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C O N T E N T S
　筆者は国際エネルギー機関 （IEA） や国際電気標準
会議 （IEC） の専門委員を務めている関係で、約2ヶ月
に1回の頻度で欧州に出張しています。日本にいて日
本語のニュースだけを追うと、やれブレジグット（英国
のEU離脱）やら移民問題やらポピュリズム政権やら
で、欧州は今にも崩壊しそうなイメージが先行しがち
ですが、実際に欧州に行ってみると…、欧州はむっちゃ
景気がいいです。
　特に電力インフラは好調で、あちこちで発電所（特に
洋上風力）や送電線（特に海底ケーブル）の槌音が響い
て い ます 。実 際 、欧 州 送 電 事 業 者 ネットワ ー ク  

（ENTSO-E） は、2016年末に公表した「系統開発10ヶ
年計画」において、2030年までに200路線もの送電線
の新設・増強を計画しています。その額、日本円にして
約20兆円。欧州の電力系統の規模は日本の約3倍なの
で、今の日本で70路線もの新設・増強で7兆円の投資
が進んでいると考えれば、その規模の大きさが実感で
きます。日本でこんなニュースが流れたら、「国民負担
が増大する！」とか「電気代が上がってしまう！」と大合
唱かもしれません。
　ENTSO-Eの同報告書では、上記の20兆円の投資に
対して「ネットワークコスト（日本の託送料金にほぼ相
当）は上昇する」と正直に書いています。しかし、その上
昇額は日本円にして0.2～0.3円/kWh程度です。この
上昇額を市民にどう説得できるかどうかが鍵となりま
す。ここで登場するキーワードが「ベネフィット（便益）」
です。
　ベネフィットは特定の企業のプロフィット（利益）と
は異なり、地域住民や国民全員が享受できるメリット
を貨幣価値に換算したものです。土木や公共建築の分
野では古くから費用便益（コスト＝ベネフィット）分析
が進んでいますが、それは橋や道路が一企業の利益で
はなく地域住民や国民にベネフィットをもたらすから
です。近年は電力インフラに関しても、各国でこの費用
便益分析が行われています。

　ENTSO-Eの報告書でも費用便益分析が行われ、か
けたコストよりもベネフィットの方が上回ることが試
算されています。それゆえ総額20兆円もの投資が進
み、ネットワークコストの（若干の）上昇が市民に受容
されるのです。同様に再エネも、固定価格買取制度

（FIT）で電気代の上昇があったとしても欧州の多くの
国で受容されているのも、再エネに大きな便益がある
ことが市民に理解されているからだと考えられます。
　欧州でも電力需要は頭打ちですが、それでも電力イ
ンフラの投資が盛んです。なぜならば、これまで外部コ
スト（市場取引に反映されないコスト。別名、隠れたコ
スト）が大きかった電源を廃止し、外部コストが非常に
少ない電源に置き換えることで市民に大きな便益が得
られるからです。また、送配電線に投資をすることで電
力流通を活性化させ、より多くのベネフィットを生み
出す電源を導入することができます。
　筆者が欧州で会う電力産業の方々は、みな目線が
上45°を向いており、目が輝いています。彼らは市民
にベネフィットを生み出す仕事をしているという自負
があり、それは単なるフワッとした自尊心ではなく、実
際に定量化され目に見える数値で市民に示されてい
るからです。日本の電力産業も、目線が上45°の誇り
高い産業となるためにはどうすればよいか、ベネ
フィットというキーワードを中心に再考する必要があ
るかもしれません。

京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座 特任教授
　安田　陽

電力産業は
ベネフィットを目指す巻 頭 言

安田 陽（やすだ・よう）　
京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座 特任教授
1989年3月、横浜国立大学工学部卒業。1994年3月、同大学大学
院博士課程後期課程修了。博士（工学）。同年4月、関西大学工学部

（現システム理工学部）助手、専任講師、准教授を経て2016年9月
より現職。専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。
現在、日本風力エネルギー学会理事、各種国際委員会エキスパー
トメンバー。主な著作として「世界の再生可能エネルギーと電力
システム：風力発電編」（インプレスR&D）、翻訳書（共訳）として

「風力発電導入のための電力系統工学」（オーム社）など

略  歴
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1. 背景とねらい
　電力系統では、電力需要と電力
供給をリアルタイムでバランスさ
せること（需給制御）により、周波
数を一定に保っています。
　第1図に2017年9月の電力需要
と各発電電力の実績を示します。需
給制御は主に火力と水力の発電出
力の調整により行われています。
　第2図にPV導入量の推移を示し
ます。2012年の再生可能エネル
ギー固定価格買取制度導入以降、
PVが急速に普及しており、需給制
御が一段と難しくなるため、自然
現象に左右されるPV発電量の精
度の高い予測技術が求められてい
ました。
　PV発電量の予測のためには、関
西電力エリアの日射量分布を予測
する必要があります。そこで、精度
の高さが求められる数時間先まで
の日射量予測をねらいとした日射
量短時間予測システム「アポロン」
を開発し、さらに予測精度の向上
に向けて取り組んでいます。

2. 日射量短時間予測システム
（１）日射量分布の推定
　日射量分布の把握のためには、
関西電力エリアの多数の地点に日
射計を設置して日射量データを収
集する方法が考えられますが、設
置費用や維持管理の面で問題が
ありました。また、気象庁が提供す
る数値予報データ等を入手して算
出する方法も考えられますが、入
手までに90分以上要すため、直近
の情報を得ることができませんで
した。
　そこで、気象衛星画像に着目し、
気象衛星ひまわりの撮影画像から
日射量分布を作成する手法を検討
しました。
　第3図のように、気象衛星画像
データからは、メッシュ単位の放射
輝度データが得られ、それから、地
表面での反射の影響等を除去して
雲アルベド（光反射率）分布を作成
します。そして、日付と時刻から求
まる理論日射量（大気の影響がな
い場合の日射量）と雲アルベドを

用いた算出式により日射量を推定
し、日射量分布を作成します。

（２）日射量分布の予測
　短時間先の日射量分布を予測す
るためには、雲アルベド分布を時
間経過にしたがって移動させた
後、前述の手法で日射量分布を作
成する必要があります。
　システム開発当初は、最新の風
向・風速データを用いて、一定エリ
ア単位の雲移動ベクトルを算出
し、雲アルベド分布の移動を行っ
ていました。しかし、風向・風速と雲
の移動とが一致しないケースも見
られ、予測誤差の要因となってい
ました。
　後に気象衛星がひまわり7号か
ら8号に更新され性能が向上し、衛
星画像が2.5分毎に得られるよう
になったため、第4図のように、前
後の画像比較により、雲移動ベク
トルを算出する手法に改良してい
ます。

（３）精度向上に向けた取組み
　衛星画像を利用する手法である
ゆえに問題点もありました。
　早朝時間帯の予測のためには、
日の出前から雲アルベド分布を作
成する必要があり、可視画像の代
用として赤外画像を用いていまし
たが、雲アルベドの表現精度は
劣っていました。また、快晴域が広
範囲の場合は、快晴域において雲
移動ベクトルの算出が困難とな
り、快晴から曇天へ変化するケー
スでは、正しい予測ができません
でした。
　そこで、気象衛星の画像データ
のうち、赤外画像以外にも水蒸気
画像等、他の画像データを用いて
補間することにより、精度向上を
図ることとしました。

（４）システムの評価
　日射量の推定については、地上
観測地点の日射量と地上観測地点
を含むメッシュの「アポロン」算出
日射量を比較した結果、精度良く
推定できていることが確認できま
した。日射量の予測については、予
測時間が長くなるにしたがって誤
差の増加は見られますが、短時間
では誤差が少ないことが確認でき
ました。
　コストについては、システム研究
開発費（初期コスト）と日射量予測
データ購入費（継続コスト）がかか
りますが、日射計を用いた計測シ
ステムの構築および維持費用に比
べると低コストで実現できました。
　処理時間については、衛星画像
の撮影時刻から日射量短時間予測
データの出力まで10～15分程度
であり、数値予報データの入手に
比べて迅速に処理できています。

3. 今後の取組み
　「アポロン」とPV出力推定・予測
システムが、2016年3月に運用を
開始し、同年10月には、「アポロン」
をひまわり8号に対応した処理に
改良しましたが、精度向上に向け
た取組みで得た成果についても、
最新データで検証した後、「アポロ

ン」に反映する予定です。
　また、予測時間が長くなるにし
たがって誤差が増加する課題に
ついても、数値予報データ等との
組合せによる誤差の低減を検討
し、精度向上を図っていきたいと
考えています。

執筆者

日射量短時間予測システムの開発と精度向上に向けた取組み

第２図　太陽光発電導入量推移

第４図　雲移動ベクトルの算出と雲アルベド分布の予測
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日射量短時間予測システムの開発と精度向上に向けた取組み1研究紹介
近年、太陽光発電（PV:Photovoltaics）の普及が急速に進んでいます。大量のPVが電力系統に連系されると需要
変動に加えてPV出力変動を考慮しながら電力需給バランスを取ることが必要となり、系統運用が一段と難しくな
ります。このため、電力系統に広く分散配置されているPVに対して、短時間先のPV発電量予測技術が求められてい
ました。そこで、関西電力では、（株）気象工学研究所と協力し、気象衛星画像を活用した日射量短時間予測システム
「アポロン」と日射量予測データを用いたPV出力推定・予測システムを開発しました。ここでは、「アポロン」の開発
と予測精度向上に向けた取組みについて紹介します。

第１図　関西電力エリアの電力需給（2017年 9月）

第３図　雲アルベド分布の作成
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1. 背景および目的
　電気事故発生時、事故点測定器
を用いて事故点の特定を行ってい
ます。最近の地中送電線路の地絡
事故では、ケーブル部で事故が発
生しており、接続部での事故に比
べ、地絡抵抗が高抵抗となる場合
が増えています。保有する測定器
では、地絡抵抗が100MΩ以下で
なければ測定ができないため、そ
れ以上の場合は、焼成（ケーブルの
導体―遮蔽間に強制的に高電圧
を印加することで、アーク放電を
発生させ、ＣＶケーブルの絶縁体
である架橋ポリエチレンを溶融・
炭化させる）を行い、地絡抵抗を低
減させてから測定を行っていま
す。また、地絡抵抗が時間の経過と
ともに上昇するような場合にも、
同様に焼成を行い、地絡抵抗を低
減させています。この焼成作業は
非常に時間を要するため、事故点
測定の障害となる高地絡抵抗が発
生する要因について、事故点で生
成される炭に着目し、解明に取組
みました。

2. 炭の付着と絶縁抵抗値の関係
　ＣＶケーブルの地絡事故点の状
態を第１図に示します。事故時の
アーク放電により、絶縁体である
架橋ポリエチレンが溶融し、絶縁
体表面が炭化することで、導電路
（以降、破壊パスと記載します）が
形成されると想定されます。破壊
パスでの炭の付着状態が、事故点
の絶縁抵抗値に影響を及ぼす一つ

の要因であると考え、その関係性
を調査しました。
　今回調査を行った焼成試料の破
壊パス表面状況と絶縁抵抗値の測
定結果を第２図に示します。破壊
パス上の炭を取り除くほど、絶縁
抵抗値が高くなる傾向が確認され
ました。また、表面を観察すると、
炭はまだらに付着しており、厚み
も均一ではなかったことから、炭
の付着量や分布状態が絶縁抵抗
値に影響を及ぼしていると考えら
れます。

3. 化学分析による
　 炭の構造の検討
　事故点での高抵抗・低抵抗の違
いは破壊パス表面に付着した炭
の性状（構造）の違いで生じてい

るとも考え、化学分析を行いまし
た。測定に用いた試料の概要を第
１表に示します。これら試料のう
ち、代表例として試料２の破壊パ
スの様子を写真１に示します。拡
大すると、破壊パス部分は、黒色
部（炭部）と中間部（ワックス状の
部分）が混在していることが確認
されました。そこで各試料におい
て、第２表に示す部位を顕微赤外
分光法（μFT-IR法）および顕微
レーザーラマン分光法により分析
を行いました。
　μFT-IR分析の結果（2000～
650cm-1のスペクトル）を第３図
に示します。各試料において、ポリ
エチレン由来（CH2）の吸収ピー
クが観測されました。この結果か
ら、いずれの部位でもポリエチレ

ン構造が含まれることが推察され
ます。また、各試料の黒色部、中間
部には、910cm-1付近に、正常部
では観測されない吸収ピーク
（C=C）がわずかに確認されまし
た。このことから、黒色部および中
間部は、ポリエチレンの炭化反応
の一部が進行している可能性が
考えられます。
　レーザーラマン分析の結果を第
４図に示します。各試料の黒色部
で、1350cm - 1、1590cm - 1、
2700cm-1付近に無機炭素由来の
ピークが確認されました。この結
果から、いずれの黒色部の炭素も、
カーボンブラックやダイヤモンド
構造からなる炭素ではなく、グラ
ファイト（黒鉛）構造の炭素が主成
分であることが分かりました。ま
た、高抵抗と低抵抗試料の炭の性
状（構造）に大きな違いは無いこと
が分かりました。

4. まとめと今後の予定
　化学分析の結果、高抵抗・低抵
抗試料間で、破壊パス上の炭の性
状に大きな違いは無いことが分
かったため、炭の付着量や分布状
態が、事故点の絶縁抵抗値に大き
く影響を及ぼしていると考えられ
ます。また、炭の生成には、地絡事
故や焼成時に発生する熱が不可欠
であり、その熱量も絶縁抵抗値に
影響を与える要因の一つと考えら
れます。
　今回の研究で得られた成果は、
最適なケーブルの焼成条件を検討
する際に活用していく予定です。

執筆者

ＣＶケーブルの地絡様相の解明研究

第２図　破壊パス上の炭の付着状態と絶縁抵抗値の関係

第４図　レーザーラマン分析結果
無機炭素由来
ポリエチレン由来

第１表　成分分析試料概要 第２表　成分分析測定部位

※正常部とは、ケーブルの健全部位。
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ＣＶケーブルの地絡様相の解明研究2研究紹介
地中送電線路で電気事故が発生した場合、事故点の設備を取替え、復旧を行います。事故点の特定に用いる測定器
は、種々の装置がありますが、電気事故の状況によって、最適な測定器を選定し、事故点測定を行っています。しかし、
地絡抵抗が高抵抗の場合や変動するような場合には、事故点の特定に時間を要することがあります。そこで、事故点
測定の障害となっている高地絡抵抗が発生する要因の解明に取組みましたので報告します。

第１図　地絡事故点の状態（推定）

写真１　破壊パスの様子（試料２）

第３図　μＦＴ－ＩＲ分析結果
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発生させ、ＣＶケーブルの絶縁体
である架橋ポリエチレンを溶融・
炭化させる）を行い、地絡抵抗を低
減させてから測定を行っていま
す。また、地絡抵抗が時間の経過と
ともに上昇するような場合にも、
同様に焼成を行い、地絡抵抗を低
減させています。この焼成作業は
非常に時間を要するため、事故点
測定の障害となる高地絡抵抗が発
生する要因について、事故点で生
成される炭に着目し、解明に取組
みました。

2. 炭の付着と絶縁抵抗値の関係
　ＣＶケーブルの地絡事故点の状
態を第１図に示します。事故時の
アーク放電により、絶縁体である
架橋ポリエチレンが溶融し、絶縁
体表面が炭化することで、導電路
（以降、破壊パスと記載します）が
形成されると想定されます。破壊
パスでの炭の付着状態が、事故点
の絶縁抵抗値に影響を及ぼす一つ

の要因であると考え、その関係性
を調査しました。
　今回調査を行った焼成試料の破
壊パス表面状況と絶縁抵抗値の測
定結果を第２図に示します。破壊
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抵抗値が高くなる傾向が確認され
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炭はまだらに付着しており、厚み
も均一ではなかったことから、炭
の付着量や分布状態が絶縁抵抗
値に影響を及ぼしていると考えら
れます。

3. 化学分析による
　 炭の構造の検討
　事故点での高抵抗・低抵抗の違
いは破壊パス表面に付着した炭
の性状（構造）の違いで生じてい

るとも考え、化学分析を行いまし
た。測定に用いた試料の概要を第
１表に示します。これら試料のう
ち、代表例として試料２の破壊パ
スの様子を写真１に示します。拡
大すると、破壊パス部分は、黒色
部（炭部）と中間部（ワックス状の
部分）が混在していることが確認
されました。そこで各試料におい
て、第２表に示す部位を顕微赤外
分光法（μFT-IR法）および顕微
レーザーラマン分光法により分析
を行いました。
　μFT-IR分析の結果（2000～
650cm-1のスペクトル）を第３図
に示します。各試料において、ポリ
エチレン由来（CH2）の吸収ピー
クが観測されました。この結果か
ら、いずれの部位でもポリエチレ

ン構造が含まれることが推察され
ます。また、各試料の黒色部、中間
部には、910cm-1付近に、正常部
では観測されない吸収ピーク
（C=C）がわずかに確認されまし
た。このことから、黒色部および中
間部は、ポリエチレンの炭化反応
の一部が進行している可能性が
考えられます。
　レーザーラマン分析の結果を第
４図に示します。各試料の黒色部
で、1350cm - 1、1590cm - 1、
2700cm-1付近に無機炭素由来の
ピークが確認されました。この結
果から、いずれの黒色部の炭素も、
カーボンブラックやダイヤモンド
構造からなる炭素ではなく、グラ
ファイト（黒鉛）構造の炭素が主成
分であることが分かりました。ま
た、高抵抗と低抵抗試料の炭の性
状（構造）に大きな違いは無いこと
が分かりました。

4. まとめと今後の予定
　化学分析の結果、高抵抗・低抵
抗試料間で、破壊パス上の炭の性
状に大きな違いは無いことが分
かったため、炭の付着量や分布状
態が、事故点の絶縁抵抗値に大き
く影響を及ぼしていると考えられ
ます。また、炭の生成には、地絡事
故や焼成時に発生する熱が不可欠
であり、その熱量も絶縁抵抗値に
影響を与える要因の一つと考えら
れます。
　今回の研究で得られた成果は、
最適なケーブルの焼成条件を検討
する際に活用していく予定です。

執筆者

ＣＶケーブルの地絡様相の解明研究

第２図　破壊パス上の炭の付着状態と絶縁抵抗値の関係

第４図　レーザーラマン分析結果
無機炭素由来
ポリエチレン由来

第１表　成分分析試料概要 第２表　成分分析測定部位

※正常部とは、ケーブルの健全部位。
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ＣＶケーブルの地絡様相の解明研究2研究紹介
地中送電線路で電気事故が発生した場合、事故点の設備を取替え、復旧を行います。事故点の特定に用いる測定器
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測定の障害となっている高地絡抵抗が発生する要因の解明に取組みましたので報告します。

第１図　地絡事故点の状態（推定）

写真１　破壊パスの様子（試料２）

第３図　μＦＴ－ＩＲ分析結果
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1. 研究の背景
　水力発電所は、系統事故などの
とき、瞬時に出力を下げるために
ガイドベーンを急激に閉鎖（負荷
遮断）させます。その際、第１図に示
すように水圧管路内に水撃作用が
発生するため、サージタンクを設
置しています。
　AFCなどで連続して出力を変化
させると、サージタンク内の水位が
上下に変動するサージングが発生
します。これにより、第２図に示す
ようにサージタンクから水が越流
する恐れがあります。また、サージ

ング中に負荷遮断すると、水位変
動が通常時の負荷遮断よりも大き
くなります。
　これらにより、設備への影響が
懸念されることから、AFC運転な
どを制限している発電所がありま
す。このサージングは出力調整の
速度を遅くするなどで回避が可能
なものの、俊敏な出力調整という
水力発電の強みを活かせなくなり
ます。
　そこで、これらを解決する新たな
サージング抑制制御方法を日立三
菱水力（株）と共同開発しました。

2. 現在の制御方法
　AFC運転は、系統
の周波数を一定に保
つために、その周波
数に応じて発電機出
力を自動的に調整す
ることから、系統周
波数の変化によって

は発電機出力が急変を繰返すた
め、これによりサージングが発生し
ます。現在はサージングを抑える
ために、サージタンク水位によっ
て、出力指令を一定時間ロック（水
位が安定するまで指令を出さな
い）する制御や、調速機の制御ゲイ
ンを可変する制御を行っていま
す。しかし、それぞれ応動性や既設
調速機の改造を要するなどの課題
があります。

3. 新たな制御方法
　今回開発した制御方法は、ガイ
ドベーン開度やサージタンク水位
に応じて調速機への指令を調整す
ることで、サージングを抑制する
ものです。その概要を第３図に示
します。
　開発した制御方法のイメージを
第４図に示します。各出力安定時
のガイドベーン開度に対するサー
ジタンク水位を事前に把握してお

き、それをもとにガイドベーン開度
に応じたサージタンク上限・下限
水位を設定します。サージングに
より上限水位を超えている間は、
出力の下げ指令をロックし、下限
水位を超えている間は、出力の上
げ指令をロックする制御を行いま
す。これにより、最小限のロックと
なることで、出力指令に対する応
動性が向上します。

4. 実機による効果の確認
　開発したサージング抑制制御を
実機に付加し、断続的に負荷の上

げ・下げを行いサージングを発生
させ、その効果を確認しました。そ
の結果を第５図に示します。
　サージング抑制制御を行った結
果（赤色の実線）では、サージタンク
水位が上限水位を越えている時間
において、ガイドベーンの「閉」指令

（出力「減」指令）がロックされ、水位
上昇を抑制しています。同様に、鉄
管水圧の上昇も抑制されています。
　この結果より、今回開発した制
御方法がサージング抑制に有効で
あることを確認しました。
　また、出力指令のロックは、サー
ジタンクの上限、または下限水位を
超えている期間のみであり、指令に
対する応動性も向上しています。

5. まとめ
　今回開発したサージング抑制制
御を行うことにより、AFC運転な
どで負荷調整を頻繁に行う場合で
も、サージタンク水位に応じてガイ
ドベーン開度を制御することで、
サージングや鉄管水圧を抑制しつ
つ、応動性を維持することができ、
水力発電の強みである俊敏性を活
かすことができます。

6. 今後の予定
　今後は、今回開発した制御方法
について、発電所を新設する際の
サージタンク小型化への応用や、
サージングの安全装置などへも活
用していきたいと思います。
　なお、共同開発した本制御方法
については、平成29年8月に発明
届を提出済みです。
　最後に、本研究は日立三菱水力
（株）と共同で実施いたしました。
この場を借りて厚く御礼申し上げ
ます。

執筆者

水力発電所における新たなサージング抑制制御方法の開発

第１図　水撃作用

第２図　サージングの影響 第３図　開発した制御方法概要

第５図　実測結果

第４図　開発した制御方法のイメージ
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主な業務：水力発電に関する研究開発業務に従事

（研究に携わった人）
電力流通事業本部　電力システム技術センター　水力グループ：橋本　直史

電力流通事業本部　電力システム技術センター　水力グループ
電力流通事業本部　電力システム技術センター　水力グループ

水力発電所における新たなサージング抑制制御方法の開発3研究紹介
サージタンク（調圧水槽）を備えた水力発電所では、AFC（Automatic Frequency Control：自動周波数制御）などで
連続して出力を変化させると、サージング（サージタンクの水位変動）による設備への影響があるほか、サージング中に
負荷遮断をすると、サージタンク水位や鉄管水圧が許容値を越える恐れがあります。現状ではサージングにより許容値
を越える恐れがある場合には、出力指令を一定時間ロックして水位変動を抑制しており、水力発電の強みである俊敏な
出力調整を犠牲にしています。そこで、これらを解決する新たなサージング抑制制御方法を日立三菱水力（株）と共同
開発しましたので、これについて紹介いたします。
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1. 研究の背景とねらい
　原子力発電所では、津波来襲時
にも取水が可能であることを確認
するために、津波に伴う砂移動・地
形変化の評価を実施しています。津
波が沿岸域まで伝播して湾や港に
進入すると、海域の平面地形や人工
構造物の影響を受け、水位変動のみ
ならず、流れとしての性質も強くな
ります。特に狭窄部がある場合に
は、局所的に渦が発生するなど複雑
な流れ場が生じることもあります。
沿岸域におけるこのような津波挙
動は海底の砂移動にも影響をおよ
ぼすため、砂移動・地形変化の評価
には津波に起因する複雑な流れの
影響を考慮する必要があります。
　一方で、津波に伴う砂移動の評価
に関しては、新知見の蓄積・モデル

の検証と改良が進められている段
階です。本研究では、津波砂移動計
算モデルの適用性の検討を目的と
して、狭窄部を有する海域における
複雑な砂移動を対象に水理模型実
験とその再現計算を実施しました。

2. 水理模型実験
（１）実験方法
　水理模型実験には、当社が保有
す る 造 波 水 路（ 長 さ 5 0 m × 幅
1m×高さ1.2m）を用いました（第
１図）。実験では、水平床部に粒径
0.064mmの珪砂を厚さ0.1mで
敷設し、ピストン型造波機を用い
て津波を発生させ、津波作用前後
の地形を計測しました。水平床部
に長さ0.5m、幅0.86mの矩形構
造物を設置することで、狭窄部を

模擬しました。海域
の平面形状の影響を
把握するために、狭
窄部の背後領域の長
さを2m，3mの2種
類としました。

（２）実験結果
　写真１に、実験のスナップショッ
トを示します。津波流入時に巻き
上げられた砂が背後領域に形成さ
れる循環流に取り込まれていま
す。背後領域3mでは浮遊した砂が
終端の直壁まで輸送されず、2mの
場合と同様の範囲に留まることか
ら、背後領域の長さによらず同程
度の規模の循環流が形成されるこ
とが分かります。
　津波作用前後の地形変化量の平
面分布を第２図に示します。狭窄部

では速い流れによる侵食が生じ、背
後領域で堆積が生じています。背後
領域2mの場合は、堆積のピークが
背後領域の中央付近で生じていま
す。一方で、背後領域3mのケース
では背後領域の中央より狭窄部側
に堆積域が生じており、その位置と
規模は2mのケースと同程度です。

3. 数値計算
（１）計算方法
　水理模型実験の再現計算には、
掃流砂層と浮遊砂層の交換砂量を
考慮した津波砂移動計算モデルを
用いました。計算では、流れの運動
方程式および浮遊砂の濃度計算に
おける拡散の考慮の有無による再
現性の差異を確認しました。

（２）計算結果
　流れ場の計算結果を第３図に示
します。拡散を考慮しない場合に

は、狭窄部から流入した流れが側
壁沿いに直進しており、写真１に見
られる循環流が再現されません。
一方，拡散を考慮することで、狭窄
部の背後で発生する循環流を再現
できています。また、実験と同様に、
背後領域の長さによらず循環流の
規模は同程度となっています。
　第４図に、拡散の有無による地形
変化の計算結果の差異を示します。
拡散を考慮しない場合には、側壁沿
いを直進する津波の影響で水槽の隅
角部に堆積が生じています。一方、拡
散を考慮すると、水理模型実験（第２
図）と同様の位置・規模の堆積域を再

現することができています。

4. まとめ
　本検討では、狭窄部を有する海域
を対象に、津波来襲時の砂移動・地
形変化について水理模型実験と数値
計算の両面から検討を行いました。
　水理模型実験の結果、狭窄部の
背後では、海域の平面形状によら
ず同程度の位置・規模の堆積域が
形成されました。また、狭窄部背後
に形成される循環流とそれに伴う
地形変化を数値計算で良好に再現
するためには、拡散の考慮が必要
であることが分かりました。
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津波来襲時に海底の砂が大量に輸送されると、取水口の埋没や取水設備の機能損失の原因となる可能性がありま
す。このため、津波に伴う砂移動・地形変化を精度良く予測できる計算手法の確立が求められています。本研究では、
狭窄部を有する海域で生じる複雑な砂移動を対象に、津波砂移動計算モデルの適用性検証を目的として、水理実験
とその再現計算を実施したのでご紹介します。

第２図　地形変化量の実験結果

（b）背後領域 3m

（a）背後領域 2m



R&D NEWS KANSAI  2018.3  No.493 R&D NEWS KANSAI  2018.3  No.4938 9

1. 研究の背景とねらい
　原子力発電所では、津波来襲時
にも取水が可能であることを確認
するために、津波に伴う砂移動・地
形変化の評価を実施しています。津
波が沿岸域まで伝播して湾や港に
進入すると、海域の平面地形や人工
構造物の影響を受け、水位変動のみ
ならず、流れとしての性質も強くな
ります。特に狭窄部がある場合に
は、局所的に渦が発生するなど複雑
な流れ場が生じることもあります。
沿岸域におけるこのような津波挙
動は海底の砂移動にも影響をおよ
ぼすため、砂移動・地形変化の評価
には津波に起因する複雑な流れの
影響を考慮する必要があります。
　一方で、津波に伴う砂移動の評価
に関しては、新知見の蓄積・モデル

の検証と改良が進められている段
階です。本研究では、津波砂移動計
算モデルの適用性の検討を目的と
して、狭窄部を有する海域における
複雑な砂移動を対象に水理模型実
験とその再現計算を実施しました。
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1. はじめに
　EnOcean社の技術は環境発電
と低消費電力の2点が特徴です。セ
ンサー自身が周囲の温度差・圧力・
振動・光などから微小なエネルギー
を得る技術を「環境発電」や「エナ
ジーハーベスティング」と呼びま
す。しかし得られる電力はマイクロ
ワットオーダーにとどまるため、低
消費電力で無線通信する技術が必
要となりますが、同社は低消費電力
の通信プロトコル（国際標準規格
ISO/IEC 14543-3-10）や無線用
LSI技術により、これを可能としま
した。勿論、一次電池と組み合わせ
ても構いません。一次電池がない場
合は「電池レスセンサー」、一次電
池を付帯した場合は「電池交換レ
スセンサー」として従来センサーと
差別化できる可能性があります。

2. 研究の目的
　住宅に複数且つ高所設置される
センサーとして赤外線人感セン
サーが知られています。一次電池
で駆動する場合は定期的な取替え
が課題となります。そこで、本課題
を解決できるかを評価するため、
一次電池を付帯した条件で使用開
始し「電池交換レス」可能かを評価
しました。

3. 研究の内容
（１）評価した人感センサー
　平成28年度に新商品として市

場投入されたEnOcean技術を搭
載した赤外線人感センサーCPI-J
を評価しました。写真1に示すよう
に一次電池として電池メーカー使
用推奨期限10年の円筒型リチウム
電池CR123Aと環境発電として太
陽光パネルを搭載した「エナジー
ハーベスト型センサー」です。CPI-J
仕様では電池寿命（25℃）は約10
年との記載があり電池交換レスが
期待できる商品です。

（２）評価試験方法
　仕様では1日の感知通信回数が
不明ですが、1日あたり240回（10
回/h）感知通信することを前提と
して10年間電池交換不要とできれ
ば、「電池交換レス」を実現できる
と判定します。なお、周囲環境の影
響を受ける太陽光パネルは取り外
して、一次電池単独という厳しい
条件で評価しました。
　実際に10年間相当の感知を実
現するには時間制約があるため、
センサーの規制通信機能を解除
し、4秒に1度の間隔で人を感知す
るに相当する赤外線をLEDランプ
で定期的に間欠照射する加速劣化
試験装置（写真2）を自作し送受信

回数と一次電池電圧を連続計測し
ました。装置は実住宅の1部屋に設
置し、なりゆき温度（15℃～30℃）
で試験しました。

　CR123Aは公称容量1,400mAh
（終端電圧2Vに至るまでに取り出
せる電気量）です。ところがCPI-Jは
2Vに至るまでに電池寿命αVで動
作しなくなります。そこで、10年間
使用する際に電池から取り出すべ
き理論電気量（①mAhとします）と
加速劣化試験でαVに至るまでに実
際に取り出せた電気量（②mAhと
します）を比較し、①＜②となれば、
電池交換レスと判断いたします。判
定イメージは第1図のとおりです。

（３）試験の実施
　CPI-Jの動作電流をオシロ計測し
た結果を第2図～第4図に示します。
　人を感知すると内蔵LEDランプ
を発光し、続いて3発の短い信号を
送信する様子を第2図に、感知5分
後に短い3発の不在信号を送信す
る様子を第3図に、スリープ時の様
子を第4図に示しています。感知通
信→スリープ→不在通信→スリー

プ→感知通信→→スリープ→不在
通信（繰り返し）を10年間継続した
際の①は約450mAhと算出でき
ます。
　加速劣化試験はH28年10月よ
り開始しました。具体的には、感知
通信→4秒間スリープ→感知通信
→4秒間スリープ→（繰り返し）に
より、短期間に電池を劣化消耗さ
せました。

（４）試験の結果
　試験開始から14ヶ月経過した
H29年12月時点で電池寿命に
至っていませんが、現時点で評価
することは可能です。第5図は感知
通信回数（電池から取り出した電
気量）と電池電圧の推移です。既に
900万回を超える感知通信を達成

しましたが電池寿命αVには至っ
ていません。
　これまでに取り出した電気量②
は700mAh以上なので、①＜②で
あることから電池交換レスを実現
できたと判定できます。CR123A
は自己放電率が小さく年間最大
1%とされています。10年間に公
称容量1,400mAhの10%が放電

する（140mAh）と仮定した場合
で も 5 9 0 m A h（ 4 5 0 m A h ＋
140mAh）以上を既に取り出して
いるため、結論は変わりません。

4. まとめ
　温度変化の厳しい屋外では電池
消耗が早くなると思われますが、
CPI-Jは双方向通信しないなど徹
底したスリム化を図ることで低消
費電力を実現しており、1日あたり
240回感知通信する条件で屋内設
置する場合には電池交換レス可能
と考えます。また、CPI-Jで採用して
いる電池ではありませんが、使用
期間が20年間というリチウム単三
乾電池を使って加速劣化試験を併
行実施しており10年間という縛り
なしの電池交換レスを実現できる
か継続評価いたします。
　最後に、EnOcean技術とCPI-J
技術について情報提供いただきま
したローム株式会社殿とオプテッ
クス株式会社殿に、この場をかり
て厚く御礼申し上げます。
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電源回路や無線IC、制御マイコン等の低消費電力化が進んだことにより、環境発電とワイヤレス通信の機能を備えた
各種センサーの市場投入が始まっています。当研究室では、欧米で普及が進んでおり日本でも導入が始まったドイツ
のEnOcean社の技術を利用したセンサーに着目しました。本技術は低消費電力特性を有するがゆえに、センサー
使用開始時に予め一次電池を組み込んでおけば、定期的な電池交換を不要とできる可能性があります。これは、
住環境計測で温湿度センサーや人感センサーなどを扱うに際して、使い勝手に優れ、従来商品と差別化できます。
そこで、赤外線人感センサーで電池交換不要とできるかを加速劣化試験で評価しましたので概要を紹介します。

写真 2　加速劣化試験装置外観
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振動・光などから微小なエネルギー
を得る技術を「環境発電」や「エナ
ジーハーベスティング」と呼びま
す。しかし得られる電力はマイクロ
ワットオーダーにとどまるため、低
消費電力で無線通信する技術が必
要となりますが、同社は低消費電力
の通信プロトコル（国際標準規格
ISO/IEC 14543-3-10）や無線用
LSI技術により、これを可能としま
した。勿論、一次電池と組み合わせ
ても構いません。一次電池がない場
合は「電池レスセンサー」、一次電
池を付帯した場合は「電池交換レ
スセンサー」として従来センサーと
差別化できる可能性があります。

2. 研究の目的
　住宅に複数且つ高所設置される
センサーとして赤外線人感セン
サーが知られています。一次電池
で駆動する場合は定期的な取替え
が課題となります。そこで、本課題
を解決できるかを評価するため、
一次電池を付帯した条件で使用開
始し「電池交換レス」可能かを評価
しました。

3. 研究の内容
（１）評価した人感センサー
　平成28年度に新商品として市

場投入されたEnOcean技術を搭
載した赤外線人感センサーCPI-J
を評価しました。写真1に示すよう
に一次電池として電池メーカー使
用推奨期限10年の円筒型リチウム
電池CR123Aと環境発電として太
陽光パネルを搭載した「エナジー
ハーベスト型センサー」です。CPI-J
仕様では電池寿命（25℃）は約10
年との記載があり電池交換レスが
期待できる商品です。

（２）評価試験方法
　仕様では1日の感知通信回数が
不明ですが、1日あたり240回（10
回/h）感知通信することを前提と
して10年間電池交換不要とできれ
ば、「電池交換レス」を実現できる
と判定します。なお、周囲環境の影
響を受ける太陽光パネルは取り外
して、一次電池単独という厳しい
条件で評価しました。
　実際に10年間相当の感知を実
現するには時間制約があるため、
センサーの規制通信機能を解除
し、4秒に1度の間隔で人を感知す
るに相当する赤外線をLEDランプ
で定期的に間欠照射する加速劣化
試験装置（写真2）を自作し送受信

回数と一次電池電圧を連続計測し
ました。装置は実住宅の1部屋に設
置し、なりゆき温度（15℃～30℃）
で試験しました。

　CR123Aは公称容量1,400mAh
（終端電圧2Vに至るまでに取り出
せる電気量）です。ところがCPI-Jは
2Vに至るまでに電池寿命αVで動
作しなくなります。そこで、10年間
使用する際に電池から取り出すべ
き理論電気量（①mAhとします）と
加速劣化試験でαVに至るまでに実
際に取り出せた電気量（②mAhと
します）を比較し、①＜②となれば、
電池交換レスと判断いたします。判
定イメージは第1図のとおりです。

（３）試験の実施
　CPI-Jの動作電流をオシロ計測し
た結果を第2図～第4図に示します。
　人を感知すると内蔵LEDランプ
を発光し、続いて3発の短い信号を
送信する様子を第2図に、感知5分
後に短い3発の不在信号を送信す
る様子を第3図に、スリープ時の様
子を第4図に示しています。感知通
信→スリープ→不在通信→スリー

プ→感知通信→→スリープ→不在
通信（繰り返し）を10年間継続した
際の①は約450mAhと算出でき
ます。
　加速劣化試験はH28年10月よ
り開始しました。具体的には、感知
通信→4秒間スリープ→感知通信
→4秒間スリープ→（繰り返し）に
より、短期間に電池を劣化消耗さ
せました。

（４）試験の結果
　試験開始から14ヶ月経過した
H29年12月時点で電池寿命に
至っていませんが、現時点で評価
することは可能です。第5図は感知
通信回数（電池から取り出した電
気量）と電池電圧の推移です。既に
900万回を超える感知通信を達成

しましたが電池寿命αVには至っ
ていません。
　これまでに取り出した電気量②
は700mAh以上なので、①＜②で
あることから電池交換レスを実現
できたと判定できます。CR123A
は自己放電率が小さく年間最大
1%とされています。10年間に公
称容量1,400mAhの10%が放電

する（140mAh）と仮定した場合
で も 5 9 0 m A h（ 4 5 0 m A h ＋
140mAh）以上を既に取り出して
いるため、結論は変わりません。

4. まとめ
　温度変化の厳しい屋外では電池
消耗が早くなると思われますが、
CPI-Jは双方向通信しないなど徹
底したスリム化を図ることで低消
費電力を実現しており、1日あたり
240回感知通信する条件で屋内設
置する場合には電池交換レス可能
と考えます。また、CPI-Jで採用して
いる電池ではありませんが、使用
期間が20年間というリチウム単三
乾電池を使って加速劣化試験を併
行実施しており10年間という縛り
なしの電池交換レスを実現できる
か継続評価いたします。
　最後に、EnOcean技術とCPI-J
技術について情報提供いただきま
したローム株式会社殿とオプテッ
クス株式会社殿に、この場をかり
て厚く御礼申し上げます。

執筆者

エナジーハーベスティング型センサーに関する研究

写真 1　CPI-J 商品外観

第５図　感知通信回数・取り出した電気量と電池電圧の推移

第４図　動作電流（スリープ時）

第３図　動作電流（不在通信時）

第１図　判定イメージ

第２図　動作電流（感知通信時）
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所 　 属：研究開発室　技術研究所
　　　　　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：家庭用機器開発、機器評価業務に従事

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）
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エナジーハーベスティング型センサーに関する研究5研究紹介
電源回路や無線IC、制御マイコン等の低消費電力化が進んだことにより、環境発電とワイヤレス通信の機能を備えた
各種センサーの市場投入が始まっています。当研究室では、欧米で普及が進んでおり日本でも導入が始まったドイツ
のEnOcean社の技術を利用したセンサーに着目しました。本技術は低消費電力特性を有するがゆえに、センサー
使用開始時に予め一次電池を組み込んでおけば、定期的な電池交換を不要とできる可能性があります。これは、
住環境計測で温湿度センサーや人感センサーなどを扱うに際して、使い勝手に優れ、従来商品と差別化できます。
そこで、赤外線人感センサーで電池交換不要とできるかを加速劣化試験で評価しましたので概要を紹介します。

写真 2　加速劣化試験装置外観
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1. 緒言　
　家庭の温熱環境のニーズとして、
のどや肌、眼の乾燥対策、共稼ぎ世帯
での衣類部屋干し時の環境制御な
ど、お客さまのライフスタイルによ
り、多様なニーズが潜在しています。
また、東ら＊は、室内の化学物質に起
因すると考えられる自覚症状の実態
と住環境および冷暖房機器使用状況
や換気状況との関係を明らかにして
います。一方近年、気象データの活用
が進んでおり、広範囲の気象予報だ
けではなく、リアルタイム・局所的な
気象予報も活用の可能性がありま
す。そこで、将来的にはリアルタイム・
局所的な気象データを活用し、家電
機器等の運転により、お客さまのライ
フスタイルに合わせた室内環境を提
供することを目的とし、室内環境の不
満や持病・自覚症状と住環境等に関
するアンケート調査を実施しました。

2. 対象と方法
　20，30，40，50，60代以上の男
女を対象とし、インターネットリ
サーチにより、1,030サンプルを
回収しました。

（１） 調査項目
①住まいについて

建築時期、住宅形態（戸建・集合）、間
取り、断熱や気密に関する評価など

②世帯の基本的属性
家族構成、就業状況、75歳以上
の高齢者有無

③暮らし方について
冷暖房機器の有無・使用状況、窓
開閉状況、在宅時間、ペット飼育、
室内での衣類乾燥の有無など

④健康上の自覚症状について
持病や症状の悩み、天気による
体調変化、睡眠不満・原因、肌タ
イプ、美容関心、など

⑤室内環境の評価について
室内環境で気になること

（２） 調査期間
平成29年3月3日（金）～3月6日（月）

3. 結果と考察
　クロス集計結果はχ2検定を行
い、有意差が認められたものにつ
いて第1～5図に図示します。5%
水準の有意差ありの項目に＊を、
図下に＊p<0.05と示しました。

（１） 気密・断熱性の推定
　気密性を「隙間風を感じるか（常
に、ときどき、たまに、全く）」の回答
から、断熱性を「暖房消すと寒くな
る（すぐに、10分程度で、1時間程
度で、数時間）」と「暖房中でも（壁、
床）を触るとひんやり感じる」の主
観的な回答から推定できるとみな
しました。

（２） 主観的な気密・断熱性　
　主観的に推定された気密・断熱
性で4パターンに分けて築年との
クロス集計（第１図）を行いχ2検定
を行った結果、5％水準で有意差が
認められました（χ2=46.827、
df=15、p<0.05）。築年が新しい住
宅は、主観的な気密性も断熱性も、
共に高くなりました。
　天気による体調変化と気密・断
熱性パターンのクロス集計（第２
図）についてχ2検定を行った結果、
5%水準で有意差が認められまし
た（χ2=19.725、df=9、p<0.05）。
主観的な気密・断熱性が高い場合、
天気による体調変化の頻度が低い
傾向があります。 

（３）持病・自覚症状
　持病・自覚症状と築年のクロス集
計についてχ2検定を行った結果、
5％水準で有意差が認められました

（χ2=114.781、df=80、p<0.05）。
2013年以降住宅の割合が高いの
は、ぜんそく（18%）、ハウスダスト
アレルギー（15%）でした（第３図）。

（４） 室内環境の不満
　室内環境不満と美容関心度のクロ
ス集計についてχ2検定を行った結果、
5%水準での有意差が認められました

（χ2=706.318、df=112、p<0.05）。美容
に関心が高い人は、紫外線や湿度（髪の
乾燥、肌のべたつき等）に関する不満が
高い傾向が認められました（第４図）。

（５） 天気による体調変化
　天気による体調変化と美容の関

心度のクロス集計についてχ2検定
を行った結果、5％水準で有意差が
認められました（χ2=167.335、
df=12、p<0.05）。天気による体調
変化が「よくある＋たまにある」%
は 、「 美 容 に 関 心 が あ る 」層 で
56%、「美容にまあ関心がある」層
で58%でした（第５図）。

4. まとめ
○室内環境の不満や持病・自覚症

状と、住環境等との関連を確認
するために、アンケート調査を

実施しました。
○主観的な気密・断熱性が高い場

合は、住宅の築年が新しく、天
気による体調変化の頻度が低
いことが分かりました。

○2013年以降住宅の割合が高い
のは、持病・自覚症状のうちぜ
んそく（18%）、ハウスダストア
レルギー（15%）でした。

○美容に関心の高い人は、室内環
境のうち紫外線や、湿度に関す
る不満が高く、天気による体調
変化があると答えた割合が高い
ことが分かりました。

5. 今度の取り組み
　ニーズ調査から導き出した項目
と温湿度の実測調査の結果を用
いて、室内環境等を判定するアル
ゴリズムを作成する予定です。

引用文献
＊東実千代，新谷恵，守屋好文，疋田洋子:室

内の化学物質に起因すると考えられる自
覚症状の実態と住環境に関する調査研究，
室内環境学会誌，3，(1)，16-24 (2000).
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室内温熱に関するニーズ調査
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　　　　　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：住宅のエネルギー消費に関する研究に従事
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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）

室内温熱に関するニーズ調査6研究紹介
将来的にはリアルタイム・局所的な気象データを活用し、家電機器等の運転により、お客さまのライフスタイルに
合わせた室内環境を提供することを目的とし、室内環境の不満や持病・自覚症状と住環境等に関するアンケート
調査を実施しました。

第 1 図　気密性・断熱性と築年の関連 第２図　気密・断熱性と天気による体調変化の関連

第３図　持病・自覚症状と築年の関連 第５図　天気による体調変化と美容に対する関心度の関連

第４図　室内環境の不満と美容関心度の関連
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1. 緒言　
　家庭の温熱環境のニーズとして、
のどや肌、眼の乾燥対策、共稼ぎ世帯
での衣類部屋干し時の環境制御な
ど、お客さまのライフスタイルによ
り、多様なニーズが潜在しています。
また、東ら＊は、室内の化学物質に起
因すると考えられる自覚症状の実態
と住環境および冷暖房機器使用状況
や換気状況との関係を明らかにして
います。一方近年、気象データの活用
が進んでおり、広範囲の気象予報だ
けではなく、リアルタイム・局所的な
気象予報も活用の可能性がありま
す。そこで、将来的にはリアルタイム・
局所的な気象データを活用し、家電
機器等の運転により、お客さまのライ
フスタイルに合わせた室内環境を提
供することを目的とし、室内環境の不
満や持病・自覚症状と住環境等に関
するアンケート調査を実施しました。

2. 対象と方法
　20，30，40，50，60代以上の男
女を対象とし、インターネットリ
サーチにより、1,030サンプルを
回収しました。

（１） 調査項目
①住まいについて

建築時期、住宅形態（戸建・集合）、間
取り、断熱や気密に関する評価など

②世帯の基本的属性
家族構成、就業状況、75歳以上
の高齢者有無

③暮らし方について
冷暖房機器の有無・使用状況、窓
開閉状況、在宅時間、ペット飼育、
室内での衣類乾燥の有無など

④健康上の自覚症状について
持病や症状の悩み、天気による
体調変化、睡眠不満・原因、肌タ
イプ、美容関心、など

⑤室内環境の評価について
室内環境で気になること

（２） 調査期間
平成29年3月3日（金）～3月6日（月）

3. 結果と考察
　クロス集計結果はχ2検定を行
い、有意差が認められたものにつ
いて第1～5図に図示します。5%
水準の有意差ありの項目に＊を、
図下に＊p<0.05と示しました。

（１） 気密・断熱性の推定
　気密性を「隙間風を感じるか（常
に、ときどき、たまに、全く）」の回答
から、断熱性を「暖房消すと寒くな
る（すぐに、10分程度で、1時間程
度で、数時間）」と「暖房中でも（壁、
床）を触るとひんやり感じる」の主
観的な回答から推定できるとみな
しました。

（２） 主観的な気密・断熱性　
　主観的に推定された気密・断熱
性で4パターンに分けて築年との
クロス集計（第１図）を行いχ2検定
を行った結果、5％水準で有意差が
認められました（χ2=46.827、
df=15、p<0.05）。築年が新しい住
宅は、主観的な気密性も断熱性も、
共に高くなりました。
　天気による体調変化と気密・断
熱性パターンのクロス集計（第２
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調査を実施しました。

第 1 図　気密性・断熱性と築年の関連 第２図　気密・断熱性と天気による体調変化の関連

第３図　持病・自覚症状と築年の関連 第５図　天気による体調変化と美容に対する関心度の関連

第４図　室内環境の不満と美容関心度の関連

1999～2012年
1979年以前

2013年以降
1980～1991年 1992～1998年

＊p〉.05
築年

気密性○
/断熱性○

気密性×
/断熱性○

気密性○
/断熱性×

気密性×
/断熱性×

＊p〉.05
気密・断熱性

各持病・自覚症状ありを100%とする

各室内環境の不満ありを100%とする

1999～2012年
1979年以前わからない

2013年以降
1980～1991年

1992～1998年
＊p〉.05

＊p〉.05

築年 ＊p〉.05



14 15R&D NEWS KANSAI  2018.3  No.493 R&D NEWS KANSAI  2018.3  No.493

1. 研究の背景　
　イチゴは一般に低温性で、従来
型の栽培では収穫できる時期が
限られており、国内の市場では第
1図のように7月から10月にかけ
て出荷量が非常に少なくなってい
ます。この間は、ほぼすべてが高
地・寒冷地での生産や輸入により
賄われており、またその品種も一
般に家庭用に出回る一季成り（冬
春どり）とは異なる四季成りが主
体となっています。
　そこで、本研究では、収穫期間
の拡大や市場価格の高い時期の
売上げ拡大による収益増加を想
定して、研究パートナーである㈱
環境総合テクノスと共にヒートポ
ンプ式電気空調により作物を効
率よく冷却するしくみ（局所空調
システム）の開発・実証を行ってい
ます。

2. 局所空調システムの特徴
　イチゴの成長点はクラウン（株

元）にあり、クラウン部の温度を制
御することで安定した花芽分化が
行われ出蕾・開花へとつながりま
す。そこで、この部分を中心に作物
周辺を局所的に空調を行うシステ
ムを開発しました。このしくみを
第２図に示します。その特徴は次
の通りです。
①クラウンを中心にその付近に冷

温風を送りその一部を戻りダク
トで回収する

②ダクトの穴の配置を調整するこ
とにより各部から均等に吹出
し・吸込みを行う

このシステムにより、クラウン・培
地だけでなく草丈の低いイチゴの
作物全体を効率良く冷却すること
が期待できます。また、同設備を
冬季の暖房にも利用することが可
能です。

3. 栽培実証試験
　福井県園芸研究センター（美浜
町）の協力を得て、2015年5月か

ら栽培設備（ベッド長約11ｍ）1列
にこのシステムを導入して栽培実
証試験を実施中です。写真１・写
真２に試験実施状況を示します。
使用する空調機器はパッケージエ
アコン（冷房能力5.6kW）で、戻り
ダクトからの気流の回収のため風
箱を設置しています。
　このシステムを用いて四季成
りの品種の栽培試験を実施しま
した。局所空調区では局所冷房運
転を行い、温室内では通常の栽培
方法として農業用ヒートポンプ
空調機により夜間に室内冷房を
実施しました。この栽培試験実施
期間の局所空調区と比較対照区
の平均培地温度を第１表に、代表
日の各所温度を第３図に示しま
す。局所空調の実施により培地を
平均5.7℃冷却することができま
した。
　この栽培試験による収量比較
結果を第４図に示します。エッチ
エス138・信大BS8-9の2品種に

ついては、通常の栽培方法と比較
して局所冷房実施により収量が
46％～101％増加しました。ま
た、すずあかねについては、通常の
栽培方法でも1株当り300gを超
える収量が得られ局所空調による
栽培との差はほとんどありません
でしたが、月別の収量は盛夏の7
月～8月の収量の割合を増加させ
ることができました。
　このように、局所冷房により培
地や作物付近の温度を低下させ
ることで盛夏を中心に収量の増
加に効果があることがわかりま
した。

4. 今後の計画
　冷却が更に必要となる一季成
りの品種についても本システムを
用いて引き続き栽培実証試験を
行っています。また、いちご観光農
園のような実用規模でのシステム
の性能検証を行い事業性評価を
行っていく予定です。

謝辞
 福井県園芸研究センター様には
栽培試験の実施協力・ご指導なら
びに試験データの提供をいただき
ました。ここに深く感謝致します。

執筆者

イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その２）

執 筆 者：神野　幸弘
所 　 属：研究開発室　技術研究所
 エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）
主な業務：農業分野の環境制御システム評価・開発に従事
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イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その２）7研究紹介
農業分野において、施設園芸に高度な環境制御技術を取り入れ競争力強化を図る先進的な取組みが始まってい
ます。本研究では、イチゴ栽培において電気空調を用いて効率的に冷却を行い環境制御システムの開発・実証を
行っており、今回は四季成り（夏秋どり）の品種の栽培試験の結果について紹介します。

第２図　局所空調システムのしくみ

第４図　四季成り栽培試験収量比較
　　　（福井県園芸研究センター）

第 1 図　イチゴの市場出荷量（2016 年）

出典：東京都中央卸売市場　市場統計情報（月報・年報）

写真１　栽培実証試験実施状況
　　　　（福井県園芸研究センター）

写真２　局所空調システムの構造
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1. 水系リチウム空気電池への
　 期待と課題　
　理論的に高エネルギー密度が期
待されるリチウム空気電池は、使
用される電解液の種類により、非
水系と水系に大別されます。水系
リチウム空気電池は、理論容量は
非水系に劣るものの安全性では優
れています。また従来のリチウムイ
オン電池に比べるとはるかに大容
量で、高出力が可能であり、外部か
らの水分混入による劣化の心配が
少ない等のメリットが多いことか
ら、三重大学の今西誠之教授と共
同で研究を進めてきました。
　第１図に、水系リチウム空気電
池の典型的な構成を示します。リ
チウムイオン電池や非水系のリチ
ウム空気電池に比較すると、やや
複雑な多層構造となっており、そ
れぞれの層に解決すべき技術課題
があります。特に、負極に用いる金
属リチウム電極を安定に充放電す
るよう制御することが、水系リチウ
ム空気電池の実用化の鍵となると
考え、本研究を実施しました。
　電池を充電する際に電極上に析
出するリチウムは、通常、デンドラ
イトと呼ばれる針状の形態となり
ます。この針状結晶が成長して対
極に接触して短絡を起こすため、
リチウム金属電極を充電可能な電
池に適用するのは難しいとされて
います。
　リチウムの析出形態や電池反応
のクーロン効率は、電極表面に存

在する皮膜の状態に大きく影響さ
れるので、水系リチウム空気電池
の性能向上には金属リチウム電極
表面に形成される皮膜の性質を理
解することが必要です。

2. 添加剤によるリチウムの
　 析出形態の制御
　リチウム金属電極と電解質との
間に安定な層を形成させるため
に、添加剤を加えた電解液からの
析出実験を行いました。将来のポ
リマー電解質への転換を想定して
溶媒には1,2-ジメトキシエタン

（1,2-DME）を用い、これに濃度1 
mol L-1となるようにリチウムビス

（ フ ル オロ ス ル ホ ニ ル ）イミド
（LiFSI）を溶解させた電解液をベー
スとして、銅電極上にリチウムの析
出・溶解を繰り返しました。ここで

基板電極として銅を用いたのは、
析出したリチウムのみの分析を行
うためです。
　電解液に対して充分な溶解性
と、高い電気化学的安定性をもつ
添加剤を検討した結果、硝酸テト
ラブチルアンモニウム（TBANO3）
を採用しました。
　第２図は、この電解液から銅電
極上に析出させたリチウムを電子

顕微鏡で観察した結果です。
　添加剤を加えない電解液を使用
した場合（第２図（a））にはリチウ
ムの析出が偏在しているのに対
し、0.01 mol L-1のTBANO3を添
加した電解液からリチウム析出さ
せた場合（b）には、均一に表面を被
覆する形態となっていることが確
認されました。

3. 電解液添加剤による
　 充放電サイクル特性の安定化
　 第 ３ 図 に は 、種 々 の 濃 度 の
TBANO3を添加した電解液を用
い、作用極を銅、対極をリチウムと
して作製したコイン型電池を充放
電サイクル試験に供した結果を示
します。TBANO3の添加量が増え
るにつれ、高いクーロン効率で充
放電できるサイクル数が増加し、
特に0.5 mol L-1添加時には約500
サイクルに至っても安定な充放電
を繰り返すことが可能でした。平
均クーロン効率も約97%という高
い値が得られました。

4. 表面皮膜の
 　X線光電子分光分析結果と
　 電極安定化メカニズム
　TBANO3添加効果の発現メカニ
ズムを解明するために、銅電極表
面に形成された皮膜を深さ方向分
析 し た 結 果 が 第 ４ 図 で す 。
TBANO3添加の場合にのみ、皮膜
内部にLi2O相が検出されました。
　他の添加剤として、アニオン部
分のみ異なるTBAPF6を用いた実
験 な ど も 行 な い ま し た が 、
TBANO3のようなサイクル特性改
善効果は得られませんでした。
　これらの結果から、TBANO3添
加時には、添加剤自身のNO3

-アニ

オンの還元分解が速やかに起こり、
Li2Oを内部に多く含有する皮膜が
形成されるものと解釈されました。
この皮膜が電極表面を不動態化し

てそれ以上の還元反応の進行を防
ぐとともに、リチウム溶解析出時の
体積変化を吸収し、電極表面の安
定化をもたらしたと考えています。

執筆者

リチウム電極界面の制御に向けて

第１図　水系リチウム空気電池の構成概念図

第２図　
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リチウム金属電極を利用できれば高エネルギー密度な二次電池が実現できますが、充電時にリチウムがデンドラ
イト状析出することに起因する安全上の懸念や、サイクル性能が不充分であるという問題があり、未だ実用化に
至っていません。高効率の充放電を安全に維持するためには、リチウムの析出・溶解を制御することが必要です。
リチウムの析出形態は電極表面に形成される皮膜の性質に大きく影響されるので、本研究では、電解液への添加
物を種々検討し、電極表面皮膜への影響を精査しました。

1M LiFSI/1,2-DME電解液から
電流密度 0.2 mA cm-2で
Cu電極上に析出させたLi

（a）無添加、（b） TBANO3を
0.01 mol L-1添加

第３図　TBANO3 添加時のリチウム溶解析出のクーロン効率
　　　　　（電流密度 : 0.2 mA cm-2,  容量密度 : 0.2 mAh cm-2）

第４図 1M LiFSI/ 1,2-DME 電解液中で 20 mV で 2 時間保持した
Cu 電極の O1s X 線光電子分光スペクトルの深さ方向分析

（a）無添加、（b） TBANO3 を 0.5 mol L-1 添加 
（グラフ上からエッチング時間 0, 5, 10, 30 秒 , 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 分）
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1. 水系リチウム空気電池への
　 期待と課題　
　理論的に高エネルギー密度が期
待されるリチウム空気電池は、使
用される電解液の種類により、非
水系と水系に大別されます。水系
リチウム空気電池は、理論容量は
非水系に劣るものの安全性では優
れています。また従来のリチウムイ
オン電池に比べるとはるかに大容
量で、高出力が可能であり、外部か
らの水分混入による劣化の心配が
少ない等のメリットが多いことか
ら、三重大学の今西誠之教授と共
同で研究を進めてきました。
　第１図に、水系リチウム空気電
池の典型的な構成を示します。リ
チウムイオン電池や非水系のリチ
ウム空気電池に比較すると、やや
複雑な多層構造となっており、そ
れぞれの層に解決すべき技術課題
があります。特に、負極に用いる金
属リチウム電極を安定に充放電す
るよう制御することが、水系リチウ
ム空気電池の実用化の鍵となると
考え、本研究を実施しました。
　電池を充電する際に電極上に析
出するリチウムは、通常、デンドラ
イトと呼ばれる針状の形態となり
ます。この針状結晶が成長して対
極に接触して短絡を起こすため、
リチウム金属電極を充電可能な電
池に適用するのは難しいとされて
います。
　リチウムの析出形態や電池反応
のクーロン効率は、電極表面に存

在する皮膜の状態に大きく影響さ
れるので、水系リチウム空気電池
の性能向上には金属リチウム電極
表面に形成される皮膜の性質を理
解することが必要です。

2. 添加剤によるリチウムの
　 析出形態の制御
　リチウム金属電極と電解質との
間に安定な層を形成させるため
に、添加剤を加えた電解液からの
析出実験を行いました。将来のポ
リマー電解質への転換を想定して
溶媒には1,2-ジメトキシエタン

（1,2-DME）を用い、これに濃度1 
mol L-1となるようにリチウムビス

（ フ ル オロ ス ル ホ ニ ル ）イミド
（LiFSI）を溶解させた電解液をベー
スとして、銅電極上にリチウムの析
出・溶解を繰り返しました。ここで

基板電極として銅を用いたのは、
析出したリチウムのみの分析を行
うためです。
　電解液に対して充分な溶解性
と、高い電気化学的安定性をもつ
添加剤を検討した結果、硝酸テト
ラブチルアンモニウム（TBANO3）
を採用しました。
　第２図は、この電解液から銅電
極上に析出させたリチウムを電子

顕微鏡で観察した結果です。
　添加剤を加えない電解液を使用
した場合（第２図（a））にはリチウ
ムの析出が偏在しているのに対
し、0.01 mol L-1のTBANO3を添
加した電解液からリチウム析出さ
せた場合（b）には、均一に表面を被
覆する形態となっていることが確
認されました。

3. 電解液添加剤による
　 充放電サイクル特性の安定化
　 第 ３ 図 に は 、種 々 の 濃 度 の
TBANO3を添加した電解液を用
い、作用極を銅、対極をリチウムと
して作製したコイン型電池を充放
電サイクル試験に供した結果を示
します。TBANO3の添加量が増え
るにつれ、高いクーロン効率で充
放電できるサイクル数が増加し、
特に0.5 mol L-1添加時には約500
サイクルに至っても安定な充放電
を繰り返すことが可能でした。平
均クーロン効率も約97%という高
い値が得られました。

4. 表面皮膜の
 　X線光電子分光分析結果と
　 電極安定化メカニズム
　TBANO3添加効果の発現メカニ
ズムを解明するために、銅電極表
面に形成された皮膜を深さ方向分
析 し た 結 果 が 第 ４ 図 で す 。
TBANO3添加の場合にのみ、皮膜
内部にLi2O相が検出されました。
　他の添加剤として、アニオン部
分のみ異なるTBAPF6を用いた実
験 な ど も 行 な い ま し た が 、
TBANO3のようなサイクル特性改
善効果は得られませんでした。
　これらの結果から、TBANO3添
加時には、添加剤自身のNO3

-アニ

オンの還元分解が速やかに起こり、
Li2Oを内部に多く含有する皮膜が
形成されるものと解釈されました。
この皮膜が電極表面を不動態化し

てそれ以上の還元反応の進行を防
ぐとともに、リチウム溶解析出時の
体積変化を吸収し、電極表面の安
定化をもたらしたと考えています。
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第１図　水系リチウム空気電池の構成概念図
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リチウム金属電極を利用できれば高エネルギー密度な二次電池が実現できますが、充電時にリチウムがデンドラ
イト状析出することに起因する安全上の懸念や、サイクル性能が不充分であるという問題があり、未だ実用化に
至っていません。高効率の充放電を安全に維持するためには、リチウムの析出・溶解を制御することが必要です。
リチウムの析出形態は電極表面に形成される皮膜の性質に大きく影響されるので、本研究では、電解液への添加
物を種々検討し、電極表面皮膜への影響を精査しました。

1M LiFSI/1,2-DME電解液から
電流密度 0.2 mA cm-2で
Cu電極上に析出させたLi

（a）無添加、（b） TBANO3を
0.01 mol L-1添加

第３図　TBANO3 添加時のリチウム溶解析出のクーロン効率
　　　　　（電流密度 : 0.2 mA cm-2,  容量密度 : 0.2 mAh cm-2）

第４図 1M LiFSI/ 1,2-DME 電解液中で 20 mV で 2 時間保持した
Cu 電極の O1s X 線光電子分光スペクトルの深さ方向分析

（a）無添加、（b） TBANO3 を 0.5 mol L-1 添加 
（グラフ上からエッチング時間 0, 5, 10, 30 秒 , 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 分）
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技術研究所　先進技術研究室

ミニ解説 遺伝子組換え技術による
エネルギー作物の改善について

ＩＴ戦略室　情報技術グループ

アジャイル（スクラム）開発手法の適用トピックス

１. 背景
　電力・ガスの全面自由化による環境変化へ業務部
門が柔軟に対応するために、従来のウォーターフォー
ル開発よりも迅速かつ効率的なシステム開発が情報
通信部門に求められています。そこで、短期間でリ
リースを繰り返すアジャイル開発に着目し、システ
ム開発の迅速化を実現することといたしました。

２.アジャイル開発の概要
　アジャイル開発とは、スプリントという 1～ 4 週
間程度の短い開発サイクルにより、ユーザの要求に
したがい優先度の高い機能から順次開発する手法で
あり、開発から初期リリースまでの期間がウォーター
フォール開発に比べて短いという特徴があります。
基本的なアジャイル開発の流れは第 1 図のとおりで
す。アジャイル開発の手法には様々なものがありま
すが、今回の検討では他社の採用実績が多いスクラ
ムを採用しました。

３.アジャイル開発導入への検討事項
　アジャイル開発の導入にあたり、現在のやり方と
差異が大きい開発体制に工夫を取り入れました。
開発体制については、プロダクトオーナーの役割を
担う組織が社内に存在しないことが大きな課題であ
ることがわかりました。プロダクトオーナーは、シ
ステム機能に関する要件とシステム機能以外の要件
の両方を検討・管理する役割として定義されていま
すが、当社においては、前者は業務部門、後者は

情報通信部門にて担当していたため、単独の部門で
担当することは困難と考えました。そこで、非機能
要件の検討・管理やプロジェクト管理を補佐するプ
ロダクトオーナープロキシ ( 以下、PO プロキシ )
という当社独自の役割を設け、プロダクトオーナー
と一体的に推進させる体制にすることで、既存の組
織体制を変えることなく円滑に開発を進められるよ
うにしました。

４. 社内プロジェクトにおける検証と評価
　社内プロジェクトでアジャイル開発を検証しまし
た。IBM 社製グループウェア用ミドルウェアである
Domino 上でのシステム再構築プロジェクトに適
用しました。
　従来手法による開発では10ヶ月かかるところを、
リリース範囲の優先順位を精査することにより 3 ヶ
月で初期リリースを行うことができました。また、
システム全体の開発も 6 ヶ月で終えることができま
した。アジャイル開発の特徴である開発期間中の優
先順位の見直しにより、必要な機能を優先的に開発
することができたためと考えています。
　開発体制について、業務部門のプロダクトオーナー
から、PO プロキシがいなければ開発を進めること
は困難であったとのコメントも得られており、PO プ
ロキシがプロダクトオーナーをサポートすることに
よって、検討漏れを防止できたと考えています。
　開発メンバーへヒヤリングした結果からは、チー
ム全員のモチベーションが非常に高く保たれ、通常
のウォーターフォール開発より生産性の高い開発が
行われたと考えられます。

５. 今後の取組み
　導入効果があることから、アジャイル開発の社内
展開を進めていきます。アジャイル開発の実施には、
業務部門の継続的な仕様検討、会議体への参加、迅
速な意思決定が必要であるため、案件実施時の説明
や教育を通じた、積極的な採用に取り組んでいます。

執筆者名：近藤　浩之

１. はじめに
　バイオマスは、もともと植物が光合成によって固
定した二酸化炭素に由来する有機物であるため、燃
焼しても全体としては大気中の二酸化炭素を増加さ
せない、いわゆるカーボンニュートラルなエネルギー
と考えられています。持続可能な経済活動を維持し
ていく上で、バイオマス資源の有効活用が求められ
ているとともに、エネルギーセキュリティの面から
も石油代替燃料としてバイオマス資源の活用が望ま
れるという面があります。
　バイオマス由来の液体燃料（バイオ燃料）は既存
の化石燃料に混合することが比較的容易であり、ガ
ソリン代替のバイオエタノールと軽油代替のバイオ
ディーゼルが代表的です。バイオ燃料の原料として
は、廃棄物系と栽培植物の２種類あり、廃棄物系に
ついては、原材料の効率的な収集およびエネルギー
への変換方法等が課題であるのに対し、栽培植物系
は食糧生産との耕地利用の競合や経済性が課題とな
ります。ここでは栽培植物（エネルギー作物）の改
善について述べます。

２.エネルギー作物の改善
　海外でのバイオ燃料導入状況は第１表のとおりで
す。これらは食用作物を用いたいわゆる第一世代の
バイオ燃料となっており、食糧生産用の耕地との競
合の問題があります。対策として第二世代のバイオ
燃料では非可食部のセルロースの燃料化が行われて
います。それとともに、土地利用の競合を避けるため、

通常の食用作物が成育できない荒廃地での栽培が可
能な品種を作出するというアプローチがあります。
荒廃地の環境ストレスに対する耐性をもち、生産性
の高いエネルギー作物を作出するためには、従来の
育手法の他、遺伝子組換えによる作物の改変が行わ
れます。種々の荒廃地において、植物に影響するス
トレス要因としては、乾燥、塩害、低温、高温、貧栄養、
重金属汚染などが考えられますが、このような環境
ストレスに対応した遺伝子組換え植物が開発されて
います（第 2表）。

　また、植物全体としての生産量増大あるいは燃料への
変換が容易な品種を目指した改変が行われています。近
年進展してきたゲノム編集技術によりこれらの改変技術
はより加速されると考えられます。

３.まとめ
　エネルギー作物の栽培にあたっては、食糧生産と
の競合を抑える工夫が必要です。当社では、保有
する微細藻類の中から、エネルギー作物に導入する
ことにより、植物の機能向上につながる有用遺伝子
群を保有しており、これらの遺伝子を利用したエネ
ルギー作物の作出を目指しています。現在、屋外栽
培試験を目指して、導入作物の効果の確認を実施
中です。

執筆者名：田中　聡

第1図　アジャイル開発の流れ

第１表　各国のバイオ燃料導入状況

第２表　遺伝子組換えによる作物の機能向上の例
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ミニ解説 遺伝子組換え技術による
エネルギー作物の改善について

ＩＴ戦略室　情報技術グループ

アジャイル（スクラム）開発手法の適用トピックス
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ム開発の迅速化を実現することといたしました。

２.アジャイル開発の概要
　アジャイル開発とは、スプリントという 1～ 4 週
間程度の短い開発サイクルにより、ユーザの要求に
したがい優先度の高い機能から順次開発する手法で
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フォール開発に比べて短いという特徴があります。
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研究開発室　知的財産グループ

ミニ解説

１.なぜ営業情報を保護するのか
　企業の研究・開発や営業活動において生み出される
様々な営業上の情報の中には他者に知られたくないも
のも含まれています。その情報を他者に不正に取得、
使用されることがあれば、事業活動が無駄になってし
まうだけでなく、その企業に損害が生じます。
　また、情報の外部への流出によって顧客や社会から
の信用を失うこともあります。
　このため、営業情報を不正に取得、使用されないよ
うにしなければなりません。

２. 不正競争防止法と営業情報
　営業情報を不正な取得、使用から守るための法律と
して、不正競争防止法（以下、不競法といいます）が
あります。
　不競法は、事業者間での不正な競争を防ぐために、
一定の行為を「不正競争」として規制しています。不
競法が定める不正競争には種々の類型がありますが、
本稿では、そのうち営業情報に係る規定について説明
します。

３. 営業秘密とは
　不競法上、不正競争の対象となる営業情報は営業秘
密といいます。営業秘密とは、秘密として管理されて
いる生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技
術上または営業上の情報であって、公然と知られてい
ないものです。
　技術上の情報には、研究開発情報、ノウハウ、運
転マニュアル、設計図面などがあり、営業上の情報に
は、顧客名簿、仕入先情報、販売マニュアルなどが
あります。
　いずれも、秘密であることに意味があるため、公開
が前提となる特許では守りにくいものです。
　有用な情報には、失敗した実験のデータのようなも
のも含まれますが、不正経理の情報など、公序良俗に
反する情報は含まれません。
　公然と知られていないとは、その情報が一般的には
知られていないこと、あるいは容易に知ることができ
ないことであり、保有者の管理下以外では一般的に入

手することができない状態を指します。

４.どのように管理するのか
　不競法上、ある情報が営業秘密と認められるには、
その情報が「秘密として管理されている」ことが必
要です。そのためには、情報の保有者に秘密に管理
する意思があるだけでなく、情報に接する者が、そ
の意思を客観的に認識できる状態である必要があり
ます。
　具体的には、
・書類や記録媒体に「極秘」「秘」「社外秘」等の表示をし、

特定の場所に保管して、営業秘密であることを明確
にし、秘密であると認識できること。

・情報にアクセスできる者を制限する。
・就業規則等により、従業員に秘密保持義務を課す。

また、秘密管理の重要性や、具体的な秘密管理のルー
ル等について、教育・研修を実施する。

・退職者、転職者と秘密保持契約を結ぶ。
などが考えられます。　
　詳しくは、経済産業省が「営業秘密管理指針（平成
27 年１月改訂）」により、営業秘密が不競法による法
的保護を受けるための最低限の水準の対策を定めてい
ます。

5. 営業秘密に関する不正競争
　不競法が規定する営業秘密に関する不正競争には、
営業秘密の不正な取得と、不正の目的での使用、開示
があります。具体的には以下のとおりです。

＜営業秘密の不正な取得＞
　窃取、詐欺、強迫など不正手段による営業秘密の
取得（不正取得行為）、および取得した営業秘密の
使用、開示。転職に際して、転職元の研究データや
顧客情報をコピーして持ち出して、転職先で使用す
る、といったケースが該当します。
　また、他者が不正取得行為によって取得したこと
を知りながら、あるいは重大な過失により知らない
で、営業秘密を取得することもこれに該当します。

＜不正の目的での使用、開示＞
・営業秘密の保有者から示された営業秘密を、不正

の利益を得る、または保有者に損害を加える目的
で使用、開示する行為。 

・不正開示行為（営業秘密を不正の目的や法律上の
守秘義務に反して開示する行為）の存在を知りな
がら、あるいは重大な過失により知らないで営業
秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使
用、開示する行為。

　また、営業秘密の取得時点で不正取得行為や不正開
示行為があったことを知らなくても、取得後に営業秘
密の保有者からの警告や報道などで不正取得行為など
の介在を知った場合（重大な過失により知らない場合
を含む）に、その営業秘密を使用、開示することも不
正競争となります。ただし、取得時の契約に定める権
原の範囲内の使用、開示はできます。 
　したがって、共同研究などにおいて他社の営業秘密
を取得、使用する場合には、その営業秘密が不正に取
得・開示されたものでなく、契約の権原の範囲内であ
ることに注意する必要があります。

6. 不競法上の営業秘密の保護
　不正競争から営業秘密を保護するために、不競法上
では民事上と刑事上の規定をおいています。

（１）民事上の規定
　営業秘密に関する不正競争により営業上の利益を侵
害された、または侵害されるおそれがある者は、その
侵害者に対して侵害の停止または予防を請求すること
ができます。
　その不正競争が故意または過失による場合は、侵害
者に対して、侵害により生じた営業上の利益に関して
損害の賠償を求めることができます。
　逆に、営業秘密に関する不正競争により他者の営
業上の利益を侵害した場合、または侵害するおそれ
がある場合、被侵害者から侵害の停止または予防を
請求されるほか、損害賠償請求を受ける可能性があ
ります。

（２）刑事上の規定
　不正の利益を得る、または保有者に損害を加える目
的で、営業秘密に対して不正取得行為、不正開示行為
などを行った者は、刑事罰を受けることがあります

（10 年以下の懲役もしくは 2000 万円以下の罰金、ま
たはそれらの併科）。
　その行為者が法人の従業者で法人の業務に関して違
反行為をした場合には、その法人に対しても罰金刑が
科されることがあります。

７.おわりに
　上記のとおり、不競法では営業秘密を保護するため
に損害賠償や刑事罰が規定されていますが、いったん
営業秘密が外部へ流出すると、流出元の企業は経済的
損失を受けるだけでなく、社会的に大きく報道され、
顧客や社会からの信用を失うことにもつながります。
したがって、そのような事態が起こらないよう、営業
情報はきちんと秘密として管理する体制をとることが
何よりも重要です。
　また、従業員一人一人が、自社だけでなく他社の営
業秘密についても適正な取扱いを心がけることが大切
です。

　次回は、特許権と独占禁止法の関係について解説し
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。

～不正競争防止法と営業秘密～
不正競争防止法について
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（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。

～不正競争防止法と営業秘密～
不正競争防止法について
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研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（研究支援）

社内案内 「関電オープンラボ」を開催　

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

植物工場に関する技術研究所の取り組み社内案内

１. 背景
　異常気象が続くなか、食の安全、食の安定供給へ
の関心が高まっています。無農薬で天候に左右され
ずに栽培できる植物工場は、栽培環境を完全コント
ロールし安定した品質と高い生産性を実現でき、環
境、食糧、エネルギーにかかわる課題解決につなが
ると期待されています。

（１）植物工場
　植物の生育環境を自動制御装置で最適な状態に保
ち、培地に種まき～収穫までを行い、工場内で出荷
調整できる生産システムです。地上部の光、温度、
湿度、二酸化炭素、地下部の培養液組成、温度環境
などを制御することによって、季節や場所にかかわ
らず年間を通じて作物にとって最適な環境を維持し、
連続的に生産することが可能となります。
　植物工場のメリットとして、国産の安心安全な食
材を安定して供給できること、受給バランスに応じ
て生産調整でき効率良く生産計画できることなどが
あげられます。また虫の混入がないことや細菌数の
少なさなどから外食・中食業者や学校給食向け野菜
としての販売が見込まれます。一方で生産コストの
低減、栽培品目の拡大、品質向上、安定生産技術の
確立などが求められています。

（２）２つのタイプの植物工場
　植物工場は大きく分けて２つに分類されます。１
つ目は完全な閉鎖環境で、太陽光を用いずに人工光源
のみで栽培する「完全人工光型」です。もう１つが温
室に近い環境で、太陽光の利用を基本とし、人工光に
よる補光や夏季の高温抑制技術を用いて栽培する「太
陽光利用型」です。完全人工光型では、太陽の光をまっ
たく使わずに栽培を行います。また、光だけではなく、
栽培室を密閉構造にすることで、人工的に植物の栽培
に適した条件を室内につくり出すことができます。太
陽光利用型は、高度化した温室のようなもので、太陽
光の利用を基本としています。

２. 技術研究所の取り組み
　このような状況のもと、技術研究所では植物工場
のコスト削減に向けた照明、施設設計等の最適化な
らびに消費者ニーズに応える付加価値の高い作物の
栽培技術の開発等に取り組んでいきます。特にどの
ような光の使い方をするかは生産コストを大きく左
右するため、光合成を行うエネルギーとなる光環境
の制御や光が生育に与える影響について深く検討し
ていく予定です。

３. 終わりに
　技術研究所では、記載のとおり植物工場に関する
検討を始めており、その導入として、本店社屋 2 階
に完全人工光型の小さな植物工場を設置（H29 年度
末までを予定）して、電気を上手に使った葉物野菜
の野菜づくりを研究しております。社内外の皆さん
に実際の栽培状況を実感いただくとともに、植物工
場に関するご意見などをいただければと考えていま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

執筆者名：衣笠　明

１. はじめに
　技術研究所が現在の尼崎市若王寺に移転・統合さ
れて今年度で 50 年となり、ビジネスや研究の協業
を深める技術交流の場として、11 月に「関電オープ
ンラボ」を開催しました。
　メーカー各社、大学等学識経験者や他電力など、
500 名以上の方にご来場いただき、ラボツアーやパ
ネル展示会にご参加いただきました。

２.ラボツアー
　当日は、構内の主な研究施設をツアー形式でご案
内しました。

　全長 50m の水槽で造波板を動かし津波を発生さ
せる津波発生装置，外部電波の影響を受けずに無線
通信の測定ができる電波暗室，研究所建物を対象と
したビルエネルギーマネジメントシステム，電力系
統で発生する現象を再現する電力系統解析装置，高
温部品の構造解析などを多くの方が興味深く見学さ
れました。

３.パネル展示会
　展示会場では、研究所ならびに当社グループ企業
の研究成果を展示しました。
　多数のお客さまの機器を一括制御し発電所のよう
に機能させるバーチャルパワープラントの実証プロ
ジェクト，効率的な給電運用に活用している太陽光
発電出力予測システム，高齢者住宅に安全安心機
能を付加する高齢者用ＨＥＭＳ機器，解析対象物の
三次元データを作成する３Ｄスキャナー，配電設備
の復旧体制構築に寄与する災害時被害予測システ
ム，通信品質の低下を防ぐネットワーク監視システ
ム eSpace などのパネル展示が好評を博しました。

写真１　本店 2階に展示している完全人工光型
　　　　の小さな植物工場

尼崎移転直後の研究所

ラボツアーの開催状況

パネル展示会の会場風景
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