定するための試験

項目とその評価方法について、表

１にまとめて示します。

２．試験目的と方法
2.１　皮膜組織・気孔率・皮膜密着

性（引張試験、せん断応力負荷試

験）・皮膜硬さ

　溶射皮膜は、溶射材料を加熱、

溶融（半溶融）軟化した溶射粒子

が高速で被処理面に積層されるこ

とによって形成されるため、溶射

材料や溶射方法などの溶射条件に

より変化します。これらのデータ

は、皮膜組織内に存在する介在物

や空孔（気孔）が皮膜特性に影響

を与えるため、溶射皮膜健全性の

指標となります。

　溶射皮膜は、基材との接触界面

が機械的勘合であるため、皮膜密

着性において、引張試験および図

１に示しましたせん断応力負荷試

験を行い、基材と溶射皮膜の破壊

強度を定量的に評価します。両者

の違いは、引張試験では接着剤を

用いて溶射皮膜表面に塗布して引

張応力を負荷しますが、その接着

材強度を上回る溶射皮膜の密着強

度を有する場合には適切な強度測

定ができません。そこで、接着材

を使用しない方法としてせん断応

力負荷試験により、基材と溶射皮

膜の密着力をせん断応力によって

定量的に評価します。

　また、溶射皮膜の密着性で考慮

すべき項目として、基材と溶射皮

膜の熱膨張率差に伴う応力や温度

変化に伴う溶射皮膜内での応力が

皮膜の密着性に大きな影響を与え

ます。

　そのため実際の使用条件を考慮

したヒートサイクル試験を行うこ

とにより、溶射皮膜の密着性やク

ラック発生の有無などが確認で

き、溶射時の膜厚管理などに活用

できる情報を得ることができるた

め、実用上有効な評価であります。

　次に、溶射皮膜の硬さは、溶射

皮膜をボイラ伝熱面への耐摩耗皮

膜として使用する場合、使用温度

域での硬さの保持が耐摩耗溶射の

重要なファクターと考えます。

2.2　耐摩耗特性　

　試験目的および溶融または半溶

融粒子の積層という溶射皮膜の組

織的特性を考慮した場合、耐摩耗

性の評価は重要な評価項目となり

ます。そのため、常温では、溶射

前の基材の下地処理に使用するブ

ラスト機を用い、高温では、高速

フレーム溶射機を利用して試験温

度をほぼ所定の温度に保持して溶

射皮膜の摩耗傾向を評価します。

2.3　耐食性　

　ボイラ蒸発管外表面での高温腐

食は、付着した石炭灰中の硫酸塩

化合物によるものと、低酸素燃焼

による H2S ガスによる 2 種類の

高温腐食試験を考慮する必要があ

ります。

　そこで、硫酸塩高温腐食試験で

は、Na2SO4-25.7mass%NaCl の

合成灰（共晶温度≒620℃）を用

いた埋没試験法を採用しました。

　一方、H2S ガスによる高温硫化

腐食試験では、H2-1%H2S ガス

に 5 時間暴露⇔炉冷（100℃）

を 5 回繰り返し、合計 25 時間の

暴露試験を実施し、還元性雰囲気

の強い試験ガス中の腐食試験によ

り評価します。いずれの試験にお

いても、腐食試験後の腐食変質層

の厚さにより評価しました。図２

に H2-H2S ガスによる高温硫化腐

食試験の模式図を示します。

３．まとめ　　
　微粉炭燃焼ボイラ蒸発管の高温

硫化腐食・摩耗対策として溶射材

料を選定するための評価方法を提

案しました。

（1）溶射皮膜の基礎的な特性（組

織、空隙率、硬さ）は形成された

皮膜の健全性が確認できます。

（2）実際の使用条件を考慮した

ヒートサイクル試験は溶射皮膜の

密着性やクラック発生の有無など

が確認できます。すなわち、溶射

時の膜厚管理や実使用時の点検内

容の情報が得られ、実用上、有効

な評価です。

（3）高速フレーム溶射機を利用

した高温ブラストエロージョン試

験で高速フレーム溶射機の利用

は、摩耗材の選定、衝突速度の調

整など課題はありますが、高温粒

子の衝突の影響を評価する上で有

望と考えます。

（4） 溶射皮膜の耐高温腐食性を硫

酸塩への埋没試験と H2S ガスに

よる腐食試験は、適用すべき溶射

材料の耐高温硫化腐食性の確認は

必要不可欠な重要項目と考えま

す。

石炭燃焼ボイラの蒸発管に適用する溶射皮膜の特性評価試験とその評価方法

表１　耐高温腐食・耐摩耗性溶射材料を選定するための評価項目

研究開発室　電力技術研究所　電力基盤技術研究室（発電）

　微粉炭燃焼ボイラでは、燃焼室に配置された蒸発管において燃焼ガスによる高温硫化腐食と燃焼灰による
摩耗が相互に作用し、激しい損傷を経験しています。ボイラ鋼管などの金属材料は、使用環境温度が高くな
ると硬度低下するため、ボイラ鋼管自体を耐摩耗材料として期待することは難しいです。そのため Cr3C2－
NiCr 系材料等、高硬度かつ高温で安定なセラミック材料を伝熱管表面に溶射施工し、耐摩耗性を付与しま
すが、その高温耐食性と耐摩耗性を同時に評価された例は見当たりません。そこで、本報では耐高温硫化腐食・
耐摩耗溶射材料（皮膜）を実機に試用するための実験室的評価方法について種々の試験項目と評価方法を提
案します。
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執筆者

図１　皮膜密着力試験方法（せん断応力負荷試験）

図２　H2-H2S ガスによる高温硫化腐食試験

執 筆 者：京　将司
所 　 属：研究開発室　電力技術研究所　電力基盤技術研究室（発電）
主な業務：構造材料（金属）の劣化損傷評価（高温腐食）研究に従事

研究開発室　電力技術研究所　電力基盤技術研究室（発電）
石炭燃焼ボイラの蒸発管に適用する溶射皮膜の特性評価試験とその評価方法
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研究紹介

１．研究の背景とねらい

　ダム調整池からの放流量は、調

整池内で観測された水位とダムに

設けられたゲートの開度から算定

されます。しかしながら、調整池

内に水位差が生じる場合には、1

点のみで観測された水位を用いる

と放流量に誤差が含まれる可能性

があります。本研究では、出水時

に左右岸の水位差が生じるダム調

整池を対象に、平面２次元計算に

より水位差の再現を図りました。

２．モデル地点の概要

　モデル地点は、細長く伸びた形

状と湾曲部が特徴的なダム調整池

です（第１図）。ダムには 8 門の

ゲートが設置されています。本検

討では、図中に示したダム堤体の

約 30m 上流の左右両岸において

水位を観測し、左右岸の水位差発

生状況を把握しました。

　第２図に、出水時に観測された

左右岸それぞれの水位の時系列を

例示します。平常時には横断方向

の水面勾配は生じていないもの

の、出水により流量が大きくなっ

た場合には、湾曲部の外岸側（左

岸）の水位が上昇するのに対して、

内岸側（右岸）の水位が低下する

ために水位差が発生しています

（最大水位差 1.44m）。

３．ダムゲートモデルの構築

　ダム調整池内の流動計算におけ

る境界条件には、水位観測値を下

流端水位として一様に与え、水位

観測値とゲート開度から算出され

た流量を下流端の計算メッシュに

与えるのが一般的です。しかしな

がら、ダム調整池内に水位差が生

じる場合には、ゲート直近の水位

が水位観測値とは異なるために、

水位観測値から求めた流量に誤差

が含まれる可能性があります。そ

こで本検討では、数値計算によっ

て求まるゲート直近の水位・流速

からゲート毎の放流量を求める

ゲートモデル（第３図）を構築し

ました。

　ゲート境界メッシュにおける流

量Qoutは、1つ上流側のメッシュ

の水位 Ha、流速 Va およびゲー

ト開度から求めた図中の H1、H2

を用い、次式により求めます。

ここで、g：重力加速度、C：流

量係数、B：ゲート幅です。

４．左右岸水位差の再現性

　第 1 表に、前述の出水で左右

岸水位差が最大（1.44m）となっ

た時刻を対象に実施した再現計算

の結果を示します。流量について

は、当時のゲート開度を設定して

一定流量を試行錯誤で与えまし

た。表には、調整池内の水位が一

定であると仮定した場合の放流量

算定値も合わせて示しています。

左岸側の水位計算値が観測値

（464.24m）と一致する流量を与

えた場合の左右岸水位差は、観測

値を精度良く再現できています。

なお、その際の流量（859.1m3/s）

は、左右岸の水位観測値から求め

た放流量（1000.2m3/s、825.2m3/s） 

の中間であり、合理的な値だと考

えられます。

　第 4 図に、各ゲートからの放

流量の計算値を示します。ゲート

毎の放流量は、水位観測値から求

めた値とは異なり、ゲートによる

差異が考慮されています。このよ

うに、ゲートモデルを組み込んだ

計算では、ゲート毎の水位・流量

を考慮できるため、調整池内の水

位分布を良好に再現できたと考え

られます。

　第 5 図に、２. で示した出水の

各時刻の状態に対して同様の計算

をした結果を示します。水位差の

大小に関わらず、ゲートモデルを

用いた計算結果は、右岸側の水位

観測値を良好に再現できていま

す。

５．まとめ

　本検討では、ゲートからの放流

を考慮した数値計算モデルを構築

し、ダム調整池内の流動計算を実

施しました。計算の結果、出水時

に生じる横断方向の水面勾配の再

現性が確認できました。今後は、

本手法を用いて、高度なダム運用

方法を検討する予定です。

 

ゲート放流を考慮した数値計算によるダム調整池内の水位差の再現

第１図　モデル区間の平面図

第２図　出水中の水位観測データ

研究開発室　電力技術研究所　構築研究室

ダム調整池からの放流量は、貯水池が水平に湛水されている仮定のもとで算出されます。そのため、水位ダ
ム調整池内に水位差が生じると、ゲートからの放流量算定値に誤差が含まれる可能性があります。本検討では、
左右岸水位差の再現を目的として、ゲート放流を考慮できる数値計算モデルを構築し、ダム調整池内の流動
再現計算を実施しました。
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されます。しかしながら、調整池

内に水位差が生じる場合には、1

点のみで観測された水位を用いる

と放流量に誤差が含まれる可能性

があります。本研究では、出水時

に左右岸の水位差が生じるダム調

整池を対象に、平面２次元計算に

より水位差の再現を図りました。

２．モデル地点の概要

　モデル地点は、細長く伸びた形

状と湾曲部が特徴的なダム調整池

です（第１図）。ダムには 8 門の

ゲートが設置されています。本検

討では、図中に示したダム堤体の

約 30m 上流の左右両岸において

水位を観測し、左右岸の水位差発

生状況を把握しました。

　第２図に、出水時に観測された

左右岸それぞれの水位の時系列を

例示します。平常時には横断方向

の水面勾配は生じていないもの

の、出水により流量が大きくなっ

た場合には、湾曲部の外岸側（左

岸）の水位が上昇するのに対して、

内岸側（右岸）の水位が低下する

ために水位差が発生しています

（最大水位差 1.44m）。

３．ダムゲートモデルの構築

　ダム調整池内の流動計算におけ

る境界条件には、水位観測値を下

流端水位として一様に与え、水位

観測値とゲート開度から算出され

た流量を下流端の計算メッシュに

与えるのが一般的です。しかしな

がら、ダム調整池内に水位差が生

じる場合には、ゲート直近の水位

が水位観測値とは異なるために、

水位観測値から求めた流量に誤差

が含まれる可能性があります。そ

こで本検討では、数値計算によっ

て求まるゲート直近の水位・流速

からゲート毎の放流量を求める

ゲートモデル（第３図）を構築し

ました。

　ゲート境界メッシュにおける流

量Qoutは、1つ上流側のメッシュ

の水位 Ha、流速 Va およびゲー

ト開度から求めた図中の H1、H2

を用い、次式により求めます。

ここで、g：重力加速度、C：流

量係数、B：ゲート幅です。

４．左右岸水位差の再現性

　第 1 表に、前述の出水で左右

岸水位差が最大（1.44m）となっ

た時刻を対象に実施した再現計算

の結果を示します。流量について

は、当時のゲート開度を設定して

一定流量を試行錯誤で与えまし

た。表には、調整池内の水位が一

定であると仮定した場合の放流量

算定値も合わせて示しています。

左岸側の水位計算値が観測値

（464.24m）と一致する流量を与

えた場合の左右岸水位差は、観測

値を精度良く再現できています。

なお、その際の流量（859.1m3/s）

は、左右岸の水位観測値から求め

た放流量（1000.2m3/s、825.2m3/s） 

の中間であり、合理的な値だと考

えられます。

　第 4 図に、各ゲートからの放

流量の計算値を示します。ゲート

毎の放流量は、水位観測値から求

めた値とは異なり、ゲートによる

差異が考慮されています。このよ

うに、ゲートモデルを組み込んだ

計算では、ゲート毎の水位・流量

を考慮できるため、調整池内の水

位分布を良好に再現できたと考え

られます。

　第 5 図に、２. で示した出水の

各時刻の状態に対して同様の計算

をした結果を示します。水位差の

大小に関わらず、ゲートモデルを

用いた計算結果は、右岸側の水位

観測値を良好に再現できていま

す。

５．まとめ

　本検討では、ゲートからの放流

を考慮した数値計算モデルを構築

し、ダム調整池内の流動計算を実

施しました。計算の結果、出水時

に生じる横断方向の水面勾配の再

現性が確認できました。今後は、

本手法を用いて、高度なダム運用

方法を検討する予定です。

 

執筆者

第５図　左右岸水位差の再現性第４図　各ゲートからの放流量

第３図　ゲートモデルの概要

第１表　水位差計算結果

執 筆 者：有光　剛
所 　 属：研究開発室　電力技術研究所　構築研究室
主な業務：河川・海岸水理に関する研究に従事

研究開発室　電力技術研究所　構築研究室
ゲート放流を考慮した数値計算によるダム調整池内の水位差の再現



0.52cm 

1.06cm 

R&D NEWS KANSAI  2015.1  No.48014

研究紹介

１．背景および目的

　兵庫県南部地震以降、土木構造

物の耐震設計基準は大規模地震へ

の対応が進んでいるものの、それ

以前に建設された構造物は旧設計

基準に基づく中規模地震に対応し

た設計が多く、発生が予想されて

いる南海トラフ巨大地震等に対す

る耐震安全性の確保が急がれてい

ます。

　当社の火力発電所放水路等の

ボックスカルバート型地下構造物

も同様の状況ですが、耐震安全性

の評価にあたり、構造の形状や構

造物周辺の地盤などが損傷の発生

におよぼす影響は明らかではな

く、また、供用開始から数十年が

経過しているものも少なくないた

め、経年劣化の影響も考慮する必

要があります。

　そこで、地盤の液状化および構

造物の経年劣化を含む諸要因 ( 地

盤・構造 ) の影響を考慮した耐震

性の判定基準・フローを構築する

とともに、最適な耐震補強対策の

選定フローを提案しました。

２．地盤・構造諸元の影響評価

（1）評価方法

　地盤と構造形状の影響を検討す

るため、地盤の液状化現象を再現

できる解析プログラムを用い、地

震応答解析によるパラメータスタ

ディを行いました。解析モデルは、

当社取放水路の平均的な諸元とな

るモデルを基本とし（第１図）、

当社設備の諸元をほぼ網羅するよ

う、各諸元を第１表に示すとおり

変化させました。入力波は、兵庫

県南部地震でのポートアイランド

観測波（最大 544gal）を用いま

した。

（2）液状化の影響評価

　解析の結果、周辺の地盤が液状

化する場合は，液状化しない場合

に比べて層間変位が 2 倍程度大

きくなり，構造物にせん断破壊（も

ろい破壊）が発生する結果となり

ました（第２図）。そこで、せん

断破壊が発生する液状化の程度を

定量的に評価するため、地盤の相

対密度（Dr）および入力波の振

幅を変化させて解析を行いまし

た。その結果を第３図に示します。

いずれの相対密度でも、液状化の

程度を表す過剰間隙水圧比が 0.9

以上でせん断破壊が発生したこと

から、過剰間隙水圧比が 0.9 以

上となる場合は、詳細検討が必要

であることが分かりました。

（3）構造諸元の影響評価

　液状化しない条件（過剰間隙水

圧比 0.9 以下）であってもせん

断補強筋比が 0% の場合は、部

材厚および主鉄筋比を変化させた

ケースでせん断破壊が発生しまし

た。このことから、旧基準で設計

され、せん断補強筋が十分に配置

されていない場合は、大規模地震

時にせん断破壊が生じる可能性が

高いことが分かりました。

　せん断補強筋比を考慮したケー

スでは、現行基準 0.15% の場合

は耐震安全性が確認されました。

一方、0.05% 付近では照査値が

閾値付近にあるため、その他の諸

元が損傷の発生に影響すると考え

られます。そこで、せん断補強筋

比0.05%および0.1%において、

せん断破壊が生じる地盤と構造諸

元のパラメータの閾値を求めまし

た。さらに、経年劣化による構造

物の強度低下を低減係数で評価す

る手法を用いて、劣化時の閾値も

求めました。

　以上の結果を基に、詳細検討箇

所の優先順位付けや絞り込みを行

うための耐震性判定基準（第２表）

およびフロー（第４図）を構築し

ました。

３．最適な耐震補強対策の選定フローの提案

　補強工法として、液状化の防止

工法および構造物のせん断補強工

法から適用可能な工法を選定し、

各工法適用時の制約条件、補強効

果の評価および工事費を算出しま

した。なお、各工法の補強効果は、

解析により評価しました。一例と

して、液状化防止工法である深層

混合処理施工時の解析結果を第５

図に示します。この結果により、

対策工の施工範囲を決定し、工事

費を算出しました。同様に各工法

の解析と評価を行い、これらの結

果に基づき、耐震補強対策の選定

フローを構築しました。

４．今後の計画　

　実構造物を対象として、その地

点の地震動を策定し、構築した耐

震性判定基準・フローを活用した

耐震性能評価を行います。その結

果、構造物に損傷が確認された場

合は、最適な耐震補強対策を提案

する予定です。

ボックスカルバート型地下構造物の耐震性能評価手法の高度化

第２図　解析結果（変位図）

第１表　地盤・構造諸元のパラメータ

第１図　基本モデル（横断面）

研究開発室　電力技術研究所　構築研究室

兵庫県南部地震以前に建設された発電所放水路等のボックスカルバート型地下構造物は、中規模地震に対応
した設計が多く、大規模地震時の耐震安全性の確認が急がれています。しかし、これらの構造物の周辺地盤
や構造物の諸元等が損傷の発生におよぼす影響は明らかではありません。また、供用開始から数十年が経過
しているものも少なくないため、経年劣化による強度低下の影響も考慮する必要があります。そこで、地盤
の液状化および構造物の経年劣化を含む諸要因の影響を検討し、耐震性の判定基準・フローを構築しました。
さらに、最適な耐震補強対策の選定フローを提案しましたのでご紹介します。
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１．背景および目的

　兵庫県南部地震以降、土木構造

物の耐震設計基準は大規模地震へ

の対応が進んでいるものの、それ

以前に建設された構造物は旧設計

基準に基づく中規模地震に対応し

た設計が多く、発生が予想されて

いる南海トラフ巨大地震等に対す

る耐震安全性の確保が急がれてい

ます。

　当社の火力発電所放水路等の

ボックスカルバート型地下構造物

も同様の状況ですが、耐震安全性

の評価にあたり、構造の形状や構

造物周辺の地盤などが損傷の発生

におよぼす影響は明らかではな

く、また、供用開始から数十年が

経過しているものも少なくないた

め、経年劣化の影響も考慮する必

要があります。

　そこで、地盤の液状化および構

造物の経年劣化を含む諸要因 ( 地

盤・構造 ) の影響を考慮した耐震

性の判定基準・フローを構築する

とともに、最適な耐震補強対策の

選定フローを提案しました。

２．地盤・構造諸元の影響評価

（1）評価方法

　地盤と構造形状の影響を検討す

るため、地盤の液状化現象を再現

できる解析プログラムを用い、地

震応答解析によるパラメータスタ

ディを行いました。解析モデルは、

当社取放水路の平均的な諸元とな

るモデルを基本とし（第１図）、

当社設備の諸元をほぼ網羅するよ

う、各諸元を第１表に示すとおり

変化させました。入力波は、兵庫

県南部地震でのポートアイランド

観測波（最大 544gal）を用いま

した。

（2）液状化の影響評価

　解析の結果、周辺の地盤が液状

化する場合は，液状化しない場合

に比べて層間変位が 2 倍程度大

きくなり，構造物にせん断破壊（も

ろい破壊）が発生する結果となり

ました（第２図）。そこで、せん

断破壊が発生する液状化の程度を

定量的に評価するため、地盤の相

対密度（Dr）および入力波の振

幅を変化させて解析を行いまし

た。その結果を第３図に示します。

いずれの相対密度でも、液状化の

程度を表す過剰間隙水圧比が 0.9

以上でせん断破壊が発生したこと

から、過剰間隙水圧比が 0.9 以

上となる場合は、詳細検討が必要

であることが分かりました。

（3）構造諸元の影響評価

　液状化しない条件（過剰間隙水

圧比 0.9 以下）であってもせん

断補強筋比が 0% の場合は、部

材厚および主鉄筋比を変化させた

ケースでせん断破壊が発生しまし

た。このことから、旧基準で設計

され、せん断補強筋が十分に配置

されていない場合は、大規模地震

時にせん断破壊が生じる可能性が

高いことが分かりました。

　せん断補強筋比を考慮したケー

スでは、現行基準 0.15% の場合

は耐震安全性が確認されました。

一方、0.05% 付近では照査値が

閾値付近にあるため、その他の諸

元が損傷の発生に影響すると考え

られます。そこで、せん断補強筋

比0.05%および0.1%において、

せん断破壊が生じる地盤と構造諸

元のパラメータの閾値を求めまし

た。さらに、経年劣化による構造

物の強度低下を低減係数で評価す

る手法を用いて、劣化時の閾値も

求めました。

　以上の結果を基に、詳細検討箇

所の優先順位付けや絞り込みを行

うための耐震性判定基準（第２表）

およびフロー（第４図）を構築し

ました。

３．最適な耐震補強対策の選定フローの提案

　補強工法として、液状化の防止

工法および構造物のせん断補強工

法から適用可能な工法を選定し、

各工法適用時の制約条件、補強効

果の評価および工事費を算出しま

した。なお、各工法の補強効果は、

解析により評価しました。一例と

して、液状化防止工法である深層

混合処理施工時の解析結果を第５

図に示します。この結果により、

対策工の施工範囲を決定し、工事

費を算出しました。同様に各工法

の解析と評価を行い、これらの結

果に基づき、耐震補強対策の選定

フローを構築しました。

４．今後の計画　

　実構造物を対象として、その地

点の地震動を策定し、構築した耐

震性判定基準・フローを活用した

耐震性能評価を行います。その結

果、構造物に損傷が確認された場

合は、最適な耐震補強対策を提案

する予定です。
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第３図　過剰間隙水圧比
　　　　　－せん断破壊の照査値

第２表　判定基準

第４図　耐震性判定フロー

第５図　深層混合処理施工時の
　　　地盤液状化状況　　
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１．はじめに
　省エネコンサル活動時のお客さ
ま満足向上のため、より専門的な
省エネ手法のコンテンツを提供す
る必要性から、一般的な家電製品
の省エネに関する様々な実験を
行っています。

２．サーキュレーターを用いた
エアコンの省エネ手法

　エアコン等の暖房機器で室内を
暖めている場合、エアコンから吹
き出された暖気は天井へ、寒気は
床面へ溜まり、上下の温度差が発
生します。この温度差により足元
が冷えることとなり、居住者は、
設定温度を上げて対処し、無駄な
電力を消費する傾向にあります。
これに対する簡易な改善手法とし
て、サーキュレーターを用いた室
内空気の混合攪拌があります。
サーキュレーターは一般のお客さ
まが購入しやすい家電製品である
ことから、家庭で実施可能な省エ
ネ手法として検証することとしま
した。

３．実験概要
（1）実験設備の構成
　第１図に示すように、任意の外
気環境を設定できる人工気候室
（巽実験センター e住まい探究館）
内の実験住宅で行い、部屋の温熱
環境を測定するため、温度セン
サーを合計80ヶ所設置しました。
　快適性の評価を行うため、部屋
中央付近に PMV（予測平均温冷

間申告）計を設置しました。
PMVとは、快適性を表す指数で、
-3 ～ +3 までの数値で示され、0
が中立であることを示します。こ
の PMV の評価は、PPD（不足不
快者率・その環境に不快さを感じ
る人の割合）と合わせて行われま
す。
（2）実験条件
　本実験では、部屋の中央付近に
人が居ることを想定し、エアコン
暖房の吹出方向を部屋中央から右
下方向に、吹出風量は、暖気が室
内を循環しやすいように強設定と
しました。また、室内暖房負荷を
高めることで、エアコンを定格能
力で運転できるように、外気温度
を 3℃、エアコン設定温度は
25℃としました。外気温度が低
くなると、デフロスト（エアコン
室外機に付いた霜を取り除く運
転）が発生しますが、人工気候室
の湿度を低くして霜付きを回避し
ました。

　サーキュレーターの風向および
設置位置は、効果的に暖気を部屋
中に循環させるため、風向を上向
きとし、エアコンから離れた位置
としました。
　実験では、サーキュレーターの
設置高さを床置と脚立置に変えて
行い、快適性（温度分布・PMV）・
省エネ性（消費電力）を評価しま
した。

４．実験結果
（1）温度分布による快適性評価
　第２図は、エアコン単独運転と、
サーキュレーター床置の実験結果
です。サーキュレーター導入によ
り、エアコン単独運転で発生して
いた天井のヒートスポットが解消
され、全体的に暖気分布が拡大し
ていることが分かります。また、
サーキュレーターの周辺の空気を
吸い込む特性により温度分布が拡
大しており、暖房運転において重
要な「床の温熱環境の改善」が成

されていることがわかりました。
脚立置においても床の温熱環境が
改善していましたが、床置に比べ
て温度分布の拡大領域が少なく
なっていました。
（2）PMVによる快適性評価
　第３図から、エアコン単独運転
だと ISO 基準である、PMV が
-0.5 ～ 0.5、PPD が 10% 以下
の範囲から逸脱しており、「快適
ではない」結果となっていました
が、サーキュレーターの導入によ
り、設置高さによらず快適性は向
上し、ISO 基準を満たしているこ
とがわかりました。
（3）省エネ性評価
　第４図から、エアコン単独運転
と比べて、サーキュレーターを導
入した分の消費電力が加算され、
省エネ性が低下しています。しか
し、エ ア コ ン 単 独 運 転 で は
PMV・PPD が ISO 基準から逸脱
しているため、快適性を得るため
には、エアコン設定温度を上げる
必要があります。
そこで、試算条件に環境省が公表
している「冬の暖房時の温度設定
を 1℃低くすると約 10% の消費
電力の削減」を用いますと、サー
キュレーターを導入してもエアコ
ン設定温度を下げることにより、

省エネ性が 4.0%～ 6.1% 程度
向上する結果となり、省エネ性に
おいても効果があると推測されま
す。エアコン設定温度の変更によ
り、快適性は低下すると予測され
ますが、影響は少ないものと思わ
れます。

５．まとめと今後の予定
　エアコン暖房時、サーキュレー
ターを併用しますと、温熱環境が

改善され、快適性は向上しました。
省エネ性についても試算上は効果
がある結果となりました。サー
キュレーターの設置高さは、脚立
置より床置に優位性があると思わ
れます。
　今後は、サーキュレーターの設
置位置・設定風速の強弱による快
適性・省エネ性の検証を行う予定
です。

サーキュレーターを用いた住宅用エアコンの省エネ運用研究

第１図　実験施設の配置図

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野

当研究室では、お客さま本部の省エネコンサル活動に活用できる、簡易な省エネ運用方法の評価を行ってい
ます。その一環として、断熱等級が低い住宅で暖房時の室内温熱環境を改善し、エアコンの消費電力を低減
するサーキュレーターと呼ばれる空気循環機の効果を検証しました。　
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１．はじめに
　省エネコンサル活動時のお客さ
ま満足向上のため、より専門的な
省エネ手法のコンテンツを提供す
る必要性から、一般的な家電製品
の省エネに関する様々な実験を
行っています。

２．サーキュレーターを用いた
エアコンの省エネ手法

　エアコン等の暖房機器で室内を
暖めている場合、エアコンから吹
き出された暖気は天井へ、寒気は
床面へ溜まり、上下の温度差が発
生します。この温度差により足元
が冷えることとなり、居住者は、
設定温度を上げて対処し、無駄な
電力を消費する傾向にあります。
これに対する簡易な改善手法とし
て、サーキュレーターを用いた室
内空気の混合攪拌があります。
サーキュレーターは一般のお客さ
まが購入しやすい家電製品である
ことから、家庭で実施可能な省エ
ネ手法として検証することとしま
した。

３．実験概要
（1）実験設備の構成
　第１図に示すように、任意の外
気環境を設定できる人工気候室
（巽実験センター e住まい探究館）
内の実験住宅で行い、部屋の温熱
環境を測定するため、温度セン
サーを合計80ヶ所設置しました。
　快適性の評価を行うため、部屋
中央付近に PMV（予測平均温冷

間申告）計を設置しました。
PMVとは、快適性を表す指数で、
-3 ～ +3 までの数値で示され、0
が中立であることを示します。こ
の PMV の評価は、PPD（不足不
快者率・その環境に不快さを感じ
る人の割合）と合わせて行われま
す。
（2）実験条件
　本実験では、部屋の中央付近に
人が居ることを想定し、エアコン
暖房の吹出方向を部屋中央から右
下方向に、吹出風量は、暖気が室
内を循環しやすいように強設定と
しました。また、室内暖房負荷を
高めることで、エアコンを定格能
力で運転できるように、外気温度
を 3℃、エアコン設定温度は
25℃としました。外気温度が低
くなると、デフロスト（エアコン
室外機に付いた霜を取り除く運
転）が発生しますが、人工気候室
の湿度を低くして霜付きを回避し
ました。

　サーキュレーターの風向および
設置位置は、効果的に暖気を部屋
中に循環させるため、風向を上向
きとし、エアコンから離れた位置
としました。
　実験では、サーキュレーターの
設置高さを床置と脚立置に変えて
行い、快適性（温度分布・PMV）・
省エネ性（消費電力）を評価しま
した。

４．実験結果
（1）温度分布による快適性評価
　第２図は、エアコン単独運転と、
サーキュレーター床置の実験結果
です。サーキュレーター導入によ
り、エアコン単独運転で発生して
いた天井のヒートスポットが解消
され、全体的に暖気分布が拡大し
ていることが分かります。また、
サーキュレーターの周辺の空気を
吸い込む特性により温度分布が拡
大しており、暖房運転において重
要な「床の温熱環境の改善」が成

されていることがわかりました。
脚立置においても床の温熱環境が
改善していましたが、床置に比べ
て温度分布の拡大領域が少なく
なっていました。
（2）PMVによる快適性評価
　第３図から、エアコン単独運転
だと ISO 基準である、PMV が
-0.5 ～ 0.5、PPD が 10% 以下
の範囲から逸脱しており、「快適
ではない」結果となっていました
が、サーキュレーターの導入によ
り、設置高さによらず快適性は向
上し、ISO 基準を満たしているこ
とがわかりました。
（3）省エネ性評価
　第４図から、エアコン単独運転
と比べて、サーキュレーターを導
入した分の消費電力が加算され、
省エネ性が低下しています。しか
し、エ ア コ ン 単 独 運 転 で は
PMV・PPD が ISO 基準から逸脱
しているため、快適性を得るため
には、エアコン設定温度を上げる
必要があります。
そこで、試算条件に環境省が公表
している「冬の暖房時の温度設定
を 1℃低くすると約 10% の消費
電力の削減」を用いますと、サー
キュレーターを導入してもエアコ
ン設定温度を下げることにより、

省エネ性が 4.0%～ 6.1% 程度
向上する結果となり、省エネ性に
おいても効果があると推測されま
す。エアコン設定温度の変更によ
り、快適性は低下すると予測され
ますが、影響は少ないものと思わ
れます。

５．まとめと今後の予定
　エアコン暖房時、サーキュレー
ターを併用しますと、温熱環境が

改善され、快適性は向上しました。
省エネ性についても試算上は効果
がある結果となりました。サー
キュレーターの設置高さは、脚立
置より床置に優位性があると思わ
れます。
　今後は、サーキュレーターの設
置位置・設定風速の強弱による快
適性・省エネ性の検証を行う予定
です。

第２図　サーキュレーター導入効果（温度分布）

第３図　サーキュレーター導入効果（ＰＭＶ）

第４図　サーキュレーター導入効果
（消費電力）

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野
サーキュレーターを用いた住宅用エアコンの省エネ運用研究
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研究紹介

１．研究の背景・目的
（1）研究の背景
　エアコン能力の計測方法を分類
すると、室内機から負荷側に投入
される熱量を計測する２次側の計
測方法と、冷媒流量とそのエンタ
ルピー差から熱量を算出する１次
側の計測方法に大別されます。
　前者の代表的な方法はＡＥ法で
す。この方法は、計測のための冷
媒配管切断や製品を分解してセン
サーなどを設置する必要がなく、
実運転時の能力測定に適する一
方、冷房時の湿度計測誤差や送風
量の計測誤差に起因する測定誤差
が大きいことが課題です。
　後者の方法には、コリオリ流量
計や超音波流量計による冷媒流量
計測方法があります。コリオリ流
量計は精度が高いものの、冷媒配
管に気体と液体が混在し大量の泡
が混入した場合、計測精度が悪く
なります。超音波流量計は、液管
の太さが問題となります。一般的
なエアコンの液管の太さは直径７
ｍｍ程度であり、流量計の配管は
２０ｍｍ以上のものが多く、この
ような細管で使用可能な流量計は
限定されています。いずれの方法
においても、エアコンの能力を把
握するには冷媒流量の計測が重要
になります。
（2）目的
　エアコンの能力は、室内機前後
で運んだ冷媒１kg当りに含まれる
エネルギーの差（エンタルピー差）
に冷媒流量を乗じて算出します。

Ф₀ ＝ qmr × （h₁－h₄）
Ф₀ : 冷凍能力（kw）、 qmr : 冷媒流量（kg/s）

h₁ :室内器出口のエンタルピー（kJ/kg）
h₄ :室内器入口のエンタルピー（kJ/kg）
1（kw） = 1（kJ/s）

　冷媒流量を正確に測定するた
め、直接冷媒を加熱してエンタル
ピー変化から流量を逆算する加熱
法を考案し、暖房、冷房時の有効
性を検証することを目的としまし
た。（第１、２図）

２．研究内容
（1）加熱法による冷媒流量の算出方法
　暖房時は、冷媒が乾燥した気体
の状態なので、加熱前後の状態変

化は顕熱変化のみで加熱法を用い
て正確に冷媒流量を計測すること
が出来ます。
　冷房時は、湿った冷媒が気化す
るときにエネルギーを使うため、
そのエネルギーを含めた正確な計
測が行えません。従って、冷媒流
量算出のために、まず暖房時の圧
縮機から排出される冷媒量（理論値）
と実際に配管を流れる冷媒流量の
比を体積効率として算出します。
　体積効率の変動を圧縮機の入口
出口における冷媒の吐出圧力と、
吸込み圧力の比（圧縮比）の関数
によって特性として整理してお
き、冷房時の体積効率にこの特性
を適用して冷媒流量を算出しま
す。（第３図）
（2）加熱法の検証結果
　ＡＥ法、コリオリ流量計との比
較検証を行いました。
ａ．体積効率の計測結果
　体積効率は、既往の研究から一
般的な運転状態においては 0.8
から 0.9 程度になることが知ら
れているため、加熱法、ＡＥ法、
コリオリ流量計による体積効率を
確認しました。（第４図）

　ＡＥ法の場合、この適正値内の
分布が大半を占めるものの、圧縮
比が大きい領域で 1.0 を超える
データが多く存在します。
　コリオリ流量計の場合、圧縮比
が小さい時に体積効率が大幅に低
下しています。これは、エアコン
が低負荷運転（＝圧縮比小）とな
り、液冷媒が気体と液体が混在し
た状態になっているため、計測が
不能である状態を示しています。
よって、コリオリ流量計は低負荷
時の計測に用いることはできない
といえます。
　加熱法は、適正値領域を逸脱す
るデータが僅かに存在するもの
の、比較した計測方法の中では最
も良好な結果を示しています。
ｂ．冷媒流量、冷房能力計測結果
　第５、６図にそれぞれ冷媒流量、
冷房能力計測結果の比較を表しま
す。第５図の「計算値」は、体積
効率が 1.0 の時の冷媒流量であ
り、理論的にこの値を超えること
はありません。冷媒流量、冷房能
力共に、経過時間３０分までの高
負荷時はコリオリと加熱法の計測
結果が近似し、それ以降の低負荷
時はＡＥ法と加熱法が近似してい
ることが分かりました。
　総合的に判断すると、高負荷時
はＡＥ法が過大で、低負荷時はコ
リオリ流量計が過小となり、全領
域にわたり安定した計測が可能な
のは加熱法といえることが分かり
ました。

３．研究成果と今後の課題
　加熱法は、瞬時の冷媒流量、お
よび冷房能力の算出にばらつきが
生じるものの、平均値の評価であ
ればＡＥ法やコリオリ流量計を用

いる方法と同等の計測値が取得で
きることが明らかになりました。
　なお、コリオリ流量計は低負荷
で冷媒に気体と液体が混在した状
態となった時に計測不能となるこ
とも改めて確認できました。また、
ＡＥ法では体積効率、能力共に過

大となる領域があることもわかり
ましたが、この原因については今
後さらに検証が必要だと考えてい
ます。
　本研究は熊本県立大学と共同研
究で実施しました。ここに厚くお
礼を申し上げます。

冷媒流量計測法によるエアコンの能力計測手法の研究

第１図　加熱法の測定原理

第２図　冷媒加熱法計測システム

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野

実際に使用している時のエアコン能力を測定するには、空気エンタルピー法（以下、ＡＥ法）という方法が一
般的ですが、測定値に誤差が生じることが指摘されています。そこで、本研究では冷媒を直接加熱した時の
エンタルピー変化から、冷媒流量を逆算する新たな手法の構築に取組みました。

＊１　物体のもっている総エネルギー量で、
内部エネルギーと、圧力と体積の積
　からなるエネルギーの和で表される。
一般の空調設備では等圧変化なので、
この間に増減する熱量は、エンタル
　ピーの増減となる。
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１．研究の背景・目的
（1）研究の背景
　エアコン能力の計測方法を分類
すると、室内機から負荷側に投入
される熱量を計測する２次側の計
測方法と、冷媒流量とそのエンタ
ルピー差から熱量を算出する１次
側の計測方法に大別されます。
　前者の代表的な方法はＡＥ法で
す。この方法は、計測のための冷
媒配管切断や製品を分解してセン
サーなどを設置する必要がなく、
実運転時の能力測定に適する一
方、冷房時の湿度計測誤差や送風
量の計測誤差に起因する測定誤差
が大きいことが課題です。
　後者の方法には、コリオリ流量
計や超音波流量計による冷媒流量
計測方法があります。コリオリ流
量計は精度が高いものの、冷媒配
管に気体と液体が混在し大量の泡
が混入した場合、計測精度が悪く
なります。超音波流量計は、液管
の太さが問題となります。一般的
なエアコンの液管の太さは直径７
ｍｍ程度であり、流量計の配管は
２０ｍｍ以上のものが多く、この
ような細管で使用可能な流量計は
限定されています。いずれの方法
においても、エアコンの能力を把
握するには冷媒流量の計測が重要
になります。
（2）目的
　エアコンの能力は、室内機前後
で運んだ冷媒１kg当りに含まれる
エネルギーの差（エンタルピー差）
に冷媒流量を乗じて算出します。

Ф₀ ＝ qmr × （h₁－h₄）
Ф₀ : 冷凍能力（kw）、 qmr : 冷媒流量（kg/s）

h₁ :室内器出口のエンタルピー（kJ/kg）
h₄ :室内器入口のエンタルピー（kJ/kg）
1（kw） = 1（kJ/s）

　冷媒流量を正確に測定するた
め、直接冷媒を加熱してエンタル
ピー変化から流量を逆算する加熱
法を考案し、暖房、冷房時の有効
性を検証することを目的としまし
た。（第１、２図）

２．研究内容
（1）加熱法による冷媒流量の算出方法
　暖房時は、冷媒が乾燥した気体
の状態なので、加熱前後の状態変

化は顕熱変化のみで加熱法を用い
て正確に冷媒流量を計測すること
が出来ます。
　冷房時は、湿った冷媒が気化す
るときにエネルギーを使うため、
そのエネルギーを含めた正確な計
測が行えません。従って、冷媒流
量算出のために、まず暖房時の圧
縮機から排出される冷媒量（理論値）
と実際に配管を流れる冷媒流量の
比を体積効率として算出します。
　体積効率の変動を圧縮機の入口
出口における冷媒の吐出圧力と、
吸込み圧力の比（圧縮比）の関数
によって特性として整理してお
き、冷房時の体積効率にこの特性
を適用して冷媒流量を算出しま
す。（第３図）
（2）加熱法の検証結果
　ＡＥ法、コリオリ流量計との比
較検証を行いました。
ａ．体積効率の計測結果
　体積効率は、既往の研究から一
般的な運転状態においては 0.8
から 0.9 程度になることが知ら
れているため、加熱法、ＡＥ法、
コリオリ流量計による体積効率を
確認しました。（第４図）

　ＡＥ法の場合、この適正値内の
分布が大半を占めるものの、圧縮
比が大きい領域で 1.0 を超える
データが多く存在します。
　コリオリ流量計の場合、圧縮比
が小さい時に体積効率が大幅に低
下しています。これは、エアコン
が低負荷運転（＝圧縮比小）とな
り、液冷媒が気体と液体が混在し
た状態になっているため、計測が
不能である状態を示しています。
よって、コリオリ流量計は低負荷
時の計測に用いることはできない
といえます。
　加熱法は、適正値領域を逸脱す
るデータが僅かに存在するもの
の、比較した計測方法の中では最
も良好な結果を示しています。
ｂ．冷媒流量、冷房能力計測結果
　第５、６図にそれぞれ冷媒流量、
冷房能力計測結果の比較を表しま
す。第５図の「計算値」は、体積
効率が 1.0 の時の冷媒流量であ
り、理論的にこの値を超えること
はありません。冷媒流量、冷房能
力共に、経過時間３０分までの高
負荷時はコリオリと加熱法の計測
結果が近似し、それ以降の低負荷
時はＡＥ法と加熱法が近似してい
ることが分かりました。
　総合的に判断すると、高負荷時
はＡＥ法が過大で、低負荷時はコ
リオリ流量計が過小となり、全領
域にわたり安定した計測が可能な
のは加熱法といえることが分かり
ました。

３．研究成果と今後の課題
　加熱法は、瞬時の冷媒流量、お
よび冷房能力の算出にばらつきが
生じるものの、平均値の評価であ
ればＡＥ法やコリオリ流量計を用

いる方法と同等の計測値が取得で
きることが明らかになりました。
　なお、コリオリ流量計は低負荷
で冷媒に気体と液体が混在した状
態となった時に計測不能となるこ
とも改めて確認できました。また、
ＡＥ法では体積効率、能力共に過

大となる領域があることもわかり
ましたが、この原因については今
後さらに検証が必要だと考えてい
ます。
　本研究は熊本県立大学と共同研
究で実施しました。ここに厚くお
礼を申し上げます。

執筆者

第３図　加熱法を応用した冷房時の冷媒流量計測フロー

第４図　体積効率の計測結果（冷房時）

第５図　冷媒流量計測結果 第６図　冷房能力計測結果

執 筆 者：平尾　謙治
所 　 属：研究開発室　エネルギー利用技術研究所
　　　　　ホームエネルギー分野（商品評価研究室）
主な業務：エアコンの温熱環境評価に関する研究に従事

（研究に携わった人）
土木建築室　土木建築エンジニアリングセンター　　　山手　美穂

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野
冷媒流量計測法によるエアコンの能力計測手法の研究
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研究紹介

１．背景目的
　東日本大震災以降、節電・省エ
ネと温熱環境快適性両立ニーズの
高まりを受け、断熱性能が違う等
級２，３，４住宅＊１でのエアコ
ン暖房の温熱環境の違いを比較評
価すると共に、低断熱の住宅等級
２において、家庭で出来るちょっ
とした工夫による節電・省エネと
温熱環境快適性の効果を定量的に
評価しました。

２．実験概要　
（1）CFD解析
　本実験に入る前に各種対策の温
熱環境改善度合いを CFD 解析
（Computational Fluid Dynamics）
により絞り込み、本実験を行なう
ものとしました。解析の結果、住
宅では等級２、３、４の順に効果
が高く、各種対策では等級２で二
重窓や厚着した場合の効果も高い
ことが分り、最終的に表２に示す
パラメータに絞り込み本実験で検
証することにしました。
（2）本実験
ａ．実験状況
　図１に示す 3 つの異なる断熱
性能を持つ実験ブースで、表１に
示すエアコンを用いて行ないまし
た。測定点は図２に示す通りで、
サーマルマネキン＊２の出力、消
費電力と共に１０秒間隔で測定、
１ケース３日間行い、エアコン暖
房を１日目１９℃、２日目２２℃、
３日目２５℃に設定して６時から

翌５時まで運転し、１時間停止を
３回繰り返しました。

ｂ．実験パラメータ
　表２の実験パラメータでは、「衝
立」は窓面からのコールドドラフ
ト防止を目的とした市販品を窓
枠・床面へ貼り付けしました。「厚
着」は上下スエットの上着を生地
の厚いパーカーに替え、ズボン下
をはかせることで、clo 値＊３（衣
服の熱抵抗値）を０．８０から１．

０８にしました。「ホットカーペッ
ト」は床間に断熱マットを敷き、
“中”設定（出力３６０Ｗ）で運転。
「窓フイルム」は７ｍｍの気泡緩
衝材を貼付ました。

３．実験結果
（1）上下温度の評価
　図３にケースごとの空気温度と
上下温度差の相関及び線形近似を
行なった結果を示します。その結
果から図４に改善度を示します。

棒グラフの下、水色部分が各ケー
スの上下温度差で、上赤部分は比
較対象とした等級２標準との差異
です。等級４が最も改善度が大き
く、等級２への対策では衝立、窓
フイルム、ホットカーペットの順
に大きくなりました。
（2）等価温度の推定
　図５に示す空気温度２３℃の時
の等価温度＊４を推定した結果を
示します。等級２で厚着・ソファー
寝位をとると等級４相当かそれ以
上となります。また等級２の普通
着でホットカーペット・ソファー
（座位）の場合は等級３と等級４
の中間程度の改善です。
（3）消費電力量の評価
　図６に等価温度と外気温度の差が
１９℃の時の消費電力の推定値を示
します。等級４が最も消費電力量が
少なく、等級２での厚着・ソファー
寝位は、等級３相当です。等級２カー
テン・二重窓・窓フィルムは概ね同
程度の電力消費量でした。
なお、ホットカーペットは電気式
のためエアコンと合わせた消費電
力は増加していますが、被験者は
足裏の温冷感は暖かく良いと評価
していました。

４．まとめ　
　家庭で出来るちょっとした工夫
による節電・省エネと温熱環境快
適性改善を目的とした各手法につ
いて検討し評価をしました。その
結果、低断熱の住宅等級２におい
て上下温度差は「衝立」で、等価
温度は「厚着」と「ソファ－寝位」
で、等級４標準と同等の温熱改善
効果が得られる可能性を示しまし
た。また、「二重窓」や「窓フィルム」

でも上下温度差や消費電力量で改
善効果が見られました。ホット
カーペットは増エネとなりますが
接触温冷感は良いと言えます。

５．今後の取組み
　今後は更に省エネと温熱環境改
善の高いと思われる複合対策や本
格的な断熱改修の検討を行なうと
共に、人間と近似したサーマルマ
ネキンの特長的な体形を活かし、
温熱環境測定技術評価手法の確立
に取組みたいと思っています。

＊１：等級２，３，４住宅とは、建物の

断熱性能を示す基準で、等級２はＳ５５

年基準，等級３はＨ４年基準、等級４は

Ｈ１１年基準であり２＜３＜４の順で断

熱性能が良くなり、等級２に比べ等級４

は約２倍の断熱性能である。

＊２：ＴＭ（サーマルマネキン）とは写真

１の人間の体形に酷似させた温熱環境測

定装置で、全身を２２部位に分割された

各部位は人間に近似した体温をコン

ピューターで制御し人間の感覚に近い温

熱環境の測定が可能です。

＊３：clo とは、衣服の熱抵抗値を表す

指標（1clo＝気温 21℃、相対温度 50％、

気流 0.1m/ 秒の条件で、椅子に座り安

静な状態で快適と感じる衣服）値が大き

いほど熱を通しにくく保温性が高い。 

＊４：等価温度とは、人体からの顕熱放

熱量と同等の放熱量を生じさせるような、

空気温度と平均放射温度が等しい一様な

仮想的環境の温度として定義される。等

価温度が高いほど温熱環境がよい。

エアコン暖房の温熱環境最適化 ～節電・省エネと温熱環境快適性の両立～

図２　測定点

表１　エアコン仕様 表２　実験パラメータ

写真１ サ－マルマネキン

図１　実験ブース配置

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野

家庭ですぐに出来る簡易な対策が、有効な手法であることを確認することが求められています。そこでホー
ムセンター等で一般に販売されているいくつかの商品について、節電・省エネを行ないながら快適性も担保
することを、特殊な測定装置等を用いて定量的に評価確認しました。
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１．背景目的
　東日本大震災以降、節電・省エ
ネと温熱環境快適性両立ニーズの
高まりを受け、断熱性能が違う等
級２，３，４住宅＊１でのエアコ
ン暖房の温熱環境の違いを比較評
価すると共に、低断熱の住宅等級
２において、家庭で出来るちょっ
とした工夫による節電・省エネと
温熱環境快適性の効果を定量的に
評価しました。

２．実験概要　
（1）CFD解析
　本実験に入る前に各種対策の温
熱環境改善度合いを CFD 解析
（Computational Fluid Dynamics）
により絞り込み、本実験を行なう
ものとしました。解析の結果、住
宅では等級２、３、４の順に効果
が高く、各種対策では等級２で二
重窓や厚着した場合の効果も高い
ことが分り、最終的に表２に示す
パラメータに絞り込み本実験で検
証することにしました。
（2）本実験
ａ．実験状況
　図１に示す 3 つの異なる断熱
性能を持つ実験ブースで、表１に
示すエアコンを用いて行ないまし
た。測定点は図２に示す通りで、
サーマルマネキン＊２の出力、消
費電力と共に１０秒間隔で測定、
１ケース３日間行い、エアコン暖
房を１日目１９℃、２日目２２℃、
３日目２５℃に設定して６時から

翌５時まで運転し、１時間停止を
３回繰り返しました。

ｂ．実験パラメータ
　表２の実験パラメータでは、「衝
立」は窓面からのコールドドラフ
ト防止を目的とした市販品を窓
枠・床面へ貼り付けしました。「厚
着」は上下スエットの上着を生地
の厚いパーカーに替え、ズボン下
をはかせることで、clo 値＊３（衣
服の熱抵抗値）を０．８０から１．

０８にしました。「ホットカーペッ
ト」は床間に断熱マットを敷き、
“中”設定（出力３６０Ｗ）で運転。
「窓フイルム」は７ｍｍの気泡緩
衝材を貼付ました。

３．実験結果
（1）上下温度の評価
　図３にケースごとの空気温度と
上下温度差の相関及び線形近似を
行なった結果を示します。その結
果から図４に改善度を示します。

棒グラフの下、水色部分が各ケー
スの上下温度差で、上赤部分は比
較対象とした等級２標準との差異
です。等級４が最も改善度が大き
く、等級２への対策では衝立、窓
フイルム、ホットカーペットの順
に大きくなりました。
（2）等価温度の推定
　図５に示す空気温度２３℃の時
の等価温度＊４を推定した結果を
示します。等級２で厚着・ソファー
寝位をとると等級４相当かそれ以
上となります。また等級２の普通
着でホットカーペット・ソファー
（座位）の場合は等級３と等級４
の中間程度の改善です。
（3）消費電力量の評価
　図６に等価温度と外気温度の差が
１９℃の時の消費電力の推定値を示
します。等級４が最も消費電力量が
少なく、等級２での厚着・ソファー
寝位は、等級３相当です。等級２カー
テン・二重窓・窓フィルムは概ね同
程度の電力消費量でした。
なお、ホットカーペットは電気式
のためエアコンと合わせた消費電
力は増加していますが、被験者は
足裏の温冷感は暖かく良いと評価
していました。

４．まとめ　
　家庭で出来るちょっとした工夫
による節電・省エネと温熱環境快
適性改善を目的とした各手法につ
いて検討し評価をしました。その
結果、低断熱の住宅等級２におい
て上下温度差は「衝立」で、等価
温度は「厚着」と「ソファ－寝位」
で、等級４標準と同等の温熱改善
効果が得られる可能性を示しまし
た。また、「二重窓」や「窓フィルム」

でも上下温度差や消費電力量で改
善効果が見られました。ホット
カーペットは増エネとなりますが
接触温冷感は良いと言えます。

５．今後の取組み
　今後は更に省エネと温熱環境改
善の高いと思われる複合対策や本
格的な断熱改修の検討を行なうと
共に、人間と近似したサーマルマ
ネキンの特長的な体形を活かし、
温熱環境測定技術評価手法の確立
に取組みたいと思っています。

＊１：等級２，３，４住宅とは、建物の

断熱性能を示す基準で、等級２はＳ５５

年基準，等級３はＨ４年基準、等級４は

Ｈ１１年基準であり２＜３＜４の順で断

熱性能が良くなり、等級２に比べ等級４

は約２倍の断熱性能である。

＊２：ＴＭ（サーマルマネキン）とは写真

１の人間の体形に酷似させた温熱環境測

定装置で、全身を２２部位に分割された

各部位は人間に近似した体温をコン

ピューターで制御し人間の感覚に近い温

熱環境の測定が可能です。

＊３：clo とは、衣服の熱抵抗値を表す

指標（1clo＝気温 21℃、相対温度 50％、

気流 0.1m/ 秒の条件で、椅子に座り安

静な状態で快適と感じる衣服）値が大き

いほど熱を通しにくく保温性が高い。 

＊４：等価温度とは、人体からの顕熱放

熱量と同等の放熱量を生じさせるような、

空気温度と平均放射温度が等しい一様な

仮想的環境の温度として定義される。等

価温度が高いほど温熱環境がよい。

執筆者

図５ 等価温度のケース毎比較

図６ 消費電力量ケース毎比較

図３ 空気温度と上下温度の相関

図４ 上下温度とケース毎改善比較

執 筆 者：叶　喜代森
所 　 属：研究開発室　エネルギー利用技術研究所
　　　　　ホームエネルギー分野（商品評価研究室）
主な業務：家庭のエネルギー消費に関する研究に従事

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野
エアコン暖房の温熱環境最適化 ～節電・省エネと温熱環境快適性の両立～



0 

R&D NEWS KANSAI  2015.1  No.48022

研究紹介

１．背景および目的
　食品・化学・医薬品・製紙工場、
下水処理場、し尿処理場等で使わ
れている現状の蒸気間接加熱式乾
燥装置は効率が低いため、大幅な
省エネ、省コストが求められてい
ます。そこで、当社は株式会社大
川原製作所と共同で、高効率で大
幅な省エネ、省コストを実現可能
な蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥
装置を開発することとしました。

２．蒸気加熱式乾燥装置の市場調査
　現状の蒸気間接加熱式乾燥装置
についての市場調査を実施した結
果、年間約 400 台が販売されて
おり産業用装置としては充分な市
場を有する事が判明しました。

３．現状の乾燥装置の問題点
　現状の蒸気間接加熱式乾燥装置
は、円筒形の加熱容器内に細管群
を束ねて設置した構造となってい
ます。細管群に約 160℃の蒸気
を吹込み蒸気の凝縮潜熱により容
器内の乾燥材料を間接加熱し、加
熱後の蒸気はドレイン水として排
水されます。乾燥材料から蒸発し
た蒸気は、冷却水により凝縮され
た後排水されます。また、乾燥材
料の加熱に使用する蒸気は、通常
遠方に設置されたボイラから長距
離の配管を経由して供給されま
す。この基本構造から明らかなよ
うに、現状の蒸気間接加熱式乾燥
装置には以下の２つの問題点があ
り、乾燥効率低下の要因となって
います（図 1）。
①乾燥材料からの蒸発蒸気の廃熱
　が活用されずに廃棄されている。
②乾燥材料の加熱乾燥に使用する
　蒸気の損失が多い。

４．開発のポイント
　上記の問題点を解決するために、
①乾燥材料からの蒸発蒸気の廃熱
　をヒートポンプサイクルで有効
　活用可能。
②外部から供給していた、乾燥材
　料の加熱乾燥に使用する蒸気を
　大幅に削減可能。
とする蒸気再圧縮ヒートポンプ式
乾燥装置「ヒーポン ITR」を新た
に開発しました。開発のポイント
は以下のとおりです。
（1）間接式熱交換システムの開発
　新たに熱交換器・減圧弁を設置
し、材料乾燥に使用された蒸気が
凝縮した後の約 160℃のドレイ
ン水を、大気圧以下に減圧後、乾

燥材料からの蒸発蒸気と熱交換さ
せることにより蒸発させます。
（2）革新的蒸気再圧縮システムの開発
　この大気圧以下の蒸気を、加熱
用蒸気と同じ圧力（温度）に高い
効率で昇圧した後、再度乾燥容器
内での加熱に用います。蒸気圧縮
過程で蒸気の過熱度が増します
が、水噴霧を行なうことにより吐
出蒸気は飽和状態に近くなり、吐
出蒸気量は吸込蒸気量より多くな
ります。
（3）再凝縮防止システムの開発
　従来式では乾燥容器に熱風を吹込
むことにより、乾燥容器内での蒸発
蒸気の再凝縮を防止していました。
しかし、開発装置でこの方式を採用

すると、蒸発蒸気に空気が混入し加
熱用蒸気のドレイン水との熱交換が
阻害されるため、新たに過熱機を設
置し、圧縮機吐出蒸気の一部を過熱
状態とし、乾燥容器内に吹込む機構
を開発しました。また、吐出蒸気の
一部で外側から容器を保温する仕組
みと合わせて乾燥容器内での蒸発蒸
気の再凝縮を防止し、乾燥効率を向
上させることが可能となりました
（図２）。
なお、関連技術を含めて 3 件の
特許を既に共同出願済みです。

５．開発装置の特徴
　開発装置の特徴は以下のとおり
です。
（1）革新的ヒートポンプシステム
　従来は廃棄されていた乾燥材料
からの蒸発蒸気の廃熱を有効活用
可能で、環境性、安全性に優れた
水冷媒を使用する革新的なヒート
ポンプサイクルを開発しました。
（2）高温乾燥が可能
　最高加熱温度は約 175℃で、
従来のヒートポンプ機の最高加熱
温度を大幅に上回ります。
（3）外部供給蒸気の大幅削減
　定常運転時、外部からの蒸気供
給を必要としない運転も可能です。
（4）排ガス脱臭処理費用の削減
　開発装置では、蒸発蒸気の排ガ
ス処理量を減少させることができ
脱臭処理費用を低減させることが
可能です。
（5）既設設備への対応も可能
　既設の蒸気間接加熱式乾燥装置
にヒートポンプシステムを追加す
ることも可能です。
（6）様々な材料の乾燥が可能
　従来式と同様に、下水汚泥、工
場排水汚泥、食品残渣　等の様々
な材料の乾燥が可能です。

６．開発装置の概要、運転試験結果
　食品残渣を用いた乾燥運転試験
を実施した結果、総合乾燥 COP
は約 2.27 に達し、従来の蒸気間
接加熱式乾燥装置の約 4.6 倍の

効率であり、従来式と比較して約
57% のランニングコスト削減と
約 43% の消費エネルギー（一次
換算値）の削減が可能となること
が判明しました（注）。
また、圧縮システムや乾燥容器等に
故障が起こらず、充分な耐久性・信
頼性を有する事が確認できました。
さらに、乾燥品質の点でも従来の
蒸気間接加熱式乾燥装置と同等で
ある事も判明しました。本開発装
置は乾燥能力 300～ 4000kg/h
までの受注生産品ですが、乾燥能
力 50kg/h の試作装置の外観を
写真 1 に、開発装置の基本仕様
を表１に示します。なお､本開発
装置は、H25 年 10 月より株式
会社大川原製作所より販売を開始

しており､多くの顧客から引合い
を受けています。

７．まとめ
　今回、市場規模が大きい産業用
乾燥分野で使用でき、大幅な省エ
ネ、省コストが実現できると同時
に従来と同等の乾燥品質を有する
高効率ヒートポンプ式乾燥装置を
開発しました。今後は、食品・化学・
医薬品・製紙工場，下水処理場，
し尿処理場等への導入を図ってい
きます。

（注）運転時間 5000 時間 / 年､加熱用蒸
気温度約 160℃、電気単価 17 円 /kWh、
重油単価90円 /リットル　の場合

蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥装置「ヒーポン ITR」の開発

図１．現状の蒸気間接加熱式乾燥装置

図２．新開発の蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥装置

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　都市･産業エネルギー分野

当社は株式会社大川原製作所と共同で、産業分野で使用されている現状の乾燥装置と比較して大幅な省エネ、
省コストを実現可能な蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥装置「ヒーポン ITR」を開発しましたので概要を紹介
します。
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１．背景および目的
　食品・化学・医薬品・製紙工場、
下水処理場、し尿処理場等で使わ
れている現状の蒸気間接加熱式乾
燥装置は効率が低いため、大幅な
省エネ、省コストが求められてい
ます。そこで、当社は株式会社大
川原製作所と共同で、高効率で大
幅な省エネ、省コストを実現可能
な蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥
装置を開発することとしました。

２．蒸気加熱式乾燥装置の市場調査
　現状の蒸気間接加熱式乾燥装置
についての市場調査を実施した結
果、年間約 400 台が販売されて
おり産業用装置としては充分な市
場を有する事が判明しました。

３．現状の乾燥装置の問題点
　現状の蒸気間接加熱式乾燥装置
は、円筒形の加熱容器内に細管群
を束ねて設置した構造となってい
ます。細管群に約 160℃の蒸気
を吹込み蒸気の凝縮潜熱により容
器内の乾燥材料を間接加熱し、加
熱後の蒸気はドレイン水として排
水されます。乾燥材料から蒸発し
た蒸気は、冷却水により凝縮され
た後排水されます。また、乾燥材
料の加熱に使用する蒸気は、通常
遠方に設置されたボイラから長距
離の配管を経由して供給されま
す。この基本構造から明らかなよ
うに、現状の蒸気間接加熱式乾燥
装置には以下の２つの問題点があ
り、乾燥効率低下の要因となって
います（図 1）。
①乾燥材料からの蒸発蒸気の廃熱
　が活用されずに廃棄されている。
②乾燥材料の加熱乾燥に使用する
　蒸気の損失が多い。

４．開発のポイント
　上記の問題点を解決するために、
①乾燥材料からの蒸発蒸気の廃熱
　をヒートポンプサイクルで有効
　活用可能。
②外部から供給していた、乾燥材
　料の加熱乾燥に使用する蒸気を
　大幅に削減可能。
とする蒸気再圧縮ヒートポンプ式
乾燥装置「ヒーポン ITR」を新た
に開発しました。開発のポイント
は以下のとおりです。
（1）間接式熱交換システムの開発
　新たに熱交換器・減圧弁を設置
し、材料乾燥に使用された蒸気が
凝縮した後の約 160℃のドレイ
ン水を、大気圧以下に減圧後、乾

燥材料からの蒸発蒸気と熱交換さ
せることにより蒸発させます。
（2）革新的蒸気再圧縮システムの開発
　この大気圧以下の蒸気を、加熱
用蒸気と同じ圧力（温度）に高い
効率で昇圧した後、再度乾燥容器
内での加熱に用います。蒸気圧縮
過程で蒸気の過熱度が増します
が、水噴霧を行なうことにより吐
出蒸気は飽和状態に近くなり、吐
出蒸気量は吸込蒸気量より多くな
ります。
（3）再凝縮防止システムの開発
　従来式では乾燥容器に熱風を吹込
むことにより、乾燥容器内での蒸発
蒸気の再凝縮を防止していました。
しかし、開発装置でこの方式を採用

すると、蒸発蒸気に空気が混入し加
熱用蒸気のドレイン水との熱交換が
阻害されるため、新たに過熱機を設
置し、圧縮機吐出蒸気の一部を過熱
状態とし、乾燥容器内に吹込む機構
を開発しました。また、吐出蒸気の
一部で外側から容器を保温する仕組
みと合わせて乾燥容器内での蒸発蒸
気の再凝縮を防止し、乾燥効率を向
上させることが可能となりました
（図２）。
なお、関連技術を含めて 3 件の
特許を既に共同出願済みです。

５．開発装置の特徴
　開発装置の特徴は以下のとおり
です。
（1）革新的ヒートポンプシステム
　従来は廃棄されていた乾燥材料
からの蒸発蒸気の廃熱を有効活用
可能で、環境性、安全性に優れた
水冷媒を使用する革新的なヒート
ポンプサイクルを開発しました。
（2）高温乾燥が可能
　最高加熱温度は約 175℃で、
従来のヒートポンプ機の最高加熱
温度を大幅に上回ります。
（3）外部供給蒸気の大幅削減
　定常運転時、外部からの蒸気供
給を必要としない運転も可能です。
（4）排ガス脱臭処理費用の削減
　開発装置では、蒸発蒸気の排ガ
ス処理量を減少させることができ
脱臭処理費用を低減させることが
可能です。
（5）既設設備への対応も可能
　既設の蒸気間接加熱式乾燥装置
にヒートポンプシステムを追加す
ることも可能です。
（6）様々な材料の乾燥が可能
　従来式と同様に、下水汚泥、工
場排水汚泥、食品残渣　等の様々
な材料の乾燥が可能です。

６．開発装置の概要、運転試験結果
　食品残渣を用いた乾燥運転試験
を実施した結果、総合乾燥 COP
は約 2.27 に達し、従来の蒸気間
接加熱式乾燥装置の約 4.6 倍の

効率であり、従来式と比較して約
57% のランニングコスト削減と
約 43% の消費エネルギー（一次
換算値）の削減が可能となること
が判明しました（注）。
また、圧縮システムや乾燥容器等に
故障が起こらず、充分な耐久性・信
頼性を有する事が確認できました。
さらに、乾燥品質の点でも従来の
蒸気間接加熱式乾燥装置と同等で
ある事も判明しました。本開発装
置は乾燥能力 300～ 4000kg/h
までの受注生産品ですが、乾燥能
力 50kg/h の試作装置の外観を
写真 1 に、開発装置の基本仕様
を表１に示します。なお､本開発
装置は、H25 年 10 月より株式
会社大川原製作所より販売を開始

しており､多くの顧客から引合い
を受けています。

７．まとめ
　今回、市場規模が大きい産業用
乾燥分野で使用でき、大幅な省エ
ネ、省コストが実現できると同時
に従来と同等の乾燥品質を有する
高効率ヒートポンプ式乾燥装置を
開発しました。今後は、食品・化学・
医薬品・製紙工場，下水処理場，
し尿処理場等への導入を図ってい
きます。

（注）運転時間 5000 時間 / 年､加熱用蒸
気温度約 160℃、電気単価 17 円 /kWh、
重油単価90円 /リットル　の場合

執筆者

表１．開発装置の基本仕様

写真１　試作装置の外観

執 筆 者：菅野　啓治
所 　 属：研究開発室　エネルギー利用技術研究所
　　　　　都市･産業エネルギー分野（商品開発研究室）
主な業務：産業用・業務用システム開発に従事

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　都市･産業エネルギー分野
蒸気再圧縮ヒートポンプ式乾燥装置「ヒーポン ITR」の開発
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トピックス 研究開発室　エネルギー利用技術研究所　電池プロジェクト

１．はじめに
　2009 年に業務用電気自動車の導入が開始されてか

ら 5 年あまり経過し、現時点では 300 台を超える電

気自動車が各事業所で運用されています。当研究室で

は電気自動車の適正な交換周期の把握を目指して定期

的に走行試験を行い、搭載されている電池の充電電力

量ならびに航続距離に関するデータを収集しています

が、今回、車載されている冷暖房装置を使用した場合

の走行距離の減少率に関するデータがまとまりました

ので、ご報告します。

２．走行距離の減少率の評価方法
　これまでの走行試験の結果から、電気自動車に搭載

されている電池の電力は主に駆動用モーターと冷暖房

設備で消費されていることが分かっています。今回の

評価では、冷暖房で消費される電力を電中研から借用

している計測器（写真 1）で測定し、この測定結果と

走行試験で得た航続距離、充電電力量を合わせて駆動

用モーターで消費される電力を算出しました。

　そして、冷暖房で消費される電力と駆動用モーター

で消費される電力との比から、冷暖房使用時における

走行距離の減少率を算出しています。

３．冷暖房使用時の走行距離の減少率評価結果
　今回の試験では、アイミーブ、リーフ、ミニキャブ

ミーブのそれぞれについて、冷暖房使用時における走

行距離の減少率を評価しました。

　第 1 図はアイミーブの場合の評価結果を示したも

のです。この図を見ると、アイミーブは冷房を使用す

ると走行距離が約 25% 減少、暖房を使用すると走行

距離が 40～ 55% まで減少することが分かります。

同様に、ミニキャブミーブはアイミーブとほぼ同程度、

リーフは冷房使用時には約 30% 減少、暖房使用時に

は約 50% 減少することを確認することができまし

た。

４．今後の取り組み等
　「電気自動車の車載電池の寿命は 5 年、あるいは走

行距離10万 km」などと公表している自動車メーカー

もありますが、当社の業務用電気自動車もそろそろそ

の領域に入ってきています。

　実際、リーフでは電池容量の低下に伴う電池容量計

目盛りの減少も現れてきており、今後注意深く観察を

続け、業務用電気自動車の寿命評価に繋げたいと考え

ています。

執筆者名：森　秀夫

業務用電気自動車の性能評価

第 1図　冷暖房使用時の走行距離減少率
（アイミーブの場合）

写真 1　今回使用した計測器

～冷暖房使用時における走行距離の減少率評価結果～
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ミニ解説

 

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　総合エネルギー研究室

１．海洋エネルギーとは
　海洋エネルギーとは、海に蓄えられている様々な形

のエネルギーです。これらを有効に取り出すことに

よって、化石燃料に代わる環境にやさしいエネルギー

としての利用が期待できます。

　海洋エネルギー発電の種類を第１表に示します。今

回はその中でも、現在、沖縄県久米島町で佐賀大学等

による実証プラントが運転中である、海洋温度差発電

について概要を紹介します。

２．海洋温度差発電のしくみ
　海洋温度差を用いた発電技術は、通称 OTEC

（Ocean Thermal Energy Conversion）といいます。

OTEC は、海水の利用法と発電法により、タービン方

式と熱電方式に大別されますが、現在、国内ではター

ビン方式のうちクローズド・サイクルの研究が主流と

なっています。　　

　クローズド・サイクルの系統図を第１図に示します。

基本的に火力発電と同じですが、低温の熱源として深

層の冷海水（以下、深層水）、高温の熱源として表層

の温海水（以下、表層水）、作動流体には高温側の熱

源温度が低い場合に用いられる低沸点の流体が使用さ

れている点などが異なります。

　作動流体は、蒸発器で表層水から熱を受け取り蒸発

し、タービンに送られて発電します。その後、凝縮器

で深層水に熱を捨てて液化し、再び蒸発器に送られま

す。本システムは作動流体がサイクル内を循環するた

め、クローズド・サイクルと呼ばれます。作動流体と

しては、効率や経済性の面から、アンモニアと水の混

合媒体が有望視されています。

３．海洋温度差発電の特徴
（１）出力の安定性・予測可能性

　深層水の温度は年間を通じてほぼ一定であり、表層

水温度も急激な変化をしないため、安定した出力が得

られます。また、季節ごとの表層水温度データから、

発電量の予測が可能です。

（２）高い設備利用率

　海洋温度差発電は、温度差が 15℃以上で実現可能

と言われますが、経済的には 20℃以上 が望ましいと

評されています。海洋温度差発電の適地である沖縄や

南伊豆・小笠原地域、黒潮流域等では、表層水温度は

年間を通して高いため、60～ 90％以上の設備利用

率が期待できます。

（３）深層水の副次利用

　海洋温度差発電に用いる深層水は、発電に用いた後

も水質は変わらず水温も低温のため、離島等の省エネ

や産業振興（空調や冷熱利用農業、漁業等）に貢献で

きる可能性があります。

４．おわりに
　海洋エネルギー発電については、近年、日本国内に

おいてさまざまな実証プロジェクトが進められてお

り、今後の技術革新が期待されます。

執筆者名：前嶋　納里子

第１表　海洋エネルギー発電の種類

第１図　クローズド・サイクルの系統図
（出典：佐賀大学海洋エネルギー研究センターHP）

海洋温度差発電について
～期待される海洋エネルギー～
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１．はじめに
　代表的な温室効果ガスとされる二酸化炭素（CO2）
を、天然ガスなどのガス田以外の人為的排出源から回
収して地中貯留などを行う大型プロジェクトが、国内
と北米で近年立ち上がっていますので、これら大型プ
ロジェクトのいくつかを紹介します。

２．国外でのプロジェクト
　国外では数千トン / 日規模の CO2 回収プロジェク
トも実施されるようになってきました。
（１）Barry（米国アラバマ州）
　当社と三菱重工業（株）とが共同開発した CO2 回
収プロセス（KM CDR ProcessⓇ）の装置がサザン
カンパニー社の Barry 発電所に設置され、ボイラ排
ガスから回収した CO2 の約 10 万トンを帯水層に貯
留する成果とともにプロジェクトを 2013 年に終え
ました。

（２）Boundary Dam（カナダ）
　サスクパワー社の Boundary Dam 発電所で 2014
年10月からCO2回収装置の本格運転を開始しました。
　発電所排ガスからの CO2 回収装置を設置した本格
的な EOR（Enhanced Oil Recovery の略。石油増
産方法の一つで、油田の油層に CO2 を注入する）は
世界初とされています。
（３）W. A. Parish（米国テキサス州）
　NRG エナジー社の W. A. Parish 発電所に 4,776
トン / 日の CO2 回収装置を設置する予定で、これに
も KM CDR ProcessⓇが使われます。610MW 発電

設備の約 240MW 分の排ガスを処理し、完成すれば
排ガスからの CO2 回収装置として世界最大規模にな
る見込みです。
（４）Kemper County（米国ミシシッピ州）
　ミシシッピ州のケンパー郡にあるサザンカンパニー
社のエネルギー設備に、従来方式の微粉炭ボイラとは
異なる石炭ガス化複合発電（IGCC）プラントと CO2
回収装置が設置されます。燃料の石炭を完全燃焼させ
ずにガス化し、高圧で CO2 濃度が高いガスからガス
タービンで燃焼させる前にCO2回収を行う方式です。

３．国内でのプロジェクト
　電力会社も出資する日本 CCS 調査（株）が経済産
業省の補助金事業を受託しており、北海道の苫小牧で
製油所での水素製造時の未利用ガスからCO2を分離・
回収し、年間 10 万トン以上の CO2 を海底下の２つ
の貯留層に 2016年度から圧入する計画があります。

４．おわりに
　CO2 回収では大型の装置も設置されるようになっ
てきていますが、大量の CO2 回収を有効な技術とす
るには、回収した CO2 を貯留や EOR のように受け
入れる手段が伴わなければなりません。
　また、海外の大型プロジェクトも補助金を得ており、
これらの実現には CO2 回収に加えて輸送・貯留場所
の確保やコスト負担の課題も解決されなければなりま
せん。

執筆者名：野条　貴司

国内と北米でのCO2回収プロジェクトの近況

第１表　北米での近年のCO2回収大型プロジェクト

写真１　Barry での CO2回収プラント

～いくつかの大型プロジェクトについて～

（＊1） CO2 貯留や EORの開始時期とは一致しないことが多い
（＊2）582MWの発電設備からCO2回収率 65％で年間 3百万トン

としているが日量は未確認
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■開会のあいさつ

　大会冒頭のあいさつで八木社長は、電力の安全・安

定供給をはじめとする「ベースアクション」と、お客

さまや社会へのお役立ちをはじめとする「変革アク

ション」に、日々全力で取り組んでいることへの感謝

の意を伝えるとともに、原子力プラントの停止が長引

き、供給力の不足と財務基盤の悪化に歯止めがかから

ない状況が続き、また、１年半後の小売全面自由化を

はじめ、電力システム改革の詳細検討や事業環境の激

変への備えも急務となる中、「危機突破へグループの

総力結集」と「新たな成長に向けた基盤構築」という

当社グループの経営の基本的な方向性に変わりはな

く、全員が強い使命感と危機感を持ちながら、ベース

アクションと変革アクションに全力を尽くすことが重

要である、と述べられました。その上で、研究開発活

動においても、活動全般の一層の効率化を図りながら、

グループ内外の関係者と柔軟に協力し、「安全・安定

供給を基軸とする事業基盤の充実・強化」や「お客さ

まや社会のご期待へのお応え」、「グループ全体の成長」

に繋がる研究開発にチャレンジしていくことが重要で

あるとして、次の３点の留意点を挙げられました。

①電力の安全・安定供給を支える研究開発を着実に進

めること

②持続可能な経営効率化の実現と定着につながる研究

開発に挑戦すること

③お客さまや社会のご期待に応えるための研究開発に

力を入れて取り組むこと

■技術研究報賞の授与

　８月に行なわれた部門別大会で発表された技術研究

論文 97件のなかから、八木社長より「優秀賞」３件、

「優良賞」８件、およびグループ会社からの発表に対

し「特別賞」２件が授与されました。

　また、当日は進歩賞の授与式も行われ、三浦研究開

発室長から「進歩賞」24件が授与されました。

第43回全社技術研究発表会　総合大会を開催
　平成 26 年 11 月 25 日（火）、本店 40 階会議室において、約 280 名の参加者のもと、第 43 回全社技術研究発表
会総合大会が開催されました。
　以下に大会の概要と、技術研究報賞受賞論文ならびに受賞者を紹介します。

写真1　八木社長による開会のあいさつ

写真2　八木社長による優秀賞・優良賞・特別賞の授与
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■優秀賞・特別賞受賞論文の代表発表
　優秀賞および特別賞に選ばれた以下の３論文につい

て、代表発表を行ないました。

【優秀賞】
 ● 情報通信部門：「通信ネットワーク運用管理効率化に
向けたＩＰネットワークの経路可視化機能の開発」

　専用回線に代わるＩＰネットワークの運用監視の高

度化に向けて、データを効率よく収集・分析し、経

路を可視化することにより、ネットワークの状態を

迅速かつ的確に把握できる画期的なシステムを開発

しました。
 ● お客さま部門：「ＥＭＳによるエネルギー最適制御
に関する研究」

　電力負荷予想に基づき、再生可能エネルギーと負荷

平準化設備を自動で最適制御するシステムを開発

し、需給の安定化とエネルギーコストの最小化を実

現しました。

【特別賞】
 ● グループ事業部門：「難着雪リング取り外し装置の
開発」（株式会社かんでんエンジニアリング）

　難着雪リング※の落下や送電線の損傷を防止する自

走式の取り外し装置を開発し、電線への宙乗り作業

を不要として、作業の効率性と安全性を大幅に向上

させるとともに、開発済みの取り付け装置と組み合

わせることで、無人作業での難着雪リングの取替え

を可能としました。

　※雪害対策として架空送電線につける樹脂性のリン

グ。経年劣化により取り替えるニーズがある。

■特別講演
　近畿大学水産研究所長・教授の宮下盛先生から「ク

ロマグロの完全養殖の達成と新たなる挑戦」と題して、

ご講演を頂きました。「黒いダイヤ」と称され、多く

の研究者が果たすことのできなかったクロマグロの完

全養殖に世界で初めて成功され、現在では国内クロマ

グロの出荷量の４分の１以上を「近大マグロ」が賄う

など、多くの技術的困難を克服し研究成果を産業化に

結びつけられた貴重なお話をお聞きすることができま

した。

写真３　代表発表の様子
（お客さま部門「ＥＭＳによるエネルギー最適制御に関する研究」）

写真４　近畿大学水産研究所長　教授 宮下 盛先生
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技術研究報賞受賞論文ならびに受賞者一覧
部　門

情報通信

経営改革・IT本部 情報通信センター 
ITインフラ技術グループ 山口  兼一

経営改革・IT本部 情報通信センター 
ITインフラ技術グループ
経営改革・IT本部 情報通信センター 
ITインフラ技術グループ
奈良支店　電力設備室　
情報通信グループ

人材活性化室

研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
商品開発研究室
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術高度化グループ
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術高度化グループ
大阪北支店 お客さま室 大阪北ネットワーク
エンジニアリングセンター
大阪北支店 電力設備室 
情報通信グループ
大阪北支店 電力設備室 
情報通信グループ
研究開発室 電力技術研究所 
ITサービス研究室
研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
商品開発研究室
研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
商品開発研究室
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術高度化グループ
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術グループ
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術開発グループ
電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術開発グループ
神戸支店 お客さま室 神戸ネットワーク
エンジニアリングセンター
電力システム技術センター　
地中送電グループ
研究開発室 電力技術研究所 
構築研究室
研究開発室 電力技術研究所 
構築研究室
土木建築室 土木建築エンジニアリング
センター 土木保全グループ
土木建築室 土木建築エンジニアリング
センター 土木保全グループ
土木建築室 土木建築エンジニアリング
センター 土木保全グループ

株式会社かんでんエンジニアリング

株式会社環境総合テクノス

通信ネットワーク運用管理効率化に向けた
IPネットワークの経路可視化機能の開発

EMSによるエネルギー最適制御に関する研究

三相60Ａ負荷開閉ユニットの開発

満孔管路内メタルケーブル抜取り工法に
関する研究

系統保護リレーのIP化に向けた
同期技術の開発

高効率ヒートバランスヒートポンプの開発研究

次世代配電自動化システムの実現に向けた
機器開発

地上設置型3回路開閉器の開発

地震対策用半割可とう管の改良研究

平面2次元計算を用いたダム流入量算出方法
の高度化

洪水吐ゲートとの地震時相互作用を考慮した
ダムピア耐震性評価手法に関する検討

難着雪リング取り外し装置の開発

海底資源開発における
環境モニタリングシステムの開発

お客さま

ＮＷ技術

情報通信

情報通信

お客さま

ＮＷ技術

ＮＷ技術

送電

土木建築

土木建築

グループ
事業

優秀賞

優良賞

特別賞

論文名 所　属 氏　名

寺西  範高

佐藤  恭弘

福濱  孝之

岡野  忠輔

伊達  茂雄

野澤  　初

織田  俊樹

宮津  　亨

下村  高弘

藤井  利英

児山  一郎

山田  洋右

土居  信一

藤本 憲太郎

神社  昭次

森本  光滋

宮元  英樹

西山  真吾

大坪  祐介

ー

ー

西島  慎二

有光  　剛

牧野  晋祐

土居  裕幸

中島  　洋



R&D NEWS KANSAI  2015.1  No.48030

社内案内 研究開発室　研究企画グループ

部　門 論文名 所　属 氏　名

お客さま

火力環境

水力変電

送電

系統運用

お客さま本部 営業企画部門 
営業計画グループ

中曽  康壽
30～500kＷを目標とした未処理下水を
熱源とする下水熱利用システム

家電製品の省エネ運用に関する研究

工場蒸気搬送ロスの研究

堺港ガスタービンのコーティング剥離評価

開閉サージの保全情報収集システムへの
侵入実態と対策の検討

電力ケーブル絶縁診断測定方法の効率化

三菱電機製第一世代500kＶ変圧器の
流動帯電異常診断と寿命評価研究

巡視データの統計処理による異常予兆の
早期検出

大鳴門橋梁可動部材の腐食異常について

低コロナ型がいし調査および開発研究

二次電池を用いた需給制御に関する研究

系統事故電流が地中同一管路の
他回線リレーへ及ぼす影響解析

進歩賞

お客さま本部 営業企画部門 
営業計画グループ

瓦井  秀樹

研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
商品評価研究室

菊岡  泰平

研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
商品開発研究室

本山  一郎

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

田中  高穂

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

香川  裕之

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

山田  正人

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

広末  克志

研究開発室 研究企画グループ 久保  　隆

大阪北電力所　電気課 高橋  将志

大阪北電力所　電気課 広田  孝平

電力システム技術センター　
変電グループ

近藤  裕之

和歌山電力所  紀の川変電所 久保田 将平

和歌山電力所  紀の川変電所 稲生  稔治

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

岡内  健年

研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
総合エネルギー研究室

成田  憲彦

電力流通事業本部 工務・系統運用部門 
系統制御グループ

須羽  泰行

電力流通事業本部 工務・系統運用部門 
中央給電指令所 基幹系統給電所

清水 浩一郎

和歌山電力所  紀の川変電所 宿利原  充

神戸電力所 地中送電課 中川  敦弘

神戸電力所 地中送電課 林田  　剛

神戸電力所 地中送電課 宮崎  義郎

電力システム技術センター 
架空送電グループ

岡田  真一

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室

柴田  勝彦
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ＮＷ技術

情報通信

土木建築

総合
プロジェクト

京都支店 お客さま室 京都ネットワーク
エンジニアリングセンター

開閉器操作紐の改良

PV連系の単独運転防止に関する
多数台シミュレーション

新型VCT吊上げ工具の研究開発

特高屋変用仮設特高盤仮送電方法の
確立に向けた検討

VCT用接続コネクタの改良

高機能型送電線事故点標定装置の開発研究

シミュレーション用の低コスト計算機
システムの試作評価

エネルギーマネジメント活動の
成果分析と今後の展開

洪水吐ゲートの劣化診断技術の高度化

酸性性状を呈するフライアッシュの
モルタル性状評価研究

高効率SiC無停電電源装置の開発

リチウムイオン伝導性固体電解質の
高イオン伝導化研究

進歩賞

部　門 論文名 所　属 氏　名

中辻  賢吾

京都支店 お客さま室 京都ネットワーク
エンジニアリングセンター 西川  武臣

電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
ネットワーク技術開発グループ 竹内  　茂

電力流通事業本部 ネットワーク技術部門 
技術試験センター 堀家  徹也

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 瀬溝  真言

大阪南支店 お客さま室 大阪南ネットワーク
エンジニアリングセンター 山口  芳則

大阪南支店 お客さま室 大阪南ネットワーク
エンジニアリングセンター 上園  和也

大阪南支店 お客さま室 大阪南ネットワーク
エンジニアリングセンター 中田  雅俊

難波営業所 東住吉ネットワーク
技術センター（保全） 徳山  義明

神戸支店 お客さま室 神戸ネットワーク
エンジニアリングセンター 圓増  俊文

神戸支店 お客さま室 神戸ネットワーク
エンジニアリングセンター 西森  晃治

京都支店 お客さま室 京都ネットワーク
エンジニアリングセンター 前田  亮介

京都営業所 精華学研技術
サービスセンター 下野  暢久

電力流通事業本部 ネットワーク
技術部門 技術試験センター 堀家  徹也

経営改革・IT本部 
通信技術グループ 篠崎  隆志

研究開発室 電力技術研究所 
ITサービス研究室 薄田  昌広

土木建築室 土木建築エンジニアリング
センター 建築グループ 櫛川  康之

土木建築室 土木建築エンジニアリング
センター 建築グループ 岡村  　武

研究開発室 電力技術研究所 
構築研究室 松浦  真也

研究開発室 電力技術研究所 
環境技術研究センター 安藤  仁志

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 泉  　　徹

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 緒方  修二

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 三柳  洋一

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 浅野  勝則

研究開発室 電力技術研究所 
電力基盤技術研究室 羽田野 伸彦

研究開発室 エネルギー利用技術研究所 
総合エネルギー研究室 氏家  　諭

研究開発室　研究企画グループ
技術研究報賞受賞論文ならびに受賞者一覧
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１．技術賞
　技術賞とは、日本冷凍空調学会賞の１つとして、「冷

凍・空気調和・ヒートポンプおよび食品冷凍などの科

学・技術の向上と普及を奨励し，さらに研究者・技術

者を育成啓発」するために制定されています。受賞に

際しては厳格な審査があり、今回も応募のあった１２ 

件の製品または装置について、技術賞分科会にて書類

審査および現地調査を実施して授賞候補を推薦し、日

本冷凍空調学会常務理事会にて決定されました。

２．受賞機器
　このたび当社と東京電力株式会社、中部電力株式会

社が電力共同研究として株式会社神戸製鋼所と研究開

発した「高効率蒸気供給システム SGH（スチームグ

ロウヒートポンプ）」が日本冷凍空調学会　技術賞を

受賞し、平成２６年５月１３日の日本冷凍空調学会総

会にて表彰式が実施されました。（写真１）

外観を図１に、商品のスペック概要を表１に示します。

　工場などで蒸気を利用する工程においては、従来、

100 ℃を超える高温蒸気はボイラでしか供給できま

せんでした。

　そこで、新開発の高圧縮比・高温対応スクリュー圧

縮機の搭載、圧縮機モータの高温対応化、および高温

に適した冷媒の採用により、世界で初めて 120 ℃を

超える蒸気供給を可能にした高効率なヒートポンプシ

ステムを開発し、120 ℃対応機種と 165 ℃対応機種

を製品化しました。

　蒸気を使用する工程を有する工場には、排温水や排

蒸気といった排熱が少なからずあります。蒸気を使用

する工程の近くに本機を設置し、これら排温水や排蒸

気から熱回収して蒸気を生成すれば、蒸気配管ロスの

削減、エネルギー使用量の削減、生産プロセスより排

出されている未利用排熱の有効活用など、工場の効率

的運営に寄与することができます。

３．今後の取り組み
　今後とも、お客さまや社会のニーズにお応えできる

よう、さらなる使い勝手の向上や機器性能を向上させ

るべく研究を進めていきます。

執筆者名：式地　千明

高効率蒸気供給システムSGH（スチームグロウヒートポンプ）

表１　スペック概要

　写真１　表彰式

　図１　SGH120 および SGH165 の外観

日本冷凍空調学会　技術賞
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研究開発室　電力技術研究所　電力基盤技術研究室（発電）

学位論文 「耐高温硫化腐食・耐摩耗溶射材料の開
発と実用化に関する研究」の概要

１．学位論文の概要
　発電用ボイラでは、環境対策の一環として NOx の

排出量を抑制するため、燃焼雰囲気を低酸素状態にす

る運用をしていますが、それにより、バーナ付近では

高温硫化腐食が生起する環境になります。そのため、

ボイラ伝熱管は高温硫化腐食ならびに燃焼灰による摩

耗が相互に関連した伝熱管の減肉が顕在化してきてお

り、電力の供給構造上、安定供給に必要な長期安定運

転の信頼性を損なっているばかりか、巨額の損失を与

えています。

　高温硫化腐食のうち、溝状腐食については、古くか

ら油焚きボイラや微粉炭燃焼ボイラでも経験していま

すが、腐食損傷メカニズムが明らかになっていません

でした。

　また、ボイラの基本構造上回避できないメカニカル

な因子と相まって、未だ多くのボイラで経験され有効

な対策が困難な状況にあります。

　そこで、本研究では微粉炭燃焼ボイラの伝熱管に生

じる損傷メカニズムの解明とその対策技術の確立を行

い、設備信頼度向上ならびに巨額の修繕費用の低減を

目指すことを目的に研究を行いました。

　損傷メカニズム解明では、実機現象がこれまで明ら

かにされてきた熱力学に基づく知見では説明できない

点を指摘し、微粉炭燃焼特有の高温硫化腐食による腐

食生成物の形成挙動を実験室で詳細に検証しました。

その結果、複数の影響因子の関連性を示し、新たなメ

カニズムであることを明らかにしました。

　また、対策技術では、これまで耐摩耗性に優れた溶

射材料はありましたが、このような高温硫化腐食と摩

耗が複合的に作用する環境では、耐久性が著しく低下

し、短期間にメンテナンスが必要でした。そこで、既

存材料のもつ優れた耐摩耗性を維持しつつ、耐食性の

向上を目的に新たな溶射材料の開発を行い、微粉炭燃

焼特有の過酷な環境に対して優れた耐久性をもつ溶射

材料の開発に成功しました。

　その成果は、舞鶴発電所に適用し、実運用で既存材

料に比べて 2 倍以上の耐久性が得られ、現在も継続

使用中で、６年間メンテナンスフリーを実現しており、

寿命延伸ならびに設備信頼度向上に寄与しています。

開発した溶射材料（溶射粉末）

材料科学（高温腐食）の分野で電力技術研究所員に博士（工学）の学位授与
電力技術研究所　電力基盤技術研究室（発電）の京研究員は、平成 26 年 6 月、北海道大学から博士（工学）の学
位を授与されました。学位論文のテーマは「耐高温硫化腐食・耐摩耗溶射材料の開発と実用化に関する研究」であり、
北海道大学　大学院　工学研究院　エネルギー・マテリアル融合領域研究センター　黒川一哉教授のご指導のもと
に行われ、石炭燃焼ボイラで使用される金属材料の高温硫化腐食ならびに摩耗損傷抑制のための溶射コーティング
技術についての研究成果を取りまとめたものです。
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