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　東京大学名誉教授でいらっしゃる仁田旦三先生

から、かつて「最近の電気工学者はサボっているの

ではないか」との御指摘を戴きました。かい摘んで

申し上げますと、電気工学が発祥した時代には、電

気工学者はどのようにしたら人々の生活が豊かに

なるかを必死に考えていたのに、最近は社会を見

ずに技術だけを見ているとの御意見でした。確か

に、明治のころは電燈がつくだけで「文明開化」と

言われたことに比べますと、電気エネルギー分野

では、その後「三種の神器」、「新三種の神器」など

が生活の質向上には大きく寄与したものとは思い

ますが、パソコン、スマホなどの情報通信機器と比

較しますと、人々の生活を変えるところまでの貢

献はなかったように思います。

　このような考えを巡らせております中で、ドイ

ツ中西部にありますマインツ市のシュタットベル

ケが最近実験を開始しました「エネルギーパーク」

（http://www.energiepark-mainz.de/）を

見学する機会がありました。マインツ市はライン

川とマイン川が合流する地点にある人口約20万

人の歴史ある街ですが、川の両岸は丘陵地帯でブ

ドウ畑などが広がっており、丘の上には風車群が

点在しています。エネルギーパークでは、風力発電

の余剰電力を用いてPEM型電気分解装置で水か

ら水素を製造し、近隣の約1千戸からなる集落へ

のガス導管に水素濃度10%を上限として供給す

るとともに、水素ガストレーラーに水素ガスを供

給する設備です。このほかに1トンまでの水素ガス

を貯蔵できるガスホルダーを備えており、17M

ユーロの予算で建設されました。今後、シュタット

ベルケが運営する市バスに10台規模の燃料電池

バスを導入予定で、製造した水素ガスはこちらに

も供給するとのことです。

　シュタットベルケの担当者にお伺いをしました

ところ、ドイツでは大都市が少ないため、マインツ

市レベルの中規模都市間の産業誘致競争が激し

く、投資を呼び込むためには都市の魅力度をアッ

プすることが極めて重要とのことです。残念なが

ら、マインツ市は川岸の低地に広がっているため

か環境があまり良くない都市とされているよう

で、水素バスを走らせることにより、環境に配慮し

ている都市であるとのことで巻き返しを図りたい

とのことでした。このため、国のプロジェクトにも

積極的に応募したようです。

　このような考え方に触れますと、エネルギー供

給システムには単にエネルギー供給の経済的合理

性との視点だけではなく、仁田先生がおっしゃる

人々の暮らしを豊かにする要素が満載であること

に改めて気がつきます。例えば、北海道の中学校で

校舎の建て替えを機に、照明を含めた空調などの

居住環境を大幅に改善したところ、保健室に来る

生徒が激減したとのお話をお伺いしたこともござ

います。「健康と長寿にはエネルギーが不可欠」と

言っても過言はないような気が致します。

　私ども電力中央研究所では、エネルギーの概念

を広く捉え、草創期の電気工学者に負けない研究

成果を輩出することを目指して、エネルギーをど

のように使ったら人々の暮らしが豊かになるかと

の視点も踏まえて研究活動を続けていきたいと考

えております。
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高効率SiC無停電電源装置（実証機）の開発とファンレス化検証

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

無停電電源装置（CVCF: Constant Voltage Constant Frequency）にSiC半導体素子を適用したSiC-CVCF
の試作機について、本誌2014年3月号で紹介しました。今回、試作機で得られた知見を踏まえ、実用化に向けた
実証機を製作し、その基本性能の検証および長期稼動による信頼性検証を行うとともに、ファンレス化の検討を
行いましたので報告します。

1．はじめに
　パワーエレクトロニクス機器
に使用されている半導体素子は
ほとんどがシリコン（Si）半導
体素子が使われています。しか
し、Si 半導体素子はその物性値
から性能限界が近づいています。
そこで、Si より物性値が優れ、
装置に適用した場合、その低損
失化、小型化が期待できる炭化
珪素（SiC）パワー半導体素子の
開発が進められています。一部
では製品化され、家庭用エアコ
ンや太陽光発電用パワーコン
ディショナー、電鉄車両等に組
み込まれています。
　SiC パワー半導体素子の電力
用機器への適用先として CVCF
を選定し、㈱エネゲートと共同
で開発を行ってきました。

2．SiC-CVCF の仕様
　第 1 表に開発した SiC-CVCF
実証機の仕様を示します。定格
出力は、関西電力において設置
台数の多い 30kVA としました。
回路方式は信頼度の高い常時イ
ンバータ給電方式を採用してい
ます。この方式では整流器とイ

ンバータに常に電流が流れるた
め、これらで発生する損失が問
題となります。それら損失の低
減を図るため、半導体素子とし
て ロ ー ム 社 製 の 最 新 の
1200V-120A フル SiC パワー
モジュールを使用しています。
　第 1 図に CVCF の主回路図を
示します。CVCF 盤では整流器
で交流を直流に変換し、さらに
インバータで直流から交流に変
換します。直流部には蓄電池を
接続しており、停電時この蓄電
池から負荷に電力を供給します。
　信頼度を上げるため、CVCF
盤を 2 台とし、常時並列して運

転を行います。1
台が故障しても残
りの 1 台で継続し
て運転を行います。
2 台とも故障した
場合はバイパス回
路を通じて、負荷
に電力を供給しま
す。実証機ではバ
イパス切替スイッ

チを個々の CVCF 盤に設置し、
バイパス回路にも冗長性を持た
せた個別バイパス方式とし、よ
り信頼度の高い回路構成として
います。
　写真 1 に開発した CVCF の外
観を示します。装置のサイズは
W3,200mm×D750mm×H1,
700mm です。実証機では部品
のユニット化および配置の見直
し等による小型化を図り、試作
機に比べ全幅が 300ｍｍ小さく
なっております。
　運転時、パワー半導体素子は
発熱するため、通常ヒートシン
クに取り付けられ、ファンを用

いて冷却（強制風冷式）します。
しかし、冷却ファンは寿命が短
く、定期的に取り替える必要が
あります。そこで、メンテナン
スの省力化を目指し、2 台の
CVCF 盤の内 1 台はファンレス
仕様（自然空冷式）で検討しま
した。自然空冷式の場合、同サ
イズで比較すると強制風冷式に
比べ、冷却性能が劣ります。そ
こで冷却性能を高めるため、冷
却フィンを盤上に設置し、SiC
パワーモジュールで発生した熱
を冷却フィンまでヒートパイプ
で素早く輸送する構造としまし
た。写真 2 に自然空冷ヒートシ
ンクの外観を示します。冷却フィ
ンの厚さやピッチといった形状
は、熱流体解析により、半導体
素子温度が最小となるよう計算
により求め、決定しました。

３．SiC-CVCF の性能検証
　開発した SiC-CVCF 実証機に
おいて、関西電力の標準仕様書
に基づく試験を実施し、良好な
結果を得ました。その中から、
CVCF への入力エネルギーに対
する出力エネルギーの割合を示
す総合効率の測定結果を紹介し
ます（第 2 図）。
　強制風冷式 SiC-CVCF（No.1 
CVCF）の総合効率は 92.7% と
関西電力で稼動している同容量、
同 機 器 構 成 の 強 制 風 冷 式
Si-CVCF に比べて、2.1% 向上
しています。ファンレス仕様の
自然空冷式 SiC-CVCF（No.2 
CVCF）ではさらに 0.7% 向上
し、93.4% の高効率を示しまし
た。また、定格出力の 30% と
いう低負荷時においても、90%

以上の効率を示しました。
　自然空冷式ヒートシンクの性
能検証として、No.2 CVCF 盤を
定格出力で運転し、盤内部の温度
が安定した後のヒートシンクの
測定温度からSiCパワーモジュー
ル内の素子部温度は 83℃と推定
しました。この温度は素子部の最
高許容温度 150℃に比べ低い値
であることから、自然空冷式ヒー
トシンクが十分な冷却性能を有
し、ファンレス化も可能であるこ
とを確認できました。
　最後に信頼性の検証として、
㈱エネゲート工場内において、
強制風冷式 SiC-CVCF にて、長
期 稼 動 試 験 を 行 い ま し た。
SiC-CVCF には工場の空調、照
明を負荷として接続し、平成 27
年 9 月から平成 28 年 11 月ま
で稼動させました。その結果、

連続稼働時間 3,671 時間、累積
稼働時間 9,603 時間を達成しま
した。
　今後は SiC パワーモジュール
を取り外し、モジュール単体での
特性を測定し、劣化の有無につい
て詳細な調査を行う予定です。

4．まとめ
　CVCF にフル SiC パワーモ
ジュールを適用した定格出力
30kVA　SiC-CVCF を開発しま
した。
　ファンレス仕様の SiC-CVCF
は総合効率 93.4% の高い効率
が得られました。また、強制風
冷式 SiC-CVCF において、1 年
を越える長期稼動試験を行い、
信頼性を検証することができま
した。

写真2　自然空冷ヒートシンクの外観写真 1　SiC-CVCF の外観

第 1図　SiC-CVCF の主回路図

第１表　SiC-CVCF の仕様
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を越える長期稼動試験を行い、
信頼性を検証することができま
した。

執筆者

第 2図　総合効率測定結果

執 筆 者：泉　徹
所 　 属：研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）
主な業務：SiC パワー半導体の研究に従事

（研究に携わった人）
流通技術研究室（工務）：浅野　勝則、三柳　洋一、緒方　修二
流通技術研究室（ネットワーク・系統）　羽田野　伸彦
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病院における気化式加湿器の性能評価

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

2013年5月にⅠ期、2015年2月にⅡ期が開院した新関西電力病院には、従来の病院には無いシステムとして
空調システムに気化式加湿器をほぼ全面的に採用しています。本報では、病院開院後に実施した気化式加湿器
の性能検証の評価結果について報告します。

1．はじめに
　新関西電力病院（以下、本病院）
は「地球環境への“負荷”を低減し、
治癒環境の“質”を向上させる都
市型病院」を目指して建設され、
様々な省エネルギーシステムが導
入されています。大規模病院とし
ては国内初の全電化病院であるこ
とから、本研究では全電化病院の
省エネルギー性を明らかにするこ
とを目的として、本病院に導入し
た建築設備システムの性能検証を
実施しました。

2．加湿方式の概要
　病院では通常よりも高い湿度が求
められる点、衛生面で蒸気加湿が優
れているとの認識が有る点から、こ

れまで蒸気式加湿が多く採用されて
きました。一方で、空調の省エネル
ギー化には熱損失が大きい蒸気使用
を減らすことが求められます。よっ
て本病院では、気化式加湿器をほぼ
全面的に採用し、高効率に温水製造
が可能なヒートポンプシステムと組
み合わせることにより、エネルギー
効率を最大限高めるよう配慮しまし
た。本病院では、気化式加湿器が有
効加湿量比で96％を占めています（第
1 図）。気化式加湿は一般建物には広
く採用されていますが病院での採用
事例は少ないことから、本病院の計
画段階で清浄度の試験調査を行った
上で導入を決定し、開院後は実機を
対象に空気清浄度・加湿性能・エネ
ルギー効率の検証を実施しました。

３．空気清浄度の評価
　加湿方式の異なる 6 台の空調
機（第１表）を対象に空中浮遊菌
数の調査を行いました。測定箇所
は、空調機内部 3 箇所（外気取
入ガラリ（OA）、フィルタ通過後
（FI）、加湿器通過後（FU））と代
表室１箇所（RM）です（写真2）。
第 2 図に運用 1 年目および 3 年
目の暖房シーズンアウトにおける
浮遊菌数の結果を示します。1 年
目は蒸気式・気化式の間には差異
はありませんでした。3 年目は、
シーズンアウトでは気化式の菌数
の方が少なかったのですが、シー
ズンインでは蒸気式の方が比較的
少なく、明確な差異までは見られ
ませんでした。また 1、3 年目の

調査ともに蒸気式・気化式は基準
を満たしていることから、両者の
清浄度は同等でどちらも十分に高
いことが分かりました。

4．加湿性能の評価
　加湿性能を検証するために、病
室で温湿度の測定を実施しまし
た。第 3 図に示すように、室内
温湿度は暖房設定条件である
23℃、相対湿度 50% 付近で推
移し、PMV※1 は快適域内で維持
していることを確認できました。
　また診療ゾーンにおいても
BEMS※2 による測定データを用
いて温湿度の確認を行い、相対湿
度 40% がおおむね維持されるこ
とを確認しました。

5．エネルギー効率の評価
　第 2 表に示す 3 台の空調機を
対象に加湿方式によるエネルギー
効率評価を行いました。評価指標
として、第 3 表のような外気処
理エネルギー効率を定義しまし
た。これは加湿時の外気処理負荷

を消費エネルギーで除したもの
で、値が大きいほど効率が高いこ
とになります。
　期間平均値は気化式加湿器のみ
の方式が 1.52 で最も効率が良い
という結果を得ました。

6．おわりに
　本病院の気化式加湿器を用いて
空気清浄度・加湿性能・エネルギー

効率の検証を実施し、蒸気式と同等
の清浄度や、要求湿度を満足する加
湿能力を有するとともに、エネル
ギー効率では優位であることを確認
しました。本病院には気化式加湿器
以外にも様々な省エネルギーシステ
ムが採用されています。2015 年度
の一次エネルギー消費量原単位は従
来型病院※3 に比べて 37% 減を達
成しており（第 5 図）、電化や高効
率機器の導入、自然エネルギーの活
用等により病院のエネルギー性能が
大きく向上すると推察されます。
※1 Predicted Mean Vote( 予測温冷感

申告 ) 空間内の快適性を評価する冷
温感指標

※2 Building Energy Management 
System

※3 平成 15 年度ビルの省エネルギー使用
に係る実態調査 , ( 一財 ) 省エネル
ギーセンター

写真２　空調機内の菌測定箇所

第１表　調査対象空調機

第２図　浮遊菌数の測定結果
（上：運用１年目、下：運用３年目）第１図　加湿方式の採用比率

写真１　新関電病院の外観
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病院における気化式加湿器の性能評価

1．はじめに
　新関西電力病院（以下、本病院）
は「地球環境への“負荷”を低減し、
治癒環境の“質”を向上させる都
市型病院」を目指して建設され、
様々な省エネルギーシステムが導
入されています。大規模病院とし
ては国内初の全電化病院であるこ
とから、本研究では全電化病院の
省エネルギー性を明らかにするこ
とを目的として、本病院に導入し
た建築設備システムの性能検証を
実施しました。

2．加湿方式の概要
　病院では通常よりも高い湿度が求
められる点、衛生面で蒸気加湿が優
れているとの認識が有る点から、こ

れまで蒸気式加湿が多く採用されて
きました。一方で、空調の省エネル
ギー化には熱損失が大きい蒸気使用
を減らすことが求められます。よっ
て本病院では、気化式加湿器をほぼ
全面的に採用し、高効率に温水製造
が可能なヒートポンプシステムと組
み合わせることにより、エネルギー
効率を最大限高めるよう配慮しまし
た。本病院では、気化式加湿器が有
効加湿量比で96％を占めています（第
1 図）。気化式加湿は一般建物には広
く採用されていますが病院での採用
事例は少ないことから、本病院の計
画段階で清浄度の試験調査を行った
上で導入を決定し、開院後は実機を
対象に空気清浄度・加湿性能・エネ
ルギー効率の検証を実施しました。

３．空気清浄度の評価
　加湿方式の異なる 6 台の空調
機（第１表）を対象に空中浮遊菌
数の調査を行いました。測定箇所
は、空調機内部 3 箇所（外気取
入ガラリ（OA）、フィルタ通過後
（FI）、加湿器通過後（FU））と代
表室１箇所（RM）です（写真2）。
第 2 図に運用 1 年目および 3 年
目の暖房シーズンアウトにおける
浮遊菌数の結果を示します。1 年
目は蒸気式・気化式の間には差異
はありませんでした。3 年目は、
シーズンアウトでは気化式の菌数
の方が少なかったのですが、シー
ズンインでは蒸気式の方が比較的
少なく、明確な差異までは見られ
ませんでした。また 1、3 年目の

調査ともに蒸気式・気化式は基準
を満たしていることから、両者の
清浄度は同等でどちらも十分に高
いことが分かりました。

4．加湿性能の評価
　加湿性能を検証するために、病
室で温湿度の測定を実施しまし
た。第 3 図に示すように、室内
温湿度は暖房設定条件である
23℃、相対湿度 50% 付近で推
移し、PMV※1 は快適域内で維持
していることを確認できました。
　また診療ゾーンにおいても
BEMS※2 による測定データを用
いて温湿度の確認を行い、相対湿
度 40% がおおむね維持されるこ
とを確認しました。

5．エネルギー効率の評価
　第 2 表に示す 3 台の空調機を
対象に加湿方式によるエネルギー
効率評価を行いました。評価指標
として、第 3 表のような外気処
理エネルギー効率を定義しまし
た。これは加湿時の外気処理負荷

を消費エネルギーで除したもの
で、値が大きいほど効率が高いこ
とになります。
　期間平均値は気化式加湿器のみ
の方式が 1.52 で最も効率が良い
という結果を得ました。

6．おわりに
　本病院の気化式加湿器を用いて
空気清浄度・加湿性能・エネルギー

効率の検証を実施し、蒸気式と同等
の清浄度や、要求湿度を満足する加
湿能力を有するとともに、エネル
ギー効率では優位であることを確認
しました。本病院には気化式加湿器
以外にも様々な省エネルギーシステ
ムが採用されています。2015 年度
の一次エネルギー消費量原単位は従
来型病院※3 に比べて 37% 減を達
成しており（第 5 図）、電化や高効
率機器の導入、自然エネルギーの活
用等により病院のエネルギー性能が
大きく向上すると推察されます。
※1 Predicted Mean Vote( 予測温冷感

申告 ) 空間内の快適性を評価する冷
温感指標

※2 Building Energy Management 
System

※3 平成 15 年度ビルの省エネルギー使用
に係る実態調査 , ( 一財 ) 省エネル
ギーセンター

執筆者

第３図　病室の温湿度推移
（上：４床室、下：１床室） 第４図　外気処理エネルギー効率

第 2表　調査対象空調機

第３表　外気処理エネルギー効率の定義

第５図　一次エネルギー消費量原単位の推移

執 筆 者：松岡　紗矢佳
所 　 属：土木建築室　建築設備エネルギーグループ
主な業務：建築設備に関する調査研究
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安全・安心機能を備えた高齢者のためのＨＥＭＳ機器の開発

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

高齢者のバイタルサイン(血圧，脈拍，体温)から日々の健康をチェックし、室内温熱環境と体調面を考慮し空
調を制御するHEMS機器とアプリケーション（以下アプリ）を開発しました。アプリは、健康アドバイス機能、
熱中症予防機能、ヒートショック予防機能等の体調を考慮したHEMS制御機能を有しています。
前回は、これらの機能の概要を示し、冬期におけるエアコンの機能性確認試験結果について紹介しました。
今回はこれら機能のうち、主に夏期における熱中症予防制御の機能性確認試験結果について紹介します。

1．研究の背景とねらい
　わが国では、少子高齢化が進み、
国民の 4 人に 1 人が 65 歳以上
という状況を迎えております。一
方で，持続可能な社会への転換課
題のひとつとして、エネルギー問
題が挙げられており、省エネ・ピー
ク 抑 制 と し て 有 効 な HEMS 
（Home Energy Management 
System）の開発が進められてい
ます。今後、高齢化が進み、高齢
者施設が急増するなか、高齢者に
求められる HEMS の必要性が高
まってきています。
　高齢者の支援に求められる機能
についてアンケートを実施した結
果、熱中症予防やヒートショック
予防および健康増進・管理等の安
全・安心に関する機能であること
を確認しました。そこで、これら
機能を有する HEMS を開発する
こととしました。

2．HEMS機能の概要
　HEMS 機能の全体の概要を第 1

図に示します。健康アドバイス機
能と高齢者の体調面を考慮した
HEMS 機能を有しており、（1）健
康アドバイス機能としては、体調
を客観的に評価する際に用いる血
圧・脈拍・体温の３つのバイタル
サイン（以下、バイタル値という）
をタブレットに日々入力すること
により体調レベルを判定し、健康
状態の通知や体調レベルに応じた
外出促進行動の慫慂等を行います。
（2）高齢者の体調面を考慮した
HEMS 機能としては、体調レベ
ルに応じた熱中症予防等の空調の
制御を実施します。
　第 2 図にタブレットにおける
健康アドバイス機能の画面のバイ
タル値他入力から外出促進の行動
を示します。

３．体調レベルの判定
　体調レベルの判定は、入力した
①血圧②脈拍③体温のバイタル値
から、以下の評価基準を暫定的に
設定し、その組み合せにより判定
を実施しました（第 3図）。
　バイタル値それぞれの良好な範
囲は、①90mmHg≦最高血圧≦
140mmHg か つ 最 低 血 圧≦
90mmHg ②50 回 / 分≦脈拍≦
70 回 / 分③過去平均体温との差
が 1℃以内

4．外出促進行動の慫慂
　体調の良いときにはできるだけ
外出を促すため、外出予定の有無
および天気に応じて第１表のとお
りアドバイスすることにしました。
　体調の悪いときには体調を考慮
したアドバイスを行います。

5-１．夏期における熱中症予防制御
　夏期に発生する熱中症を予防す
ることを目的として、第 4 図に示
す温度と湿度から決定される暑さ
指数（以下WBGTという）を用い
て空調を制御することとしました。
　基本的には、第 4 図により室
内の温度と湿度から室内での
WBGT を算出し、室内の WBGT
が熱中症警戒レベルの 25℃以上
の場合は、空調を用いて室内の
WBGT を熱中症の注意レベルの
24℃以下に制御するものです。
具体的には第２表に示すとおりエ
アコンを制御しました。在室時に
は、バイタル値から判定した体調
レベルに応じて、エアコンを制御
し、外出時には、エアコンを停止
し、帰宅予定時間の 30 分前に室
内を予め冷やしておく制御としま
した。

5-２．夏期における熱中症予防
の機能性確認試験

　HEMS の機能性確認については、
第５図に示す通り約10畳の部屋に、
エアコンを設置し、タブレットから
制御信号を無線ルーターを介して送
りエアコンを制御しました。
　なお、室内のWBGTの算出にあ
たっては、室内代表点①における
温湿度データをセンサーにより 1
分おきに自動で取り込み、それぞ
れのデータを四捨五入し、整数化

した上でWBGTを算出しました。
　体調レベルの違いに応じ、エア
コン設定温度を変化させ、室内の
温熱環境を目標とする WBGT 値
に設定しました。その一例として
体調レベル 3 の時の午前と午後
に外出予定があるシナリオを作成
し，室内の温湿度を測定しました。
結果は、第 6 図のとおりであり、
在室時においては、設定した
WBGT24℃前後になるようにエ
アコンを制御することができまし
た。また、外出時刻にエアコンが
停止し、帰宅時刻の 30 分前に室
内の予冷を開始できることを室内
温度推移の結果から確認しました。

6．おわりに
　現在は、音声認識機能を追加し
音声によるデータの入力および音
声による健康アドバイスの出力に
取り組んでおります。最後に、本
研究は、大阪府立大学との共同研
究として実施しました。関係者の
方々には深く感謝いたします。

第2図　健康アドバイス機能の画面

バイタル値他入力 健康状態の通知

体調レベル判定他 外出促進行動の慫慂

第 3図　体調レベル判定

第 1表　外出アドバイスの概要

第1図　安全・安心機能を付加したＨＥＭＳ機能
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執筆者

第 4図　WBGTと気温・湿度の関係

第 2表　夏期におけるエアコン制御表

第５図　検証試験配置図

第６図　午前と午後外出予定のシナリオ時の室内温度推移

執 筆 者：菅　秀樹
所 　 属：研究開発室　技術研究所　
　　　　　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：高齢者施設エネルギーマネジメント
　　　　　システム実用化研究に従事
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高機能エアコンによる温熱環境改善効果

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

最近のエアコンは、暖気流を床面全体に到達させる機能や、人の在・不在あるいは人の体温を検知し局所暖房
を行う機能を有しています。そこで、局所暖房が形成できる風速、風向、設定温度や消費電力量等について、
実験によりデータを採取し検討しましたので紹介します。

1．本研究の目的
　当社は、ヒートポンプ技術を搭
載した家庭用エアコンについて、
省エネ性、快適性の観点からコン
サル活動を実施しているところで
す。そこで、本研究の目的は、エ
アコンの性能評価を行い、エアコ
ンの実力を提示することにより、
燃焼式空調等からエアコンへの熱
源転換を図るものです。

2．実験の概要
　住宅では暖房エネルギー消費量
が多いことから、本研究において
は、エアコンによって必要な箇所
だけ暖房する局所暖房実現のため
の条件と、局所暖房の省エネ効果
について実験を行い検討しました。
実験は第１図に示すｅ住まい探求
館（人工気候室）で行い、実験室
の断熱性能から最適なエアコン能
力を選定しました（第１表）。外気
温度は 7℃、エアコン起動前の室
内温度は7℃としました。
（１）局所暖房実現のための条件

について
　各測定点において、エアコン運
転時の風速、温度、スモークを使っ
た風向を計測しました。計測の様
子を写真１に示します。
　実験条件は、エアコンの風速、
風向上下・左右、設定温度の条件
を変え14通り実施しました。
（２）局所暖房の省エネ効果に

ついて
　サーキュレータにより室内の温

度を均一にした全域暖房実験を実
施し、局所暖房時と消費電力量を
比較することにより、省エネ性を
検討しました。なお、今回は部屋
を暖めるための電力量を比較する
ため、サーキュレータの消費電力
量は考慮していません。

３．実験結果
（１）局所暖房実現のための条件

について
　14 通りの実験条件のうち 8 通
りで局所暖房領域が実現しました
ので、そのうち代表的な 5 通りに

ついて第２図の（Ａ）～（Ｅ）に
示します。平面の平均温度に対し
て温度が高くなった領域を局所暖
房領域として黄色で示しています。
　局所暖房が形成される条件を整
理すると、吹出し風速が早い場合
は、吹出し方向を上、中央に設定
すると、天井、およびエアコンと
反対の壁面からエアコン近傍の床
面に沿う流れが生じ、エアコンの
反対の壁面近傍、および実験室中
央に高温領域が形成されました
（第２図（Ａ）参照）。また、吹出
し風速が中速かつ左右方向に吹出

す場合は、暖気が直接届く領域に、
二次的に循環した気流が合流し、
このとき、暖気は拡散せずに高温
領域が出現することが分かりまし
た（第 ２ 図（Ｂ）、（Ｃ）参 照）。
さらに、早い速度で下向きに吹出
すと、床に衝突して拡散するが、
窓面や、壁面に沿わせると拡散傾
向が弱まり、一次気流により局所
的な暖房領域が出現しました（第
２図（Ｅ）参照）。このように、
部屋の任意の領域に対して、局所
暖房を形成する方法が存在するこ
とが確認できました。これらをま
とめると第２表となります。
（２）局所暖房の省エネ効果に

ついて
　局所暖房領域の平均温度と全域
暖房の平均温度が等しくなる時

の、それぞれの消費電力量を第３
図に示します。消費電力量は温度
が安定した 2 時間当たりの電力
量とし、省エネ性を比較した結果、
平均温度が高くなるほど局所暖房
の方が優れていることが確認でき
ました。また、同じ温度帯でも局
所暖房領域の範囲が広いほど消費
電力は大きい結果となりました。

4．まとめ
　今後は、本実験結果をエアコン

による局所暖房形成条件の基礎資
料として取りまとめ、学会等で公
表していきたいと考えています。
　最後に、本研究は日本女子大学
との共同研究で実施しました。こ
の場をお借りして厚く御礼申し上
げます。

第1図　実験環境（実験住宅LDK室）と温度測定点

写真１　風向（左）と温度（右）測定

第１表　使用機種
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風向上下・左右、設定温度の条件
を変え14通り実施しました。
（２）局所暖房の省エネ効果に

ついて
　サーキュレータにより室内の温

度を均一にした全域暖房実験を実
施し、局所暖房時と消費電力量を
比較することにより、省エネ性を
検討しました。なお、今回は部屋
を暖めるための電力量を比較する
ため、サーキュレータの消費電力
量は考慮していません。

３．実験結果
（１）局所暖房実現のための条件

について
　14 通りの実験条件のうち 8 通
りで局所暖房領域が実現しました
ので、そのうち代表的な 5 通りに

ついて第２図の（Ａ）～（Ｅ）に
示します。平面の平均温度に対し
て温度が高くなった領域を局所暖
房領域として黄色で示しています。
　局所暖房が形成される条件を整
理すると、吹出し風速が早い場合
は、吹出し方向を上、中央に設定
すると、天井、およびエアコンと
反対の壁面からエアコン近傍の床
面に沿う流れが生じ、エアコンの
反対の壁面近傍、および実験室中
央に高温領域が形成されました
（第２図（Ａ）参照）。また、吹出
し風速が中速かつ左右方向に吹出

す場合は、暖気が直接届く領域に、
二次的に循環した気流が合流し、
このとき、暖気は拡散せずに高温
領域が出現することが分かりまし
た（第 ２ 図（Ｂ）、（Ｃ）参 照）。
さらに、早い速度で下向きに吹出
すと、床に衝突して拡散するが、
窓面や、壁面に沿わせると拡散傾
向が弱まり、一次気流により局所
的な暖房領域が出現しました（第
２図（Ｅ）参照）。このように、
部屋の任意の領域に対して、局所
暖房を形成する方法が存在するこ
とが確認できました。これらをま
とめると第２表となります。
（２）局所暖房の省エネ効果に

ついて
　局所暖房領域の平均温度と全域
暖房の平均温度が等しくなる時

の、それぞれの消費電力量を第３
図に示します。消費電力量は温度
が安定した 2 時間当たりの電力
量とし、省エネ性を比較した結果、
平均温度が高くなるほど局所暖房
の方が優れていることが確認でき
ました。また、同じ温度帯でも局
所暖房領域の範囲が広いほど消費
電力は大きい結果となりました。

4．まとめ
　今後は、本実験結果をエアコン

による局所暖房形成条件の基礎資
料として取りまとめ、学会等で公
表していきたいと考えています。
　最後に、本研究は日本女子大学
との共同研究で実施しました。こ
の場をお借りして厚く御礼申し上
げます。

執筆者

第２図　局所暖房実験の結果

第２表　局所暖房実験の結果（平成２７年度、平成２８年度）

第３図　省エネ効果の比較

執 筆 者：前嶋　納里子
所 　 属：研究開発室　技術研究所　
　　　　　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：高機能エアコンおよび各種ヒートポンプの性能評価に従事

（研究に携わった人）
（株）関電アメニックス：平尾　謙治
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ハイブリッド給湯システムの最適運用に関する研究

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）

本研究では、多くの給湯エネルギーを使用しているフィットネスクラブにおいて、従来のガス給湯器に
電気式ヒートポンプ（以下、ＨＰ）を導入することで、省エネすることを目的に、実際の営業店舗の給湯
システム各部に温度計や流量計を設置して、給湯システムの最適運用方法を検討しました。これまでの
結果について紹介します。

1．はじめに
　関西圏内でフィットネスクラブ
は約４００軒あり、屋内温水プール、
大型浴槽、シャワー室を完備した施
設は、多くの給湯エネルギーを使用
しています。一方、これらの熱負荷
を詳細に実測分析した例は少なく、
店舗によっては、給湯の省エネが進
んでいない状況でした。そこで本研
究では、2014 年度より従来のガス
給湯器に加えて、省エネが期待でき
るＨＰを組み合わせたハイブリッド
方式が導入できないか実際の営業店
舗の給湯システム各部に温度計や流
量計を設置して、最適運用方法を検
討しました。

2．温湿度・流量測定の概要
（１）測定対象建物
　測定対象は関西に建つフィット
ネスクラブです。建物は南北 43
ｍ、東西 25ｍ（延床面積 3,500
ｍ2）で、地上 3 階建て、構造は
RC 造となっています。1 階にス
タッフルーム、25ｍ×6 コース
の屋内温水プール、ジャグジー、
設備室があり、2 階にスタジオ、
託児室、男女浴室、脱衣場、3 階
にトレーニングルーム、スタジオ、
屋上があります。

（２）給湯システム
　このフィットネスクラブの給湯
システムの概要を第 1 図に示し
ます。屋上に真空式温水ガス給湯

器（以下、ガス給湯器）が設置さ
れており、温水は 2 つの目的に
利用されます。1つ目は、シャワー
や風呂の補給水として利用する
「給湯循環系統」。2 つ目は、プー
ル、風呂、ジャグジーのろ過循環
水の加熱源およびプール室空調熱
源として利用する「温水循環系統」
で、各熱交換器は二次側温度を制
御できるように一次側配管に自動
開閉する三方弁を設けています。
　ＨＰは空気を熱源とするフロン
系冷媒を用いた循環加温式で気温
12℃（湿球）、ＨＰ入口水温 60℃、
ＨＰ出 口 水 温 65℃、流 量
40L/min 条件における加熱能力
14kW タイプを 1 台、1 階設備室
に設置して配管は温水循環系統の
戻り側に接続しました。計測につ
いては、給湯・温水循環系統の配

管の温度と流量、設備室、浴室、プー
ル室、屋上の温湿度、およびＨＰ
やポンプの使用電力、ガス給湯器
のガス使用量を測定しました。

３．測定結果
（１）冬季のＨＰ性能
　温水循環系統の各温度変化と
プール、風呂等の熱交換器動作状
況を第 2 図に示します。なお各
熱交換器動作は一次側に取り付け
た 温 度 計（T23.T24.T25.T26）
が温水循環系統往き T31 から
10℃以上の温度差となった場合
を動作中とみなしました。
　ＨＰは設備室内 11.9℃（湿球）
の条件で温水循環系統戻りの一部
（F1流量 40 L/min）を加熱して、
ＨＰ入口 T6 が 74℃、ＨＰ出口
T5 が 80℃となる運転になりまし

た。この時のＨＰ加熱量 Q1 は、
式（1）を用いて求めると
Q1＝Σ(T5－T6)×F1×ρ×ｃ　（1）
　ここに、ρは水の密度 [kg/ℓ]、
c は水の比熱 [MJ/℃kg] としまし
た。こ れ よ り Q1=1505MJ ／
day、電力量換算で 1 時間当たり
17kWh、COP1.98 となりました。

（２）夏季のＨＰ性能
　温水循環系統の各温度変化と
プール、風呂等の熱交換器動作状
況を第 3 図に示します。 この時の
ＨＰ性能は設備室内 25.6℃（湿球）
の条件で Q1=1668MJ ／ day、電
力量換算で 1 時間当たり 19kWh、
COP2.66 となっています。冬季よ
りもＨＰ性能が向上しておりＨＰ
本体を設置した設備室内温度の上
昇が寄与したと思われます。なお
ＨＰ出口 T5 は平均 91℃まで加熱
しており、ＨＰの出湯上限 90℃を
超えていることから、これ以上の
加熱は限界であると思われます。

（３）加熱量調整試験
　次にガス給湯器による加熱割合
を下げて、ＨＰ加熱を優先する試験
を実施しました。ケース１はガス
給湯器缶水温度 85⇒75℃、ケー
ス２は缶水温度 70℃、ケース３は
温水循環系統側のガス給湯器出口
弁開⇒微開、ケース４はケース３

＋温水循環系統側のガス給湯器バ
イパス弁閉⇒開としました。試験
の結果を第 4 図に示します。Q1
が最大となったのはケース４の
2319 MJ ／ day で、温水循環量
を絞ったことでＨＰ入口温度が低
下し、ＨＰ加熱量が増加していま
す。一方、COP 最大はケース２と
なりました。なお本ケースについ
ては給湯往き T20 は 55℃付近ま
で低下しており、湯切れ傾向となっ
ています。同一の缶水で給湯も加
熱しているため缶水温度の下げ過
ぎは注意が必要と思われます。

４．まとめ
　従来のシステムでは缶水温度を

高くして、かつ温水循環流量を過剰
に流すことで、加熱対象のプールや
風呂、ジャグジー水温を年間通じて
維持していることが分かりました。
今後は温水循環量が調整できるイン
バータ改造や、ＨＰ配管接続位置を
変更することで、ポンプ動力低減や
ＨＰ性能向上を検証して、ハイブ
リッド給湯システムの最適運用方法
を確立し、ＨＰ導入提案、省エネコ
ンサルに資する予定です。

５．おわりに
　本研究は京都大学の鉾井名誉教
授、伊庭助教と共同で研究を行っ
ています。関係各位に感謝の意を
表します。

第1図 　給湯システム概要および測定箇所
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ハイブリッド給湯システムの最適運用に関する研究

1．はじめに
　関西圏内でフィットネスクラブ
は約４００軒あり、屋内温水プール、
大型浴槽、シャワー室を完備した施
設は、多くの給湯エネルギーを使用
しています。一方、これらの熱負荷
を詳細に実測分析した例は少なく、
店舗によっては、給湯の省エネが進
んでいない状況でした。そこで本研
究では、2014 年度より従来のガス
給湯器に加えて、省エネが期待でき
るＨＰを組み合わせたハイブリッド
方式が導入できないか実際の営業店
舗の給湯システム各部に温度計や流
量計を設置して、最適運用方法を検
討しました。

2．温湿度・流量測定の概要
（１）測定対象建物
　測定対象は関西に建つフィット
ネスクラブです。建物は南北 43
ｍ、東西 25ｍ（延床面積 3,500
ｍ2）で、地上 3 階建て、構造は
RC 造となっています。1 階にス
タッフルーム、25ｍ×6 コース
の屋内温水プール、ジャグジー、
設備室があり、2 階にスタジオ、
託児室、男女浴室、脱衣場、3 階
にトレーニングルーム、スタジオ、
屋上があります。

（２）給湯システム
　このフィットネスクラブの給湯
システムの概要を第 1 図に示し
ます。屋上に真空式温水ガス給湯

器（以下、ガス給湯器）が設置さ
れており、温水は 2 つの目的に
利用されます。1つ目は、シャワー
や風呂の補給水として利用する
「給湯循環系統」。2 つ目は、プー
ル、風呂、ジャグジーのろ過循環
水の加熱源およびプール室空調熱
源として利用する「温水循環系統」
で、各熱交換器は二次側温度を制
御できるように一次側配管に自動
開閉する三方弁を設けています。
　ＨＰは空気を熱源とするフロン
系冷媒を用いた循環加温式で気温
12℃（湿球）、ＨＰ入口水温 60℃、
ＨＰ出 口 水 温 65℃、流 量
40L/min 条件における加熱能力
14kW タイプを 1 台、1 階設備室
に設置して配管は温水循環系統の
戻り側に接続しました。計測につ
いては、給湯・温水循環系統の配

管の温度と流量、設備室、浴室、プー
ル室、屋上の温湿度、およびＨＰ
やポンプの使用電力、ガス給湯器
のガス使用量を測定しました。

３．測定結果
（１）冬季のＨＰ性能
　温水循環系統の各温度変化と
プール、風呂等の熱交換器動作状
況を第 2 図に示します。なお各
熱交換器動作は一次側に取り付け
た 温 度 計（T23.T24.T25.T26）
が温水循環系統往き T31 から
10℃以上の温度差となった場合
を動作中とみなしました。
　ＨＰは設備室内 11.9℃（湿球）
の条件で温水循環系統戻りの一部
（F1流量 40 L/min）を加熱して、
ＨＰ入口 T6 が 74℃、ＨＰ出口
T5 が 80℃となる運転になりまし

た。この時のＨＰ加熱量 Q1 は、
式（1）を用いて求めると
Q1＝Σ(T5－T6)×F1×ρ×ｃ　（1）
　ここに、ρは水の密度 [kg/ℓ]、
c は水の比熱 [MJ/℃kg] としまし
た。こ れ よ り Q1=1505MJ ／
day、電力量換算で 1 時間当たり
17kWh、COP1.98 となりました。

（２）夏季のＨＰ性能
　温水循環系統の各温度変化と
プール、風呂等の熱交換器動作状
況を第 3 図に示します。 この時の
ＨＰ性能は設備室内 25.6℃（湿球）
の条件で Q1=1668MJ ／ day、電
力量換算で 1 時間当たり 19kWh、
COP2.66 となっています。冬季よ
りもＨＰ性能が向上しておりＨＰ
本体を設置した設備室内温度の上
昇が寄与したと思われます。なお
ＨＰ出口 T5 は平均 91℃まで加熱
しており、ＨＰの出湯上限 90℃を
超えていることから、これ以上の
加熱は限界であると思われます。

（３）加熱量調整試験
　次にガス給湯器による加熱割合
を下げて、ＨＰ加熱を優先する試験
を実施しました。ケース１はガス
給湯器缶水温度 85⇒75℃、ケー
ス２は缶水温度 70℃、ケース３は
温水循環系統側のガス給湯器出口
弁開⇒微開、ケース４はケース３

＋温水循環系統側のガス給湯器バ
イパス弁閉⇒開としました。試験
の結果を第 4 図に示します。Q1
が最大となったのはケース４の
2319 MJ ／ day で、温水循環量
を絞ったことでＨＰ入口温度が低
下し、ＨＰ加熱量が増加していま
す。一方、COP 最大はケース２と
なりました。なお本ケースについ
ては給湯往き T20 は 55℃付近ま
で低下しており、湯切れ傾向となっ
ています。同一の缶水で給湯も加
熱しているため缶水温度の下げ過
ぎは注意が必要と思われます。

４．まとめ
　従来のシステムでは缶水温度を

高くして、かつ温水循環流量を過剰
に流すことで、加熱対象のプールや
風呂、ジャグジー水温を年間通じて
維持していることが分かりました。
今後は温水循環量が調整できるイン
バータ改造や、ＨＰ配管接続位置を
変更することで、ポンプ動力低減や
ＨＰ性能向上を検証して、ハイブ
リッド給湯システムの最適運用方法
を確立し、ＨＰ導入提案、省エネコ
ンサルに資する予定です。

５．おわりに
　本研究は京都大学の鉾井名誉教
授、伊庭助教と共同で研究を行っ
ています。関係各位に感謝の意を
表します。

執筆者
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主な業務：電気利用機器のシステム最適化研究に従事

第４図　加熱量調整試験の結果

第３図　夏季の温水循環系統温度と熱交動作状況第２図　冬季の温水循環系統温度と熱交動作状況



研究紹介

R&D NEWS KANSAI  2017.3  No.48912

イチゴ栽培における局所空調システムの研究

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）

農業分野において、施設園芸に高度な環境制御技術を取り入れ競争力強化を図る先進的な取組みが始
まっています。本研究では、農業電化に向けてイチゴ栽培において電気空調を用いた環境制御システム
の開発・実証を行っており、その概要を紹介します。

1．研究の背景
　イチゴの中で家庭向けとして市
場に出回る品種（一季なり）は低
温性で、従来型の栽培では収穫で
きる時期が限られ、国内では 7
月から 10 月にかけては生産量は
非常に少なく市場価格も上昇しま
す。国内市場出荷量・出荷価格の
例を第 1図に示します。
　イチゴの栽培にはきめ細かい環
境管理が要求され、例えば、花芽
をつける花芽分化の条件は概ね以
下であることが知られています。
・長日条件（日長が約13時間以上）
の下で日平均気温約 15℃以下
・短日条件（日長が約13時間未満）
の下で日平均気温約 25℃以下
（品種により異なります）
　近年では、収穫期間を拡大する
取組みとして、ヒートポンプチ
ラーからの冷水や井戸水をチュー

ブに流して温度を感知するクラウ
ン（株元部）あるいは培地を冷却
することが一部で行われてます。
一方、従来より施設園芸において、
価格が不安定な化石燃料を用いた
暖房設備の代わりにヒートポンプ
を用いた電気空調設備を一部導入
することによりエネルギーコスト
の低減と CO2 発生量の削減が行
われており、近年、除湿や冷房の
利用によって農作物の高付加価値
化による収益拡大を目指す事例も
増えています。
　そこで、本研究では、ヒートポ
ンプ式電気空調により作物を効率
よく冷却するしくみ（局所空調シ
ステム）の導入により収穫期間の
更なる前倒し、および延長を行い、
市場価格の高い時期の売上げを拡
大し収益を上げることを想定しま
した。また同設備を冬季の暖房に

も利用することが可能です。その
ねらいとするビジネスモデルの概
要を第２図に示します。

2．局所空調システムの試作・改良
　2013 年より、当社試験用温室
の高設式栽培設備（ベッド長約 4
ｍ）で局所空調システムの試作・
改良を行いました。このシステム
の構造の一例を第３図に示しま
す。その特徴として、イチゴのク
ラウンを中心にその付近に冷温風
を送りその一部を戻りダクトで回
収することが挙げられます。
　このシステムの夏季を模擬した
温度条件下での各所温度分布の測
定結果を第 4図に示します。
　さて、事業規模のイチゴ栽培施
設では栽培ベッド長が約 40m と
なり、一様に温冷却を行うことが
必要です。そこで、ダクト穴の吹出・

吸込風量について Excel を用いた
簡易モデルシミュレーションを行
いました。考慮した条件は、ダク
ト内で発生する圧力損失、および
ダクト内流速により生じる動圧に
応じた静圧の低下です。この計算
結果を第５図に示します。ここで
わかるのは、吹出ダクト（ダクト

内が正圧）の場合には、圧力損失
による風量の分布と動圧によるも
のが打ち消し合うのに対し、吸込
ダクトでは風量の差が大きくなり
ます。そこで各所の穴の配置を調
整することで風量の差を抑えるこ
とができます。吹出ダクトについ
ての改善実施例を第 6 図に示しま

す。風量の差が大きい吸込ダクト
ではさらに大きく改善ができるこ
ととなります。事業規模のシステ
ムでも、これらの考慮により一様
で効率的な温冷却が期待できます。

３．今後の計画
　現在、福井県園芸研究センター
の協力を得て本システムを用いた
栽培実証試験を行っています。ま
た、2016 年 9 月よりいちご観光
農園の一部（栽培ベッド長約
33m）にて実証試験を開始し、
事業規模でのシステムの検証を
行っていく予定です。その状況を
写真１に示します。

第１図　イチゴの市場出荷量・出荷価格（平成 26年） 第２図　局所空調によるイチゴ栽培のねらい
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写真１　いちご観光農園での実証試験実施状況
（福井県大飯郡おおい町『苺園いちごめぐり』）
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　近年では、収穫期間を拡大する
取組みとして、ヒートポンプチ
ラーからの冷水や井戸水をチュー

ブに流して温度を感知するクラウ
ン（株元部）あるいは培地を冷却
することが一部で行われてます。
一方、従来より施設園芸において、
価格が不安定な化石燃料を用いた
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われており、近年、除湿や冷房の
利用によって農作物の高付加価値
化による収益拡大を目指す事例も
増えています。
　そこで、本研究では、ヒートポ
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市場価格の高い時期の売上げを拡
大し収益を上げることを想定しま
した。また同設備を冬季の暖房に

も利用することが可能です。その
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ｍ）で局所空調システムの試作・
改良を行いました。このシステム
の構造の一例を第３図に示しま
す。その特徴として、イチゴのク
ラウンを中心にその付近に冷温風
を送りその一部を戻りダクトで回
収することが挙げられます。
　このシステムの夏季を模擬した
温度条件下での各所温度分布の測
定結果を第 4図に示します。
　さて、事業規模のイチゴ栽培施
設では栽培ベッド長が約 40m と
なり、一様に温冷却を行うことが
必要です。そこで、ダクト穴の吹出・
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簡易モデルシミュレーションを行
いました。考慮した条件は、ダク
ト内で発生する圧力損失、および
ダクト内流速により生じる動圧に
応じた静圧の低下です。この計算
結果を第５図に示します。ここで
わかるのは、吹出ダクト（ダクト

内が正圧）の場合には、圧力損失
による風量の分布と動圧によるも
のが打ち消し合うのに対し、吸込
ダクトでは風量の差が大きくなり
ます。そこで各所の穴の配置を調
整することで風量の差を抑えるこ
とができます。吹出ダクトについ
ての改善実施例を第 6 図に示しま

す。風量の差が大きい吸込ダクト
ではさらに大きく改善ができるこ
ととなります。事業規模のシステ
ムでも、これらの考慮により一様
で効率的な温冷却が期待できます。

３．今後の計画
　現在、福井県園芸研究センター
の協力を得て本システムを用いた
栽培実証試験を行っています。ま
た、2016 年 9 月よりいちご観光
農園の一部（栽培ベッド長約
33m）にて実証試験を開始し、
事業規模でのシステムの検証を
行っていく予定です。その状況を
写真１に示します。
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第４図　局所空調システムの各部温度分布第３図　局所空調システムの構造
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リチウムイオン電池正極材料のレート特性評価

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

本研究はリチウムイオン電池の寿命延伸や安全性評価に関する技術力を獲得することを目的として、材料レ
ベルから充放電挙動の変化の要因解明を図るものです。今回、噴霧熱分解法で合成したリチウムイオン電池正
極材料のレート特性に関して原料溶液に添加する酸のおよぼす影響を評価しましたのでその内容をご紹介い
たします。

1．研究の背景とねらい
　二次電池は今後急速に普及する
と予測されるため、電気事業者と
しては、導入された電池に対して
利用中に進行する劣化現象を把握
し合理的な運用を行うとともに、
トラブル発生時の原因究明を行う
ことが求められます。また当社が
電池ビジネスに参入する場合には、
電池材料の特性を把握し、寿命を
精度よく予測することが重要です。
こうした背景の中、リチウムイオ
ン電池の充放電挙動の変化につい
て材料レベルからの要因解明を図
ることが寿命延伸や安全性評価に
不可欠であると考えられます。
　本研究ではリチウムイオン電池
の正極材料として Li2MnO3-LiMO2
[M = Ni,Mn,Co] ( 以下 Li リッチ
NMC) に着目しました。この材料
は実容量で 250 mAh･g-1 の高容
量を示し、世の中で広く用いられ
ている LiCoO2 （150 mAh･g-1）
の容量を大きく上回る魅力的な正
極材料です。しかし、報告されて
いる容量の多くは低レートでの充
放電試験結果であることから、
レート特性が低いという課題の解
決が求められています。今回、リ
チウム過剰系正極が実用化された
際の高精度な寿命評価を目的とし
て同志社大学とともに検討を行い
ました。レート特性には正極活物
質の表面積が関係しますが、噴霧
熱分解法の原料溶液に種々の酸を

添加することで Li リッチ NMC
の形態制御を行いました。

2．試験セル作製方法
　正極材料は当社技術研究所の噴
霧熱分解装置を用いて合成しまし
た。本装置を用いることで、球状
で凝集していない微粒子を得るこ
とが出来ます。装置を第１図に示
します。Li リッチ NMC の原料に
は各硝酸塩（Li, Ni, Mn, Co）を
用い、修飾原料には SiO2 のゾル
を用いました。過去の検討で SiO2
修飾が Li リッチ NMC正極の容量
低下抑制に有効であることを明ら
かにしております。合成の手順は、
まず所定量の各硝酸塩および少量
の SiO2 ゾルを水中で攪拌します。
ここで所定量のクエン酸あるいは
ホウ酸を添加し、完全に溶解させ、
霧化部に注いで超音波で霧化しま
す。そして空気をキャリアガスと
して電気炉を備え付けたアルミナ
管中に流通させます。その後、管
内で熱分解を行い、捕集された粉
体についてさらに熱処理を行うこ
とで、正極材料としました。

　正極材料の SiO2 修飾 Li リッチ
NMC、導電助剤、バインダー、
分散材を所定の重量比で混合した
後、アルミニウム箔上に塗布して
正極としました。所定の対極、セ
パレータ、電解液などを用いて、
第２図に示したセルを組み立てま
した。

３．充放電試験条件
　充放電の電位は Li 負極に対して
2.0～ 4.8 V とし、定電流充放電
方式で測定を行いました。充放電
レートおよび測定温度は、それぞ
れ 0.1, 0.2, 0.5, 1C レート （1/n 
C レートが n 時間で理論容量とな
る電流値 ）で 5 回ずつおよび
30℃としました。また全ての試験
で、段階的に電位を上げて充放電
を行った後、本サイクルに移行す
るプレサイクル操作を行いました。

4．合成した正極のレート特性
　酸未添加、クエン酸添加、ホウ
酸添加の Li リッチ NMC のレー
ト特性を第 3 図に示します。酸未

添加系と比べてホウ酸添加系では
放電容量が減少する傾向が見られ
ましたが、クエン酸添加系では各
レートでの放電容量が増加しまし
た。特に 1C で 180 mAh･g-1 と
高い放電容量を示しました。この
ことからクエン酸による Li リッ
チ NMC 正極のレート特性向上効
果が示唆されました。

5．正極活物質粒子の形態
　酸未添加、クエン酸添加、ホウ
酸添加の Li リッチ NMC の電子
顕微鏡観察結果を第 4 図に示しま
す。クエン酸添加系では球状を維
持していますが、ホウ酸添加系で

は球状が崩れた構造を有していま
す。これはホウ素が焼結助剤とし
て働き、二次粒子の焼結を促進し
たためであると考えられます。粒
子の比表面積は酸未添加系で
3.04 ㎡･g-1 であったのに対し、
ホウ酸添加系では1.37 ㎡･g-1 と、
観察結果と一致しました。また、
酸未添加、クエン酸添加の Li リッ
チ NMC 正極材料の断面の電子顕
微鏡観察結果を第 5 図に示しま
す。酸未添加系と比べてクエン酸
添加系では粒子の中空性が増加し
ており、薄壁構造を有しているこ
とが明らかとなりました。クエン
酸添加系の比表面積は 4.75 ㎡･

g-1 であり、正極材料の高い比表
面積がレート特性の改善に効果が
あることが示唆されました。

6．まとめと今後の課題
　噴霧熱分解法で合成した SiO2 
修飾 Li リッチ NMC の原料溶液
に加えたクエン酸が、高い比表面
積を有する中空性の高い正極活物
質を形成し、レート特性が向上す
ることが明らかとなりました。今
後も正極活物質の形態が充放電特
性に及ぼす影響を明らかにするた
め、修飾物質に Li+ 伝導性を有す
る酸化物を用いた材料合成を行う
予定です。

第1図　噴霧熱分解装置

第 2図　セル模式図と実物図
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1．研究の背景とねらい
　二次電池は今後急速に普及する
と予測されるため、電気事業者と
しては、導入された電池に対して
利用中に進行する劣化現象を把握
し合理的な運用を行うとともに、
トラブル発生時の原因究明を行う
ことが求められます。また当社が
電池ビジネスに参入する場合には、
電池材料の特性を把握し、寿命を
精度よく予測することが重要です。
こうした背景の中、リチウムイオ
ン電池の充放電挙動の変化につい
て材料レベルからの要因解明を図
ることが寿命延伸や安全性評価に
不可欠であると考えられます。
　本研究ではリチウムイオン電池
の正極材料として Li2MnO3-LiMO2
[M = Ni,Mn,Co] ( 以下 Li リッチ
NMC) に着目しました。この材料
は実容量で 250 mAh･g-1 の高容
量を示し、世の中で広く用いられ
ている LiCoO2 （150 mAh･g-1）
の容量を大きく上回る魅力的な正
極材料です。しかし、報告されて
いる容量の多くは低レートでの充
放電試験結果であることから、
レート特性が低いという課題の解
決が求められています。今回、リ
チウム過剰系正極が実用化された
際の高精度な寿命評価を目的とし
て同志社大学とともに検討を行い
ました。レート特性には正極活物
質の表面積が関係しますが、噴霧
熱分解法の原料溶液に種々の酸を

添加することで Li リッチ NMC
の形態制御を行いました。

2．試験セル作製方法
　正極材料は当社技術研究所の噴
霧熱分解装置を用いて合成しまし
た。本装置を用いることで、球状
で凝集していない微粒子を得るこ
とが出来ます。装置を第１図に示
します。Li リッチ NMC の原料に
は各硝酸塩（Li, Ni, Mn, Co）を
用い、修飾原料には SiO2 のゾル
を用いました。過去の検討で SiO2
修飾が Li リッチ NMC正極の容量
低下抑制に有効であることを明ら
かにしております。合成の手順は、
まず所定量の各硝酸塩および少量
の SiO2 ゾルを水中で攪拌します。
ここで所定量のクエン酸あるいは
ホウ酸を添加し、完全に溶解させ、
霧化部に注いで超音波で霧化しま
す。そして空気をキャリアガスと
して電気炉を備え付けたアルミナ
管中に流通させます。その後、管
内で熱分解を行い、捕集された粉
体についてさらに熱処理を行うこ
とで、正極材料としました。

　正極材料の SiO2 修飾 Li リッチ
NMC、導電助剤、バインダー、
分散材を所定の重量比で混合した
後、アルミニウム箔上に塗布して
正極としました。所定の対極、セ
パレータ、電解液などを用いて、
第２図に示したセルを組み立てま
した。

３．充放電試験条件
　充放電の電位は Li 負極に対して
2.0～ 4.8 V とし、定電流充放電
方式で測定を行いました。充放電
レートおよび測定温度は、それぞ
れ 0.1, 0.2, 0.5, 1C レート （1/n 
C レートが n 時間で理論容量とな
る電流値 ）で 5 回ずつおよび
30℃としました。また全ての試験
で、段階的に電位を上げて充放電
を行った後、本サイクルに移行す
るプレサイクル操作を行いました。

4．合成した正極のレート特性
　酸未添加、クエン酸添加、ホウ
酸添加の Li リッチ NMC のレー
ト特性を第 3 図に示します。酸未

添加系と比べてホウ酸添加系では
放電容量が減少する傾向が見られ
ましたが、クエン酸添加系では各
レートでの放電容量が増加しまし
た。特に 1C で 180 mAh･g-1 と
高い放電容量を示しました。この
ことからクエン酸による Li リッ
チ NMC 正極のレート特性向上効
果が示唆されました。

5．正極活物質粒子の形態
　酸未添加、クエン酸添加、ホウ
酸添加の Li リッチ NMC の電子
顕微鏡観察結果を第 4 図に示しま
す。クエン酸添加系では球状を維
持していますが、ホウ酸添加系で

は球状が崩れた構造を有していま
す。これはホウ素が焼結助剤とし
て働き、二次粒子の焼結を促進し
たためであると考えられます。粒
子の比表面積は酸未添加系で
3.04 ㎡･g-1 であったのに対し、
ホウ酸添加系では1.37 ㎡･g-1 と、
観察結果と一致しました。また、
酸未添加、クエン酸添加の Li リッ
チ NMC 正極材料の断面の電子顕
微鏡観察結果を第 5 図に示しま
す。酸未添加系と比べてクエン酸
添加系では粒子の中空性が増加し
ており、薄壁構造を有しているこ
とが明らかとなりました。クエン
酸添加系の比表面積は 4.75 ㎡･

g-1 であり、正極材料の高い比表
面積がレート特性の改善に効果が
あることが示唆されました。

6．まとめと今後の課題
　噴霧熱分解法で合成した SiO2 
修飾 Li リッチ NMC の原料溶液
に加えたクエン酸が、高い比表面
積を有する中空性の高い正極活物
質を形成し、レート特性が向上す
ることが明らかとなりました。今
後も正極活物質の形態が充放電特
性に及ぼす影響を明らかにするた
め、修飾物質に Li+ 伝導性を有す
る酸化物を用いた材料合成を行う
予定です。

執筆者

第3図　SiO2 2wt%修飾LiリッチNMCのレート特性（a）酸未添加　（b）クエン酸添加　（c）ホウ酸添加

第4図　SiO2 2wt%修飾LiリッチNMCの電子顕微鏡観察結果（a）酸未添加　（b）クエン酸添加　（c）ホウ酸添加

第5図　SiO2 2wt%修飾Liリッチ
NMCの電子顕微鏡観察結果

（a）酸未添加　（b）クエン酸添加　

執 筆 者：橋上　聖
所 　 属：研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
主な業務：リチウムイオン電池に関する要素研究に従事

（研究に携わった人）
技術研究所：稲垣　亨　チーフ・リサーチャー
技術研究所：氏家　諭　主任研究員
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空気熱源循環加温ヒートポンプ「CAONS140L」の開発

お客さま本部　商品開発グループ

当社は東芝キヤリア株式会社および中部電力株式会社と共同で、お客さまからのご要望が多い60℃前後の温
熱利用に特化することで、従来機※1よりも導入費用を低減し、新たな使用温度範囲に対応可能な、空気熱源循
環加温ヒートポンプ｢CAONS140L｣を開発しましたので紹介します。
※1：東芝キヤリア株式会社が2012年に発売したCAONS140（加熱能力14kW、温水取出し温度範囲50～90℃）のことで、当社、

東芝キヤリア株式会社、中部電力株式会社の共同開発品です。

1．背景および目的
　工場の製造工程ではさまざまな
加温処理でボイラや電気ヒータが用
いられていますが、ボイラは一般的
に集中設置されて蒸気を製造し、使
用場所まで搬送するため、配管から
の放熱ロスが課題となっています。
　そういった背景から、第１図に
示すような分散設置が可能で省エ
ネルギー性に優れたヒートポンプ
も、最近は用いられるようになっ
ており、従来機（温水取出し温度
範囲 50～ 90℃）の採用も徐々
に増加しています。
　一方で、素材や部品の洗浄など、
60℃前後に温水や処理液を加温
して用いる工程でヒートポンプを
検討しているお客さまからは、「導
入費用を抑えたい」「さらに低い
外気温でも使用したい」というご
要望をいただいていました。

　そこで、開発機「CAONS140L」
では、ご要望の多い 60℃前後の
温熱利用を主ターゲットとし、新
たな使用温度範囲（温水取出し温
度範囲 20～ 50℃、外気温度範
囲 -20℃～ -15℃）にも対応する
とともに、導入費用の低減を可能
にしました。

2．開発のポイント
　CAONS140L は、従来機に比
べて、効率はそのままに、導入費
用の低減、使用温度範囲の拡大を
主目的に、開発を行いました。以
下と第２図に開発のポイントを示
します。
（１）コンパクト水熱交換器の採用
　ヒートポンプ機本体の中に納ま
るコンパクトな水熱交換器の採用
により、コンパクト化と高効率の
両立を実現しました。

（２）冷凍サイクルの最適化
a. ヒートポンプ機の一体構造化
　60℃前後の温熱利用に特化す
ることで、従来機で採用されてい
た二元冷媒サイクルを単元化し、
コンパクト化、高効率運転および
50℃以下の温水取出しを可能に
しました。
　（1）と（2）により、従来二つ
に分かれていた設備を一体構造化
でき、部品点数を大幅に削減した
ことで、ヒートポンプ機本体価格
の低減、コンパクト化ならびに軽
量化を実現しました。
b. 圧縮機の冷却機構の搭載
　冷凍機で採用されていた圧縮機
の冷却機構を温水ヒートポンプ用
に改良して採用したことで、従来
機では運転が困難であった -20℃
の低い外気温度時でも 64℃の温
水取出しを可能にしました。

３．CAONS140L の特徴
　写真１に外観を、第１表に主な
仕様と従来機との比較を示しま
す。主な特徴は以下のとおりです。
（１）導入費用
　従来機で熱源ユニットと供給ユ
ニットに分離されていたヒートポ
ンプ機を、一体構造化することで、
従来機に比べ本体価格を 25% 低
減しました。また、一体構造化に
より、冷媒配管工事等が不要に
なったことで、工事費を含めた導
入費用を低減でき、設置もしやす
くなりました。
（２）使用温度範囲  
　ご要望の多い 60℃前後はもち
ろん、低温域の温熱利用にも対応
したことで、産業プロセス用のほ
か業務用、農事用での加温、およ
び融雪用にも適用を拡大しまし
た。また、外気温度についても、
従来機よりさらに低温域に対応
し、屋内、屋外設置の場合ともに
使用が可能となりました。第３図
に使用温度範囲を示します。
（３）効率
　高い効率（COP3.4）により、ガ
スボイラによる温水製造に比べ約

6割※4もの大幅な省エネルギー、省
ランニングコストが期待できます。

4．商品化
　開発機｢CAONS14 0 L ｣は
2016 年 12月より東芝キヤリア株
式会社から販売しています。従来
機とともに、お客さまの省エネル
ギーの一助となると考えています。

第２図　開発のポイント第１図　循環加温ヒートポンプの導入イメージ



商品名 CAONS140L CAONS140(従来機) 

形 名 HWC-H1401HL HWC-H1401S 

外 観  

 

加熱能力 14.0 kW 14.0 kW 

COP※2 3.4 3.5 

温水取出し温度範囲 (20)30～64℃※3 50 ～ 90℃ 

外気温度範囲 -20 ～ 43℃ -15 ～ 43℃ 

外形寸法  熱源ﾕﾆｯﾄ 供給ﾕﾆｯﾄ 

 

高さ 1,550 mm 1,340mm 700mm 

幅 1,010 mm 900mm 900mm 

奥行 370 mm 320mm 320mm 

製品質量 120 kg 180 kg 
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1．背景および目的
　工場の製造工程ではさまざまな
加温処理でボイラや電気ヒータが用
いられていますが、ボイラは一般的
に集中設置されて蒸気を製造し、使
用場所まで搬送するため、配管から
の放熱ロスが課題となっています。
　そういった背景から、第１図に
示すような分散設置が可能で省エ
ネルギー性に優れたヒートポンプ
も、最近は用いられるようになっ
ており、従来機（温水取出し温度
範囲 50～ 90℃）の採用も徐々
に増加しています。
　一方で、素材や部品の洗浄など、
60℃前後に温水や処理液を加温
して用いる工程でヒートポンプを
検討しているお客さまからは、「導
入費用を抑えたい」「さらに低い
外気温でも使用したい」というご
要望をいただいていました。

　そこで、開発機「CAONS140L」
では、ご要望の多い 60℃前後の
温熱利用を主ターゲットとし、新
たな使用温度範囲（温水取出し温
度範囲 20～ 50℃、外気温度範
囲 -20℃～ -15℃）にも対応する
とともに、導入費用の低減を可能
にしました。

2．開発のポイント
　CAONS140L は、従来機に比
べて、効率はそのままに、導入費
用の低減、使用温度範囲の拡大を
主目的に、開発を行いました。以
下と第２図に開発のポイントを示
します。
（１）コンパクト水熱交換器の採用
　ヒートポンプ機本体の中に納ま
るコンパクトな水熱交換器の採用
により、コンパクト化と高効率の
両立を実現しました。

（２）冷凍サイクルの最適化
a. ヒートポンプ機の一体構造化
　60℃前後の温熱利用に特化す
ることで、従来機で採用されてい
た二元冷媒サイクルを単元化し、
コンパクト化、高効率運転および
50℃以下の温水取出しを可能に
しました。
　（1）と（2）により、従来二つ
に分かれていた設備を一体構造化
でき、部品点数を大幅に削減した
ことで、ヒートポンプ機本体価格
の低減、コンパクト化ならびに軽
量化を実現しました。
b. 圧縮機の冷却機構の搭載
　冷凍機で採用されていた圧縮機
の冷却機構を温水ヒートポンプ用
に改良して採用したことで、従来
機では運転が困難であった -20℃
の低い外気温度時でも 64℃の温
水取出しを可能にしました。

３．CAONS140L の特徴
　写真１に外観を、第１表に主な
仕様と従来機との比較を示しま
す。主な特徴は以下のとおりです。
（１）導入費用
　従来機で熱源ユニットと供給ユ
ニットに分離されていたヒートポ
ンプ機を、一体構造化することで、
従来機に比べ本体価格を 25% 低
減しました。また、一体構造化に
より、冷媒配管工事等が不要に
なったことで、工事費を含めた導
入費用を低減でき、設置もしやす
くなりました。
（２）使用温度範囲  
　ご要望の多い 60℃前後はもち
ろん、低温域の温熱利用にも対応
したことで、産業プロセス用のほ
か業務用、農事用での加温、およ
び融雪用にも適用を拡大しまし
た。また、外気温度についても、
従来機よりさらに低温域に対応
し、屋内、屋外設置の場合ともに
使用が可能となりました。第３図
に使用温度範囲を示します。
（３）効率
　高い効率（COP3.4）により、ガ
スボイラによる温水製造に比べ約

6割※4もの大幅な省エネルギー、省
ランニングコストが期待できます。

4．商品化
　開発機｢CAONS14 0 L ｣は
2016 年 12月より東芝キヤリア株
式会社から販売しています。従来
機とともに、お客さまの省エネル
ギーの一助となると考えています。

執筆者

第１表　CAONS140Lの主な仕様と従来機との比較

第３図　使用温度範囲

写真１　CAONS140Lの外観

執 筆 者：長沼　瞳
所 　 属：お客さま本部　商品開発グループ
主な業務：産業用・業務用機器開発に従事

（研究に携わった人）
お客さま本部商品開発グループ：徳永　康治

※2：温水入口温度59℃、温水出口温度64℃、周囲温度25℃（相対湿度は70%）の条件における値です。
※3：標準仕様は、温水取出し温度30～64℃に対応し、オプションの融雪仕様にて外気温度5℃以下の

条件で温水取出し温度20℃（下限）に対応します。

※4：一定の条件のもと試算をした結果です。
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～著作権その１～
当社の知的財産権について（第４回）

研究開発室　知的財産グループ

１. はじめに
　今回のテーマは著作権ですが、複雑で幅広い権利
なので、今回と次回の２回に分けて解説します。

２. 著作権の概要
　著作権は、何の手続も必要なく、論文や音楽など
が創作された時点で、それらを創作した人に自動的
に与えられます。そのため、所定の要件を満たせば、
皆さんが日々の業務で作成しているレポートやプレ
ゼン資料などでも著作権が発生します。その反面、
皆さんの身の回りにある多くの物（本、新聞、ＣＤ、
写真、パソコンソフト等）が著作権で守られていま
すので、知らないうちに他人の著作権を侵害してし
まうことも考えられます。
　また、特許の場合は、権利が及ぶのは特許が登録
されている国だけですが、著作権の効力は世界中（ベ
ルヌ条約加盟国：１６０カ国以上）に及びます。外
国で出版された書籍を日本に持ち込んだ場合でも、
特に手続をしなくても日本の著作権法で保護される
ことになっています。

３. 著作物とは
　著作権を知るには、まず「著作物」について理解
していただく必要があります。著作権は、著作物の
創作者（＝著作者）に与えられますので、作った資
料類が著作権で守られる対象かどうかは、それが著
作物と言えるかどうかにかかっているからです。
　「著作物」は、著作権法第２条で次のように定義
されています。

●思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
をいう。

　ここでのポイントは、「創作的に表現したもの」
の部分です。人まねではなく考えや気持ちを独自に
外部表現したものが創作的な表現であり、著作物と
して認められる要件です。

　同法第１０条に例示されている著作物のうち、代
表的なものを掲げます。

　a. 小説、脚本、論文、講演　
　b. 音楽　
　c. 舞踏又は無言劇　
　d. 絵画、版画、彫刻　
　e. 建築
　f. 地図、図面、模型その他の図形　
　g. 映画
　h. 写真　
　 i . プログラム

　これらに加えて、第１２条で「編集物」（例えば
百科事典など）を、第１２条の２で「データベース」
を、著作物として保護すると定めています。
　一方、第１０条２項では「事実の伝達にすぎない
雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。」と
されています。例えば「富士山の高さは３,７７６ｍ
である。」のような文章は、事実を書いたに過ぎま
せんので著作物ではありません。
　しかし、同じ文章でも文字のデザインや配置や色
などを工夫してポスターのように仕上げた物は、上
記ｄの絵画として著作物にあたると考えられます。
　このミニ解説の場合、個々の文章はあまり創作
的な表現とは言えないかもしれませんが、説明の
順番や図と組み合わせた説明などの全体の構成が
創作であり、上記ａの論文として著作物に該当し
ます。

4. 著作権を構成する権利
　ここまで何気なく「著作権」という言葉を使って
きましたが、著作権法に定められた個々の権利の束
の総称が「著作権」と呼ばれています。　
　著作権の概念は、１５世紀に活版印刷機が発明さ
れた頃に生まれたと言われています。英語で著作権
を“COPYRIGHT”と言うように、書物の複製を規
制するものでした。

　その後、時代が進み人間の活動が高度化してきた
結果、著作者に与えられる権利は複製権だけでは不
十分になってきたため、新たなものが追加されてき
ました。

　現在の著作権法は、第１図に示すように多くの権
利を含むものになっています。
　今年の１月に童謡「森のくまさん」の替え歌が
話題になりましたが、新聞の報道の仕方に「著作
権侵害」、「著作者人格権の侵害」、「同一性保持権
の侵害」とバラつきが見られました。この違いは、
第 1 図に示す広義の著作権、個別の権利の束、個
別の権利、のどれを指しているのかによって生じ
たものです。

5. 著作者人格権は要注意
　前章で触れた「著作者人格権」という言葉はあま
り聴き慣れないのではないでしょうか。この著作者
人格権は次の３つの権利から成ります。
①公表権
未公表の著作物を公表するかどうか、どんな方法
で公表するかを決める権利。

②氏名表示権
著作物を公表する時に、氏名を表示するかどうか、
表示する場合は実名かペンネームか等を決める権
利。

③同一性保持権
著作物の内容や題号（タイトル）が、意に反して
変更されない権利。

　この著作者人格権は、他人に移転することができ
ないという特徴があります。その理由は、著作者の
名誉・人格を守るために設けられた権利だからです
（なお、第 1 図の狭義の著作権は、他人に移転する
ことが可能です。）。
　この特徴に起因して、委託研究の成果物（研究報
告書や図面類やプログラム等）を当社が支障なく活
用するためには、研究契約書における著作権関連条
項の書き方に工夫が必要です。
　当社の委託研究契約書ひな型においては、「研究
成果物とその著作権は関電に帰属する」と定めてい
ます。
　ところが、契約書に「著作者の権利はすべて関電
に帰属する」と書いたとしても、著作者人格権を移
転することはできません。そのため、当社の委託研
究契約書ひな型では「委託先（＝著作者）は著作者
人格権の主張を行わないものとする」という記載を
追加しています。
　この記載を怠った場合、当社が研究費を投じて得
た研究成果であるにもかかわらず、著作者に都度了
解を得なければ、研究報告書の内容等を「公表する
ことができない」、「加工することができない」等の
不都合が生じます。研究に限らず、他社に業務委託
を行う場合は、契約書における著作権・著作者人格
権に関する定めには十分注意してください。

　今回の解説はここまでです。次回は業務で作った
資料の著作権、他人の著作物を利用する方法などに
ついて解説します。

（社内の方へ）
研究開発や業務改善等で発明をした場合には、知
的財産Gへご相談ください。また、業務別コンテ
ンツ集「知財ポータル」も合わせてご覧ください。
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１. はじめに
　今回のテーマは著作権ですが、複雑で幅広い権利
なので、今回と次回の２回に分けて解説します。

２. 著作権の概要
　著作権は、何の手続も必要なく、論文や音楽など
が創作された時点で、それらを創作した人に自動的
に与えられます。そのため、所定の要件を満たせば、
皆さんが日々の業務で作成しているレポートやプレ
ゼン資料などでも著作権が発生します。その反面、
皆さんの身の回りにある多くの物（本、新聞、ＣＤ、
写真、パソコンソフト等）が著作権で守られていま
すので、知らないうちに他人の著作権を侵害してし
まうことも考えられます。
　また、特許の場合は、権利が及ぶのは特許が登録
されている国だけですが、著作権の効力は世界中（ベ
ルヌ条約加盟国：１６０カ国以上）に及びます。外
国で出版された書籍を日本に持ち込んだ場合でも、
特に手続をしなくても日本の著作権法で保護される
ことになっています。

３. 著作物とは
　著作権を知るには、まず「著作物」について理解
していただく必要があります。著作権は、著作物の
創作者（＝著作者）に与えられますので、作った資
料類が著作権で守られる対象かどうかは、それが著
作物と言えるかどうかにかかっているからです。
　「著作物」は、著作権法第２条で次のように定義
されています。

●思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
をいう。

　ここでのポイントは、「創作的に表現したもの」
の部分です。人まねではなく考えや気持ちを独自に
外部表現したものが創作的な表現であり、著作物と
して認められる要件です。

　同法第１０条に例示されている著作物のうち、代
表的なものを掲げます。

　a. 小説、脚本、論文、講演　
　b. 音楽　
　c. 舞踏又は無言劇　
　d. 絵画、版画、彫刻　
　e. 建築
　f. 地図、図面、模型その他の図形　
　g. 映画
　h. 写真　
　 i . プログラム

　これらに加えて、第１２条で「編集物」（例えば
百科事典など）を、第１２条の２で「データベース」
を、著作物として保護すると定めています。
　一方、第１０条２項では「事実の伝達にすぎない
雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。」と
されています。例えば「富士山の高さは３,７７６ｍ
である。」のような文章は、事実を書いたに過ぎま
せんので著作物ではありません。
　しかし、同じ文章でも文字のデザインや配置や色
などを工夫してポスターのように仕上げた物は、上
記ｄの絵画として著作物にあたると考えられます。
　このミニ解説の場合、個々の文章はあまり創作
的な表現とは言えないかもしれませんが、説明の
順番や図と組み合わせた説明などの全体の構成が
創作であり、上記ａの論文として著作物に該当し
ます。

4. 著作権を構成する権利
　ここまで何気なく「著作権」という言葉を使って
きましたが、著作権法に定められた個々の権利の束
の総称が「著作権」と呼ばれています。　
　著作権の概念は、１５世紀に活版印刷機が発明さ
れた頃に生まれたと言われています。英語で著作権
を“COPYRIGHT”と言うように、書物の複製を規
制するものでした。

　その後、時代が進み人間の活動が高度化してきた
結果、著作者に与えられる権利は複製権だけでは不
十分になってきたため、新たなものが追加されてき
ました。

　現在の著作権法は、第１図に示すように多くの権
利を含むものになっています。
　今年の１月に童謡「森のくまさん」の替え歌が
話題になりましたが、新聞の報道の仕方に「著作
権侵害」、「著作者人格権の侵害」、「同一性保持権
の侵害」とバラつきが見られました。この違いは、
第 1 図に示す広義の著作権、個別の権利の束、個
別の権利、のどれを指しているのかによって生じ
たものです。

5. 著作者人格権は要注意
　前章で触れた「著作者人格権」という言葉はあま
り聴き慣れないのではないでしょうか。この著作者
人格権は次の３つの権利から成ります。
①公表権
未公表の著作物を公表するかどうか、どんな方法
で公表するかを決める権利。

②氏名表示権
著作物を公表する時に、氏名を表示するかどうか、
表示する場合は実名かペンネームか等を決める権
利。

③同一性保持権
著作物の内容や題号（タイトル）が、意に反して
変更されない権利。

　この著作者人格権は、他人に移転することができ
ないという特徴があります。その理由は、著作者の
名誉・人格を守るために設けられた権利だからです
（なお、第 1 図の狭義の著作権は、他人に移転する
ことが可能です。）。
　この特徴に起因して、委託研究の成果物（研究報
告書や図面類やプログラム等）を当社が支障なく活
用するためには、研究契約書における著作権関連条
項の書き方に工夫が必要です。
　当社の委託研究契約書ひな型においては、「研究
成果物とその著作権は関電に帰属する」と定めてい
ます。
　ところが、契約書に「著作者の権利はすべて関電
に帰属する」と書いたとしても、著作者人格権を移
転することはできません。そのため、当社の委託研
究契約書ひな型では「委託先（＝著作者）は著作者
人格権の主張を行わないものとする」という記載を
追加しています。
　この記載を怠った場合、当社が研究費を投じて得
た研究成果であるにもかかわらず、著作者に都度了
解を得なければ、研究報告書の内容等を「公表する
ことができない」、「加工することができない」等の
不都合が生じます。研究に限らず、他社に業務委託
を行う場合は、契約書における著作権・著作者人格
権に関する定めには十分注意してください。

　今回の解説はここまでです。次回は業務で作った
資料の著作権、他人の著作物を利用する方法などに
ついて解説します。

（社内の方へ）
研究開発や業務改善等で発明をした場合には、知
的財産Gへご相談ください。また、業務別コンテ
ンツ集「知財ポータル」も合わせてご覧ください。

第１図　著作権を構成する権利
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（水素社会実現に向けた新たな目標設定や取組の具体化）
水素エネルギー社会に向けた技術開発動向について

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

１. 水素社会実現に向けた対応の方向性
　省エネルギーやエネルギーセキュリティーの向上、
さらには CO2 排出量抑制による環境負荷低減に向け
て取り組まれている水素社会の実現に向けた対応は、
資源エネルギー庁によって水素・燃料電池戦略ロー
ドマップとして取りまとめられています。このロー
ドマップは、水素に関する最新の取り組み状況を踏
まえて、2016 年 3 月に改訂されました。（第 1図）

　この改訂の主なポイントは以下の3点です。
（１）目標設定の明確化

　家庭用燃料電池（エネファーム）については将
来的な価格目標を明確にするとともに 2020 年頃
に自立的普及を、FCV と水素ステーションについ
ては普及台数や整備箇所数の目標を明示するとと
もに 2020 年代後半までに水素ステーション事業
の自立化を目指すこととなりました。

（２）水素発電に関する記載の具体化
　エネルギーセキュリティーの向上や CO2 排出
量抑制への貢献が期待されている水素発電につい
ては、2030 年頃に発電事業用の本格導入を目指
し、水素供給コスト30円 /Nm3（発電コスト17
円 /kWh程度）を目指すことが明示されました。

（３）トータルCO2フリー水素に関する記載の充実
　現在主流である化石燃料由来の水素製造方法で
は製造時に CO2 が発生します。2040 年頃には
トータルで CO2 フリーな水素供給システムの確
立を目指すことが示されました。

２.FCVと水素ステーションの普及シナリオ
　FCV の販売は 2014 年 12 月から開始され、好調な

受注を受けて年々増産されています。水素ステーショ
ンの整備数は2017年 1月現在92箇所、うち80箇所
が開所済となっています。
　燃料電池の実用化と普及に向けた活動を進めている
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）は、2016 年 3 月
に長期的視点に基づいた 2050 年温室効果ガス排出量
80% 削減に貢献するための FCV と水素ステーション
普及に向けたシナリオを策定しました。（第2図）

　このシナリオでは 2030 年、2040 年、2050 年にお
ける具体的な普及数の明示とともに 2020 年代後半に
水素ステーションの自立的運営の確立を目指すとされ
ています。この具体的普及数とステーションの自立的
運営確立時期を前回2010年に FCCJが作成したシナリ
オにおける数値と比較しますと、2025 年断面で 200
万台 &1000 箇所となっていたことからシナリオ上の普
及スピードは後退したと言えそうです。

３. 水素にまつわる先駆的な取組
　神戸市では、水素発電による電力供給のモデルケー
スとして、ホテルや国際会議場などが立ち並ぶポート
アイランド地区への水素発電による電力と熱の供給事
業を進めており、2018 年中に運転開始予定となってい
ます。また福島県では、トータル CO2 フリー水素供給
システムの先駆けとして、再生可能エネルギーから水
素を製造・貯蔵し、高需要地へ輸送して活用する水素
社会モデルの構築が進められています。

執筆者名：林　潤一

第1図　水素社会実現に向けた対応の方向性（2016改訂）

第２図　FCVと水素ステーションの普及にむけたシナリオ
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～劣化した車載電池の交換による効果とリユースに向けた取り組み～
業務用電気自動車の性能評価

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

１. はじめに
　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
る電池の劣化に関するデータや電気自動車の安全運
行に役立つ知見・ノウハウを収集しています。今回、
走行試験の結果から車載電池の劣化が著しい車両を
選び、電池交換による走行性能回復の効果について
評価しました。

２. 電気自動車車載電池の交換方法
　アイミーブの車載電池は電池セルを 88 個直列に
接続し、電池パックとしてパッケージ化した状態で
車体の下部に設置されています。( 写真 1)
　これまでの走行試験の結果から、神戸営業所のア
イミーブの劣化が著しいこと（電池容量が▲36%減、
冬季の航続可能距離が 40km 未満）が分かっていま
すので、この車両の車載電池を新品と交換しました。

３. 車載電池交換後の走行試験結果
　車載電池を交換した車両を用いて、電池使い切り
試験を行った結果を第 1 図に示します。
　劣化した車載電池を交換したことにより、充電電力量
は17.5kWhと納車時とほぼ同等のレベルまで回復し、航
続可能距離は納車時よりも約 14% 増加するといった結果
が得られました。このことから、アイミーブに搭載されて
いる電池は改良されて内部抵抗が少なくなり、電池内部で
の電力ロスが少なくなっているものと推定されます。

４．劣化した車載電池の残存寿命の評価について
　劣化した電気自動車の車載電池は、電気自動車用
としては使えなくなったものの、安価な定置用の電
池としてリユースできる可能性があります。
　このため、取り外した電池パックを分解して、電
池の最小単位である電池セルを取り出し、特に劣化
が大きいと思われる電池セルの残存寿命を評価する
ために、定置型の電力貯蔵システムの典型的な充放
電パターンを用いた充放電試験を開始しています。

５. 今後の取り組み等
　現在行っている劣化電池セルの充放電試験を来
年度以降も継続し、その結果を分散型電源が電力
系統へ大量導入された際のリユース電池を用いた
電力安定化用電力貯蔵システムの検討に役立てる
予定です。

執筆者名：森　秀夫

写真1　車載電池交換作業の様子

第 1図　電池交換前後の走行距離、充電電力量

写真 2　劣化した電池セルの充放電試験の様子

電池交換後
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日本電気協会　第61回澁澤賞を受賞

１. 日本電気協会　澁澤賞の受賞
　日本電気協会では、電気保安体制の功績者である
故澁澤博士の栄誉を記念して、昭和３１年から、広
く電気保安に優れた業績を上げた者を対象として、
発明・工夫，設計・施工，電気技術規格の制定，学
術研究，人材育成等の分野で表彰しています。
　平成２８年１１月２９日、日本電気協会澁澤元治博
士文化功労賞受賞記念事業委員会において、第６１回
澁澤賞贈呈式が都内で開催されました。
　当社からは「石炭燃焼火力発電ボイラの溶射技術
の開発」「２本継コンクリート電柱の実用化」「耐食
電線の開発」の３件のグループが表彰を受けました。

２. 石炭燃焼火力発電ボイラの溶射技術の開発グループ
　株式会社高温腐食・防食テクノサーチ等と共同で
既存技術の性能を大幅に上回る新たな高温耐食・耐
摩耗溶射材料を開発しました。
　この材料は、石炭焚き火力発電所ボイラの伝熱管
における慢性的な腐食および摩耗損傷を防ぐための
防護皮膜として使用されます。従来技術であれば、
２年程度毎でのメンテナンスが求められていました
が、今回開発したものでは６年半経過後も異常は認
められず、従来の３倍以上の期間のフリーメンテナ
ンスを実現しており、既に当社舞鶴発電所のボイラ
において、この技術が導入されています。
　東日本大震災以降、原子力発電所の長期停止が続
いており、電気の安定供給ならびに需給バランスを
調整する上で、石炭焚き火力発電所の重要性が高
まっており、今回の開発は、供給力確保、設備信頼
性の向上、及び経済性向上等に大きく寄与するもの
です。また、本技術は、平成２８年５月２６日に、（公）
腐食防食学会の技術賞を受賞しています。（Ｒ＆Ｄ
vol.487 に掲載）

３.２本継コンクリート電柱の実用化グループ
　株式会社日本ネットワークサポートと共同で、従
来の半分の長さのコンクリート電柱２本を鋼部材製
の継手を介してボルトで接続し、１本の電柱にする
２本継コンクリート電柱を実用化しました。
　これまで、配電設備の電柱には１本の長さ十数ｍ
のコンクリート電柱（以下、長尺柱）を主流として
使用していましたが、その長さから、通信線をはじ
めとした障害物を回避して建抜柱するにはさらに高
度なスキルが必要であり、周囲や作業者の安全を確
保しつつ円滑に工事することは大きな課題でした。
さらに、長尺柱の運搬に必要な誘導車などの安全管
理費も増加傾向にありました。
　これらの課題を解決するため、一部地域に限定し
て使用していた２本継コンクリート電柱について、
仕様の明確化および安全や作業性を考慮した新たな
工法の確立ならびに製造効率化などのコストダウン
に取り組みました。また、各種検証試験により、長
尺柱と同等以上の十分な強度を有していることを確

認しました。
　以上の取り組みにより、長尺柱に代わり２本継コ
ンクリート電柱を全面的に採用するに至り、電柱運
搬や建抜柱時作業における安全や作業性の向上なら
びに配電設備の長期信頼性の向上に大きく寄与する
ものです。

4. 耐食電線の開発グループ
　住友電気工業株式会社と共同で、架空送電線路に
適用される標準的な送電線より耐腐食性能に優れた
耐食電線を開発しました。
　近年、海岸地域に架線された送電線の一部におい
て、海塩粒子による著しい内部腐食が問題となって
おり、設備信頼性の向上・延命化を図るために、送
電線の耐食性能の向上が必要とされていました。標
準的な送電線は、主に導体の役割を担うアルミ素線

と、機械的な強度を担う鋼心（アルミが被覆された
鋼線）が撚り合わされたものです。（第１図）

　海塩粒子による送電線の内部腐食は、鋼心のアル
ミ被覆部が消失して鋼地が露出すると、鋼地と周囲
のアルミ素線との異種金属接触腐食が生じることで
急速に進展します。そこで、アルミ被覆部の消失を
抑制するため、アルミ被覆部の材料として、従来の
アルミ材の代わりに、マンガンを効果的な割合で添
加したアルミ合金材を採用した耐食電線を開発しま
した。これにより、アルミ被覆部の消失を標準的な
送電線より約 6 割程度に抑制できる等、優れた耐食
性能を得ることができました。
　今回開発した耐食電線は、標準的な送電線と比較
して機械的・電気的性能、製造性、コストの面にほ
とんど差がない一方、耐食性能が向上することから、
将来にわたって海岸地域の送電設備の信頼性向上に
大きく貢献します。また、電線の延命化による改修
周期の延長により、改修工事の物量低減、工事コス
ト低減に大きく寄与します。

写真：関西電力 京

石炭燃焼火力発電ボイラの溶射技術の開発
　京  将司（関西電力）、中森  正治（㈱高温腐食防食テクノサーチ）、石橋  修（大阪富士工業㈱）、
　黒川 一哉（苫小牧工業高等専門学校）
２本継コンクリート電柱の実用化
　小林  奨、西内  安仁（関西電力）、吉田  晴亮（㈱日本ネットワークサポート）
耐食電線の開発
　下田  一彦、土居  聡、生駒  慎吾（関西電力）、伊藤  英人、渡部  雅人（住友電気工業㈱）
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く電気保安に優れた業績を上げた者を対象として、
発明・工夫，設計・施工，電気技術規格の制定，学
術研究，人材育成等の分野で表彰しています。
　平成２８年１１月２９日、日本電気協会澁澤元治博
士文化功労賞受賞記念事業委員会において、第６１回
澁澤賞贈呈式が都内で開催されました。
　当社からは「石炭燃焼火力発電ボイラの溶射技術
の開発」「２本継コンクリート電柱の実用化」「耐食
電線の開発」の３件のグループが表彰を受けました。

２. 石炭燃焼火力発電ボイラの溶射技術の開発グループ
　株式会社高温腐食・防食テクノサーチ等と共同で
既存技術の性能を大幅に上回る新たな高温耐食・耐
摩耗溶射材料を開発しました。
　この材料は、石炭焚き火力発電所ボイラの伝熱管
における慢性的な腐食および摩耗損傷を防ぐための
防護皮膜として使用されます。従来技術であれば、
２年程度毎でのメンテナンスが求められていました
が、今回開発したものでは６年半経過後も異常は認
められず、従来の３倍以上の期間のフリーメンテナ
ンスを実現しており、既に当社舞鶴発電所のボイラ
において、この技術が導入されています。
　東日本大震災以降、原子力発電所の長期停止が続
いており、電気の安定供給ならびに需給バランスを
調整する上で、石炭焚き火力発電所の重要性が高
まっており、今回の開発は、供給力確保、設備信頼
性の向上、及び経済性向上等に大きく寄与するもの
です。また、本技術は、平成２８年５月２６日に、（公）
腐食防食学会の技術賞を受賞しています。（Ｒ＆Ｄ
vol.487 に掲載）

３.２本継コンクリート電柱の実用化グループ
　株式会社日本ネットワークサポートと共同で、従
来の半分の長さのコンクリート電柱２本を鋼部材製
の継手を介してボルトで接続し、１本の電柱にする
２本継コンクリート電柱を実用化しました。
　これまで、配電設備の電柱には１本の長さ十数ｍ
のコンクリート電柱（以下、長尺柱）を主流として
使用していましたが、その長さから、通信線をはじ
めとした障害物を回避して建抜柱するにはさらに高
度なスキルが必要であり、周囲や作業者の安全を確
保しつつ円滑に工事することは大きな課題でした。
さらに、長尺柱の運搬に必要な誘導車などの安全管
理費も増加傾向にありました。
　これらの課題を解決するため、一部地域に限定し
て使用していた２本継コンクリート電柱について、
仕様の明確化および安全や作業性を考慮した新たな
工法の確立ならびに製造効率化などのコストダウン
に取り組みました。また、各種検証試験により、長
尺柱と同等以上の十分な強度を有していることを確

認しました。
　以上の取り組みにより、長尺柱に代わり２本継コ
ンクリート電柱を全面的に採用するに至り、電柱運
搬や建抜柱時作業における安全や作業性の向上なら
びに配電設備の長期信頼性の向上に大きく寄与する
ものです。

4. 耐食電線の開発グループ
　住友電気工業株式会社と共同で、架空送電線路に
適用される標準的な送電線より耐腐食性能に優れた
耐食電線を開発しました。
　近年、海岸地域に架線された送電線の一部におい
て、海塩粒子による著しい内部腐食が問題となって
おり、設備信頼性の向上・延命化を図るために、送
電線の耐食性能の向上が必要とされていました。標
準的な送電線は、主に導体の役割を担うアルミ素線

と、機械的な強度を担う鋼心（アルミが被覆された
鋼線）が撚り合わされたものです。（第１図）

　海塩粒子による送電線の内部腐食は、鋼心のアル
ミ被覆部が消失して鋼地が露出すると、鋼地と周囲
のアルミ素線との異種金属接触腐食が生じることで
急速に進展します。そこで、アルミ被覆部の消失を
抑制するため、アルミ被覆部の材料として、従来の
アルミ材の代わりに、マンガンを効果的な割合で添
加したアルミ合金材を採用した耐食電線を開発しま
した。これにより、アルミ被覆部の消失を標準的な
送電線より約 6 割程度に抑制できる等、優れた耐食
性能を得ることができました。
　今回開発した耐食電線は、標準的な送電線と比較
して機械的・電気的性能、製造性、コストの面にほ
とんど差がない一方、耐食性能が向上することから、
将来にわたって海岸地域の送電設備の信頼性向上に
大きく貢献します。また、電線の延命化による改修
周期の延長により、改修工事の物量低減、工事コス
ト低減に大きく寄与します。

第１図　送電線の構成

写真：左から　関西電力 小林、
日本ネットワークサポート　吉田氏、関西電力 西内

写真：左より関西電力 土井副社長、生駒
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