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C O N T E N T S
　私が所属している技術研究所が、現在の尼崎市に移
転・統合されて、昨年50年を迎えました。それを記念し
て、企業・大学・研究機関等の方々を対象に弊所の研究
設備や研究成果、ならびに関西電力グループ企業の研
究成果を紹介する「関電オープンラボ」を開催（11月9
日）しました。ご多忙の中、547名という多数の方に参
加頂き御礼申し上げます。今回のイベントをオープン
イノベーションという観点から、自らの業務の深堀り
や拡がり、設備の有効活用等に繋げていきたいと考え
ております。
　さて、技術研究所が移転・統合されて50年と申し
ましたが、そのころを振り返りますと、第1次AIブー
ムの真っ只中に相当し、探索・推論に関する各種の問
題解決手法が開発されました。しかし実用上の問題
はほとんど解けず、冬の時代に突入しました。その
後、エキスパートシステムに代表される第2次AIブー
ムを迎えるわけですが、専門家の知識を機械に教え
こもうとしましたが、それ自体が難しく、またも冬の
時代を迎えました。そして現在は、機械学習によって
人からではなくデータから知識を獲得する第3次AI
ブームを迎えています。自動運転など様々な分野で
実用化に向けた取組みがなされていますが、計算機
性能の向上、インターネットとビッグデータの進展な
どから、今回はブームに終わらずAI社会を迎えるこ
とになるのでしょうか。
　ブームといえば、私が入社した30年ほど前には、高
温超電導の発見が世界に大きなインパクトを与えてい
ました。入社早々、国主導で設立され多様な産業界が
参画した研究所で2年余り高温超電導の製造・線材化
の研究に従事しましたが、セラミックで脆く製造ス
ピードが非常に遅いため、線材化は無理だろうという
のが当時の感想でした。しかしブームが去る中、一部
ケーブルメーカーは長期に亘り地道に研究を続け、現
在1kmの実証試験レベルまで技術を仕上げてきてお
ります。

　電気自動車についても、ガソリン車が石油に絡む政
治的・経済的な問題や環境問題に陥った際にはブーム
が生じました。1990年代には地球温暖化問題が顕在
化し米カリフォルニア州で排ガスを厳しく制限する
ZEV（ゼロエミッションビークル）法が制定され、各
メーカーが揃って電気自動車を開発しました。しかし、
電池性能の問題で実用上の走行距離を確保できない
ことから普及は進まず、メーカーは開発から事実上撤
退しました。しかし、現在またも大きなブームが再来し
ています。今回のブームは、第3次AIブームにおける機
械学習といった革新技術が先導したわけでなく、リチ
ウムイオン電池の性能向上が着実に進んできたことは
事実ですが、ガソリン自動車を凌駕する大きな技術革
新があったわけではありません。カネ余りの中で莫大
な投資資金を集める米国、ディーゼル車で躓いた自動
車メーカーを抱える欧州、莫大な部品点数からなるエ
ンジン自動車のすり合わせ技術をキャッチアップでき
ない中、比較的簡単に組み立て製造できる電気自動車
で産業育成を図る中国などの思惑が渦巻く中、世界中
のメーカーから電気自動車の開発・発売に関わる
ニュースが毎日のように入ってきます。今回のブーム
は、革新技術とは関係なく、予想以上に早い電気自動
車社会に帰着するのでしょうか。
　企業の研究者には、ブームに流されるのでなく、技術
と技術を取り巻く社会動向の両面から「目利き」を効か
せるシンクタンク的な機能が必要であると思います。

「目利き」には特効薬があるわけでなく、絶えず研究者
として多種多様な最新情報を収集・分析し、自らの立
ち位置を見定め、冷静に研究開発期間とリスクを織り
込んだうえで研究テーマを設定していくという意識と
努力を持ち続けることしかないと思います。
　研究開発に従事するものとして当たり前のことでは
ありますが、新年を迎える中自戒を込めて、過去を振り
返りながら思いを巡らしている次第であります。

研究開発室  技術研究所  所長

菅　敏昭

技術ブームを振り返って巻 頭 言
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1. はじめに
　地域間の連系強化や再生可能エ
ネルギーの導入拡大を目指して、
パワーエレクトロニクス機器（以
下、パワエレ機器と略す）の電力系
統へ導入は、今後も進む見通しで
すが、その効果や影響を数値シ
ミュレーションなどにより把握す
るためには、これらの機器を模擬し
た数値解析モデルが必要になりま
す。
　しかし、自励式直流送電のマル
チレベル変換器や、分散電源用パ
ワーコンディショナのFRT機能

（Fault Ride Through）などのよ
うに、新しい回路や制御方式が導
入されると、既存の解析モデルで
は対応できなくなることがしばし
ばあります。このため、当研究室で
は、新たな機器の導入や系統の変
更が計画されるなどの都度調査を
行い、パワエレ機器の解析モデル
を整備してきました。
　今回は、これらの取組みのうち、
紀伊水道直流連系設備の瞬時値解
析モデルを構築した事例を紹介し
ます。

2. パワエレ機器のモデリング
（１）パワエレ機器の特徴
　パワエレ機器の解析モデル作成
の難しさは、機器の動作における制
御系の影響が極めて大きいところ
にあります。同期発電機や送電線
は、力学や電磁気学に基づいた自然
法則が支配的で、ニュートンやマク

スウェルの方程式などから導出さ
れた解析モデルが用いられてきま
した。
　一方、パワエレ機器は、人工的な
ロジックにより動作するため、系統
事故などの応答は、設計次第で大き
く変わります。また、ディジタル技
術の進歩に伴い、複雑な制御アルゴ
リズムが用いられることも珍しくな
く、線形システムのように、機器の
応答から制御系をモデル化するこ
とは容易ではありません。
（２）固有技術の反映　
　紀伊水道直流連系設備は、送電
電力が1,400万kWと世界的にも
大規模な設備で、系統運用面で極め
て重要な役割を担っていることか
ら、系統事故時にも極力運転を継続
し、事故クリア後には速やかに送電
電力を回復させる制御が導入され
ました。
　パワエレ機器の解析モデルの作
成にあたっては、このような個々の
設備固有の技術を的確に模擬する
必要があります。

3. 直流送電システムの概要
（１）基本構成
　第１図に、標準的な直流送電シス
テムを示します。制御系の基本構成
は、直流電流を制御する定電流制
御、直流電圧を制御する定電圧制
御、および後述する余裕角制御から
なり、それぞれが変換器に転弧パル
スを出力するタイミングを計算し、
その中の最小値を制御角として選
択します。 
　一般的に、送電端である変換器１
では定電流制御、受電端である変換
器２では、通常時には定電圧制御、
交流系統２の事故時には余裕角制
御が選択されます。
（２）転流動作と余裕角制御
　余裕角とは、変換器のサイリス
タ素子のスイッチングが完了して
から系統電圧がゼロになるまでの
期間です。
　例として、ａ相からb相へのス
イッチング動作を第２図に示しま
す 。a 相 より b 相 の 電 圧 が 高 い

（ea<eb）間にb相サイリスタに転

弧パルスが入力されると、ａ相サイ
リスタがオフ、b相サイリスタがオ
ンし、電流がa相からb相に転流し
ます。しかし、直後にea>ebとなる
とa相サイリスタも再びオンしてし
まい、正常な電力変換が行われな
くなることがあります。
　このような転流失敗を起こさな
いためには、制御角の最大値を制
限し、ａ相サイリスタがオフしてか
ら、線間電圧がゼロになるまでに
一定の時間を確保するように余裕
角を制御します。
　系統電圧が三相平衡で、高調波
歪が無いなどの理想的な条件下で
の制御角と余裕角の関係は良く知
られています。しかし、系統事故時
にはこのような状況は現実的では
なく、余分なマージンをとる必要が
あり、精度良く余裕角を制御する
ことは困難でした。

（３）紀伊水道直流設備の運転継続制御
　紀伊水道直流連系設備の運転継
続制御における新しい試みの中で、
代表的なものとしては、余裕角の直
接検出があげられます。これは、従
来のように理想的な条件に基づく
推定値を使うだけでなく、サイリス
タ素子の極間電圧や電流から余裕
角を計測し、制御にフィードバック
します。

4. 解析モデルの作成と検証
　学会発表された論文などに基づ
き、解析モデルを作成しました。余
裕角の直接検出や高調波歪を扱う
た め 、解 析 ソフトウェア に は 、
EMTP（Electro Magnetic Transient 
Program）を用いました。
　第３図に、解析モデルの検証結
果を示します。系統事故時の変換
器の出力電流を示しており、下段

が実機を模擬したモデルで、上段
は余裕角の直接検出を用いなかっ
た比較用のモデルです。上段では、
転流失敗により波形が大きく乱れ
ています。この検証では機器保護
は考慮しませんでしたが、実機で
は、一旦送電停止に至る可能性も
あります。一方、下段の波形では、
転流失敗は事故開始とクリア時の
み発生しており、運転継続制御の
効果を確認できました。

5. おわりに
　紀伊水道直流連系設備の解析モ
デルを構築した事例を紹介しまし
た。本稿で示したように、パワエレ
機器は、制御系の違いにより、動作
が大きく異なってくるため、解析
モデルの作成にあたっては、特に
注意を払う必要があります。

執筆者

パワーエレクトロニクス機器の系統解析モデルの整備

第 1 図　標準的な直流送電システム

第 2 図　変換器の転流動作と余裕角

第 3 図　運転継続制御の有無による応答の違い
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パワーエレクトロニクス機器の系統解析モデルの整備

直流送電や太陽光発電などのパワーエレクトロニクス機器の電力系統への導入が進んでいますが、その影響や効
果を数値シミュレーションなどにより把握するためには、これらの機器を模擬した解析モデルが必要になりま
す。しかし、技術の進歩に伴い新しい回路や制御方式が導入されると、既存の解析モデルでは対応できなくなるこ
とがあります。このため当研究室では新技術が導入されるなどの都度調査を行い、解析モデルを整備してきまし
た。今回は、これらの取組みのうち、紀伊水道直流連系設備の瞬時値解析モデルを構築した事例を紹介します。
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1. はじめに
　地域間の連系強化や再生可能エ
ネルギーの導入拡大を目指して、
パワーエレクトロニクス機器（以
下、パワエレ機器と略す）の電力系
統へ導入は、今後も進む見通しで
すが、その効果や影響を数値シ
ミュレーションなどにより把握す
るためには、これらの機器を模擬し
た数値解析モデルが必要になりま
す。
　しかし、自励式直流送電のマル
チレベル変換器や、分散電源用パ
ワーコンディショナのFRT機能

（Fault Ride Through）などのよ
うに、新しい回路や制御方式が導
入されると、既存の解析モデルで
は対応できなくなることがしばし
ばあります。このため、当研究室で
は、新たな機器の導入や系統の変
更が計画されるなどの都度調査を
行い、パワエレ機器の解析モデル
を整備してきました。
　今回は、これらの取組みのうち、
紀伊水道直流連系設備の瞬時値解
析モデルを構築した事例を紹介し
ます。
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　パワエレ機器の解析モデル作成
の難しさは、機器の動作における制
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れた解析モデルが用いられてきま
した。
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く変わります。また、ディジタル技
術の進歩に伴い、複雑な制御アルゴ
リズムが用いられることも珍しくな
く、線形システムのように、機器の
応答から制御系をモデル化するこ
とは容易ではありません。
（２）固有技術の反映　
　紀伊水道直流連系設備は、送電
電力が1,400万kWと世界的にも
大規模な設備で、系統運用面で極め
て重要な役割を担っていることか
ら、系統事故時にも極力運転を継続
し、事故クリア後には速やかに送電
電力を回復させる制御が導入され
ました。
　パワエレ機器の解析モデルの作
成にあたっては、このような個々の
設備固有の技術を的確に模擬する
必要があります。
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御、および後述する余裕角制御から
なり、それぞれが変換器に転弧パル
スを出力するタイミングを計算し、
その中の最小値を制御角として選
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から系統電圧がゼロになるまでの
期間です。
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す 。a 相 より b 相 の 電 圧 が 高 い
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リスタがオフ、b相サイリスタがオ
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とa相サイリスタも再びオンしてし
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くなることがあります。
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いためには、制御角の最大値を制
限し、ａ相サイリスタがオフしてか
ら、線間電圧がゼロになるまでに
一定の時間を確保するように余裕
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　系統電圧が三相平衡で、高調波
歪が無いなどの理想的な条件下で
の制御角と余裕角の関係は良く知
られています。しかし、系統事故時
にはこのような状況は現実的では
なく、余分なマージンをとる必要が
あり、精度良く余裕角を制御する
ことは困難でした。

（３）紀伊水道直流設備の運転継続制御
　紀伊水道直流連系設備の運転継
続制御における新しい試みの中で、
代表的なものとしては、余裕角の直
接検出があげられます。これは、従
来のように理想的な条件に基づく
推定値を使うだけでなく、サイリス
タ素子の極間電圧や電流から余裕
角を計測し、制御にフィードバック
します。

4. 解析モデルの作成と検証
　学会発表された論文などに基づ
き、解析モデルを作成しました。余
裕角の直接検出や高調波歪を扱う
た め 、解 析 ソフトウェア に は 、
EMTP（Electro Magnetic Transient 
Program）を用いました。
　第３図に、解析モデルの検証結
果を示します。系統事故時の変換
器の出力電流を示しており、下段

が実機を模擬したモデルで、上段
は余裕角の直接検出を用いなかっ
た比較用のモデルです。上段では、
転流失敗により波形が大きく乱れ
ています。この検証では機器保護
は考慮しませんでしたが、実機で
は、一旦送電停止に至る可能性も
あります。一方、下段の波形では、
転流失敗は事故開始とクリア時の
み発生しており、運転継続制御の
効果を確認できました。

5. おわりに
　紀伊水道直流連系設備の解析モ
デルを構築した事例を紹介しまし
た。本稿で示したように、パワエレ
機器は、制御系の違いにより、動作
が大きく異なってくるため、解析
モデルの作成にあたっては、特に
注意を払う必要があります。
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1. 背景および目的
　関西電力の基幹系統の送電線
保護リレーは、PCM電流差動搬
送保護継電方式（以下、PCMリ
レー）を適用しています。
　500kV系統に適用されるPCM
リレー（ 以 下 、5 0 0 k V P C Mリ
レー）は、主保護、後備保護ともに
装置の電源、ユニット、伝送路等
が完全に2系列であるため、1系列
不良時においても保護機能が損
なわれません。
　一 方 、2 7 5 k V 系 統 に 適 用 さ
れ る P C M リ レ ー（ 以 下 、
275kVPCMリレー）は、主保護、
後備保護がそれぞれ1系列構成と
しています。よって、主保護不良時
は、後備保護運用となり、系統に
よっては保護協調のため、後備保
護リレーの整定変更が必要となっ
たり、線路停止、発電機出力抑制
等が必要となる可能性がありま
す。近年、275kV系統は重潮流化
し、線路停止およびそれに伴う発
電 機 出 力 抑 制 が 非 常 に 困 難 と
なってきており、275kVPCMリ
レーも、500kVと同様に完全2系
列構成とすることが望ましいです
が、大幅なコスト増となってしま
います。
　そこで今回、2系列化によるコ
ストアップを抑制しつつ、障害復
旧作業時に装置停止を伴わない、
オンラインメンテナンスを可能と
する新たな275kVPCMリレーを
開発しました。

2. 研究結果および成果
（１）メイン-メイン方式の適用
　現状の275kVPCMリレーは、主
保護、後備保護それぞれが、主検出
リレー（以下、メインリレー）および
事故検出リレー（以下、FDリレー）
のユニットにより構成されていま
す。主保護、後備保護のトリップ信
号はメインとF Dの動 作 信 号の
AND構成とすることで誤動作を防
止し、信頼度を向上させています。
　今回開発した装置では、第1図
のように1つのユニットに主保護
および後備保護のメインリレーお
よびFDリレーを実装し、これをA、
Bの2系にすることで、メイン-メイ
ン方式を構成しました。第2図の
メイン-メイン方式に示すように、
A、B両系正常時
は 両 系のリレー
動作によりトリッ
プ出力を行うた
め、現状の装置と
同等の信頼度と
なります。また、
片系不良時でも
トリップ 出 力 が
行えるようバイ
パス回路を構成
し、稼働率の向上
を図っています。
なお、両系不良時
は両系バイパス
回路が形成され
ないよう対 策 回
路も設けていま
す。

（２）オンラインメンテナンス
　275kVPCMリレーへメイン-メ
イン方式を適用することにより、従
来の275kVPCMリレーと比較し
稼動率を向上させることができま
す。しかし、トリップ回路等のA、B
系共有回路があることから、障害
復旧作業時および確認試験時に健

全系列側に影響を与えないような
装置構成および確認試験方法、す
なわちオンラインメンテナンスの
検討が必要となります。

（a）対象範囲
　オンラインメンテナンスの対象
としては、2系列で構成される電源
装置、CPU、ディジタル入出力（以
下、DI/DO）としました。なお、2系
列化については、各部品の平均故
障間隔（以下、MTBF）を考慮し決
定しました。

（b）電源回路構成
　不良部品交換時は、不良部品へ
の電源供給を停止させるためにリ
レー用電源切替開閉器（以下、8R）
を「切」とする必要があります。しか

し、オンラインメンテ
ナンスを実現するため
には、トリップ回路の
ようなA系、B系共通回
路への電源供給を停
止させることはできま
せん。よって、A系、B系
共通回路へ電源供給
を行う8R(共通)に加

えて、第3図のように系列毎に8R
を実装することで、系列毎に電源
停止、不良部品交換が可能となる
構成としました。

（c）不良部品交換後の確認試験
　例としてトリップ用DO出力回
路を第4図に示します。
　不良系列8Rを切ることで、DO
カードへの電源供給を停止させる
ことはできますが、トリップ回路の
電源はA、B系共通であるため、DO
接点への電圧印加は停止させるこ
とができません。そこで新たに隔離
SWを実装し、運用回路から切り離
して交換、確認試験ができる構成
としています。また、復旧作業中
は、不良系列のバイパス回路が形
成され保護を継続していますが、
復旧作業中に不良が復帰し、バイ
パス回路が解除される可能性があ
ります。そこで、復旧作業時も確実
にバイパス回路が形成されるよ
う、隔離SW接点を用いてバイパス
回路を二重化しています。
　DO接点の接続確認は、導通試験
にて実施します。そこで、導通測定

箇所としてオンラインメンテナン
ス用端子台を実装することとしま
した。なお、確認試験の効率化のた
め、オンラインメンテナンス用端子
台をコネクタ化し、リレー盤前面に
コネクタを実装することを考えて
います。
（３）稼働率評価　
　開発装置はメイン-メイン方式の
適用により、N-1故障発生において
も健全系列のリレーにより保護は
継続します。よって、開発装置は
500kVPCMリレーのような完全2
系列装置と同等の稼働率になると
考えています。
（４）コスト評価
　開発装置は、電源・CPU・DI/DO
の2系列化により現行装置よりも
コストが上がりますが、メイン-メ
イ ン 方 式 を 適 用 す る こ と で 、
500kVPCMリレーの完全2系列
装置より約20%程度コストを低減
させることができる見込みです。

3. まとめと今後の取組み
　今回、275kVPCMリレーへメイ
ン-メイン方式を適用し、さらにオ
ンラインメンテナンスを実現した
ことで 、低 コ ストで あり 、か つ
500kVPCMリレーの完全2系列
装置と同等の稼働率を持つ装置を
開発しました。
　今後は、装置の本格導入に向け
て、さらに詳細仕様検討を進めて
いく予定です。
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第 2 図　トリップ回路概略図 第 4 図 トリップ用 DO 出力回路
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関西電力の275kV系統は、近年重潮流化してきており、線路停止が困難となってきています。一方で、275kV系
統に適用される線路保護リレー（PCMリレー）は1系列であり、装置不良が発生すれば線路停止が必要となるた
め、275kV線路保護リレーの稼働率向上が望まれています。そこで、メイン-メイン方式を適用し、オンラインメン
テナンスを可能とした低コスト2系列PCMリレーを開発しましたので紹介します。
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1. 背景および目的
　関西電力の基幹系統の送電線
保護リレーは、PCM電流差動搬
送保護継電方式（以下、PCMリ
レー）を適用しています。
　500kV系統に適用されるPCM
リレー（ 以 下 、5 0 0 k V P C Mリ
レー）は、主保護、後備保護ともに
装置の電源、ユニット、伝送路等
が完全に2系列であるため、1系列
不良時においても保護機能が損
なわれません。
　一 方 、2 7 5 k V 系 統 に 適 用 さ
れ る P C M リ レ ー（ 以 下 、
275kVPCMリレー）は、主保護、
後備保護がそれぞれ1系列構成と
しています。よって、主保護不良時
は、後備保護運用となり、系統に
よっては保護協調のため、後備保
護リレーの整定変更が必要となっ
たり、線路停止、発電機出力抑制
等が必要となる可能性がありま
す。近年、275kV系統は重潮流化
し、線路停止およびそれに伴う発
電 機 出 力 抑 制 が 非 常 に 困 難 と
なってきており、275kVPCMリ
レーも、500kVと同様に完全2系
列構成とすることが望ましいです
が、大幅なコスト増となってしま
います。
　そこで今回、2系列化によるコ
ストアップを抑制しつつ、障害復
旧作業時に装置停止を伴わない、
オンラインメンテナンスを可能と
する新たな275kVPCMリレーを
開発しました。

2. 研究結果および成果
（１）メイン-メイン方式の適用
　現状の275kVPCMリレーは、主
保護、後備保護それぞれが、主検出
リレー（以下、メインリレー）および
事故検出リレー（以下、FDリレー）
のユニットにより構成されていま
す。主保護、後備保護のトリップ信
号はメインとF Dの動 作 信 号の
AND構成とすることで誤動作を防
止し、信頼度を向上させています。
　今回開発した装置では、第1図
のように1つのユニットに主保護
および後備保護のメインリレーお
よびFDリレーを実装し、これをA、
Bの2系にすることで、メイン-メイ
ン方式を構成しました。第2図の
メイン-メイン方式に示すように、
A、B両系正常時
は 両 系のリレー
動作によりトリッ
プ出力を行うた
め、現状の装置と
同等の信頼度と
なります。また、
片系不良時でも
トリップ 出 力 が
行えるようバイ
パス回路を構成
し、稼働率の向上
を図っています。
なお、両系不良時
は両系バイパス
回路が形成され
ないよう対 策 回
路も設けていま
す。

（２）オンラインメンテナンス
　275kVPCMリレーへメイン-メ
イン方式を適用することにより、従
来の275kVPCMリレーと比較し
稼動率を向上させることができま
す。しかし、トリップ回路等のA、B
系共有回路があることから、障害
復旧作業時および確認試験時に健

全系列側に影響を与えないような
装置構成および確認試験方法、す
なわちオンラインメンテナンスの
検討が必要となります。

（a）対象範囲
　オンラインメンテナンスの対象
としては、2系列で構成される電源
装置、CPU、ディジタル入出力（以
下、DI/DO）としました。なお、2系
列化については、各部品の平均故
障間隔（以下、MTBF）を考慮し決
定しました。

（b）電源回路構成
　不良部品交換時は、不良部品へ
の電源供給を停止させるためにリ
レー用電源切替開閉器（以下、8R）
を「切」とする必要があります。しか

し、オンラインメンテ
ナンスを実現するため
には、トリップ回路の
ようなA系、B系共通回
路への電源供給を停
止させることはできま
せん。よって、A系、B系
共通回路へ電源供給
を行う8R(共通)に加

えて、第3図のように系列毎に8R
を実装することで、系列毎に電源
停止、不良部品交換が可能となる
構成としました。

（c）不良部品交換後の確認試験
　例としてトリップ用DO出力回
路を第4図に示します。
　不良系列8Rを切ることで、DO
カードへの電源供給を停止させる
ことはできますが、トリップ回路の
電源はA、B系共通であるため、DO
接点への電圧印加は停止させるこ
とができません。そこで新たに隔離
SWを実装し、運用回路から切り離
して交換、確認試験ができる構成
としています。また、復旧作業中
は、不良系列のバイパス回路が形
成され保護を継続していますが、
復旧作業中に不良が復帰し、バイ
パス回路が解除される可能性があ
ります。そこで、復旧作業時も確実
にバイパス回路が形成されるよ
う、隔離SW接点を用いてバイパス
回路を二重化しています。
　DO接点の接続確認は、導通試験
にて実施します。そこで、導通測定

箇所としてオンラインメンテナン
ス用端子台を実装することとしま
した。なお、確認試験の効率化のた
め、オンラインメンテナンス用端子
台をコネクタ化し、リレー盤前面に
コネクタを実装することを考えて
います。
（３）稼働率評価　
　開発装置はメイン-メイン方式の
適用により、N-1故障発生において
も健全系列のリレーにより保護は
継続します。よって、開発装置は
500kVPCMリレーのような完全2
系列装置と同等の稼働率になると
考えています。
（４）コスト評価
　開発装置は、電源・CPU・DI/DO
の2系列化により現行装置よりも
コストが上がりますが、メイン-メ
イ ン 方 式 を 適 用 す る こ と で 、
500kVPCMリレーの完全2系列
装置より約20%程度コストを低減
させることができる見込みです。

3. まとめと今後の取組み
　今回、275kVPCMリレーへメイ
ン-メイン方式を適用し、さらにオ
ンラインメンテナンスを実現した
ことで 、低 コ ストで あり 、か つ
500kVPCMリレーの完全2系列
装置と同等の稼働率を持つ装置を
開発しました。
　今後は、装置の本格導入に向け
て、さらに詳細仕様検討を進めて
いく予定です。
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1. 合理化工法の概要
　CVケーブル終端部は、導体，内
部半導電層，絶縁体，外部半導電
層（以下、「外導」という），遮蔽層
および防食層で構成されるCV
ケーブルとプレモールド絶縁体お
よび保護金具などの付属品で構
成されます。CVケーブル終端部
の構造を第１図に示します。
　CVケーブルと付属品を組み立
てる作業のうち、時間比重の高い
絶縁体・外導処理作業に着目し、
施工方法の合理化を図ることとし
ました。
　絶縁体・外導処理作業とは、外
導先端部の電界集中を緩和させ
るプレモールド絶縁体の密着性を
向上させるために絶縁体表面を
滑らかにし、外導を再形成するも
のです。

（１）絶縁体・外導処理作業
　従来の絶縁体・外導処理作業は、
外導削り器等を用いて外導を除去
し、ベルトサンダーやサンドペー
パーを用いて絶縁体表面を平滑さ
せた後に熱収縮チューブ(シリコー
ン製)を収縮させ、熱収縮チューブ
上に巻き付けたテープヒーターを
加熱して、絶縁体上に塗布した導
電性塗料を絶縁体と接着させて、
外導を再形成します。この工法は
テープヒーターの加熱および冷却
に時間を要します。従来工法の概
要を第２図（a）に示します。

　一方、今回検討した合理化工法
は、ガラス片を用いて外導を除去
し、絶縁体表面に塗布した導電性
塗料の外側に熱収縮チューブ(フッ
素樹脂製)を被せ、ドライヤーによ
る加熱で熱収縮チューブを収縮さ
せるとともにチューブ上から圧力
を加えて導電性塗料を絶縁体に接
着させ、外導を再形成します。この
工法であれば、従来工法よりも加
える熱量を少なくすることができ、
加熱時間および冷却時間を短縮す
ることができます。合理化工法の
概要を第２図（b）に示します。

2. 検証試験
　従来工法に比べて外導再形成
中に加える熱量が少ないため、導
電性塗料の絶縁体への密着性能
を評価する必要があり、合理化工
法で接着させた導電性塗料の接
着力を確認しました。また、合理
化工法によって組立てた終端部
の電気性能および従来工法との
作業性の評価を行いました。
（１）導電性塗料の接着性能試験
　合理化工法で導電性塗料を絶縁
体に接着させた供試体に対して第
1表示す試験項目を実施しました。
　上記試験の結果、いずれの試験
においても導電性塗料の剥がれは
無く、十分な接着性能を有するこ
とを確認しました。
（２）電気性能試験
　合理化工法で組み立てた終端部
について、JEC-3408-1997「特別
高圧（11kV～275kV）架橋ポリエ
チレンケーブルおよび接続部の高
電圧試験法」の形式試験に準じて
以下の試験を行いました。
　・商用周波耐電圧試験
　(150kV×1時間)
　・雷インパルス耐電圧試験
　（±550kV・各3回）
　その結果、いずれの試験におい
ても絶縁破壊せず、良好な結果と
なりました。

（３）作業性評価　
　従来工法と合理化工法の比較を
すると、加熱・冷却時間の短縮が可
能であり、終端部組立作業全体で
評価すると、１組（３相）あたり約２
時間の作業時間短縮が可能となり
ました。

3. まとめ
　その結果、実設備に適用できる
性能を有していることを確認しま
した。また、従来の作業と比べて、
作業方法を簡素化することによ
り、作業時間の短縮を図ることが
できました。これらの成果より合理
化工法を77kVCVケーブル用終端
接続部の接続作業に導入していく
予定としております。
　最後に、本研究の共同研究先で
ある中部電力㈱，住友電気工業㈱，
古河電気工業㈱，昭和電線ケーブ
ルシステム㈱の皆様方には、厚く
お礼申し上げます。
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77kV CVケーブル用終端部における合理化工法の適用に向けて

第３図　プレモールド絶縁体着脱試験後の剥離強度試験結果（導電性塗料の剥がれ無し）

第２図　絶縁体・外導処理作業の概要（従来工法と合理化工法の比較）第１図　CVケーブル終端部の構造

（a）従来工法 （b）合理化工法

第 1表　導電性塗料の接着性能試験
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77kV CVケーブル用終端部における合理化工法の適用に向けて3研究紹介
CVケーブル中間接続部は、従来のテープ巻き式(TJ)から新たにゴムブロック式（RBJ）を導入することにより
施工時間の短縮が図られてきました。一方、終端接続部についても、作業停電時間の制約などにより安定供給
が損なわれるとの観点から作業の簡素化や作業停電時間の短縮が求められており、一層の合理化が望まれてい
ます。そこで、CVケーブル終端接続部の工法の合理化を検討し、性能検証を実施したため、その概要について
紹介します。

試験項目

剥離試験

ヒートサイクル試験

プレモールド
絶縁体着脱試験後の

剥離試験

プレモールド
絶縁体着脱試験

評価項目

クロスカット法（JIS K 5600-5-6）に準じて導電性塗
料の接着性能を評価

導電性塗料上にプレモールド絶縁体５回着脱後の剥離
の有無を評価

プレモールド絶縁体着脱試験後に再度剥離強度試験を
実施し、導電性塗料の接着性能を評価

ヒートサイクル（70℃・4 時間⇔-5℃・4 時間 ×30 サ
イクル）によりケーブルが膨張収縮を繰り返した際の
導電性塗料の接着性能を評価
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1. 合理化工法の概要
　CVケーブル終端部は、導体，内
部半導電層，絶縁体，外部半導電
層（以下、「外導」という），遮蔽層
および防食層で構成されるCV
ケーブルとプレモールド絶縁体お
よび保護金具などの付属品で構
成されます。CVケーブル終端部
の構造を第１図に示します。
　CVケーブルと付属品を組み立
てる作業のうち、時間比重の高い
絶縁体・外導処理作業に着目し、
施工方法の合理化を図ることとし
ました。
　絶縁体・外導処理作業とは、外
導先端部の電界集中を緩和させ
るプレモールド絶縁体の密着性を
向上させるために絶縁体表面を
滑らかにし、外導を再形成するも
のです。

（１）絶縁体・外導処理作業
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外導削り器等を用いて外導を除去
し、ベルトサンダーやサンドペー
パーを用いて絶縁体表面を平滑さ
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ン製)を収縮させ、熱収縮チューブ
上に巻き付けたテープヒーターを
加熱して、絶縁体上に塗布した導
電性塗料を絶縁体と接着させて、
外導を再形成します。この工法は
テープヒーターの加熱および冷却
に時間を要します。従来工法の概
要を第２図（a）に示します。
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2. 検証試験
　従来工法に比べて外導再形成
中に加える熱量が少ないため、導
電性塗料の絶縁体への密着性能
を評価する必要があり、合理化工
法で接着させた導電性塗料の接
着力を確認しました。また、合理
化工法によって組立てた終端部
の電気性能および従来工法との
作業性の評価を行いました。
（１）導電性塗料の接着性能試験
　合理化工法で導電性塗料を絶縁
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執筆者

77kV CVケーブル用終端部における合理化工法の適用に向けて

第３図　プレモールド絶縁体着脱試験後の剥離強度試験結果（導電性塗料の剥がれ無し）

第２図　絶縁体・外導処理作業の概要（従来工法と合理化工法の比較）第１図　CVケーブル終端部の構造

（a）従来工法 （b）合理化工法
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1. 背景とねらい
　当社は、太陽光発電（以下、Ｐ
Ｖ）等の再生可能エネルギーを配
電系統に連系するため、電力品質
の維持向上の観点から系統監視・
制御機器や電圧制御手法の開発
を進めています。今後も配電系統
に多数のＰＶが連系されることが
予想され、今まで以上に高度な系
統運用が必要になります。加え
て、さらなる公衆保安の確保や供
給信頼度の向上を目的に、事故検
出機能の高度化に向けた検討を
進めてきました。
　また、当社における現行の配電
自動化システム（以下、配自シス
テム）は、通信メディアとして主に
同軸ケーブル、ツイストペアケー
ブルを用いていますが、設備構築
から２０年以上が経過しており、
伝送路設備の更新時期を迎えて
います。

　当社はこれらの課題に確実に
対応するため、平成２９年３月か
ら当社供給エリアの一部の地域
で光伝送路システムを導入し、光
伝送路に対応した開閉器制御機
器である光ユニット子局を開発し
ました。

2. 光ユニット子局の全体概要
　光ユニット子局と従来子局の大
きな違いは、ユニット構造を採用
した事です。（第１図）従来は、機
能向上や不具合が発生した都度、
子局本体一式を交換する必要が
ありましたが、ユニット構造を採
用することで今後は機能毎のユ
ニット交換で対応することが可能
です。

3. 光通信方式の概要　
　光ユニット子局では、光端局ユ

ニットの通信方式として光マルチ
ホップ方式を採用しています。
　主な特徴は、光伝送路の構成を
リング状とすることで光ケーブル
の断線により片ルート障害が発生
しても、もう片方のルートで通信可
能である点（耐障害性）や、新設、移
設時における光伝送路の設計が比
較的容易である点（設計柔軟性）で
す。また、現行のシステムでは、変
電所の構内に集約機能を有する装
置を設置して変電所から各拠点の
中央装置と通信を行っています。
今回開発したシステムでは、集約
機能を柱上の光ユニット子局に搭
載（上位接続化）しています。（第２
図）そのため、変電所構内にはIP
ネットワークと接続するための機
器（ルーター等）のみを設置する構
成が可能となり、保守性の向上や
コスト低減を図っています。

4. 事故対応の高度化
（１）自己発呼機能
　当社では配電系統を監視・制御
するために自動区分開閉器の三相
センサ化（以下、センサ開閉器）を
進めています。光ユニット子局はセ
ンサ開閉器から取得した線間電圧
や線電流等の系統情報を事業所に
設置した配電自動化中央装置に送
信しています。
　従来の子局では系統情報の取得
を中央装置からのポーリング方式
で実施していますが、今回の光ユ
ニット子局では、開閉器の状態や
電圧変化を検出したタイミング
で、自らが中央装置に情報を送信
する自己発呼機能を新たに実装し
ました。従来に比べて系統情報を
リアルタイムに取得することで、さ
らなる電力品質の維持向上を図っ
ていきます。
（２）波形収集機能
　配電系統で停電事故が発生した
場合、停電区間を最小限に留める
ために、センサ開閉器の自動融通
機能等を活用し、系統運用を行っ
ています。しかし、最終的な事故点
の確定には、事業所から現地に出
動して作業を行う必要があり、事故
の様相によっては、設備の切り分け
や柱上探査に多くの労力を要する
という課題があります。
　そこで、光ユニット子局で事故発
生時の波形を収集し、中央装置へ送
信する機能を新たに実装しました。
将来的には、中央装置で波形分析す
ることで、事故原因推定や事故が発
生した地点を判定する事故点標定
等の事故対応を高度化（第３図）し
事故探査の省力化と、さらなる公衆
保安確保や供給信頼度の向上を実
現するよう検討していきます。

5. 今後の予定
　平成２９年３月から一部のエリ
アで実フィールド検証を開始して
おり平成２９年度中に約１,６００
台の光ユニット子局を設置する予
定です。

　今後は光通信機能および子局の
基本性能を確認した上で、波形収
集機能を活用した事故対応の高度
化を段階的に進めていきます。

執筆者

配電自動化 光ユニット子局の開発

第２図　光通信方式の概要

第３図　事故対応の高度化イメージ

第１図　光ユニット子局の機要

執 筆 者：竹内　翔吾
所 　 属：電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
主な業務：配電設備の制御機器開発に従事

（研究に携わった人）
電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
小山　修平、宮元　英樹、大恵　慎平、橋川　一功

電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

配電自動化 光ユニット子局の開発4研究紹介
当社では、電力品質の維持向上や公衆保安・供給信頼度のさらなる確保を目的として次期配電自動化システム
を開発しています。次期配電自動化システムでは、系統監視・制御の高度化やセンサ開閉器情報を活用した事
故検出機能を実現するため、大容量データを高速で通信可能な光伝送路の構築を進めています。本稿では、光
伝送路に対応した系統監制御機器である光ユニット子局について紹介致します。
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電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

配電自動化 光ユニット子局の開発4研究紹介
当社では、電力品質の維持向上や公衆保安・供給信頼度のさらなる確保を目的として次期配電自動化システム
を開発しています。次期配電自動化システムでは、系統監視・制御の高度化やセンサ開閉器情報を活用した事
故検出機能を実現するため、大容量データを高速で通信可能な光伝送路の構築を進めています。本稿では、光
伝送路に対応した系統監制御機器である光ユニット子局について紹介致します。
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1. 背景・ねらい
　車両事故防止対策については、
安全講習会や事故速報での周知、
職場でのディスカッションなど
様々な施策が実施されており一
定の効果を得ていますが、発生件
数の大幅減少（撲滅）まで至って
いないのが現状です。
　そこで今回の研究では、実際に
ドライブレコーダーに記録された
急加速などの危険運転データと、
運転者の性格や運転経歴などの
要因との関係を解明し、また、現
場で活用可能な運転リスク診断
システムを開発することで車両安
全運転意識向上に資することとし
ました。

2. 運転リスクと要因の抽出
（１）運転リスクの抽出
　現場で保有しているドラレコ映
像（約６００映像）を実際に視聴
し、映像中の危険シーンから、一時
停止不履行、スピードオーバーな
どの３５個の運転リスクを抽出し
ました。
（２）要因の抽出
　安全運転態度検査SAS592（科
学警察研究所）などを参考に、「考
えるより先に身体が動くほうだ」、
「長時間、路上駐車をしたことが何
回かある」など日常行動や安全運
転に関する項目、また年齢など属
性に関する項目を要因として抽出
しました。

3. アンケート調査内容
（1）実施箇所：当社営業所
（2）回答者：車両運転認定者、179名
（3）質問内容（159問）
　①危険運転リスクに関する質問
　②要因に関する質問

4. 解析
（１）解析方法
　アンケート解析により、運転リス
クと要因との相関分析を実施しま
した。
　今回、要因は複数のカテゴリ
データであるため、多変量解析（数
量化Ⅱ類）を実施しました。
（２）解析結果
　解析の結果、「操作が荒い」「進路
変更が遅れる」など３５個の運転リ
スクの内、「スピードが出すぎる」
「歩行者の気づきに遅れる」など９
個のリスクについて有意な因果関
係を得ることができました。
　また、有意となった各運転リスク

とそれの要因との関係を見ると、
各運転リスクは３～８個の要因が
関係しており。要因種類は全部で
３０種類となることが分かりまし
た（第１表）。

5. 解析結果の解釈
　第１図は、今回の解析において
有意となった関係の内、リスク「一
般道で速度が出すぎる」の因果関
係を示したものです。
　この中で特にリスクに対して影
響の大きな要因は、リスクスコアの
大きさから、「停止している車のそ
ばを、すれすれに通っても気になら
ない」「割り込みはうまい方で得を
した感じがする」「横断歩道を渡っ
ている人を邪魔と感じる」というこ
とがわかります。
　このような「気にならない」「得し
た感じ」と言った自己の運転に対
する危険感受性の低さや誤った優
越感、また歩行者など交通弱者に

対する思いやりの欠如などが、一
般道でのスピードオーバーを誘発
すると解釈できます。

6. 運転リスク診断システムの開発
　解析で得られた因果関係式を組
み込んだ、運転リスク診断システ
ムを開発しました（第２図）。
　これは、３０個の質問に回答する
だけで、自己の９つの運転リスクに
対するリスク度合いが即時に表示
されます。また、リスク度合いとそ
れに対するアドバイスが表示され、
継続すべき点や、気をつける点を
認識することができます。さらに、
診断結果は保存することができる
ため、長期的に運転リスクがどの
ように変化してきたのかを把握す
ることができ、自己の車両安全意
識向上施策に対する効果を確認す
ることができます。

7. ユーザ利用評価
　開発した運転リスク診断システ
ムを現場の車両運転認定者および
車両指導員の約３０名で試験利用
評価を実施しました。
　評価については、当システムに
よる車両安全運転意識向上におけ
る有効性やアドバイスの納得性、
またシステムの使い勝手など、実
際の現場活用の視点で実施しまし
た（６項目）。
　その結果、すべての評価項目にお
いて、車両運転認定者および車両
指導員の回答者のそれぞれ８割以
上が「役立つ」「満足」などと回答し、
肯定的な評価結果となりました。

8. 今後の予定
　今回開発したシステムは、運転
リスクを「診断」するものでした。一

方、過年度に開発した車両ＫＹＴ
ツールは受講者がドラレコ映像上
の危険箇所を指摘するものであ
り、今回の診断システムと、この車

両ＫＹＴツールを連携することで、
診断からトレーニングまで一貫し
た、より高度な安全運転意識向上
システムを開発する予定です。

執筆者

車両運転データ分析による安全運転意識向上手法に関する研究

第１表　運転リスクと要因の関係 第２図　運転リスク診断システム

第１図　リスク「一般道で速度が出すぎる」の例

執 筆 者：池田　利夫
所 　 属：研究開発室　技術研究所　情報通信技術研究室
主な業務：ヒューマンサイエンス、行動分析の研究に従事
連 絡 先：社用：97-7151、外線：070-6508-0864

研究開発室　技術研究所　情報通信技術研究室
研究開発室　技術研究所　情報通信技術研究室

車両運転データ分析による安全運転意識向上手法に関する研究5研究紹介
車両事故は様々な要因によって引き起こされると考えられます。運転者の性格・行動などヒューマンファクター
によるものから、道路状況、車種などの運転環境、さらには、年齢や運転経験年数など運転者自身に関するもの
など、これらが複雑に関係すると考えられます。今回の研究では、これら事故要因と運転リスクの因果関係を多
変量解析により解明しました。また、解析によって得られた因果関係式を組み込んだ「運転リスク診断システム」
を開発しユーザによる利用評価を実施したので、その内容について紹介します。
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1. はじめに
　光伝送路、特に光ファイバ複合架
空地線（OPGW）においては、高経
年化に伴って腐食が多数発生し、そ
の影響を受けて伝送損失の増加が
頻発することが懸念されています。
こ れ に 備 え 、光 パ ル ス 試 験 器

（OTDR）で定期的に損失分布を調
べる点検を行っています。しかし
OPGWの劣化が進み、点検箇所数
や頻度が増加すると、保守作業の負
担になっていくと考えられます。
　これに対し、光通信装置には保守
情報として送受信光レベルをメッ
セージ出力できるものがあります
ので、これをセンサとし、データを
ネットワーク経由で収集すれば、遠
隔から伝送路の損失を連続的に把
握できます。この方法で遠隔点検が
できれば、損失に増加が生じた伝送
路に限定してOTDR測定を行い発
生地点を突き止めればよくなり、保
守作業が効率化できます。
　さらにこのデータを蓄積すれば、
損失の連続的な変化が得られます。
気温など、OPGWの周辺環境に関
する情報をオープンデータから取
得し、OPGWの損失変動と合わせ
て分析すれば、定期的な点検よりも
早期にOPGWの劣化を検知できる
可能性も出てきます。
　ただし、通信装置の保守情報から
OTDRと同等レベルで損失の変化
が取得できることや、分析方法やそ
の効果を確かめておく必要があり
ます。
　 そこで 光 波 長 多 重 伝 送 装 置

（DWDM）の保守情報（MIB情報）
を、IP網（社内LAN回線）で収集して
伝送路損失の経時変化を取得し、こ
れらについて検討を進めています。

2. 測定構成
　第１図のように、OPGW（24心）
の2心を用いて双方向伝送を行っ
ている実際のDWDMから、装置各
部の状態や信号レベルなどのデー
タが含まれるMIB情報を収集し、
サーバ側でOPGW75.6kmの損
失を推定します。DWDMは、波長
多重した光信号を光増幅器で増幅
後にOPGWへ送出し、受けた信号
を増幅し、波長分離して受信しま
す。MIB情報から送信側の増幅器
出力と受信側の増幅器入力を取得
すれば、その差がOPGWの損失と
なります。今回は社内IP網を用い
て、１時間間隔でMIB情報をサー
バに収集し、OPGWの損失を得る
ようにしました。
　 同 時 に O P G W の 別 心 線 で 、
OTDR測定（波長1.55μm）を1時
間間隔で行い、MIB情報から得ら
れたOPGW損失と比較評価をし
ています。

3. OTDRとの損失測定の比較
　第２図は、DWDMのMIB情報
から得たOPGWの損失と、OTDR
測定によるOPGWの損失の、約
１ヶ月間の推移を示したものです。
いずれも1日を周期とした変化を
しており、まったく同じ動きになっ
ています。
　4月から8月まで4ヶ月間の、
MIB情報による損失とOTDR測定
による損失の相関を、第３図に示し
ます 。強い 直 線 相 関（ 相 関 係 数
0.82）があり、傾きも0.94と１に近
い 値 に な り ま し た 。こ れ よ り
DWDMのMIB情報を収集すれば、
伝送路の損失をOTDR測定と同等
の確度で評価することができると
いえます。但し装置が異なれば、
MIB情報の精度が変わると考えら
れるため、別途調査が必要です。

4. 単発的な損失増加の検知
　光伝送路の損失を連続的に取得
することで、単発的に生じた損失
の変化も検知が可能となります。
　測定対象のOPGWにおいて、冬
季の夜間に発生した損失の増加に
ついて第４図に示します。発生状
況から、OPGWのアルミ管の内部
に水が入り、これが凍結して光
ファイバを押し曲げて損失が発生
した、と推測されます。この場合
は、伝送装置から警報が出ない範
囲の損失増加であり、昼間になれ
ば生じた損失はほぼ消えています
ので、警報監視やOTDRによる点
検では捕捉が難しかったと考えら
れます。連続的なデータ取得によ
り、OPGWに凍結障害が発生する
危険性を早い段階で検知できたと
いえます。
　前節の結果と合わせて、MIB情
報を連続的に収集することによっ
て、伝送路の損失変化について、単
発的なものも含めて評価ができる
といえますので、OTDR測定によ
る点検の代替手段になり得ると考
えられます。

5. 長期データによる伝送路評価
　さらに長期間のデータにより伝送
路の劣化評価の検討を行いました。
　MIB情報によるOPGW損失に
ついて、春から秋にわたる推移を、
気温の変化と合わせて第５図に示
します。気温はOPGWのルートに

沿った地点のオープンデータ（ア
メダス）から取得しました。図のよ
うに、気温と損失が同じ動きをし
ています。両者の相関を散布図で
も調べ、強い相関があることを確
認しました。これより、測定対象の
OPGWで生じている損失変動の
要因は、気温であるといえます。
　一般に光ファイバ損失の温度に
よる変化は、波長1.55μmでは
0.0001dB/km/℃程度です。今
回、伝送路長は75.6kmで、気温
の変化幅が約30℃のため、およそ
0.2dB幅の損失変動が想定され
ます。しかし4月から8月にかけて
損失は約0.5dB増加しており、こ
の想定を上回っています。1日の
中で生じる変化の幅も、気温から
予想されるものより大きくなって
います。このことから、OPGWの
どこかに、気温上昇に伴い損失が
増えるような不具合があると推測
されます。
　伝送路のOTDR測定結果を第６
図に示しますが、OPGWの途中に
光ファイバの曲がりと考えられる
損失増加点がありました。OTDR
の連続測定から、ここで気温に応
じた損失変動が生じていることが
わかりました。気温の変化によっ
て周囲の部材が膨張/収縮し、光
ファイバの曲がり具合が変わり、
損失が変化しているとすれば説明
することができます。
　以上から、光伝送路の損失を連

続的に観測し、0.0001 dB/km/℃ 
を上回る損失変動があれば、伝送
路に光ファイバの曲がりなどの異
常がある、と判断できると考えら
れます。光伝送路の不具合の早期
検知の可能性を示す結果が得ら
れました。

6. まとめ
　これまで十分に活用できていな
かった 通 信 機 器 の 保 守 情 報 や
オープンデータを用いて、遠隔点
検による保守作業の効率化や、不
具合の早期検知が実現できるこ
とを示しました。設備の高経年化
に対応していくため、これ以外の
設備についても、同様の取り組み
を検討していく予定です。
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通信機器の保守情報の収集による光伝送路の評価6研究紹介
光通信機器から警報だけでなく各部の信号レベルなどの保守用データを収集し、それをもとに伝送路の損失が
把握できれば、遠隔点検が実現すると考えられます。さらにデータを蓄積し、伝送路の損失変化について気温等
のオープンデータと合わせて評価することで、伝送路劣化の早期検知に繋がる可能性もあります。これらを確か
めるため、運用中の波長多重伝送装置から保守情報を取得し、検討を進めていますので紹介します。
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1. はじめに
　光伝送路、特に光ファイバ複合架
空地線（OPGW）においては、高経
年化に伴って腐食が多数発生し、そ
の影響を受けて伝送損失の増加が
頻発することが懸念されています。
こ れ に 備 え 、光 パ ル ス 試 験 器

（OTDR）で定期的に損失分布を調
べる点検を行っています。しかし
OPGWの劣化が進み、点検箇所数
や頻度が増加すると、保守作業の負
担になっていくと考えられます。
　これに対し、光通信装置には保守
情報として送受信光レベルをメッ
セージ出力できるものがあります
ので、これをセンサとし、データを
ネットワーク経由で収集すれば、遠
隔から伝送路の損失を連続的に把
握できます。この方法で遠隔点検が
できれば、損失に増加が生じた伝送
路に限定してOTDR測定を行い発
生地点を突き止めればよくなり、保
守作業が効率化できます。
　さらにこのデータを蓄積すれば、
損失の連続的な変化が得られます。
気温など、OPGWの周辺環境に関
する情報をオープンデータから取
得し、OPGWの損失変動と合わせ
て分析すれば、定期的な点検よりも
早期にOPGWの劣化を検知できる
可能性も出てきます。
　ただし、通信装置の保守情報から
OTDRと同等レベルで損失の変化
が取得できることや、分析方法やそ
の効果を確かめておく必要があり
ます。
　 そこで 光 波 長 多 重 伝 送 装 置

（DWDM）の保守情報（MIB情報）
を、IP網（社内LAN回線）で収集して
伝送路損失の経時変化を取得し、こ
れらについて検討を進めています。

2. 測定構成
　第１図のように、OPGW（24心）
の2心を用いて双方向伝送を行っ
ている実際のDWDMから、装置各
部の状態や信号レベルなどのデー
タが含まれるMIB情報を収集し、
サーバ側でOPGW75.6kmの損
失を推定します。DWDMは、波長
多重した光信号を光増幅器で増幅
後にOPGWへ送出し、受けた信号
を増幅し、波長分離して受信しま
す。MIB情報から送信側の増幅器
出力と受信側の増幅器入力を取得
すれば、その差がOPGWの損失と
なります。今回は社内IP網を用い
て、１時間間隔でMIB情報をサー
バに収集し、OPGWの損失を得る
ようにしました。
　 同 時 に O P G W の 別 心 線 で 、
OTDR測定（波長1.55μm）を1時
間間隔で行い、MIB情報から得ら
れたOPGW損失と比較評価をし
ています。

3. OTDRとの損失測定の比較
　第２図は、DWDMのMIB情報
から得たOPGWの損失と、OTDR
測定によるOPGWの損失の、約
１ヶ月間の推移を示したものです。
いずれも1日を周期とした変化を
しており、まったく同じ動きになっ
ています。
　4月から8月まで4ヶ月間の、
MIB情報による損失とOTDR測定
による損失の相関を、第３図に示し
ます 。強い 直 線 相 関（ 相 関 係 数
0.82）があり、傾きも0.94と１に近
い 値 に な り ま し た 。こ れ よ り
DWDMのMIB情報を収集すれば、
伝送路の損失をOTDR測定と同等
の確度で評価することができると
いえます。但し装置が異なれば、
MIB情報の精度が変わると考えら
れるため、別途調査が必要です。

4. 単発的な損失増加の検知
　光伝送路の損失を連続的に取得
することで、単発的に生じた損失
の変化も検知が可能となります。
　測定対象のOPGWにおいて、冬
季の夜間に発生した損失の増加に
ついて第４図に示します。発生状
況から、OPGWのアルミ管の内部
に水が入り、これが凍結して光
ファイバを押し曲げて損失が発生
した、と推測されます。この場合
は、伝送装置から警報が出ない範
囲の損失増加であり、昼間になれ
ば生じた損失はほぼ消えています
ので、警報監視やOTDRによる点
検では捕捉が難しかったと考えら
れます。連続的なデータ取得によ
り、OPGWに凍結障害が発生する
危険性を早い段階で検知できたと
いえます。
　前節の結果と合わせて、MIB情
報を連続的に収集することによっ
て、伝送路の損失変化について、単
発的なものも含めて評価ができる
といえますので、OTDR測定によ
る点検の代替手段になり得ると考
えられます。

5. 長期データによる伝送路評価
　さらに長期間のデータにより伝送
路の劣化評価の検討を行いました。
　MIB情報によるOPGW損失に
ついて、春から秋にわたる推移を、
気温の変化と合わせて第５図に示
します。気温はOPGWのルートに

沿った地点のオープンデータ（ア
メダス）から取得しました。図のよ
うに、気温と損失が同じ動きをし
ています。両者の相関を散布図で
も調べ、強い相関があることを確
認しました。これより、測定対象の
OPGWで生じている損失変動の
要因は、気温であるといえます。
　一般に光ファイバ損失の温度に
よる変化は、波長1.55μmでは
0.0001dB/km/℃程度です。今
回、伝送路長は75.6kmで、気温
の変化幅が約30℃のため、およそ
0.2dB幅の損失変動が想定され
ます。しかし4月から8月にかけて
損失は約0.5dB増加しており、こ
の想定を上回っています。1日の
中で生じる変化の幅も、気温から
予想されるものより大きくなって
います。このことから、OPGWの
どこかに、気温上昇に伴い損失が
増えるような不具合があると推測
されます。
　伝送路のOTDR測定結果を第６
図に示しますが、OPGWの途中に
光ファイバの曲がりと考えられる
損失増加点がありました。OTDR
の連続測定から、ここで気温に応
じた損失変動が生じていることが
わかりました。気温の変化によっ
て周囲の部材が膨張/収縮し、光
ファイバの曲がり具合が変わり、
損失が変化しているとすれば説明
することができます。
　以上から、光伝送路の損失を連

続的に観測し、0.0001 dB/km/℃ 
を上回る損失変動があれば、伝送
路に光ファイバの曲がりなどの異
常がある、と判断できると考えら
れます。光伝送路の不具合の早期
検知の可能性を示す結果が得ら
れました。

6. まとめ
　これまで十分に活用できていな
かった 通 信 機 器 の 保 守 情 報 や
オープンデータを用いて、遠隔点
検による保守作業の効率化や、不
具合の早期検知が実現できるこ
とを示しました。設備の高経年化
に対応していくため、これ以外の
設備についても、同様の取り組み
を検討していく予定です。
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通信機器の保守情報の収集による光伝送路の評価6研究紹介
光通信機器から警報だけでなく各部の信号レベルなどの保守用データを収集し、それをもとに伝送路の損失が
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めるため、運用中の波長多重伝送装置から保守情報を取得し、検討を進めていますので紹介します。
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1. 研究の背景と目的
　当社に納入している変電機器の
メーカーは何社もあり、機器型式
は多種多様であり、機器構成は複
雑で多岐に渡っているため、変電
機器が発生する振動や音響などの
特性は千差万別であり、それぞれ
異なってきます。
　また、変電機器は、その主機だけ
ではなく、送油ポンプや冷却ファン
等の補機類についても振動や音響
の発生源となっていますが、補機
間で相互に及ぼす影響については
今まで明らかにされていません。
　さらに、変電所構内には同種異
型の変電機器が隣接して設置され
ていることが多いため、隣接機器
の本体、送油ポンプ、冷却ファンな
どを発生源とする振動や音響が暗
振動や暗騒音の中に含まれおり、
これらの暗振動や暗騒音が該当機
器の現地測定に与える影響につい

ても不明です。
　そこで、変圧器、分路リアクトル
の中でも代表となるような測定対
象の機器選定を行い、主機、補機類
が発生する振動や音響が相互に及
ぼす影響、屋外変電所構内の暗振
動や暗騒音が与える影響を明らか
とし、異常検知周波数を活用した
設備事故の未然防止を図るための
各種検討を目的として、本研究を
実施しています。

2. 振動や音響の分析方法
　振動や音響の信号は、一般的には
第１図に示すような複雑な波形を
しています。しかし、波形は必ず周
期性を持っているため、数学的には
いくつかの波形の合成、すなわち、
いくつかの周波数成分の合成とみ
なすことができます。例えば、第１
図の複雑な波形も第２図、第３図、
第４図の簡単な波形を合成したも

のとなります。
　振動や音響の周波数成分の分
布、および、周波数成分ごとの振幅
の大きさを調べることを周波数分
析、分析した結果は周波数スペクト
ラムと言います。例えば、送油ポン
プや冷却ファンなどの運転状態に
おいて周波数分析を行うと、回転軸
のアンバランス、ボルトの締付不
良、軸受の磨耗などの原因特定や異
常発生を検知することができます。
　振動や音響の周波数分析として
はFFT (Fast Fourier Transform)
分析が使用されることが多く、時間
軸の情報を周波数軸の情報に変換
することができます。FFT分析の結
果を検証することにより、異常発生
に伴う振動や音響がどこの周波数
に発現しているかが分かります。第
５図には振動の実測データ、第６図
には振動の実測データをFFT分析し
た結果の一例を示します。

3. 現地測定の実施
　屋外変電所における現地測定の
実施状況を第７図、現地測定にお
ける測定回路を第８図に示しま
す。加速度センサと集音マイクを
分路リアクトル主機、冷却ファン、
送油ポンプにそれぞれ取り付けた
後、音響・振動測定装置と測定デー
タ記録装置に接続して現地測定を
行いました。現地測定のFFT分析
の結果の事例として、振動を第９
図、音響を第10図に示します。
（１）暗振動（第９図中の①）
　隣接周辺機器の主機が発する
励 磁 振 動 で ある 6 0 H z 、及 び 、
60Hzの第2高調波である120Hz
を確認しました。
（２）主機振動（第９図中の②）
　リアクトル鉄心が発する励磁振
動、については、3kHz周辺までの
高次高調波の存在を確認しました。
（３）補機振動（第９図中の③④）
　自群の送油ポンプ、冷却ファ

ン、及び、他郡の送油ポンプ、冷却
ファンからの相互伝播を確認しま
した。
（４）暗騒音（第10図中の⑤）
　隣接周辺機器の主機が発する
励 磁 騒 音 で ある 6 0 H z 、及 び 、
60Hzの第2高調波である120Hz
を確認しました。
　また、全ての周波数帯域におい
て、隣接周辺機器が発する音響の影
響を受け易いことを確認しました。
（５）主機音響（第10図中の⑥）
　リアクトル鉄心が発する励磁騒
音、については、3kHz周辺までの
高次高調波の存在を確認しまし
た。

（６）補機音響（第10図中の⑦⑧）
　測定対象機器の冷却ファンの
風切音などの影響を受けない測
定位置を確保できれば、音響によ
る異常検出の可能性があること
を確認しました。
（７）その他
　リアクトルの外装などの発する
不規則なノイズが振動と音響に含
まれていることを確認しました。

4. 今後の予定
（１）周波数による異常検出
　除却された変電機器から「使用
済補機」のサンプルを回収する予
定です。
　また、「使用済補機」と「新品補
機」の単体での測定結果を比較す
ることにより、経年劣化や損傷等
が測定周波数に与える影響を検
証する予定です。
（２）劣化状態の確認
　「使用済補機の解体調査」を行
うことにより、補機の劣化状態と
測定周波数との相関関係を検証
する予定です。
（３）取付による影響確認
　補機の「単体状態」と「ラジエー
タ内での取付状態」の測定結果を
比較することにより、ラジエータ
鋼材やファン羽根などの部材取
付により発生する締付荷重や風
圧荷重が測定周波数に与える影
響を検証する予定です。
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変電所に設置された変圧器、分路リアクトルの主機については、油中ガス分析、フルフラール測定などの定期点検
により健全性や機器寿命の管理がなされています。しかし、冷却ファン、送油ポンプ、冷却器制御盤などの補機類
に関しては、主機のような定期点検が無く、巡視等で都度対応していますが、近年における主機の取替周期の長
期化により、補機類の事故障害が増加する傾向にあります。そこで、変圧器、分路リアクトルの補機類について、事
故障害発生の兆候を振動や音響の周波数などから見極める手法を確立するために、本研究では「補機類の異常検
知用基礎データの収集」及び「現地測定法の探索」を行っていますので御紹介いたします。
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1. 研究の背景と目的
　当社に納入している変電機器の
メーカーは何社もあり、機器型式
は多種多様であり、機器構成は複
雑で多岐に渡っているため、変電
機器が発生する振動や音響などの
特性は千差万別であり、それぞれ
異なってきます。
　また、変電機器は、その主機だけ
ではなく、送油ポンプや冷却ファン
等の補機類についても振動や音響
の発生源となっていますが、補機
間で相互に及ぼす影響については
今まで明らかにされていません。
　さらに、変電所構内には同種異
型の変電機器が隣接して設置され
ていることが多いため、隣接機器
の本体、送油ポンプ、冷却ファンな
どを発生源とする振動や音響が暗
振動や暗騒音の中に含まれおり、
これらの暗振動や暗騒音が該当機
器の現地測定に与える影響につい

ても不明です。
　そこで、変圧器、分路リアクトル
の中でも代表となるような測定対
象の機器選定を行い、主機、補機類
が発生する振動や音響が相互に及
ぼす影響、屋外変電所構内の暗振
動や暗騒音が与える影響を明らか
とし、異常検知周波数を活用した
設備事故の未然防止を図るための
各種検討を目的として、本研究を
実施しています。

2. 振動や音響の分析方法
　振動や音響の信号は、一般的には
第１図に示すような複雑な波形を
しています。しかし、波形は必ず周
期性を持っているため、数学的には
いくつかの波形の合成、すなわち、
いくつかの周波数成分の合成とみ
なすことができます。例えば、第１
図の複雑な波形も第２図、第３図、
第４図の簡単な波形を合成したも

のとなります。
　振動や音響の周波数成分の分
布、および、周波数成分ごとの振幅
の大きさを調べることを周波数分
析、分析した結果は周波数スペクト
ラムと言います。例えば、送油ポン
プや冷却ファンなどの運転状態に
おいて周波数分析を行うと、回転軸
のアンバランス、ボルトの締付不
良、軸受の磨耗などの原因特定や異
常発生を検知することができます。
　振動や音響の周波数分析として
はFFT (Fast Fourier Transform)
分析が使用されることが多く、時間
軸の情報を周波数軸の情報に変換
することができます。FFT分析の結
果を検証することにより、異常発生
に伴う振動や音響がどこの周波数
に発現しているかが分かります。第
５図には振動の実測データ、第６図
には振動の実測データをFFT分析し
た結果の一例を示します。

3. 現地測定の実施
　屋外変電所における現地測定の
実施状況を第７図、現地測定にお
ける測定回路を第８図に示しま
す。加速度センサと集音マイクを
分路リアクトル主機、冷却ファン、
送油ポンプにそれぞれ取り付けた
後、音響・振動測定装置と測定デー
タ記録装置に接続して現地測定を
行いました。現地測定のFFT分析
の結果の事例として、振動を第９
図、音響を第10図に示します。
（１）暗振動（第９図中の①）
　隣接周辺機器の主機が発する
励 磁 振 動 で ある 6 0 H z 、及 び 、
60Hzの第2高調波である120Hz
を確認しました。
（２）主機振動（第９図中の②）
　リアクトル鉄心が発する励磁振
動、については、3kHz周辺までの
高次高調波の存在を確認しました。
（３）補機振動（第９図中の③④）
　自群の送油ポンプ、冷却ファ

ン、及び、他郡の送油ポンプ、冷却
ファンからの相互伝播を確認しま
した。
（４）暗騒音（第10図中の⑤）
　隣接周辺機器の主機が発する
励 磁 騒 音 で ある 6 0 H z 、及 び 、
60Hzの第2高調波である120Hz
を確認しました。
　また、全ての周波数帯域におい
て、隣接周辺機器が発する音響の影
響を受け易いことを確認しました。
（５）主機音響（第10図中の⑥）
　リアクトル鉄心が発する励磁騒
音、については、3kHz周辺までの
高次高調波の存在を確認しまし
た。

（６）補機音響（第10図中の⑦⑧）
　測定対象機器の冷却ファンの
風切音などの影響を受けない測
定位置を確保できれば、音響によ
る異常検出の可能性があること
を確認しました。
（７）その他
　リアクトルの外装などの発する
不規則なノイズが振動と音響に含
まれていることを確認しました。

4. 今後の予定
（１）周波数による異常検出
　除却された変電機器から「使用
済補機」のサンプルを回収する予
定です。
　また、「使用済補機」と「新品補
機」の単体での測定結果を比較す
ることにより、経年劣化や損傷等
が測定周波数に与える影響を検
証する予定です。
（２）劣化状態の確認
　「使用済補機の解体調査」を行
うことにより、補機の劣化状態と
測定周波数との相関関係を検証
する予定です。
（３）取付による影響確認
　補機の「単体状態」と「ラジエー
タ内での取付状態」の測定結果を
比較することにより、ラジエータ
鋼材やファン羽根などの部材取
付により発生する締付荷重や風
圧荷重が測定周波数に与える影
響を検証する予定です。
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1. 研究の背景および目的
　建物の省エネルギーの実現の
ために最も大事なことのひとつ
にエネルギー消費量の“見える
化”があげられます。もし、これ
が実現できないとエネルギー消
費量自体の把握がむずかしくな
り、そのため省エネ対策のための
エネルギー消費分析をする機会
も少ないままとなることでしょ
う。電気はクランプメーターとい
うものがありまして、これ活用す
ればエネルギー消費量を簡易に
計測できます。しかしながら、ガ
スの場合は簡易に計測できる装
置自体が存在しません。計測す
るにはガス配管を切断してガス
流量計を取り付ける必要があり
ます 。その た め 、ガ ス の エ ネ ル
ギ ー 消 費 量 の 把 握 は 特 に 困 難
で、ガスの省エネの検討は電気
の場合と比較して大きく遅れを
とっているのが現状であります。
そこで、本研究では電気と同様
にガスメーターの値を外部より
簡易に読み取ることのできるセ
ンサーを開発します。また、ビル
の省エネのためのエネルギー分
析ができるプログラム実行機能
をもつロガーを開 発します。ま
た、開発したシステムが実ビル
で有用であることを評価いたし
ます。

2. 研究内容および成果
（１）磁気読取方式によるセンサー

とロガーの開発
　膜式およびルーツ式などの業
務用ガスメーターはその内部に
ガスを正確に計量するための計
量室が存在します。ここにガス
を満杯に充填しましてガスを正
確に計量いたします。計量単位
毎にメーター内部の軸が回転し
て、これがガスメーター表示部
分の回転体と連動しておりメー
ター表示部を回転させます。こ
こには磁性体が存在しており、こ
れを外部より感知できればガス
消費量が計測できます。ところ
でガスメーターが大型である場
合、外部観測点と磁性体までの
距離が長く、観測される信号が
非常に微弱になり、これを観測
することは難しいものとなりま
す。そこで地磁気レベルを観測
可能な程の微弱な磁気変動を観
測できる磁気センサーを活用す
ることで、これを外部より観測す
ることが可能となりました。ここ
で第１図でしめす３軸計測技術
を新たに考案しました。磁気セ
ンサーを互いに直行する３軸に
増やすことで計測方向の依存性
を減少させることに成功して、か
つ計測精度も向上させることが
できました。これらの成果をもと
に業務用ガスメーターの値を読
み取るセンサー開発しました。併

せてプログラム可能なロガーで
あ る ガ ス 用 簡 易 E M S（ 以 下 、
EMSとする）を開発しました。
（２）予測モデルについて
　計測されたエネルギーデマン
ドに対し、最 初にトレンドと周
期変化成分を除去し、次に除去
されたデータwtに対してARMA
モデルによる時系列の解析を実
施します。すなわちw tを過 去の
観測値w t- iと白色雑音の現在お
よび過去の値の線形和で表現し
たモデルであるA R M A 過 程に
従うと仮 定します。これにより
予測負荷<wt>を計算しまして最
後に得られた解析結果をエネル
ギーデマンドの予測値<z t>へと
変換します。以上の予測モデル
は階差をとって時間変動を取り
除いているのでARIMA(自己回
帰和分移動平均)モデルとなり
ます。以上はEMSの付加機能と
して計測システムに実装しまし
た。

（３）実ビルでのフィールド試験
　福井県のビジネスホテルで平
成２９年２月１４日～１７日に
かけてフィールド試験を実施し
ました。同ホテルのガスの取引
メーターにはルーツ式ガスメー
ターが設置されておりまして、こ
の表示部付近に開発のガス消費
量読み取りセンサーを設置いた
しました。計測データに対して相
対 誤 差 を 計 算 し た と こ ろ
0.005%ととても小さく、新開
発のセンサーによってガスメー
ターの値を正確に読みとること
ができました。第２図に計測デー
タをしめします。また、EMSに搭
載 す る プ ロ グ ラ ム に より 計 測
データと上述の予測モデルによ
り３０分先のガス需要のリアル
タイムの予測値を計算します。
第２図において実測値を赤の実
線、予測値を黒の破線でしめし
ます。予測値の真値との平方平
均二乗誤差率(RMSPE）を計算
すると3.1％でありました。

3. まとめと今後の予定
　微弱な信号を計測できる磁気
センサーを活用することで業務
用ガスメーターの値を外部より
簡易に読み取る機能をもつセン
サーとプログラム実行機能をも
つロガーを開発しまして、以下の
ことが可能となりました。

（１）本研究で開発したセンサー
およびロガーによりガス消費量
を簡単に計測することが可能と
なりました。つまり電気と同様に
簡易にガス消費量の見える化が
実現されて、これによりガスの省
エネの検討がはじめて簡単に行
えることができるようになりま
した。

（２）ARIMAモデルを活用し、ロ
ガーにオンラインでガス需要の

将来予測ができる機能を付加し
ました。福井県のビジネスホテ
ル の 事 例 で は 高 い 予 測 精 度 で
30分先の需要をリアルタイムに
予測して、有用性をしめしまし
た。
　本研究により“ガスの見える
化”が簡易に実現できるように
なったので、今後ガスの省エネ
のためのさまざまな検討を実施
しまして、お客さまにとって価値
の高い付加機能を追加していく
予定であります。
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エネルギー消費量の“見える化”は建物の省エネルギーの実現のためのもっとも大事なことのひとつです。もし、
エネルギーの消費量がリアルタイムに可視化できれば、エネルギー消費量自体を把握して、省エネ対策を検討す
るきっかけにつながることになるのではと考えます。しかしながら電気の消費量は比較的簡単に計測できます
が、ガスは電気のように簡単にはいきません。ガス流量を簡単に計測できるセンサーがないためです。そこで、ガ
スメータの値を外部より読み取ることのできる技術について研究しました。そして、お客さまより要望の高いエ
ネルギー需要を予測できる機能を付加したガス需要計測システムを開発しました。
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　建物の省エネルギーの実現の
ために最も大事なことのひとつ
にエネルギー消費量の“見える
化”があげられます。もし、これ
が実現できないとエネルギー消
費量自体の把握がむずかしくな
り、そのため省エネ対策のための
エネルギー消費分析をする機会
も少ないままとなることでしょ
う。電気はクランプメーターとい
うものがありまして、これ活用す
ればエネルギー消費量を簡易に
計測できます。しかしながら、ガ
スの場合は簡易に計測できる装
置自体が存在しません。計測す
るにはガス配管を切断してガス
流量計を取り付ける必要があり
ます 。その た め 、ガ ス の エ ネ ル
ギ ー 消 費 量 の 把 握 は 特 に 困 難
で、ガスの省エネの検討は電気
の場合と比較して大きく遅れを
とっているのが現状であります。
そこで、本研究では電気と同様
にガスメーターの値を外部より
簡易に読み取ることのできるセ
ンサーを開発します。また、ビル
の省エネのためのエネルギー分
析ができるプログラム実行機能
をもつロガーを開 発します。ま
た、開発したシステムが実ビル
で有用であることを評価いたし
ます。

2. 研究内容および成果
（１）磁気読取方式によるセンサー

とロガーの開発
　膜式およびルーツ式などの業
務用ガスメーターはその内部に
ガスを正確に計量するための計
量室が存在します。ここにガス
を満杯に充填しましてガスを正
確に計量いたします。計量単位
毎にメーター内部の軸が回転し
て、これがガスメーター表示部
分の回転体と連動しておりメー
ター表示部を回転させます。こ
こには磁性体が存在しており、こ
れを外部より感知できればガス
消費量が計測できます。ところ
でガスメーターが大型である場
合、外部観測点と磁性体までの
距離が長く、観測される信号が
非常に微弱になり、これを観測
することは難しいものとなりま
す。そこで地磁気レベルを観測
可能な程の微弱な磁気変動を観
測できる磁気センサーを活用す
ることで、これを外部より観測す
ることが可能となりました。ここ
で第１図でしめす３軸計測技術
を新たに考案しました。磁気セ
ンサーを互いに直行する３軸に
増やすことで計測方向の依存性
を減少させることに成功して、か
つ計測精度も向上させることが
できました。これらの成果をもと
に業務用ガスメーターの値を読
み取るセンサー開発しました。併

せてプログラム可能なロガーで
あ る ガ ス 用 簡 易 E M S（ 以 下 、
EMSとする）を開発しました。
（２）予測モデルについて
　計測されたエネルギーデマン
ドに対し、最 初にトレンドと周
期変化成分を除去し、次に除去
されたデータwtに対してARMA
モデルによる時系列の解析を実
施します。すなわちw tを過 去の
観測値w t- iと白色雑音の現在お
よび過去の値の線形和で表現し
たモデルであるA R M A 過 程に
従うと仮 定します。これにより
予測負荷<wt>を計算しまして最
後に得られた解析結果をエネル
ギーデマンドの予測値<z t>へと
変換します。以上の予測モデル
は階差をとって時間変動を取り
除いているのでARIMA(自己回
帰和分移動平均)モデルとなり
ます。以上はEMSの付加機能と
して計測システムに実装しまし
た。

（３）実ビルでのフィールド試験
　福井県のビジネスホテルで平
成２９年２月１４日～１７日に
かけてフィールド試験を実施し
ました。同ホテルのガスの取引
メーターにはルーツ式ガスメー
ターが設置されておりまして、こ
の表示部付近に開発のガス消費
量読み取りセンサーを設置いた
しました。計測データに対して相
対 誤 差 を 計 算 し た と こ ろ
0.005%ととても小さく、新開
発のセンサーによってガスメー
ターの値を正確に読みとること
ができました。第２図に計測デー
タをしめします。また、EMSに搭
載 す る プ ロ グ ラ ム に より 計 測
データと上述の予測モデルによ
り３０分先のガス需要のリアル
タイムの予測値を計算します。
第２図において実測値を赤の実
線、予測値を黒の破線でしめし
ます。予測値の真値との平方平
均二乗誤差率(RMSPE）を計算
すると3.1％でありました。

3. まとめと今後の予定
　微弱な信号を計測できる磁気
センサーを活用することで業務
用ガスメーターの値を外部より
簡易に読み取る機能をもつセン
サーとプログラム実行機能をも
つロガーを開発しまして、以下の
ことが可能となりました。

（１）本研究で開発したセンサー
およびロガーによりガス消費量
を簡単に計測することが可能と
なりました。つまり電気と同様に
簡易にガス消費量の見える化が
実現されて、これによりガスの省
エネの検討がはじめて簡単に行
えることができるようになりま
した。

（２）ARIMAモデルを活用し、ロ
ガーにオンラインでガス需要の

将来予測ができる機能を付加し
ました。福井県のビジネスホテ
ル の 事 例 で は 高 い 予 測 精 度 で
30分先の需要をリアルタイムに
予測して、有用性をしめしまし
た。
　本研究により“ガスの見える
化”が簡易に実現できるように
なったので、今後ガスの省エネ
のためのさまざまな検討を実施
しまして、お客さまにとって価値
の高い付加機能を追加していく
予定であります。
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第１図　微弱信号を感知する
磁気読み取り方式による計測手法

第２図 ガス需要のリアルタイム予測（実測値と３０分先の予測値）
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エネルギー消費量の“見える化”は建物の省エネルギーの実現のためのもっとも大事なことのひとつです。もし、
エネルギーの消費量がリアルタイムに可視化できれば、エネルギー消費量自体を把握して、省エネ対策を検討す
るきっかけにつながることになるのではと考えます。しかしながら電気の消費量は比較的簡単に計測できます
が、ガスは電気のように簡単にはいきません。ガス流量を簡単に計測できるセンサーがないためです。そこで、ガ
スメータの値を外部より読み取ることのできる技術について研究しました。そして、お客さまより要望の高いエ
ネルギー需要を予測できる機能を付加したガス需要計測システムを開発しました。
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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、2014年度より実
営業中での給湯・温水システムの
実測結果を示し、放熱損失の実態
把握や、従来のガス給湯器に加え
て省エネが期待できる循環加温
ヒートポンプを組み合せたハイブ
リッド給湯システムの最適運用方
法について検討を行いました。
2016年度からは、人感センサー
による入浴者の直接カウントから
利用実態を把握し、給湯負荷需要
の分析を行いましたので、その結
果を紹介します。

2. 給湯システムと測定概要
（１）給湯温度、流量計測
　測定対象建物は関西に建つ
フィットネスクラブで、延床面積
2,993ｍ２、地上3階建て、RC造で
す。ガス給湯器により作られた温
水は、給湯循環系統と温水循環系
統の2系統に分かれますが、本稿
で対象とするのは給湯循環系統
内の男女浴室で消費するシャ
ワー系統としました。このシステ
ムにおける給湯温度と流量等を1
分間隔で測定しました。給湯シス
テムの概要を第1図に示します。

（２）男女浴室シャワー系統概要
　男性用浴室で洗い場7、シャ
ワーブース8、女性側で洗い場8、
シャワーブース12ヶ所設けられ
ており、各水栓はセルフストップ
機能で自動的に止水するタイプ
が採用されています。

（３）人感センサー入浴者カウントシステム
　浴室の利用人数として男女各
脱衣室入口に設置した焦電型人
感センサーにより入室データを計
測しました。センサー動作原理
（第２図）は２つのセンサーが、通
過する人の赤外線強度を検知し
て、一方向における動作で入浴者
１カウントと判定しました。

3. 測定結果
　ある冬期一日における男女それ
ぞれ一人当たりの給湯量計測結果
を第３図および第４図に示します。
給湯温度は60℃一定と見なし、一
人当たりの給湯量は一人が入浴す
る時間を30分間と仮定して積算値
を入浴者カウント数にて除した値
としました。男性では1日の給湯使
用量は営業直前、直後を除き、ほぼ
一定の値となっています。一方、女
性では午前中よりも夜間の使用量
が約2倍も多い結果となりました。
これは、フィットネスクラブ特有の
利用実態であり、女性は、男性より
も就寝前の入浴として洗髪等の使
用量が増加したと考えられます。
　第５図は、2016年9月から2016
年12月までの各月代表5日間ずつ
で一人当たりのシャワー給湯量の
日平均をとった結果です。冬期に
かけて給湯量は増加しており、外
気温低下に伴うシャワー補給水の
影響であると思われます。また、
シャワー器具に対する設計用給湯
量（60℃基準）では50L/（回・個）と
されていますが、男女一人当たりの
給湯量をシャワー一回当たりの給
湯量とみなすと、実測結果は設計
値を下回っており、冬期でも男性
で5割、女性で7割程度となりまし

た。これは、セルフストップ付きの
水栓による節湯効果や、利用者に
よっては、通常の入浴時における
シャワー行為よりも簡易的に行う
方もいるためと考えられます。

4. まとめ
　給湯需要を把握する新たな手
法として、人感センサーの有効性
を確認することができました。今
後は、入浴者カウントだけではな

く対象者の動線分析から混雑状
況把握やスタッフ動員シフトのサ
ポート、新規出店時のシャワー
ブース数設計の参考値など、新た
なサービスに資する予定です。

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
いました。関係各位に感謝の意を
表します。
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人感センサーによる給湯需要分析に関する研究

第３図　男性一人当たりの給湯量 第４図　女性一人当たりの給湯量

第 2図　人感センサー動作原理

第 1図　給湯・温水システム（給湯循環系統）

第５図　月毎の一人当たりのシャワー給湯量
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当社では、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などを対象に従来のガス給湯器に加えて高
効率な電気式ヒートポンプの導入検討を進めてきました。導入検討時に給湯需要基礎データの収集するために給
湯システム各部に温度計や流量計を設置しています。本研究では、浴室の利用者数を把握するため、人感センサ
ーを設置し、フィットネスクラブ特有の給湯需要分析を行いましたので、その結果について紹介します。
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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、2014年度より実
営業中での給湯・温水システムの
実測結果を示し、放熱損失の実態
把握や、従来のガス給湯器に加え
て省エネが期待できる循環加温
ヒートポンプを組み合せたハイブ
リッド給湯システムの最適運用方
法について検討を行いました。
2016年度からは、人感センサー
による入浴者の直接カウントから
利用実態を把握し、給湯負荷需要
の分析を行いましたので、その結
果を紹介します。

2. 給湯システムと測定概要
（１）給湯温度、流量計測
　測定対象建物は関西に建つ
フィットネスクラブで、延床面積
2,993ｍ２、地上3階建て、RC造で
す。ガス給湯器により作られた温
水は、給湯循環系統と温水循環系
統の2系統に分かれますが、本稿
で対象とするのは給湯循環系統
内の男女浴室で消費するシャ
ワー系統としました。このシステ
ムにおける給湯温度と流量等を1
分間隔で測定しました。給湯シス
テムの概要を第1図に示します。

（２）男女浴室シャワー系統概要
　男性用浴室で洗い場7、シャ
ワーブース8、女性側で洗い場8、
シャワーブース12ヶ所設けられ
ており、各水栓はセルフストップ
機能で自動的に止水するタイプ
が採用されています。

（３）人感センサー入浴者カウントシステム
　浴室の利用人数として男女各
脱衣室入口に設置した焦電型人
感センサーにより入室データを計
測しました。センサー動作原理
（第２図）は２つのセンサーが、通
過する人の赤外線強度を検知し
て、一方向における動作で入浴者
１カウントと判定しました。

3. 測定結果
　ある冬期一日における男女それ
ぞれ一人当たりの給湯量計測結果
を第３図および第４図に示します。
給湯温度は60℃一定と見なし、一
人当たりの給湯量は一人が入浴す
る時間を30分間と仮定して積算値
を入浴者カウント数にて除した値
としました。男性では1日の給湯使
用量は営業直前、直後を除き、ほぼ
一定の値となっています。一方、女
性では午前中よりも夜間の使用量
が約2倍も多い結果となりました。
これは、フィットネスクラブ特有の
利用実態であり、女性は、男性より
も就寝前の入浴として洗髪等の使
用量が増加したと考えられます。
　第５図は、2016年9月から2016
年12月までの各月代表5日間ずつ
で一人当たりのシャワー給湯量の
日平均をとった結果です。冬期に
かけて給湯量は増加しており、外
気温低下に伴うシャワー補給水の
影響であると思われます。また、
シャワー器具に対する設計用給湯
量（60℃基準）では50L/（回・個）と
されていますが、男女一人当たりの
給湯量をシャワー一回当たりの給
湯量とみなすと、実測結果は設計
値を下回っており、冬期でも男性
で5割、女性で7割程度となりまし

た。これは、セルフストップ付きの
水栓による節湯効果や、利用者に
よっては、通常の入浴時における
シャワー行為よりも簡易的に行う
方もいるためと考えられます。

4. まとめ
　給湯需要を把握する新たな手
法として、人感センサーの有効性
を確認することができました。今
後は、入浴者カウントだけではな

く対象者の動線分析から混雑状
況把握やスタッフ動員シフトのサ
ポート、新規出店時のシャワー
ブース数設計の参考値など、新た
なサービスに資する予定です。

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
いました。関係各位に感謝の意を
表します。
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第３図　男性一人当たりの給湯量 第４図　女性一人当たりの給湯量

第 2図　人感センサー動作原理

第 1図　給湯・温水システム（給湯循環系統）

第５図　月毎の一人当たりのシャワー給湯量
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当社では、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などを対象に従来のガス給湯器に加えて高
効率な電気式ヒートポンプの導入検討を進めてきました。導入検討時に給湯需要基礎データの収集するために給
湯システム各部に温度計や流量計を設置しています。本研究では、浴室の利用者数を把握するため、人感センサ
ーを設置し、フィットネスクラブ特有の給湯需要分析を行いましたので、その結果について紹介します。
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1. 背景と目的
　当社の発電所、変電所、開閉所、
無線基地などには、非常用電源と
して鉛蓄電池設備が数多く設置
されています。補水等のメンテナ
ンスが不要な制御弁式鉛蓄電池

（MSE形、写真１）が発売されて以
来、多くの事業所で導入され、現
在では設置から10数年経過した
設備もあります。しかし、制御弁式
鉛蓄電池は密閉構造であるため、
内部の劣化状態を把握し難く、現
在のところ経年と内部抵抗から取
替の必要性を判断しています。
　しかし、最近、安定供給やコス
ト削減の観点から、取替の必要性
をより正確に見極めることのでき
る信頼度の高い劣化管理指標が
求められています。
　そこで本取り組みでは現場除
却セルや新品セルを用いて、次章
に示す各種測定と分解による化
学分析を行い、内部抵抗等から推
定される容量と充放電試験から
得られる残容量との乖離を減ら
す検討を行っています。

2. 取組み内容
（１）容量と内部抵抗との相関把握
　現在は、除却セルや新品セルごと
に、第１図の３種類の測定を行い、
その相関把握に取り組んでいます。
　このうち、容量を測定する充放
電試験は、恒温槽に設置したセル
を、充電および放電させた際の容
量を測定しています。これにより、

満充電状態から放電可能な容量
（残容量）を把握することができま
す。第２図は、500Ah（10時間率）
のセル（放電済み電池）を用いて、
充電・放電を行った際の電流およ
び電圧の結果例です。青部の積算
値（面積）をそのセルの残容量と
しており、第２図の場合は493Ah
となりました。

　内部抵抗測定は、現場での状態
管理に広く使われている日置電
機製「バッテリーハイテスタ」にて
行 っています 。この 計 測 器 は 、
1kHzの交流電流(150mA)をセ
ルに通電し、その時の電圧から内
部抵抗を算出しています。第２図
の結果が得られたセルを測定し
たところ、0.31mΩを示しまし
た。
　一方、短時間放電時の電圧は、
ビーベスト製「短時間放電測定
器」を用いて測定しています。この
装置は、鉛蓄電池を直流放電させ
た時の電圧を計測するものです。

（500Ahの鉛蓄電池の場合、放電
する電流は500Aです。）第２図の
結果が得られたセルの、電圧の経
時変化結果を第３図に示します。
直流大電流で放電すると、電池の
内部抵抗によって電圧は低下し、
放電を停止すると元に戻ります。
本測定では、放電終了時（放電開
始から0.5秒後）の最も低い電圧

（第３図では、2.01V）を求めま
す。
　このような手法により、充放電
試験で示された残容量、内部抵抗
値ならびに短時間放電時の電圧
を把握し、その相関性を検討して
います。

（２）分解による劣化要因の把握
　劣化セルを分解し、正極板・負
極板の化学分析にも取り組んで
います。写真２は、セルケースから
取り出した、正極板・負極板・セパ
レータ（硫酸含有ガラス繊維）か
ら成る積層体です。これは、写真３
に示す正極板および負極板が、セ
パレータを挟んで交互に積層され
たものです。現在、これら極板の
元素分析や結晶構造を解析して
おり、劣化度合いによる元素分布
の違いなどを検討しています。

3. 今後の方針
　本稿では、取組みの一部を紹介
しましたが、今後は以下の項目と
合わせ、数々のデータを収集して
いきます。
（１）インピーダンス測定
　内部抵抗測定で通電する周波
数（1kHz）が妥当か判断すること
を目的に、写真４に示す装置を用
いて、異なる周波数でのインピー
ダンスを測定します。
（２）現場使用環境の温度測定
　現場の年間温度を測定し、その
データを用いて充放電試験での
残容量値を補正し、内部抵抗等と
の相関の向上を試みます。
　今後、上記手法によりメーカー
間の比較、経年や使用環境の違い
などの把握を行い、それらを考慮
した精度の高い管理指標の構築
を目指します。
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写真１ 制御弁式鉛蓄電池セル
（現場除却セル）

第３図　短時間放電測定における電圧の経時変化

写真２　極板とセパレータの積層体

写真３　正極板（左）と負極板（右）

写真４　インピーダンスメータ
1050 ～ 0.1Hz におけるインピーダンス
を測定する

第２図　充放電試験の測定結果例（電流・電圧の経時変化）
青部の積算値（面積、単位 Ah）が放電容量に相当し、セルの残容量として採用

第１図　測定内容の関連図
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鉛蓄電池の余寿命診断に関する取組み10研究紹介
鉛蓄電池は、当社の事業所で広く非常用電源として採用されており、経年と内部抵抗が主な取替基準として考え
られています。しかし、安定供給やコスト削減の観点から、取替の必要性をより正確に見極めることのできる信頼
度の高い劣化指標が求められています。
そこで、本取組みでは、充放電試験や化学分析による劣化評価などの技術を用いて、鉛蓄電池の残容量を推定する
信頼性の高い劣化管理指標の確立を目指しています。本稿では、現在行っている評価技術の一部を紹介します。
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信頼性の高い劣化管理指標の確立を目指しています。本稿では、現在行っている評価技術の一部を紹介します。
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研究開発室　知的財産グループ

ミニ解説

１. はじめに
　前 回 に 引 き 続 き、特 許 情 報 プ ラットフォー ム

「J-PlatPat」を使った特許情報の調査のコツについて
解説します。
　前回は、主に特許・実用新案テキスト検索画面にお
いてキーワードによる特許調査について説明しました
が、今回は、特許分類による特許調査について説明し
ます。

２. 特許分類とは
　特許分類には、次の３種類があります。
　①IPC　②FI　③F ターム
　IPC は 国 際 特 許 分 類（International Patent 
Classification）とよばれ、世界的に共通の分類記
号で、外国の特許も同じコードで調べることができ
ます。
　FI（File Index）は日本の特許庁が我が国の技術事
情を考慮して、IPC を細分化したものです。IPC のコー
ドに展開記号（3 桁の数字）、分冊識別記号（アルファ
ベット一文字）を付加します。外国特許文献の検索に
は使用できませんが、国内の特許文献の検索に有用
です。
　F ターム（File Forming Index）は、日本の特許
庁が先行技術調査を迅速に行うために開発したもので
す。5 桁のテーマコード＋2 桁の観点（アルファベット）
＋２桁の数字で表されます。
　「公開特許公報」や「特許公報」には、これらの特
許分類が記載されています。

［ 特許分類の記載例 ］

　上記は公開特許公報に掲載された特許分類の記載
例です。左端の Int.Cl が①の IPC に、真ん中の FI が、
②の FI に、右端のテーマコード（参考）が③の F ター
ムのテーマコードにあたります。観点と数字を含めた
F ターム全体は発明者欄の後に以下のように付されて
います。

［ F ターム全体の記載例 ］

３. 特許分類で調査するメリット
　キーワードによる検索も特許分類による検索も、先
行技術調査などを行う場合に用います。
　キーワードによる検索は、取り掛かりやすい反面、調
べたいもの以外の文献が検索されるノイズや、検索漏
れによって、調査が十分に行えない可能性があります。
　そこで、発明の技術的特徴を表す特許分類を整備
しています。
　特許分類による検索は、キーワードによる検索で発
生しがちな調査漏れやノイズを少なくすることができ
ます。

４. 特許分類の意味と構造
　J-PlatPat のパテントマップガイダンスでこれらの
分類の意味を調べることができます。
　２．の特許分類の記載例について、パテントマップ
ガイダンスのそれぞれの分類表をみると、次のように
なります。

①IPC

②FI（5/00、5/48 までは IPC と共通）

③F ターム

　特許分類はこのように下位の階層にいくにしたがい
細分化される階層構造になっています。
　IPC や FI は単一の技術観点に基づいて整理されて
いるのに対し、F タームは発明の目的、用途、材料な
ど種々の観点によるという違いがあります。

5. 特許分類による特許調査の流れ
　特許分類による特許調査を行うには、パテントマッ
プガイダンスの分類表から、調査対象の技術に該当
する分類を直接探す方法もありますが、本稿では、調
査対象となる特許分類が分からない場合に、公報に
対してキーワード検索を行い、該当する文献に付与さ
れている特許分類から適切なものを選び出して特許調
査を行う方法を説明します。
　具体的には、概ね以下のような流れになります。

（１）調査対象に関するキーワードを選択する
（２）選択したキーワードで公開特許公報を対象とし

たキーワード検索を行う
（３）調査対象と関係ありそうな公開特許公報を調べ

て、特許分類を抽出する
（４）抽出した特許分類を用いて、特許調査を行う

6. キーワード検索による特許分類の抽出
　J-PlatPat の特許・実用新案テキスト検索画面で、種別
を公開特許公報、検索項目は要約＋請求の範囲で、調査
したい技術と関係するキーワードを入力して検索します。
　検索結果の一覧表示の中から、技術調査のテーマ
と関連があると思われる公開特許公報をいくつか選び
出します。そして、選び出した公報に記載されている
特許分類を抽出します。

７. 特許分類を使った特許調査
　６.で抽出した特許分類を用いて、J-PlatPat の特

許･実用新案分類検索画面で、特許情報の調査を行い
ます。ここでは国内特許検索で有用なFIおよびFター
ムでの検索方法について説明します。

（FI で検索する場合）
　抽出した特許分類が「G01J 5/00 101Z」であれ
ば、種別を特許、分類指定を FI・F タームとして、
検索式の欄に G01J5/00,101@Z と入力して検索し
ます（本稿執筆時点で 178 件がヒット）。

（F タームで検索する場合）
　抽出したテーマコードが 2G066 であれば（パテ
ントマップガイダンスの FI 分類表でも抽出できま
す）、このテーマコードを入力の上、F タームの分類
表をみて、関係する観点と数字を検索式の欄に入力
します（例えば AC20*BA25 と入力すると、本稿
執筆時点で 102 件がヒット）。
　もし検索結果が多い場合は、特許・実用新案テキ
スト検索画面で、キーワードと特許分類を組合わせ
て検索し、絞り込みを行います。
　こうして検索したものを一覧表示し、その中から
関係しそうな文献を順次調査します（検索式の詳し
い入力方法は、特許･実用新案分類検索画面のヘルプ
画面を参照ください）。

８.まとめ
　特許分類による特許調査には、キーワード検索に
はないメリットがある反面、特許分類の選定が適切
でないと、的外れな技術分野を検索する結果となっ
てしまいます。前回～特許調査のコツ（その１）～
で述べたように、調査方法にはそれぞれ特徴があり、
その特徴をふまえて特許調査を行うことが肝要です。
どんどんトライしてみて経験を積んでください。
　次回は、不正競争防止法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。

～特許調査のコツ（その２）～
当社の知的財産権について（第７回）

赤外線、可視光線または紫外線
の強度，速度，スペクトル、偏
光、位相またはパルスの測定；
色の測定；放射温度測定

放射温度計の中で、全体的視覚
手段によるものに関するもの

Gセクション

G01クラス

G01Jサブクラス

5/00メイングループ

5/48サブグループ

物理学

測定；試験

放射温度計

放射温度計の中で測温対
象が特殊なもの

101Z（分冊識別記号）

A（分冊識別記号）

101（展開記号）

上記のうち、その他のもの

検査にかかるもの

その中でも光学部材（の中
でもミラー）に関するもの

2G066（テーマコード）

BA（観点）

25（数字）

放射温度計
検出器の構成要素
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研究開発室　知的財産グループ

ミニ解説

１. はじめに
　前 回 に 引 き 続 き、特 許 情 報 プ ラットフォー ム

「J-PlatPat」を使った特許情報の調査のコツについて
解説します。
　前回は、主に特許・実用新案テキスト検索画面にお
いてキーワードによる特許調査について説明しました
が、今回は、特許分類による特許調査について説明し
ます。

２. 特許分類とは
　特許分類には、次の３種類があります。
　①IPC　②FI　③F ターム
　IPC は 国 際 特 許 分 類（International Patent 
Classification）とよばれ、世界的に共通の分類記
号で、外国の特許も同じコードで調べることができ
ます。
　FI（File Index）は日本の特許庁が我が国の技術事
情を考慮して、IPC を細分化したものです。IPC のコー
ドに展開記号（3 桁の数字）、分冊識別記号（アルファ
ベット一文字）を付加します。外国特許文献の検索に
は使用できませんが、国内の特許文献の検索に有用
です。
　F ターム（File Forming Index）は、日本の特許
庁が先行技術調査を迅速に行うために開発したもので
す。5 桁のテーマコード＋2 桁の観点（アルファベット）
＋２桁の数字で表されます。
　「公開特許公報」や「特許公報」には、これらの特
許分類が記載されています。

［ 特許分類の記載例 ］

　上記は公開特許公報に掲載された特許分類の記載
例です。左端の Int.Cl が①の IPC に、真ん中の FI が、
②の FI に、右端のテーマコード（参考）が③の F ター
ムのテーマコードにあたります。観点と数字を含めた
F ターム全体は発明者欄の後に以下のように付されて
います。

［ F ターム全体の記載例 ］

３. 特許分類で調査するメリット
　キーワードによる検索も特許分類による検索も、先
行技術調査などを行う場合に用います。
　キーワードによる検索は、取り掛かりやすい反面、調
べたいもの以外の文献が検索されるノイズや、検索漏
れによって、調査が十分に行えない可能性があります。
　そこで、発明の技術的特徴を表す特許分類を整備
しています。
　特許分類による検索は、キーワードによる検索で発
生しがちな調査漏れやノイズを少なくすることができ
ます。

４. 特許分類の意味と構造
　J-PlatPat のパテントマップガイダンスでこれらの
分類の意味を調べることができます。
　２．の特許分類の記載例について、パテントマップ
ガイダンスのそれぞれの分類表をみると、次のように
なります。

①IPC

②FI（5/00、5/48 までは IPC と共通）

③F ターム

　特許分類はこのように下位の階層にいくにしたがい
細分化される階層構造になっています。
　IPC や FI は単一の技術観点に基づいて整理されて
いるのに対し、F タームは発明の目的、用途、材料な
ど種々の観点によるという違いがあります。

5. 特許分類による特許調査の流れ
　特許分類による特許調査を行うには、パテントマッ
プガイダンスの分類表から、調査対象の技術に該当
する分類を直接探す方法もありますが、本稿では、調
査対象となる特許分類が分からない場合に、公報に
対してキーワード検索を行い、該当する文献に付与さ
れている特許分類から適切なものを選び出して特許調
査を行う方法を説明します。
　具体的には、概ね以下のような流れになります。

（１）調査対象に関するキーワードを選択する
（２）選択したキーワードで公開特許公報を対象とし

たキーワード検索を行う
（３）調査対象と関係ありそうな公開特許公報を調べ

て、特許分類を抽出する
（４）抽出した特許分類を用いて、特許調査を行う

6. キーワード検索による特許分類の抽出
　J-PlatPat の特許・実用新案テキスト検索画面で、種別
を公開特許公報、検索項目は要約＋請求の範囲で、調査
したい技術と関係するキーワードを入力して検索します。
　検索結果の一覧表示の中から、技術調査のテーマ
と関連があると思われる公開特許公報をいくつか選び
出します。そして、選び出した公報に記載されている
特許分類を抽出します。

７. 特許分類を使った特許調査
　６.で抽出した特許分類を用いて、J-PlatPat の特

許･実用新案分類検索画面で、特許情報の調査を行い
ます。ここでは国内特許検索で有用なFIおよびFター
ムでの検索方法について説明します。

（FI で検索する場合）
　抽出した特許分類が「G01J 5/00 101Z」であれ
ば、種別を特許、分類指定を FI・F タームとして、
検索式の欄に G01J5/00,101@Z と入力して検索し
ます（本稿執筆時点で 178 件がヒット）。

（F タームで検索する場合）
　抽出したテーマコードが 2G066 であれば（パテ
ントマップガイダンスの FI 分類表でも抽出できま
す）、このテーマコードを入力の上、F タームの分類
表をみて、関係する観点と数字を検索式の欄に入力
します（例えば AC20*BA25 と入力すると、本稿
執筆時点で 102 件がヒット）。
　もし検索結果が多い場合は、特許・実用新案テキ
スト検索画面で、キーワードと特許分類を組合わせ
て検索し、絞り込みを行います。
　こうして検索したものを一覧表示し、その中から
関係しそうな文献を順次調査します（検索式の詳し
い入力方法は、特許･実用新案分類検索画面のヘルプ
画面を参照ください）。

８.まとめ
　特許分類による特許調査には、キーワード検索に
はないメリットがある反面、特許分類の選定が適切
でないと、的外れな技術分野を検索する結果となっ
てしまいます。前回～特許調査のコツ（その１）～
で述べたように、調査方法にはそれぞれ特徴があり、
その特徴をふまえて特許調査を行うことが肝要です。
どんどんトライしてみて経験を積んでください。
　次回は、不正競争防止法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。

～特許調査のコツ（その２）～
当社の知的財産権について（第７回）

赤外線、可視光線または紫外線
の強度，速度，スペクトル、偏
光、位相またはパルスの測定；
色の測定；放射温度測定

放射温度計の中で、全体的視覚
手段によるものに関するもの

Gセクション

G01クラス

G01Jサブクラス

5/00メイングループ

5/48サブグループ

物理学

測定；試験

放射温度計

放射温度計の中で測温対
象が特殊なもの

101Z（分冊識別記号）

A（分冊識別記号）

101（展開記号）

上記のうち、その他のもの

検査にかかるもの

その中でも光学部材（の中
でもミラー）に関するもの

2G066（テーマコード）

BA（観点）

25（数字）

放射温度計
検出器の構成要素
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研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

ミニ解説

１. はじめに
　今日世間を賑わしている人工知能ブームは、ディー
プラーニングによってもたらされたということができ
ます。ディープラーニングは「コンピューターに大量
のデータを学習させることで精度の高い認識や最適な
判断、さらには精度の高い予測を実現できるようにす
る技術（機械学習）」の一種です。
　機械学習の考え方自体は 1960 年代から登場して
おり新しいものではありませんが、情報処理技術の向
上やビッグデータの普及によってようやく実用化レベ
ルに達しつつあることから昨今の人工知能ブームの到
来につながった、ということもできます。

２. 神経細胞のモデル化
　高度な情報処理を実現するために、脳を構成する
神経細胞ネットワークのしくみに近いものをコン
ピューターでつくることが考えられました。（第 1 図）

　神経細胞は脳を構成する最小単位で、端的には隣
り合う神経細胞から情報を受け取り別の神経細胞に
情報を送っていくという役割をしています。情報を受
け取った神経細胞は、その情報量がある一定量以上
になるとつぎの神経細胞に情報伝達されます。神経細
胞間のつながりには強弱があり、その強弱は常に変化
しています。これらの特徴を再現したモデルとして形
式ニューロンが考え出されました。（第 2 図）

　この図では、左側から 3 つの入力 :x があり、それ
ぞれの入力に対して重み :w が掛け算され、加えられ
ます。その合計値が閾値を超えれば y=1 を、越えな
ければ y=0 を右側に出力することを示しています。

３. ディープラーニングの概要
　実際の脳内には数百億もの神経細胞があり、複雑で
巨大なネットワークを形成しています。そのネットワー
クは無秩序に張り巡らされているわけではなく層構造
を作っています。この脳の神経回路網を参考にして多
数の形式ニューロンを用いて考案された数学モデルは
ニューラルネットワークと呼ばれています。（第 3 図）

　このニューラルネットワークに対して多量のデータ
を当てはめる、すなわち学習させることによって入力
値から出力値を導くことができるようにしたアルゴリ
ズムの中で、4 層以上の層構造を持つものをディープ
ラーニングと呼びます。

4. ディープラーニング技術の適用例
　ディープラーニング技術の最大の特長は、多量の
データから目の付けどころ、すなわち特徴量を自動的
に見つけることが出来るところです。この特長によっ
て画像認識や音声認識、さらには自然言語処理が可
能になってきています。具体的なサービスの事例とし
ては、不純物の検知、病巣の検出、好みに合いそう
な商品の提案、顔写真から感情等の分析、チャットボッ
ト（人間との対話やメッセージのやりとりを行うサー
ビス）などを挙げることができます。

執筆者名：林　潤一

•開会のあいさつ
　大会冒頭のあいさつで岩根社長からは、技術研究
報賞の受賞件名の取組事例と併せ、中期経営計画達
成の原動力となる研究開発課題への取組みとして、
次の三点の留意点を挙げられました。
①「安全性確保のための研究開発の着実な推進」
②「コスト削減や競争力強化による売上・利益拡大の

ための研究開発の強力な推進」
③「グループ全体の新たな成長に繋がる研究開発への

挑戦」

•技術研究報賞の授与
　約 340 件の社内研究テーマの中から、岩根社長よ
り「優秀賞」3 件、「優良賞」8 件、およびグループ
会社の発表に対する「特別賞」2 件が授与されました。
　当日は進歩賞の授与式も行われ、花田研究開発室
長から「進歩賞」23 件ならびに、今回新たに創設し
た「R&D 変革 WAY Award」9 件が授与されました。
　また、総合大会では優秀賞および特別賞に選ばれ
た以下の論文より、3 件の代表発表を行いました。
【優秀賞】
•火力環境部門：
「火力プラント設備における保全高度化システム

の構築」

•ネットワーク技術部門・情報通信部門：
「次期光伝送路システムの開発」
•ネットワーク技術部門：
「高圧 5mm 電線用ワンタッチ式落線防止機材の

開発」
【特別賞】
•グループ事業部門：
「配管縦割り装置による放射性廃棄物の低減」
（関電プラント株式会社）
「高周波パルス方式による接地抵抗測定」
（株式会社かんでんエンジニアリング）

•特別講演
　一般社団法人 Japan Innovation Network 専務
理事　西口 尚宏様から「世界各国のスタートアップ
事情から見えるイノベーションの興し方」と題して、
海外のスタートアップ企業の事例を紹介いただきな
がら、企業で組織的にイノベーションを実施してい
くための考え方についてご講演をいただき、貴重な
お話をお聞きすることができました。

人工知能ブームをもたらした
ディープラーニングの基礎知識

社内案内 第46回全社技術研究発表会  総合大会を開催

写真１　岩根社長による開会のあいさつ
第 1 図：神経細胞のモデル化

第 2 図：形式ニューロン

写真２　岩根社長による優秀賞・優良賞・特別賞の授与

第 3 図：ニューラルネットワークの構造

研究開発室　研究企画グループ

　平成29年11月30日（木）、本店40階会議室において。約270名の参加者のもと、第46回全社技術研究発表会
総合大会が開催されました。以下に大会の概要を紹介します。
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ミニ解説

１. はじめに
　今日世間を賑わしている人工知能ブームは、ディー
プラーニングによってもたらされたということができ
ます。ディープラーニングは「コンピューターに大量
のデータを学習させることで精度の高い認識や最適な
判断、さらには精度の高い予測を実現できるようにす
る技術（機械学習）」の一種です。
　機械学習の考え方自体は 1960 年代から登場して
おり新しいものではありませんが、情報処理技術の向
上やビッグデータの普及によってようやく実用化レベ
ルに達しつつあることから昨今の人工知能ブームの到
来につながった、ということもできます。

２. 神経細胞のモデル化
　高度な情報処理を実現するために、脳を構成する
神経細胞ネットワークのしくみに近いものをコン
ピューターでつくることが考えられました。（第 1 図）

　神経細胞は脳を構成する最小単位で、端的には隣
り合う神経細胞から情報を受け取り別の神経細胞に
情報を送っていくという役割をしています。情報を受
け取った神経細胞は、その情報量がある一定量以上
になるとつぎの神経細胞に情報伝達されます。神経細
胞間のつながりには強弱があり、その強弱は常に変化
しています。これらの特徴を再現したモデルとして形
式ニューロンが考え出されました。（第 2 図）

　この図では、左側から 3 つの入力 :x があり、それ
ぞれの入力に対して重み :w が掛け算され、加えられ
ます。その合計値が閾値を超えれば y=1 を、越えな
ければ y=0 を右側に出力することを示しています。

３. ディープラーニングの概要
　実際の脳内には数百億もの神経細胞があり、複雑で
巨大なネットワークを形成しています。そのネットワー
クは無秩序に張り巡らされているわけではなく層構造
を作っています。この脳の神経回路網を参考にして多
数の形式ニューロンを用いて考案された数学モデルは
ニューラルネットワークと呼ばれています。（第 3 図）

　このニューラルネットワークに対して多量のデータ
を当てはめる、すなわち学習させることによって入力
値から出力値を導くことができるようにしたアルゴリ
ズムの中で、4 層以上の層構造を持つものをディープ
ラーニングと呼びます。

4. ディープラーニング技術の適用例
　ディープラーニング技術の最大の特長は、多量の
データから目の付けどころ、すなわち特徴量を自動的
に見つけることが出来るところです。この特長によっ
て画像認識や音声認識、さらには自然言語処理が可
能になってきています。具体的なサービスの事例とし
ては、不純物の検知、病巣の検出、好みに合いそう
な商品の提案、顔写真から感情等の分析、チャットボッ
ト（人間との対話やメッセージのやりとりを行うサー
ビス）などを挙げることができます。
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