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C O N T E N T S
　昨年秋の新聞報道によると、世界の研究論文を掲
載する主要学術誌における日本の論文数の占める割
合が減少しているという。筆者は既に研究の現場か
ら離れているので本質的なところが見えているかど
うかはわからないが、かねて心配していたことが起
こっているのではないかと憂慮している。一つは、国
立大学の法人化以降、大学が自主的に使用できる運
営費交付金が年々減らされていることである。減少
分は競争的資金として、競争力のある大学に再配分
されているので、大学によれば交付金は増えている
ところもあるが、これは目的や課題が決められた研
究費であり、研究者が自主的発想により行う研究に
対する予算は殆どないといっても過言ではないよう
である。
　もう一つは国の科学技術関係予算の配分政策であ
る。国の総合科学技術・イノベーション会議は、研究
の重点領域として、エネルギー、次世代インフラ、地
域資源、健康・医療等の分野を指定し、科学研究予算
を重点配分している。これらの研究が大切であり、我
国の研究が他国をリードし、イノベーションを継続し
ていくことが重要であることは勿論である。しかしな
がら国全体の研究予算の伸びがあまりないことか
ら、結果として数多い他分野の基礎研究や研究者の
自主的発想による研究に対する財政的支援が減少し
ている。今注力されている研究分野もいずれ成熟す
る。我国の科学技術が持続的に発展していくために
は、その時次の研究の芽が育っていることが重要で
ある。一見無駄に見える研究から新しい発見や重要
な研究課題が見出されることは、従来からよく知ら
れているところである。次世代を担う新しい発想の研
究者や研究が育つシステムが重要であり、それらに
対する財政的支援を忘れてはならない。
　またさらには、従来の研究分野や科学技術におい
てもまだまだ継続、深化に努めなければならないも
のも多い。筆者の専門とする材料疲労の分野におい

ては、19世紀中頃、産業革命に伴い蒸気機関車が発
明され、車軸に負荷される繰返し荷重による疲労を
原因とする脱線事故から、疲労強度の研究が発達し
た。また、戦後初の民間ジェット旅客機「コメット号」
の墜落事故から低サイクル疲労や疲労き裂の問題が
研究されてきたように、大きな破壊事故を契機とし
て、その防止から研究や技術が発達してきた。しかし
ながら研究が進み破壊の防止が図られると、壊れな
いのが当たりまえとして、その予防や新しい研究投資
は軽視されがちである。最近では財政的な理由で、企
業の研究所や現場から経験をつみ、事情のわかった
研究者や技術者が減少しているとも聞く。疲労現象
は本来複雑である上に、近年の機械・構造物の大型
化、複雑化や使用条件の苛酷化、新材料の使用等を考
えるとき新しい問題が生起することが懸念される。ひ
とたび破壊が起り、大きな事故を生じたときの重大
さを考えるとき、日頃からの地道な努力の積み重ね
や技術の継承が重要である。
　いうまでもなく研究には財政的支援が必要であり、
国、民間を通じて、先端科学技術研究と同時に多様な
発想の基礎研究あるいは従来技術の発展、深化へのバ
ランスのとれた財政的支援を望むものである。

1968 年 ３月　大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了
1968 年 ９月　大阪大学工学部機械工学科助教授
1983 年 ４月　大阪大学工学部機械工学科教授
1997 年 ８月　大阪大学工学部長、大学院工学研究科長
2000 年 ４月　大阪大学副学長
2004 年 ４月　大阪大学名誉教授
2004 年 ４月　福井工業大学機械工学科教授
2007 年 ４月　福井工業大学学長
2013 年 ４月　福井工業大学名誉教授
材料の疲労強度の研究に従事、工学博士
日本機械学会名誉員、フェロー、日本材料学会名誉会員

大阪大学名誉教授、福井工業大学名誉教授

城野　政弘

科学技術研究に対する
財政的支援のバランスを
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1. 研究のねらい
　PV大量導入時においても、電力
流通設備の事故（故障）による停電
を迅速に復旧させるためには、真
の電力需要を、リアルタイム（オン
ライン）で正確に把握する必要が
あります。電力会社では、変電所等
で送電線、配電線に流れる電力潮
流、つまり、真の電力需要からPV発
電出力を差し引いた量を計測して
おり、PV発電出力を把握すれば真
の電力需要を計算できます。そこ
で、我々は、「高精度なオンライン
PV発電出力推定手法」の開発を目
的として、変電所などで測定した
電力潮流（有効電力）と日射計など
で測定した日射強度から、PV発電
出力を推定する手法を開発しまし
た。なお、本提案手法は、日射強度
とPV発電出力が十分に類似して
いるという性質を利用した推定手
法となっております。
 ところで、PVは、一般の需要家ま
で普及することを考慮しますと、電
力系統に分散して連系される（分
布する）と考えられます。その場
合、日射計などで測定できる日射
強度は、PVパネルが受光する日射
強度と、十分には類似しない可能
性があり、その結果、提案手法の推
定精度を悪化させる可能性があり
ます。よって、提案手法の実用化の
ためには、実際のPVの位置的な分
布状況により近い状況を想定し

て、その推定精度を検証する必要
性が高いと考えられます。そこで、
本稿では、PVの分布状況と提案手
法の推定精度の関係を分析した結
果についてご説明致します。

2. 開発手法の概要
　一般的な電力系統のモデル図を
第1図に示します。ここで、P(t)は変
電所で測定される電力潮流の有効
電力（以下、“電力潮流”）、PPV(t)は
電力系統に連系されているすべて
のPVの発電出力合計値の有効電
力（以下、“PV発電出力”）、PL(t)は
電力系統内の電力需要合計値の有
効電力（以下、“電力需要”）、SR(t)
は電力系統周辺の日射強度です。
電力潮流P(t)は変電所に設置され
た計測器で、日射強度SR(t)は電力

系統の近くに設置された日射計で
測定できるものとします。開発手
法は、PL(t)が未知の場合に、P(t)と
SR(t)のみを利用して、PPV(t)を推定
する手法です。
　まずは、第1図から、
P(t)=PL(t)-PPV(t) ......................(1)
が成り立つことがわかります。次
に、下記の3つの仮定を行います。
(a) PV発電出力PPV(t)は、日射強度

SR(t)に概ね比例し、
PPV(t) =w.SR(t+τS)+ε(t) .....(2)
が成り立つという仮定。（wは
日射強度をPV発電出力に変
換する変換係数、τSはSR(t)の
変動が日射計設置点からPVま
で伝搬する時間、ε(t) はその他
の要因により発生する時間的
外乱。）

(b) 短い時間スケールにおいて、PL(t)
とε(t)の変動が、それぞれSR(t)
の変動と相関がないという仮
定。

(c) (1)式と(2)式において、時間的
な定常性が成立するという仮
定。

 このような仮定の下では、先行文
献でご説明したように、伝搬時間τS

は、Coνt [SR(t),P(t+τ)]が最小値を
とるτから推定でき、変換係数wは、

w^=-
       Coνt [SR(t),P(t)]

         Coνt [SR(t),SR(t+τS)] 
......(3)

を用いて推定することができます。
そして、最後に、PPV(t)の推定値P^PV(t)
は、(2)式の近似式である、
P^PV(t)=~w^ .SR(t+τS)....................(4)
から推定することができます。

3. PV分布と推定精度の関係分析
　今回の検証でも、先行文献の検
証で利用した電力系統で実測され
たデータを利用しました。そして、
PVの位置的な分布状況と提案手
法の推定精度の関係を明らかにす
るため、第2図～第4図に示すよう
な3つのPV分布パターンについ
て、検証を行いました。なお、今回
選択したPVパネル（図中の赤い部
分 ）の 定 格 容 量 の 合 計 値 は
4.5MWです。
　2013年12月15日11時～12時
の実測データから推定したτSとw^

を用いて、その翌日の8時～16時
におけるPV発電出力を推定し、そ
のRMSE（二乗平均平方根誤差）を
計算した結果を第1表に示します。
第1表から、どのPV分布パターン
においても、RMSEはPVの定格容
量4.5MWの5%程度であり、提案
手法の推定精度が十分高いことを
確認できました。このことから、提

案手法の推定精度は、PV分布に大
きくは影響されないということが
わかりました。

4. おわりに
　今回の検証結果から、提案手法
の推定精度はPV分布に大きくは影
響されないということがわかりま
した。今後は、提案手法の実用化を
目指して、その推定精度と、測定
データのサンプリング周期、PV導
入率などとの関係を明らかにする
予定です。
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地球温暖化問題の顕在化、エネルギーセキュリティ、化石燃料の枯渇などの観点から、太陽光発電（以下、
“PV”）をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進が求められております。ゆえに、今後、PVが、分散型電
源として、電力系統に数多く連系されてくることが予想されており、電力系統、配電系統に様々な悪影響を与え
ることが憂慮されております。このような背景から、PV大量導入時には、PV発電出力をより高精度に推定する
ことが求められているため、「変電所などで測定した電力潮流と日射強度から、PV発電出力を推定する手法」

（以下、“提案手法”）を開発し、R&D News Kansai 平成29年1月号（以下、“先行文献”）でご紹介しました。本
稿では、PVの位置的な分布状況と提案手法の推定精度の関係を分析しましたので、ご紹介致します。
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水を霧吹きで吹きかけても、超撥水効果
により球状を保っています。
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1. がいしの概要
　発電所で発電された電気は、送
電線を通して運んでいます。がい
しは、磁器でできた絶縁物であり、
送電線を流れる電流が鉄塔や地面
に流れ込まないように絶縁してい
る重要な設備です。がいし単体を
第１図に示します。送電線では、必
要個数を繋げて第２図のように使
用しています。

2. 汚損がいしのコロナ放電（音）の
発生メカニズム

　コロナ放電とは、がいし表面の
電界強度が局部的に大きくなった

とき、部分的に空気絶縁を破壊し、
放電する現象です。放電した際に
生じる音をコロナ音と言います。
 汚損によるコロナ放電は、ちり、
埃、塩分などの付着により汚損さ
れたがいし表面が、霧・小雨等の水
分となじみやすい状態（以下、親水
化）になるなどの環境条件と、送電
線の電圧などの設備条件が重畳し
て発生します。発生メカニズムを
第３図に示します。

3. コロナ音抑制の必要性
　コロナ放電は、電力設備におい
ては一般的な現象であり異常があ
るというものではありませんが、静
かな環境の地域において注目を集
めることがあるため抑制する必要
があります。

4. 超撥水剤を用いた対策
　本研究では、がいし表面の親水
化を防止することで汚損によるコ
ロナ放電音を低減させる取り組み

を行いました。親水化防止対策は、
がいし表面を超撥水状態にするこ
ととし、フッ素系超撥水剤を塗布
しました。
　超撥水とは、水滴が物体表面に
対して150°を越える接触角で接
する現象のことを指します。接触
角のイメージを第４図に示し、がい
し下面に超撥水剤を塗布した時の
超撥水状態を第５図に示します。

　なお、超撥水剤の選定に際して
は、超撥水剤を塗布してもがいしの
絶縁性能上問題が無いことを確認
するため、JIS規格に基づいた各試
験等（商用周波注水耐電圧試験およ
び雷インパルス耐電圧試験他）を実
施し、がいし本来の電気的要求性能
を満足することを確認しています。

5. 自然環境を模擬したコロナ
　 抑制効果確認試験
　超撥水剤塗布がいしの初期コロ
ナ低減効果を室内実験場にて評価
し まし た 。そ の 結 果 、6 6 k V ～
500kVまでのがいし連に対し、超
撥水剤塗布がいしを課電側に適正
個数を挿入することで、軽汚損地
区から直接海水のしぶきがかかる
ような重汚損地区まで、いずれの
汚損環境でもコロナ低減効果が得
られることを確認できました。
　代表例として500kV重汚損地
区用のがいし連で実施した試験内
容とその結果を次に示します。
（1）供試試料
　供試試料は、直径320mmのが
いしを用い、43個を一連として繋
げました。超撥水剤の塗布は、放電
が発生しやすいがいしの下面のみ
としました。
（2）試験方法
　汚損方法は、供試試料を洗浄し
乾燥した後、スプレー方式にて人
工汚損させました。汚損度合いは、
可溶性物質として塩分付着密度を
1.0mg/cm2、不溶性物質としてと
の粉付着密度を0.1mg/cm2とし
ました。
　試験は、最高運転電圧の対地電
圧（304kV）を印加した状態で霧雨
を模擬した注水（0.1mm/分）を10
分行い、注水を止めコロナ放電音の

測定を実施する過程を1サイクル
とし、3サイクル繰り返しました。
　コロナ低減効果の評価は、供試
試料を均一に湿潤させるために水
平方向に配置した状態で行い、騒
音計にてコロナ音の計測、目視お
よび開放写真撮影にて汚損による
可視コロナ放電の発生有無により
実施しました。
（３）試験結果
　汚損による可視コロナ放電は、無
対策がいし連で観測されたのに対
し、超撥水剤塗布がいしを一部に
挿入した対策がいし連では確認さ
れませんでした。汚損によるコロナ
放電発生状況を第６図に示します。
　汚損によるコロナ音は、無対策が
いし連ではバックレベル（試験開始
前の状態）に対し30dB増加したの
に比べて、対策がいし連では2dB
程度の増加に抑えられました。コロ

ナ音測定結果を第７図に示します。

6. まとめ
　2016年から一部の実線路へ適
用し長期性能の検証を行っており、
現時点においてコロナ音は発生し
ていない事を確認しています。今後
も検証を継続しながら、適宜必要
な箇所に採用していく予定です。
　なお本研究は、中国電力株式会
社、東京電力パワーグリッド株式
会社、日本ガイシ株式会社と共同
で実施しました。
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汚損がいしのコロナ音低減対策に関する研究

送電用鉄塔などに取り付けられているがいしは、汚損湿潤時に局部放電を発生させることがあります。その局
部放電により発せられる音（コロナ音）は、静かな環境の地域において注目を集めることがあります。既存の対
策は、がいし表面を清掃することですが、メンテナンスにコストと労力を要します。これを改善するための新た
な対策方法について研究した内容を紹介します。
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1. がいしの概要
　発電所で発電された電気は、送
電線を通して運んでいます。がい
しは、磁器でできた絶縁物であり、
送電線を流れる電流が鉄塔や地面
に流れ込まないように絶縁してい
る重要な設備です。がいし単体を
第１図に示します。送電線では、必
要個数を繋げて第２図のように使
用しています。

2. 汚損がいしのコロナ放電（音）の
発生メカニズム

　コロナ放電とは、がいし表面の
電界強度が局部的に大きくなった

とき、部分的に空気絶縁を破壊し、
放電する現象です。放電した際に
生じる音をコロナ音と言います。
 汚損によるコロナ放電は、ちり、
埃、塩分などの付着により汚損さ
れたがいし表面が、霧・小雨等の水
分となじみやすい状態（以下、親水
化）になるなどの環境条件と、送電
線の電圧などの設備条件が重畳し
て発生します。発生メカニズムを
第３図に示します。

3. コロナ音抑制の必要性
　コロナ放電は、電力設備におい
ては一般的な現象であり異常があ
るというものではありませんが、静
かな環境の地域において注目を集
めることがあるため抑制する必要
があります。

4. 超撥水剤を用いた対策
　本研究では、がいし表面の親水
化を防止することで汚損によるコ
ロナ放電音を低減させる取り組み

を行いました。親水化防止対策は、
がいし表面を超撥水状態にするこ
ととし、フッ素系超撥水剤を塗布
しました。
　超撥水とは、水滴が物体表面に
対して150°を越える接触角で接
する現象のことを指します。接触
角のイメージを第４図に示し、がい
し下面に超撥水剤を塗布した時の
超撥水状態を第５図に示します。

　なお、超撥水剤の選定に際して
は、超撥水剤を塗布してもがいしの
絶縁性能上問題が無いことを確認
するため、JIS規格に基づいた各試
験等（商用周波注水耐電圧試験およ
び雷インパルス耐電圧試験他）を実
施し、がいし本来の電気的要求性能
を満足することを確認しています。

5. 自然環境を模擬したコロナ
　 抑制効果確認試験
　超撥水剤塗布がいしの初期コロ
ナ低減効果を室内実験場にて評価
し まし た 。そ の 結 果 、6 6 k V ～
500kVまでのがいし連に対し、超
撥水剤塗布がいしを課電側に適正
個数を挿入することで、軽汚損地
区から直接海水のしぶきがかかる
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汚損環境でもコロナ低減効果が得
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　代表例として500kV重汚損地
区用のがいし連で実施した試験内
容とその結果を次に示します。
（1）供試試料
　供試試料は、直径320mmのが
いしを用い、43個を一連として繋
げました。超撥水剤の塗布は、放電
が発生しやすいがいしの下面のみ
としました。
（2）試験方法
　汚損方法は、供試試料を洗浄し
乾燥した後、スプレー方式にて人
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分行い、注水を止めコロナ放電音の

測定を実施する過程を1サイクル
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　コロナ低減効果の評価は、供試
試料を均一に湿潤させるために水
平方向に配置した状態で行い、騒
音計にてコロナ音の計測、目視お
よび開放写真撮影にて汚損による
可視コロナ放電の発生有無により
実施しました。
（３）試験結果
　汚損による可視コロナ放電は、無
対策がいし連で観測されたのに対
し、超撥水剤塗布がいしを一部に
挿入した対策がいし連では確認さ
れませんでした。汚損によるコロナ
放電発生状況を第６図に示します。
　汚損によるコロナ音は、無対策が
いし連ではバックレベル（試験開始
前の状態）に対し30dB増加したの
に比べて、対策がいし連では2dB
程度の増加に抑えられました。コロ

ナ音測定結果を第７図に示します。

6. まとめ
　2016年から一部の実線路へ適
用し長期性能の検証を行っており、
現時点においてコロナ音は発生し
ていない事を確認しています。今後
も検証を継続しながら、適宜必要
な箇所に採用していく予定です。
　なお本研究は、中国電力株式会
社、東京電力パワーグリッド株式
会社、日本ガイシ株式会社と共同
で実施しました。
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汚損がいしのコロナ音低減対策に関する研究

送電用鉄塔などに取り付けられているがいしは、汚損湿潤時に局部放電を発生させることがあります。その局
部放電により発せられる音（コロナ音）は、静かな環境の地域において注目を集めることがあります。既存の対
策は、がいし表面を清掃することですが、メンテナンスにコストと労力を要します。これを改善するための新た
な対策方法について研究した内容を紹介します。
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1. 研究設備の紹介
　２０１３年４月～２０１６年３月
の３ヵ年で福井県若狭地域の当社
おおい・高浜PV（それぞれ５００
kW）と連系する２つの配電線を用
いて研究を行いました。配電系統
には、三相電流・電圧・有効／無効
電力を計測可能な開閉器（以下、セ
ンサSW）、段階的な電圧調整が可
能なSVR、パワエレ技術を導入し、
高速調整が可能なTVR、高速かつ
無段階調整が可能なSVCなどを設
置しました。
　さまざまな系統条件で検証を行
うために、２つの配電線を系統切
替することにより、PVが配電系統
に連系する位置を始端、中間、末端
と変更を可能な構成し、PVの急峻
な出力変動の影響を把握するため
に１秒計測データを取得しました。

（第１図）
　さらに、設備や計測データを用
いた潮流計算により、各電柱の電
圧推定を行うツールを用いて、PV
容量や位置を変更した検討を可能
としました。

2. 研究のねらい
　研究のねらいは、今後のPV大量
普及時も適正電圧が維持する手法
を導くことです。適正電圧の維持
を行うためには、まず各電柱の電
圧を正しく把握する必要がありま
す。各電柱全てに電圧計を設置す
るわけにはいかないので、一定の
計測情報を元に高精度な電圧推定

手法を確立する必要があります。
（３項）
　次に、PVの出力変動に適切に対
応する電圧制御手法を確立する必
要があります。（４項）
　これら、電圧推定手法と電圧制
御手法を確立できれば、適正電圧
の維持が可能となります。

3. 電圧推定手法の評価　
　系統に設置する数台のセンサ
SW情報を元に、潮流計算を用いて
各電柱の電圧を推定する手法があ
ります。今回、実系統で運転を重
ね、センサで取得した有効／無効
電力を各地点へ配分する手法の改
善を行い、実測データを用いて精
度評価を行いました。
　計測情報は、実系統に設置した
センサSWの有効／電力情報とPV
２箇所の発電計測情報を用い、設
備情報や電圧制御機器整定値は、
管理しているデータを用いました。
　比較検証の結果、過酷条件（晴れ

時々曇り・系統末端）においても、
誤差３０Ｖ程度（高圧電圧）となり、
SVRの制御状況も実測データと概
ね一致でき、良好であることを確
認できました。（第２図①）
　また、センサSWの設置台数の検
証の結果、まずは配電系統の始端
に設置し、配電線全体の有効/無効
電力を把握することで、精度が飛
躍的に向上することを確認しまし
た。（第２図②）
　これら結果より、センサSWを面
的に導入し、PV発電量が把握でき
れば、高い精度で電圧推定ができ
るということが言えます。
 なお、この精度を担保するには、
PV発電量の把握も重要となります
が、当社では、衛星画像やスマート
メータを用いた発電推定手法の開
発を進めています。

4. 電圧制御手法の評価
　既存からあるSVRを用いた手
法、パワエレ技術を活用したTVR

やSVCを用いた手法、PVのPCS力
率一定制御手法があります。今回、
実系統で運転を重ね、新たな整定
手法や機器間の協調制御など手法
の改善を行い、それぞれの効果に
ついて、実測データを用いて評価
しました。評価は、PVによる電圧変
動は配電線の長さ（こう長）が長く
なるほど影響が大きいため、中こう
長、長こう長の系統で行いました。
　比較検証の結果、過酷条件にお
いても、中こう長であれば、既存
SVRで十分電圧制御が可能となり
ました。（第３図）長こう長であれ
ば、既存SVRでは対応が難しくな
り、パワエレ機器もしくはPCSの力
率一定制御で対応可能なことを確
認しました。（第４図）
　これらの結果より、SVRやPCS
力率一定制御による電圧制御を機
軸とし、パワエレ機器のスポット活
用を行うなど適材適所で機器を活
用することで、適正な電圧制御を
行っていきたいと考えています。

5. おわりに
　今後、配電系統へ監視機器・制御
機器の導入や配電自動化システム
の監視制御手法の高度化を進め、
PV大量導入後も適正電圧の維持

を図るなど、電力品質の維持に貢
献していきたいと考えています。
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実配電系統を用いたPV対策技術の評価

地球温暖化、エネルギーセキュリティ、化石燃料の枯渇などの観点から太陽光発電（以下、PV）をはじめとする再生可能エネ
ルギーの導入が進められています。今後も配電系統にPVが数多く連系されることが予想され、配電系統の適正電圧逸脱な
どが憂慮されます。当社はPV対応技術として、これまでに新たな監視機器や制御機器、電圧制御手法などを開発してきまし
た。本稿では、実際の配電系統に連系した当社PVを用いて、PV対策技術の評価を行いましたので、ご紹介致します。
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①実測と推定手法の比較例（センサ４台） ②センサＳＷ導入による誤差改善
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①実測と推定手法の比較例（センサ４台） ②センサＳＷ導入による誤差改善
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第５図　大容量Y-SVR

第４図　作業性検証
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1. 研究の背景とねらい
　分散型電源の大量普及による
配電系統の電圧変動等に対応す
るため、今後、SVRの需要が増え
ると考えられます。これにより、変
電所近傍へ施設する可能性が増
加しますが、定格電流が262Aで
あり配電線の通過電流に制約が
発生するため施設できる箇所が
限られる状況です。
　そのため、これらの課題に対応
する新たな機器の開発を進めてき
ました。さらに、現行SVRと同様、
単柱での装柱が可能とするよう検
討を進めました。

2. 取り組み内容
（１）零相電圧V0の解消
　  （結線方式の変更）
　現行SVRは、第１図のようなV結
線方式を採用しており、二相昇圧
することで線間電圧を調整してい
ます。このため、現行SVRの電圧調

整により基準点の位置が移動する
ことで残留零相電圧V0が発生し
ます。現在、V0による変電所継電
器の不要動作やセンサ内蔵開閉器
の誤判定の事例も発生しているこ
とから、第２図のようなV0を発生
させないY結線方式を採用するこ
ととしました。

（２）大容量化の検討
　　（負荷実績を踏まえた適正容量の算出）
　 現 行 S V R は 、定 格 容 量
3000kVA（定格電流262A、過負
荷許容電流300A）であり、常時
335A、非常時400Aの当社配電線
において、施設箇所の制約が生じ
ます。そこで、容量による設置場所
の制約が発生しないように常時
335A、非常時400Aで運用可能な
定格容量を検討しました。
　過負荷運転指針である油入変圧
器運転指針に基づき必要容量を算
出した結 果 、3 8 3 0 k V A ～

4500kVAの容量が必要となりま
すが、これは常時負荷率100％
（335A）の状態で毎日一定時間
400A過負荷運転を行う想定で算
出した値であり、当社配電線の実
態を考慮すると過剰な容量となり
ます。そこで負荷実績および事故
実績から負荷電流を想定し、必要
容量を見直しました。常時電流は、
第３図のように配電線の負荷実績
から求めた配電線モデルを作成
し、常時負荷率を算出しました。ま
た、１配電線が期待寿命30年間に
行う非常時運転期間は実際の配電
線事故率と復旧時間から算出しま
す。当社配電線の年間平均事故率
は10.8％であり、事故復旧時間を
最大5日と想定すると、30年間で
非常時400A運転を行う期間は、
16.2日となります。
　これら想定条件から負荷パター
ンを作成し、寿命および巻線・油温
上昇限度の観点から必要容量を求

めると平均気温下で3159kVAの
容量であることが分かりました。
　しかし、関西地区で観測された
過去最高気温は40.6℃であり、
3159kVAでは400A過負荷運転
を行えない可能性がありました。そ
こで、周温40.6℃下で巻線・油温が
許容温度以下となるSVR容量を求
めた結果、非常時400A運転するた
めに必要な最低容量は3409kVA
であることが分かりました。これら
検討結果からY-SVRの容量として
3500kVA（定格電流306A、常時
許容電流335A、過負荷許容電流
400A）を選定しました。

3. 作業性検証
　開発品の作業性検証を行いました。
現行SVRと同様の作業手順で装柱で

きることを確認しました（第４図）。

4. 成果とその活用
　今回の研究開発により、当社配
電線（常時335A、非常時400A）に
おけるSVR容量の最適値を確認
し、残留零相電圧を発生させない
大容量Y-SVR（第５図）の開発を行
いました。
　また、平成29年２月より実現場
への本格導入を開始しました。　
　
5. 今後の取組み
　現行SVRは運用容量に制約がか
かっているため、通常配電線と同
等の電流を通過させられません。
今回の研究で得た知見をふまえ
て、現行SVRの適用範囲の再検討
を行います。また、今回開発した
Y-SVRの効率的な運用方法等、運
用面での更なるコスト低減を目指
します。

執筆者

遠隔制御形高圧三相自動電圧調整器（Y結線）の開発

第１図　V結線SVR

第３図　配電線負荷モデル

執 筆 者：深野　陽平
所 　 属：電力流通事業本部　ネットワーク技術開発グループ
主な業務：配電設備の機材開発業務に従事

（研究に携わった人）
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：古田　将空
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：藤原　誠二
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：林　和憲
電力流通事業本部ネットワーク技術高度化グループ：藤本　憲太郎

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

遠隔制御形高圧三相自動電圧調整器（Y結線）の開発

現行の高圧三相自動電圧調整器（以下、SVR）は、V結線方式を採用しており、残留零相電圧V0が発生するため、変電
所継電器の不要動作やセンサ内蔵開閉器の誤判定を誘発するおそれがあること、定格容量による設置箇所の制約があ
ること等の課題があります。接続相の変更や系統切替による対応では解決困難な場合も多いため、これら課題を根本
的に解決すべく大容量Y-SVRを開発しましたので紹介します。

4研究紹介

第２図　Y結線SVR



第1表　○○○○○○○○○○○○○

第５図　大容量Y-SVR

第４図　作業性検証

R&D NEWS KANSAI  2017.6  No.4908 R&D NEWS KANSAI  2017.6  No.490 9

1. 研究の背景とねらい
　分散型電源の大量普及による
配電系統の電圧変動等に対応す
るため、今後、SVRの需要が増え
ると考えられます。これにより、変
電所近傍へ施設する可能性が増
加しますが、定格電流が262Aで
あり配電線の通過電流に制約が
発生するため施設できる箇所が
限られる状況です。
　そのため、これらの課題に対応
する新たな機器の開発を進めてき
ました。さらに、現行SVRと同様、
単柱での装柱が可能とするよう検
討を進めました。

2. 取り組み内容
（１）零相電圧V0の解消
　  （結線方式の変更）
　現行SVRは、第１図のようなV結
線方式を採用しており、二相昇圧
することで線間電圧を調整してい
ます。このため、現行SVRの電圧調

整により基準点の位置が移動する
ことで残留零相電圧V0が発生し
ます。現在、V0による変電所継電
器の不要動作やセンサ内蔵開閉器
の誤判定の事例も発生しているこ
とから、第２図のようなV0を発生
させないY結線方式を採用するこ
ととしました。

（２）大容量化の検討
　　（負荷実績を踏まえた適正容量の算出）
　 現 行 S V R は 、定 格 容 量
3000kVA（定格電流262A、過負
荷許容電流300A）であり、常時
335A、非常時400Aの当社配電線
において、施設箇所の制約が生じ
ます。そこで、容量による設置場所
の制約が発生しないように常時
335A、非常時400Aで運用可能な
定格容量を検討しました。
　過負荷運転指針である油入変圧
器運転指針に基づき必要容量を算
出した結 果 、3 8 3 0 k V A ～

4500kVAの容量が必要となりま
すが、これは常時負荷率100％
（335A）の状態で毎日一定時間
400A過負荷運転を行う想定で算
出した値であり、当社配電線の実
態を考慮すると過剰な容量となり
ます。そこで負荷実績および事故
実績から負荷電流を想定し、必要
容量を見直しました。常時電流は、
第３図のように配電線の負荷実績
から求めた配電線モデルを作成
し、常時負荷率を算出しました。ま
た、１配電線が期待寿命30年間に
行う非常時運転期間は実際の配電
線事故率と復旧時間から算出しま
す。当社配電線の年間平均事故率
は10.8％であり、事故復旧時間を
最大5日と想定すると、30年間で
非常時400A運転を行う期間は、
16.2日となります。
　これら想定条件から負荷パター
ンを作成し、寿命および巻線・油温
上昇限度の観点から必要容量を求

めると平均気温下で3159kVAの
容量であることが分かりました。
　しかし、関西地区で観測された
過去最高気温は40.6℃であり、
3159kVAでは400A過負荷運転
を行えない可能性がありました。そ
こで、周温40.6℃下で巻線・油温が
許容温度以下となるSVR容量を求
めた結果、非常時400A運転するた
めに必要な最低容量は3409kVA
であることが分かりました。これら
検討結果からY-SVRの容量として
3500kVA（定格電流306A、常時
許容電流335A、過負荷許容電流
400A）を選定しました。

3. 作業性検証
　開発品の作業性検証を行いました。
現行SVRと同様の作業手順で装柱で

きることを確認しました（第４図）。

4. 成果とその活用
　今回の研究開発により、当社配
電線（常時335A、非常時400A）に
おけるSVR容量の最適値を確認
し、残留零相電圧を発生させない
大容量Y-SVR（第５図）の開発を行
いました。
　また、平成29年２月より実現場
への本格導入を開始しました。　
　
5. 今後の取組み
　現行SVRは運用容量に制約がか
かっているため、通常配電線と同
等の電流を通過させられません。
今回の研究で得た知見をふまえ
て、現行SVRの適用範囲の再検討
を行います。また、今回開発した
Y-SVRの効率的な運用方法等、運
用面での更なるコスト低減を目指
します。

執筆者

遠隔制御形高圧三相自動電圧調整器（Y結線）の開発

第１図　V結線SVR

第３図　配電線負荷モデル

執 筆 者：深野　陽平
所 　 属：電力流通事業本部　ネットワーク技術開発グループ
主な業務：配電設備の機材開発業務に従事

（研究に携わった人）
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：古田　将空
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：藤原　誠二
電力流通事業本部ネットワーク技術開発グループ：林　和憲
電力流通事業本部ネットワーク技術高度化グループ：藤本　憲太郎

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

遠隔制御形高圧三相自動電圧調整器（Y結線）の開発

現行の高圧三相自動電圧調整器（以下、SVR）は、V結線方式を採用しており、残留零相電圧V0が発生するため、変電
所継電器の不要動作やセンサ内蔵開閉器の誤判定を誘発するおそれがあること、定格容量による設置箇所の制約があ
ること等の課題があります。接続相の変更や系統切替による対応では解決困難な場合も多いため、これら課題を根本
的に解決すべく大容量Y-SVRを開発しましたので紹介します。

4研究紹介

第２図　Y結線SVR
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1. 発生状況と現場対応の概要
　当社管内のある配電線におい
て、平成28年のゴールデンウィー
ク期間の朝方を始め、断続的に数
回、高調波障害が発生しました。第
1図は再発時のパワコン出力電流
のグラフです。基本波60Hzに高調
波成分が顕著に重畳しています。
当社の現場所管箇所とパワコン
メーカーとが協議の上、パワコンの
フィードバック制御回路の設定値
を変更して正常化した後は障害の
発生は無くなりました。

（注） メーカーの技術者しか調整できず、ユー
ザーは触ることができない部分の設定
値変更。

2. 研究の概要
　一方、電力中央研究所システム
技術研究所（以下、電中研システム
研と略称）においてパワコン連系
時の高調波発振現象についての検
討がなされており、パワコン制御
回路の設定によっては、系統側の
インピーダンスとの兼ね合いで高
調波帯域での発振が表面化する場
合がありえることが示されていま
した。そこで、当社管内で発生した
今回の高調波障害事例が、電中研
システム研の提示したメカニズム
によって再現可能であるかどうか
を、第2図に示す系統を用いて、計
算機シミュレーションで確認して
みることとしました。
　なお、この解析においては、電
力中央研究所が開発した電力系

統瞬時値解析プログラムＸＴＡＰ
（eXpandable Transient Analysis 
Program）と、電中研システム研が
作成した太陽光パワコンモデルを
用いています。

3. 再現結果
　計算機シミュレーションを行っ
た結果、当社管内での障害発生状況
と一致する結果を得ることができ
ましたので、その代表例を幾つか抜
粋して第３図にまとめてみました。

（１）パワコン制御回路の
　　フィードバックゲインの影響
　第３図の左端に示したのは、パ
ワコンの内部設定値である「パワ

コン制御回路のフィードバックゲ
イン」を増大させていった時のパワ
コン出力電流（連系点）の変化で
す。「パワコン制御回路のフィード
バックゲイン」とは、60Hzの電流
出力を瞬時値レベルで制御する回
路設定値の一つで、メーカーが独
自に設定します。パワコンは自分
が出力する60Hz正弦波の電流が、

「出力するべき指令値（たとえば
10Aの指令値）」どおりに出力でき
ているかどうかを「電流センサーか
らの観測値（たとえば9.9Aの観測
値）」と常時比較し指令値と観測値
のズレがゼロになるよう、高精度に
出力調整フィードバックをかけて
います。観測値が大きい場合には

出力を絞り、小さめの観測値の場
合には、出力を増やして、60Hz正
弦波へ合わせ込もうとコントロー
ルします。この絞ったり増やしたり
する調整ゲインのことを指してい
ます。微小なズレを過敏に合わせ
こもうとゲインを高くしてしまう
と、行き過ぎと戻し過ぎの繰り返し
が微小な時間間隔で生じ、高調波
の発生に至ってしまう状況がよく
判ります。

（２）配電線負荷の影響
　第３図の中段に水平に並べて示
したのは、配電線負荷を変化させ
た時のパワコン連系点電流波形の
様子です。今回行ったシミュレー
ション事例においては、負荷を重く
すると高調波発振は消滅します。
逆に、系統の負荷が重い時に消滅
していた高調波発振が、負荷が軽
くなると出現してくるという見方

も出来ます。

（３）力率改善用コンデンサの影響
　力率改善用コンデンサの容量を
増減させた時の変化も、第３図の
中ほどの列に縦に並べて掲載して
います。コンデンサ容量が小さい
間は、高調波発振は起きませんで
したが、増やしていくと出現しまし
た。しかしさらに増やしていくと消
滅しました。

4. 成果と今後の取組み
　パワコンのフィードバックゲイ
ンが高過ぎる設定の場合、軽負荷

時や、力率改善用コンデンサ入切
の変化で、高調波異常が表面化し
てしまうことが、シミュレーション
による再現状況から明らかになり
ました。
　今後は、各種の障害対策の改善
が施されたパワコンや、その他の
高機能化までも施された新たな仕
様のパワコンなど、多種多様のパ
ワコンが系統に連系されてくると
考えられます。それらの相互影響
などについて検討し、電力系統の
品質維持を図っていきます。

執筆者

太陽光インバータが発生源となった高調波障害についての検討事例

執 筆 者：朝倉　孝宜
所 　 属：研究開発室　技術研究所
 流通技術研究室（ネットワーク･系統）
主な業務：配電関係の研究に従事

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（ネットワーク･系統）
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（ネットワーク･系統）

太陽光インバータが発生源となった高調波障害についての検討事例

太陽光インバータ型発電システムの系統連系が増加していますが、パワーコンディショナ（以下、パワコンと略称）と
呼ばれるインバータの制御回路の設定値が連系する系統の状況に整合しない場合には、高調波障害の発生に至ること
もありえます。実現場で発生／復帰を断続的に繰り返した障害事例について計算機シミュレーションによる検討を行
ったので、その結果を紹介します。

5研究紹介

第2図　シミュレーション対象系統

第1図　現地で観測された異常波形
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（１）パワコン制御回路の
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　第３図の左端に示したのは、パ
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こもうとゲインを高くしてしまう
と、行き過ぎと戻し過ぎの繰り返し
が微小な時間間隔で生じ、高調波
の発生に至ってしまう状況がよく
判ります。
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太陽光インバータ型発電システムの系統連系が増加していますが、パワーコンディショナ（以下、パワコンと略称）と
呼ばれるインバータの制御回路の設定値が連系する系統の状況に整合しない場合には、高調波障害の発生に至ること
もありえます。実現場で発生／復帰を断続的に繰り返した障害事例について計算機シミュレーションによる検討を行
ったので、その結果を紹介します。
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第2図　シミュレーション対象系統

第1図　現地で観測された異常波形
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7km程度（実測）
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影響を受ける可能性あり

測定項目 測定方法（10分ごと）

1.スループット

2.伝送遅延

3.受信電力

4.使用ch（5.6GHzのみで気象レーダーの
　影響を受ければchが変わる）

iperfを定期的に実行

pingを定期的に実行

汎用的な測定手段がなく、
無線機に依存したデータ取得

スループット 伝送遅延 受信電力

4.9GHz帯 21Mbps 7.1msec -73dBm

5.6GHz帯A 39Mbps 3.0msec -73dBm

5.6GHz帯B 13Mbps 5.9msec -79dBm
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1. 背景
　非常災害時に光ファイバ等によ
る有線回線が途絶えた場合の代替
回線として、無線によるブロードバ
ンド回線構築のニーズが考えられ
ます。利用する無線方式としては
マイクロ波を用いた多重無線回線
や衛星電話回線も考えられます
が、回線容量やコスト面から汎用
品として市販されている長距離型
無線LANが有望な手段と考えられ
ます。
　しかしながら長距離型無線LAN
については、一時的な回線用途と
して検討されている例は見られる
ものの、実際の屋外環境における
伝送特性や長期安定性が十分明ら
かになっていないこと、無線LAN
の周波数帯によっては、船舶等に
搭載されている気象レーダーの影
響が懸念されることから、発電所
などの非常用回線として利用する
ためには、伝送特性の長期安定性
を検証する必要がありました。この
ため和歌山県の御坊火力発電所の
一般業務用回線を対象にした検証
を行いました。

2. 検証対象の長距離型無線ＬＡＮ
　無線LANに高性能な指向性アン
テナを組合せ、手軽に利用可能な
どという特長はそのままに、10km
程度の伝送が可能な長距離型無線
LANが製品化されています。
　長距離型無線LAN製品の周波数
帯を大別すると、2.4GHz帯、

5GHz帯の２種類がありますが、周
辺の家庭等で使用されている無線
LANの影響が少ないと考えられる
5GHz帯を対象としました。5GHz
帯には異なる2つの周波数帯があ
り、伝送特性が異なることが考え
られたので、第1表に示すように3
機種を用いました。

3. 無線区間の構成
　伝送特性の検証では、発電所が
通常使用する光ファイバのルート
に入っていない変電所を選定しま
した。伝送距離は約4kmです。
　無線LANは発電所では多重無線
用の鉄塔上の地上高約50mに、変
電所では建物壁面を利用して地上

高約10mに、アンテナ同士が見通
し状態となるように設置しました
（第1図）。

4. 伝送特性の検証
　長距離型無線LANの回線が安定
して使用できることを確認するた
めに無線機に測定用のPCを接続
し、模擬データの伝送やコマンド、
無線機から出力される情報等に
よって約7ヶ月にわたって10分毎
に伝送特性を測定しました。測定項
目と測定方法を第2表に示します。
　測定を実施した約7ヶ月間の伝
送特性の平均値を第3表に、伝送特
性の時間推移の例を第2図に示し
ます。

　検証に使用した３種の無線機と
も測定期間中をとおして各測定項
目とも安定していました。さらに
5.6GHz帯については２種の無線
機とも使用CHの変更はなく、レー
ダーの影響はみられず、非常用回
線として利用するための伝送特性
の長期安定性を確認することがで
きました。

5. 無線機の評価
　３種の無線LANの伝送特性を比
較した結果、スループットは
5.6GHz帯Aが一番大きく、伝送遅
延は同じく5.6GHz帯Aが一番小
さいことから、今回の検証では
5.6GHz帯Aが一番優れていると
評価できました。なお5.6GHz帯A
のスループット特性は発電所が必
要とする帯域（最大40Mbps程度）
と同程度でした。

6. アプリケーションの伝送確認
　長期安定性を確認することがで
きたので、最後に社内ネットワーク
への適用性を確認しました。
　検証は一番評価が優れていた
5.6GHz帯Aを用いた回線に火力
発電所向けの一般業務用回線を切
替えて、非常災害時に使用が想定
される社内アプリケーションが違
和感なく使用できるかを確認しま
した。

　その結果①IP電話、②社内LAN
用PC、③TV会議の、3種のアプリ
ケーションとも違和感なく使用で
きることが確認できました。また社
内LAN用PCでスピードテストサイ
トを利用したスループット測定を
行った結果、通常回線と無線LAN
回線とでほとんど差はありません
でした。

7. まとめ
　非常災害時の社内の一般業務用
回線の代替回線として5GHz帯の
長距離型無線LANを利用するため
に、伝送特性の長期安定性を検証
しました。
　その結果、安定して伝送できるこ
とが確認でき、さらに非常災害時に
使用が想定されるアプリケーショ
ンについて違和感なく使用できる
ことも確認でき、長距離型無線
LANが非常災害時の代替回線とし
て利用できることを明らかにする
ことができました。
　現在5.6GHz帯Aの無線LANに
ついては、検証場所の発電所で、非
常災害時の一般業務用回線の代替
回線として実用に供されています。

執筆者

長距離型無線LANによる非常災害時の代替回線構築の研究
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巨大地震の発生時に光ファイバで伝送している一般業務用回線が途絶える可能性がある火力発電所などに対
して、長距離型無線LANを用いた非常災害時の代替回線の構築を検討しました。汎用品である長距離型無線
LANを利用するため、伝送特性が安定していることを確認する必要があったため、無線LAN機器を実際の屋
外環境に設置して伝送特性の長期安定性の測定などを行った結果を紹介します。
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回線として実用に供されています。
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巨大地震の発生時に光ファイバで伝送している一般業務用回線が途絶える可能性がある火力発電所などに対
して、長距離型無線LANを用いた非常災害時の代替回線の構築を検討しました。汎用品である長距離型無線
LANを利用するため、伝送特性が安定していることを確認する必要があったため、無線LAN機器を実際の屋
外環境に設置して伝送特性の長期安定性の測定などを行った結果を紹介します。

6研究紹介
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第１図　現状の端末利用時の作業手続き 第2図　検知機能の動作

1. はじめに
　企業内のPCなどを接続する業
務用のイントラネットはインター
ネットの通信方式であるIPネット
ワークを利用して安価で高速な
ネットワークを実現しています。本
来のIPネットワークは端末を自由
にネットワークに接続してどこと
でも通信ができる規格ですが、イ
ントラネットでは、勝手な機器接続
や不要な通信はセキュリティ上の
危険が大きいため、なんらかの対
策が必要です。
　接続端末がPCやサーバなどの
計算機に限られるなら、PC用ソフ
トウェアと連携した高度なネット
ワーク管理とセキュリティ対策が
できますが、現在では電話やカメ
ラ、測定器などIPネットワークに接
続にできるPC以外の端末機器の
種類が増加しており、これらをカ
バーするためには人手による個別
管理作業が必要となります。
　本研究では、SDN技術を利用し
てネットワーク設定を自動化する
管理システムの具体的な構成を提
案し、イントラネット管理運用業務
の効率化を目指しました。

2. ネットワーク運用管理の現状
　 と課題
　イントラネットの主要機器であ
るネットワークスイッチ（スイッ
チ）のセキュリティ対策機能として
は、端末ごとに一意に設定された
MACアドレスによる接続制限機
能や、通信先を同一グループのみ
に限定するVLAN機能などがあり
ます。
　これらの機能を正しく設定し、
各種設定資料（使用する端末の管
理のための端末台帳、ネットワーク
全体の管理のためのネットワーク
構成図など）に必要な情報を記載
して管理すれば、ネットワークの一
定のセキュリティレベルを確保す
ることができますが、管理対象が
多くなるにつれ、確認する部分が
増えていき、ネットワーク運用管理
の負荷増加や利用までの遅延時間
が課題となります。
　利用者から新規端末の接続ニー
ズが発生した際の現状の作業手続
きを以下に示します(第1図)。
（1）端末の申請

利用者は接続する端末の情報を端末
台帳に登録し、管理者に申請します。

（2）作業準備
管理者は端末台帳やその他設定
資料を元に作業内容を確認し、
ネットワーク機器ごとに作業手
順をまとめ作業準備をします。

（3）ネットワーク設定作業
管理者は手順に従い設定作業
と試験を行い、作業完了後に設
定資料を更新します。

3. OpenFlowによる課題解決
　ネットワーク運用管理の設定作
業が増加する大きな理由は、ス
イッチのネットワーク設定が機器
ごとに分散しており全体管理が出
来ないためと、設定が静的なコン
フィグファイルに記載され、都度書
き直す必要があるためです。これら
の制約を無くし、ネットワーク設定
の自由度を上げたいというニーズ
が強くなったことから、近年ネット
ワークをソフトウェアのように設
定するSDNという考えが提唱され
ました。
　 S D N の 主 要 規 格 で あ る
OpenFlowでは、OpenFlow用
ネットワークスイッチ(OFスイッ
チ)の設定を外部のOpenFlowコ
ントローラ（コントローラ）が集中
制御できます。コントローラはネッ
トワーク全体の状態に基づき、
個々のOFスイッチの設定をフロー
エントリという転送ルールの形式
で動的に作成して送り込みます。
OFスイッチはフローエントリに従
い通信パケットの転送のみを行い
ます。

　OpenFlowは規格が公開されて
おり、コントローラもOSS（Open 
Source Software）として複数の
ものが開発されています。コント
ローラ内部に機能モジュールを追
加することで様々なネットワーク
管理システムに向けた独自のコン
トロールアプリケーションを作成
することが可能です。
　本研究では、OpenFlowの機能
を活用し、利用者が端末情報を登
録するだけでネットワークに設定
が自動反映される管理システムを
構築することで、運用管理負荷と
利用までの遅延時間の削減を目指
しました。

4. OpenFlowによる管理システム
（1）端末の申請

端末情報をネットワークへ自動
反映するために、端末データ
ベースを作成し、ネットワーク設
定に必要な項目を登録します。

（2）ネットワーク自動設定
端 末 デ ー タ ベ ー ス の うち 、
MACアドレスなどネットワー
ク設定に必要な端末情報をコ
ントローラ内部で管理し、それ
に対応したフローエントリを
自 動 生 成 す る 設 定 機 能 モ
ジュールをコントローラ内に

作成します。このモジュールに
はデータベースの更新と同時
に内容を変更する同期機能も
検討しました。

　端末接続の検知については、
OpenFlowの標準機能では実現で
きないため、未接続のOFスイッチの
ポートに、あらかじめ、すべてのパ
ケットをコントローラへ転送するフ
ローエントリを構成しておき、端末
がOFスイッチに接続された際に送
出するパケットを検知しています。
　動作のイメージを第2図に示し
ます。
①端末接続…ユーザが端末をOF
スイッチに接続します
②通知…接続された端末から通信パ
ケットが送出され、コントローラ内部
の検知モジュールに通知されます。
③設定変更…設定モジュールは、コ
ントローラ内に作成する登録端末
のリストに照合して接続許可を判
定し、問題なければ、割当てられた
VLANを調べ、OFスイッチのフ
ローテーブルの設定変更をします。

　このシステムによる端末接続の
手続きは第3図のようになります。
第1図の手順と比べ、管理者の作業
が無くなり、申請とほぼ同時に利
用可能となります

5. まとめと今後の予定
　業務用イントラネットのネット
ワーク設定について、SDN技術の
OpenFlow規格を利用して端末接
続の自動設定ができる管理システ
ムを検討しました。このシステムで
は、利用者の端末の申請が完了す
ることで、自動でネットワークが設
定され、接続して利用できます。
　現在、OpenFlow対応スイッチ
は価格が低下しつつあり、また、
OpenFlowの規格制定組織が機能
追加をしない安定版仕様を策定し
たため、スイッチやコントローラソ
フトの開発も安定に向かうと期待
されます。
　今後はOpenFlow規格や価格の
動向を見ながら開発・導入に向け
ての検討や提案を行います。

研究の概要：企業内の業務用イントラネットではセキュリティなどのためにネットワーク運用管理が必要です
が、ネットワークカメラなど様々な種類のネットワーク機器の対応が増加しており、管理負荷の増加が懸念さ
れます。本研究では、SDN(Software Defined Networking)技術を利用して、ネットワーク機器の登録に
応じてネットワーク設定を自動化する管理システムの構成を検討しました。

第3図　管理システムによる手続きイメージ
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1. はじめに
　工場などで熱風を利用する乾燥
工程などでは、化石燃料を使用し
た蒸気ボイラや熱風発生装置が広
く使われており、ヒートポンプシス
テムによる省エネの要望がありま
す。従来の高温ヒートポンプの多く
は、工場の廃温水から熱回収する
水熱源ヒートポンプまたは温水生
成ヒートポンプであるため、冷温水
を循環させる配管や空気熱交換器
を設置する必要があり、コスト面や
スペースの確保などの課題があり
ました。
　今回開発した「熱Pu-ton」では、
家庭用のルームエアコンと同様
に、大気から熱を取り込む室外機
と、熱風を直接生成できる室内機
で構成しており、空気熱源ヒートポ
ンプとしては日本最高の熱風温度

90℃に対応、COP3.5※１の高効率
を達成しました。これにより、工場
などの熱風利用工程へ、より簡単
にヒートポンプシステムの適用が
可能となりました。

2. 開発のポイント
　第1図は、「熱Pu-ton」が60～
90℃の熱風供給およびCOP3.5
を実現した適用技術を示したも
ので、以下にその詳細を説明し
ます。
(1) 冷媒にR134aを採用
　一般的なエアコンでは冷媒に
R410Aが使用されていますが、冷
媒の特性上60℃以上の熱風供給
は困難でした。そこで「熱Pu-ton」
では、高温供給に適したR134a冷

媒を採用することで、90℃の熱風
供給を実現しました。

（２）二段圧縮サイクルの採用
　高温の熱風を発生させるには、
冷媒を高圧に圧縮させる必要があ
りますが、圧縮機の出口圧力と入
口圧力の圧力比が高くなると、圧
縮機の損失が大きくなることから、
効率的な運転が困難でした。そこ
で「熱Pu-ton」では、圧縮機を2台
直列に配置する二段圧縮サイクル
を採用することで、効率的な運転
を実現するとともに、外気-5℃にお
いても90℃の熱風供給を可能とし
ました。

3. 「熱Pu-ton」の特徴
　第１表に主な仕様を示します。ま
た、主な特徴は以下のとおりです。

(1) 60～90℃の熱風供給が可能
　ドライラミネータ※５や食品など
の乾燥温度帯60～90℃に対応し
ています。また、既設の乾燥装置の
給気を「熱Pu-ton」で予熱するハイ
ブリッド方式とすることで、90℃
より高温の熱風が必要となる乾燥
工程にも、適用することが可能で
す。

（２）設置工事の自由度を確保
　大気より熱を取り込む空気熱源
ヒートポンプのため、冷温水を循
環させる配管の施工が不要で、室
外機の設置の自由度が高いシステ
ムとなっています。また、室外機と
室内機を接続する冷媒配管は片道
50mまで延長可能であり、室外機
は室内機と離れた場所にも設置す
ることが可能です。

(3) 大幅な省エネ・省CO２・
　　省コストの実現
　高いエネルギー効率（COP3.5）
と工場内での分散配置による配管
ロスの低減により、集中配置が必
要な蒸気加熱システムに比べ、エ
ネルギー消費量、CO２排出量、ラン
ニングコストを、大幅に低減するこ
とが可能です。具体的な導入効果
については、次章にて説明します。

4. 実証試験の結果
　「熱Pu-ton」をドライラミネータ
と噴霧乾燥装置※６に適用した、実
証試験結果は以下のとおりです。

(1) ドライラミネータ
　ドライラミネータの蒸気ヒータ
給気の予熱として「熱Pu-ton」を２
台導入し、実証試験を行いました

（第２図参照）。
　乾燥装置の評価の目安となるド
ライラミネータ入口空気温度の変
動幅が、基準値±5℃以内であるこ
とを確認し、乾燥システムとして問
題ないことを確認しました。
　また、「熱Pu-ton」の導入により、
従来の蒸気加熱システムに比べ
て、エネルギー消費量、CO２排出
量、ランニングコストを、それぞれ
約5割削減可能であることを確認
しました（第３図参照）。

（２）噴霧乾燥装置
　噴霧乾燥装置のヒータ給気の予熱
として「熱Pu-ton」を１台導入し、実
証試験を行いました（第４図参照）。
　「熱Pu-ton」を液状セラミックス
の乾燥に適用した結果、製品の含
水量、平均粒子径とも規格内であ
り、乾燥システムとして問題ないこ
とを確認しました（第５図参照）。

5. 商品化
　「熱Pu-ton」は2017年6月より
三菱重工サーマルシステムズ株式
会社から販売を開始します。空気
熱源で90℃の熱風供給ができる本
開発機は、工場における熱風利用
工程の省エネ・省CO２・省コストの
実現に大きく貢献していきます。
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第2図　導入システム図
　　　　　 （ドライラミネータ）

第4図　導入システム図
 　　　 （噴霧乾燥装置）

第５図　乾燥後のセラミックス

第３図　導入効果
　　　　　　　　 （ドライラミネータ）

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

（研究に携わった人）
お客さま本部　商品開発グループ：長沼　瞳

お客さま本部　商品開発グループ
お客さま本部　商品開発グループ

高効率ヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」の開発

当社は三菱重工サーマルシステムズ株式会社、東京電力ホールディングス株式会社および中部電力株式会社と
共同で、日本で初めて空気熱源で熱風供給温度90℃を可能とした、高効率空気熱源ヒートポンプ式熱風発生装置
「熱Pu-ton（ねっプートン）」を開発しましたので紹介します。
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項目
　　加熱能力※２

　ＣＯＰ※２

　室内機吸込風量※２

熱源
吹出し温度 設定範囲
室内機風量 設定範囲

使用範囲

内外接続配管長
冷媒

法定冷凍トン

外形寸法[mm]

製品重量

性能
30kW

3.5
25.6m3/min

空気熱源
60～90℃

18～50m3/min
外気温：-5～43℃

吸込み温度：-5～43℃
片道最長50m

R134a
2.84トン※3

室外機：Ｈ2,048×Ｗ1,350×Ｄ720
室内機：Ｈ380×Ｗ1,150(+86※4)×Ｄ648
　　　  ＜接続ダクトサイズ:300×900＞

室外機：379kg
室内機：66kg

●冷媒配管長は最大片道
50ｍまで対応

吹出し温度を低下させないよ
う圧縮機回転数を制御し、長
配管時の吹出し温度を確保。

●60～90℃の熱風供給が可能
高温供給に適したR134a冷媒を
採用するとともに、二段圧縮サイ
クルを採用することで、高効率な
熱風供給運転を実現。

※２　外気温：25℃（相対湿度は70%）、室内機吸込み20℃、吹出
し80℃の条件における値です。

※３　法定冷凍トン5トン未満のため高圧ガス保安法上の届出は
不要です。

※４　室内機側面にある制御箱のサイズとなります。

※１　外気温：25℃（相対湿度は70%）、室内
機吸込み20℃、吹出し80℃の条件に
おける値です。

※５　２枚以上のフィルムを貼り合せる装置で、
フィルムの一方に接着剤を塗布した後、熱
風等で接着剤を硬化させ貼り合せます。

※６　液状材料を噴霧微粒化し，熱風と接触
させて乾燥し、一工程で連続的に粉粒
状製品を製造する装置で、粉末飲料、粉
末調味料、漢方薬、粉末洗剤、セラミッ
クスなどの製造で使用されています。

性

　能

第１表　「熱Pu-ton」の主な仕様

第１図　「熱Pu-ton」の開発のポイント
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と工場内での分散配置による配管
ロスの低減により、集中配置が必
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ネルギー消費量、CO２排出量、ラン
ニングコストを、大幅に低減するこ
とが可能です。具体的な導入効果
については、次章にて説明します。

4. 実証試験の結果
　「熱Pu-ton」をドライラミネータ
と噴霧乾燥装置※６に適用した、実
証試験結果は以下のとおりです。

(1) ドライラミネータ
　ドライラミネータの蒸気ヒータ
給気の予熱として「熱Pu-ton」を２
台導入し、実証試験を行いました

（第２図参照）。
　乾燥装置の評価の目安となるド
ライラミネータ入口空気温度の変
動幅が、基準値±5℃以内であるこ
とを確認し、乾燥システムとして問
題ないことを確認しました。
　また、「熱Pu-ton」の導入により、
従来の蒸気加熱システムに比べ
て、エネルギー消費量、CO２排出
量、ランニングコストを、それぞれ
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として「熱Pu-ton」を１台導入し、実
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の乾燥に適用した結果、製品の含
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とを確認しました（第５図参照）。
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蒸気系統の放熱ロス推定手法に関する研究
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第5図　計測値と推定値との誤差（70kg/h）

第7図　計測値と推定値との誤差（120kg/h）

第8図　計測値と推定値との誤差（計測条件2）

1. 研究の背景
　敷地面積が広い工場では、ボイ
ラと蒸気利用設備間の距離が離
れていることが多く、保温材を取
付けた配管で蒸気を搬送しても、
放熱ロスが生じますが、その実態
はあまり把握されていないのが現
状です。

2. 試験内容
　放熱ロスを把握するためには、
供給側と消費側の蒸気流量の計測
が必要であり、第1図に示す系統図
により計測を行い、結果を分析し
ました。
　計測については、構成品を順次
入れ替え蒸気流量（流速）や圧力特
性から放熱ロスを求める推定式を
作成しました。
　また、複数の構成品を組み合わ
せた系統を対象に、流量差および
回収ドレンの2種類による放熱ロ
ス計測を行いました。
　また、推定式の妥当性も併せて
評価しました。

3. 放熱ロス傾向の把握と推定式
　定常状態における放熱ロス特性
については、蒸気流速が遅いほど、
蒸気圧力が高いほどロス量が増加
する傾向にあります。また、蒸気圧
力により構成品寸法が大きいほ
ど、放熱ロス量は多くなること、熱
抵抗値の比率は構成品内外温度差
が大きいほど高くなることが判明
しました。
　また、保温材有無による熱抵抗

値と全熱抵抗値との割合（R2/R）
に大きな差はないと考えられ、放
熱ロスの推定には、配管外側の表
面熱伝達率と保温材熱伝導率が重
要な要素になると言えます。
これらの計測結果および保温材有
無による放熱ロス推定式について
は、第2図から第4図に示します。

4. 推定手法の妥当性評価
　複数の構成品を組み合わせた蒸
気系統を対象に、回収ドレン量を含
めた放熱ロス計測を実施しました。
主な計測条件は第1表のとおりです。

（1）計測条件1
試験蒸気流量：70,100,120kg/h
試 験 蒸 気 圧 力：0 . 2 M P a ～
0.6MPa

（2）計測条件2
試験蒸気流量：120kg/h
試 験 蒸 気 圧 力：0 . 3 M P a ～
0.6MPa
試験系統としては、配管10ｍ程
度と短いですが、計測値と推定
値との誤差の改善を考慮し、流
量と圧力を絞って実施しました。

（3）計測結果
計測条件1により各蒸気圧力ごと
に誤差を評価したところ、誤差が
±20％の範囲に入っていたのは、
最大でも約6割以下でした。

しかし、計測条件2により誤差を評
価したところ、約8割近くのデ－タ
が±20％以内に入っていました。

　これらの結果については、第5図
から第9図に示します。
　しかし、推定誤差はまだ大きい
と考えられ、課題が残ります。

5. 今後の取り組み
　今後の取り組みとして、実フィ－
ルドでの計測結果の比較および今後
の運用方法について検討するととも
に、省エネ提案活動に資する予定で
す。

ボイラで発生させた蒸気を配管で搬送する場合、蒸気系統上の構成品（蒸気配管、蒸気弁、フランジ等）により
放熱ロスが生じます。放熱ロスを把握するためには、蒸気流量計を用いた計測が一般的ですが、その設置には配
管切断を伴うため容易にはできません。そこで本研究では、実験装置を用いて計測分析し、放熱ロスを推定する
手法を作成・評価しましたので、その結果について紹介します。

第2図　１ｍ当たりの熱ロス特性

第1表　計測条件

第１図　構成品の放熱ロス系統図

第6図　計測値と推定値との誤差（100kg/h） 第9図　蒸気圧力ごとの計測値と推定値との誤差

第3図　蒸気配管の放熱ロス特性結果

［配管25Ａ長さ：11ｍ、周囲温度：約25℃］

第4図　構成品の熱抵抗比率と
  放熱ロス推定式
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と考えられ、課題が残ります。

5. 今後の取り組み
　今後の取り組みとして、実フィ－
ルドでの計測結果の比較および今後
の運用方法について検討するととも
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ミニ解説

１. はじめに
　前回に引き続き、著作権について解説します。

２. 業務で作った著作物の権利者は誰？
　皆さんが日常業務の中で作っている様々な著作物
は、誰のものになるのでしょうか。その答えは著作
権法第１５条（職務上作成する著作物の著作者）に
あります。要約すると次のとおりです。

●会社の勤務規則その他に著作権の帰属について
の定めがない場合は、職務上作成する著作物の
著作権者は、会社とする。

　当社の場合、就業規則等で職務上作成した著作物
について定めていないので、権利者は関西電力にな
ります。
　このミニ解説を例に取ると、当社の社員が業務と
して執筆しており、著作者は関西電力となるため、
著作権も著作者人格権も関西電力のものということ
になります。

３. 著作権の存続期間
　今回のミニ解説の著作権はいつまで存続すると思
いますか。
　著作権の存続期間はとても長く、著作者が死去し
てから５０年です（映画は７０年）。正確にいうと、
著作者が死去した年の翌年の１月１日から５０年と
なっています。権利切れの著作物（小説や音楽など）
をビジネスに活用しようとする場合は、著作権が消
滅する日を正確に把握する必要があるので注意して
ください。
　また、著作者が法人の場合は、著作物が公表され
た日の翌年の１月１日から５０年です。では、業務
で作成された資料で社外に公表されないまま保管さ
れているものは著作権が永遠に続くのかというと、
そうではありません。法人の著作物で創作後５０年
以内に公表されなかったものは、創作後５０年まで
が著作権の存続期間とされています。
　最初の質問に戻ると、本誌は２０１７年６月の発

行ですので、このミニ解説の著作権が存続するのは
２０６８年１２月３１日までとなります。

４. 他人の著作物を利用するには
　業務でもプライベートでも、他人が作ったイラス
トや新聞記事等の著作物をコピーして使おうとした
ことはありませんか。
　こういう場合、基本的には著作権者（その時点で
著作権を持っている人）にお願いして許可をもらう
必要があります。
　一方で、著作権者が「無料で自由に使っても構わ
ない」とイラストや写真等を公開しているウエブサ
イトがあります。ただし、加工して使うことは禁止
されていたり、個人的利用に限るなどの条件が付い
ている場合があるので注意が必要です。当該サイト
にある注意書きをよく読み、問題ないことを確認し
てからダウンロードしてください。
　また、著作権法で定められた条件を守ることで、
著作権者に了解を得ることなく利用できる場合もあ
ります。私たちに最も関係する方法を２つ紹介しま
す。

①引用（著作権法第３２条）
自分の著作物の中に、他人が公表した著作物を引
用して利用することができます。
ただし、適切に引用するにあたっては、主に以下
の４つの要件を守ることが必要です。
●批評や研究目的など、引用することに必然性が
あること
●内容的に自分が創作した部分が主であり、引用
する著作物が従の関係であること
●引用部分をカギ括弧で囲むなどして、明確にす
ること
●引用された著作物の出典を明示すること

②私的使用（著作権法第３０条）
他人の著作物を、個人的または家庭内その他これ
に準ずる限られた範囲内で使用する目的で、使用
する者が複製することは可能です。

ただし、個人的に複製したものを会社で業務のた
めに回覧したら、私的使用には該当しません。
また、使用する者が複製するという規定もあるの
で、誰かにコピーを頼んでもいけません。
個人的に購入した書籍をＰＤＦ化して保存したい
場合でも、ＰＤＦ化を委託することは著作権侵害に
あたります。

５. 権利者不明の著作物の取扱い
　著作権者の所在が不明であったり、そもそも著作
権者が誰かわからない著作物の取扱いはどうしたら
よいのでしょうか。
　このような場合でも、その著作物を勝手に使って
はいけません。著作権法第６７条の定めに基づき、
文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することに
より、その著作物を利用することができます。
　文化庁が発行している「裁定の手引き」に手続の
進め方が詳しく書いてあります。概ね１ヶ月程度で
裁定結果が出ますので、適切な手続を行ってくださ
い。

６. パロディと著作権
　今年の１月に「森のくまさん」の替え歌が著作権
侵害ではないかと話題になりましたが、報道ではこ
の替え歌を“パロディ”と呼んでいました。
　広辞苑（第六版）では、“パロディ”を次のよう
に説明しています。『文学作品の一形式。よく知ら
れた文学作品の文体や韻律を模し、内容を変えて滑
稽化・諷刺化した文学。日本の替え歌・狂歌なども
この類。また、広く絵画・写真などを題材としたも
のにもいう。』
パロディも文学だということですが、著作権の面か
ら見ると、かなりグレーな存在です。
　森のくまさんの替え歌は、歌詞（英語の原曲を日
本語訳したもの）の途中に、全く違う歌詞を挿入し
たもので、これに対して訳詞者が、同一性保持権（内
容やタイトルを意に反して改変されない権利）の侵
害を主張しました。
　では、どんなパロディでも同一性保持権の侵害に

なるのかというと、必ずしもそうとは言えないので
す。
　例えば、替え歌の歌詞が、元の歌詞の後ろに付け
加えられていたら、ストーリーが繋がっていてもオ
リジナルの部分は変わっていないので、改変とは言
えない可能性があります。
　また、歌詞そのものを新しく創作した場合は、独
立した著作物となるため、同一性保持権の問題は無
くなります。
　世の中の様々なパロディの中には、著作権の問題
のないものや、著作権者が大目に見ているものも
あって、すべてが紛争になっているわけではありま
せん。森のくまさんの件も、訴訟には至らず円満に
和解しています。

７. 著作権のまとめ
　２回にわたって著作権について解説しました。
　最後に、著作権を侵害したときの罰則を説明する
と、著作権者への損害賠償に加えて、法人の場合は
最高で３億円、個人へは最高で１千万円の罰金が科
されるおそれがあります。
　身の回りにある多くの物が著作権にかかわってい
ますので、他人の著作権を侵害するリスクは、業務
上だけではなく、プライベートでＳＮＳを利用する
ときなどでもあり得ます。
　「知らない」ということは大変危険です。この連
載を読んだことを契機に、著作権について理解し、
十分注意するよう心がけることが大切です。

次回は、特許調査のコツ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。

～著作権その２～
当社の知的財産権について（第５回）
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　皆さんが日常業務の中で作っている様々な著作物
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権法第１５条（職務上作成する著作物の著作者）に
あります。要約すると次のとおりです。
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の４つの要件を守ることが必要です。
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②私的使用（著作権法第３０条）
他人の著作物を、個人的または家庭内その他これ
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ただし、個人的に複製したものを会社で業務のた
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あたります。

５. 権利者不明の著作物の取扱い
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す。
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次回は、特許調査のコツ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。

～著作権その２～
当社の知的財産権について（第５回）
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ミニ解説

１.SPring-8（スプリング・エイト）とは？
　SPring-8 とは、兵庫県の播磨科学公園都市にあ
る世界最高性能の放射光を生み出すことができる大
型放射光施設です。SPring-8 のような放射光施設
の重要性は世界中で認識されており、各国で次々と
建設が進んでいます。中でも SPring-8 は世界最高
の性能を誇っており、世界的にもとても重要な施設
となっています。SPring-8 の名前は、「スーパー（超
＝超高性能の）フォトン（光子＝光の粒）リング（輪
＝円形加速器＝蓄積リング）80 億電子ボルト（＝8
ギガ電子ボルト）」を意味する英語 Super Photon 
ring-8GeV に由来しています。

２.SPring-8（スプリング・エイト）のしくみ
　SPring-8 は、太陽の 100 億倍もの明るさに達す
る「放射光」という光を使って、物質の原子・分子レ
ベルでの形や機能を調べる事ができる研究施設です。

　「放射光」とは、電子を光とほぼ等しい速度まで
加速し、磁石によって進行方向を曲げた時に発生す
る、細く強力な電磁波のことです。SPring-8 では、
この放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテク
ノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われていま
す。第 2 図に示すように、①電子銃から発生した電
子ビームを、②線型加速器により 1GeV まで加速さ
せ、③シンクロトロンに導入して 8GeV まで加速し
ます。この電子ビームを、④蓄積リングに導入し、
8GeV のエネルギーを維持させながら、偏向電磁石
や挿入光源により放射光を発生させます。発生した
放射光は、⑤ビームラインを通して、蓄積リング棟
内外に設けられた実験ステーションに導かれ、いろ
いろな実験に利用されます。

３. 研究成果
　SPring-8 は、基本的には物質を原子や電子のレ
ベルで見る実験施設なので基礎研究に役立ちます
が、実生活に役立った例もたくさん出ています。20
年前から、産官学幅広い方々が利用しており、多く
の実験や研究開発が進められてきました。その結果、
革新的なリチウムイオン電池の開発やインフルエン
ザの新薬の開発につながるタンパク質の構造解析と
いった科学の最先端を行くような研究成果だけでな
く、ガムやパン、タイヤやシャンプーなどの身近な
製品の開発にも活かされています。

●物質科学への利用：先端材料の原子・電子の構造、
極端条件下の材料物性、新物質創製、材料改質など

●生命科学・医学への利用：タンパク質などの生命
物質の立体構造解析（→生命のメカニズムの研究、
医薬品開発など）、および屈折コントラスト映像
法による生体試料の高解像度イメージング、放射
光をガンの治療に用いる基礎研究など

●環境科学への応用：環境浄化用触媒の分析、生体
試料中の環境汚染微量元素の分析など

●地球科学・宇宙科学への利用：地球深部物質の構
造と状態解析、隕石・宇宙塵の構造解析など

●産業利用：産業界における材料評価やタンパク質
の立体構造解析などに活用

　SPring-8 を使った研究の事例をご紹介します。
【タイヤの性能アップ！】
　タイヤは、ゴムに加える添加剤の種類や量などを
変えることで、乗り心地やグリップ性能、燃費性能
などが変化しますが、その変化のメカニズムにはよ
く分かっていない部分がありました。SPring-8 を
用いてゴムの内部構造を観察することで、添加剤に
よって変化するサブマイクロメートル（1 万分の 1
ミリメートル）領域の構造が、タイヤの燃費性能を
左右する鍵になっていることが明らかになりました。
　この実験で得られたデータをもとに、サブマイク
ロメートル領域の構造をシミュレーションして添加
剤の種類や量を調整し、従来よりも燃費を向上させ
た低燃費タイヤを開発することができました。
　SPring-8 を利用した研究成果は、この他にも、
SPr ing -8 の ホ ー ム ペ ー ジ「光 の ひ ろ ば」
http://commune.spring8.or.jp/introduction
/case.html でもたくさん紹介されていますので、
是非ご覧ください。

４. 当社が SPring-8 を使って研究していること
　当社は電力会社で唯一、大型放射光施設の専用
ビームラインを所有しており、これまで火力発電、
原子力発電や新エネルギーなどさまざまな分野で利
用しています。

●火力発電分野：アンモニアを利用しない新規排
ガス脱硝触媒の構造解析、二酸化炭素を原料と
するメタノール合成触媒の劣化評価、排ガスか
ら二酸化炭素を吸収する吸収液の構造解析、石
炭灰中の微量金属成分の化学状態評価など

●原子力発電分野：金属構造材料表面に生成され
る酸化皮膜の分析、使用済み燃料乾式再処理材

料の構造解析など
●新エネルギー分野：固体酸化物形燃料電池にお

ける電解質材料・電極材料の構造評価・応力解
析、リチウムイオン電池電極の充放電に伴う構
造変化の追跡など

５. 当社もダイレクトに貢献！
　SPring-8 は、非常に電気を使用するため、正門
前に特別高圧開閉所があり、関西電力テクノポリス
変電所から 77,000 ボルトで 2 回線受電をしていま
す。契約電力は産業用電力 32,500kW、業務用電
力 1,300kW 合わせて 33,800kW であり、電力使
用量は 1 億 8,540 万 kWh でした（いずれも平成
27 年度）。開閉所から構内の特別高圧第一変電所（蓄
積リング）、特別高圧第二変電所（入射系・線型加
速器・シンクロトロン）、特別高圧第三変電所（組
立調整実験棟・構造生物学研究棟・ニュースバル棟
および X 線自由電子レーザー施設など）に 77,000
ボルトで供給し、さらに、各特別高圧変電所におい
て 77,000 ボルトから 6,600 ボルトに変圧した後、
需要場所ごとに設置されている高圧変電所に供給し
ています。実際に使用される電力は、高圧変電所内
において、6,600 ボルトから 400 ボルト（動力用）・
200 ボルト（照明用等）・100 ボルト（コンセント用）
に変圧されて各需要場所に送られます。

６. 蓄積リング棟の中を見学できます！
　SPring-8 は携わっている人以外は具体的に何をし
ているのかイメージするのが難しいので、できるだけ
簡単に説明しましたが、SPring-8 で何をしているの
かイメージできましたでしょうか。今回の記事をきっ
かけに、SPring-8 のことをもっと知っていただけれ
ば幸いです。SPring-8 では施設見学のホームページ
http://rsc.riken.jp/site_tour/index.html に
て、随時見学を募集しています。詳細を同ページよ
りご確認の上、見学申込フォームより 15 名以上の
グループでお申し込みください。また、年 1 回 GW
の頃に施設公開を行っています。これら以外にも、
当社内で施設見学を希望される方は、基盤技術研究
室の立松（内線 97-7033）までご連絡をお願いし
ます。

執筆者名：立松　正幹

SPring-8（スプリング・エイト）って
こんなところです！

写真1 SPring-8（スプリング・エイト）

第2図　SPring-8の放射光発生概念図

第1図　放射光の発生原理

SACLA加速器棟
Spring-8蓄積リング棟

写真提供：理化学研究所写真提供：理化学研究所
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執筆者名：立松　正幹

SPring-8（スプリング・エイト）って
こんなところです！

写真1 SPring-8（スプリング・エイト）

第2図　SPring-8の放射光発生概念図

第1図　放射光の発生原理

SACLA加速器棟
Spring-8蓄積リング棟

写真提供：理化学研究所写真提供：理化学研究所



R&D NEWS KANSAI  2017.6  No.49024 R&D NEWS KANSAI  2017.6  No.490 25

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）

トピックス

１. 電力システム改革に対応した新規サービス
　電気はどの会社から購入しても、周波数や供給安定
度などの品質は同等です。このため、顧客の流出が発
生しやすいので、競争戦略としてインターネット接続
サービスやガスとのセット販売などが始まっています。
　一方、家庭のエネルギー需要を数万世帯以上の規
模で制御する技術の開発が政府主導で進められてい
ます。電力メーターや、IoT家電の動作をインターネッ
トを経由してリアルタイムに把握し制御するもので
す。ネガワット取り引き、負荷平準化など、電力の安
定供給やコスト低減、新規事業のために利用されます。
　技術研究所では、このシステムを利用して家庭での
生活情報やエネルギー消費実態を収集、分析し、新
しいサービスメニューを電気の付加価値として提供で
きないか検討しました。

２. オープンイノベーションとアイデアソン
　エネルギーマネジメントシステムの構築に必要な技
術は用意されていますので、必要なのはヒットする
サービスを検討しなければならないということだと考
えています。そこで、マーケットプル型（市場誘導型）
の開発を目指すこととし、ニーズ調査を重点的に実施
することとしました。
　新規サービスを模索するために、アイデアソンを開
催しました。アイデアソンはアイデアとマラソンを併
せた造語で、価値観や専門性の異なる多様な参加者
を集めて、グループでアイデアを作り上げていくオー
プンなイベントです。
　参加者は夫婦でこられた方、小学生の女の子、主婦、
家電メーカーの技術者など 30 名となりました。
　まず関西電力グループの事業紹介、家電メーカー
から IoT 家電の説明をしていただき、次に、司会者
から今回のテーマ「IoT を使った家族の幸せを増やす
アイデア」を説明していただいて、6 時間の予定でア
イデアソンが始まりました。
　はじめに、参加者それぞれが、「家族の幸せ」から、
発想したキーワードを蜂の巣ボード（写真 1）に記載
し、さらにその隣に連鎖的に新しいキーワードを記載
していきます。

　蜂の巣ボードから導いた参加者のアイデアをアイデ
アシートに記入していただき、これを参加者全員で投
票して 7 つを選びました。このアイデアをグループで
更に発展させていきます。検討するときの要点は「斬
新さ」、「ユーザー目線」、「関電グループへの親和性」
としました。
　最後に、完成したアイデアを各グループから寸劇や
映像を使って発表していただきました。審査が終わり
優勝グループには素敵な商品がプレゼントされまし
た。

３. アイデアの活用
　多様な価値観で構成されたグループが考えたアイデ
アは、事前の予想を上回る、興味深いものでした。また、
結論に至る過程でも、沢山の潜在的なニーズやアイ
デアを発見することができした。
　今回得られたアイデアコンセプトをブラッシュアッ
プし、事業化モデルの検討、研究開発計画への反映、
特許化などを継続して実施していきます。

執筆者名：中西　弘

１. 授賞式および受賞者
　平成 29 年 3 月 26 日に首都大学東京で開催され
た（公社）電気化学会第 84 回大会において、平成
29 年度電気化学会各賞受賞の表彰式が行われ、技術
研究所　橋上　聖研究員が論文賞を受賞しました。

（共同受賞者）
　•氏家　諭、稲垣　亨（関西電力株式会社）
　•川西　将之、吉見　啓、橋之口　道宏、
　　土井　貴之、稲葉　稔（同志社大学）

２.（公社）電気化学会論文賞の概要
　電気化学会の論文誌 "Electrochemistry" に掲載さ
れた前年度論文のうち、特に優れた論文を発表した
著者に対して授与されるもので、今回の表彰では、

「Suppression of Manganese-ion Dissolution 
b y  S i O 2  A e r o s o l  A d d i t i o n  f r o m  S p r a y  
Pyrolyzed Li2MnO3-LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2」を含め、
4 報が選定されました。

３. 受賞論文の概要
　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て合理的な運
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
参入することを考えますと、電池材料の特性を把握
し、寿命を精度よく予測することも重要となります。
そうした寿命評価技術を獲得するためには、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不可欠であると考え
ます。
　リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 の 正 極 材 料 で あ る
Li2MnO3-LiMO2[M = Ni,Mn,Co] ( 以下 Li リッ
チ NMC) 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、充放電の繰り返しに伴う容量低下が
大きな課題であり、その要因として主に構成元素の
溶出が報告されています。

　本 論 文では、Li リッチ NMC を二 酸 化 ケイ素
（SiO2）で修飾した正極材料を噴霧熱分解法で合成
し、その充放電に伴う容量低下が、SiO2 未修飾と
比較して抑制されることを示しました。物性測定で
は、透過型電子顕微鏡を用いた正極材料の断面観
察から Si 成分が球状粒子を構成する粒子の外側に
存在すること、および、元素分析から SiO2 修飾に
より正極材料の構成成分である Mn の溶出が抑制
されたことなどを見出しました。このように、系内
の水分やフッ酸などの不純物を捕捉する効果が報告
されている Si 成分が正極材料表面に存在すること
による Mn 溶出抑制効果を示すことで、充放電に
伴う容量低下抑制の要因を明らかにすることができ
ました。

IoT家電を利用した新規サービス 社内案内
Suppression of Manganese-ion Dissolution by SiO2 Aerosol Addition 
from Spray Pyrolyzed Li2MnO3-LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2

公益社団法人 電気化学会 「論文賞」受賞

論文賞の賞状

写真 1　蜂の巣ボードへのアイデアの書き出し
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