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　「パワーエレクトロニクス」の原点は 1957 年の逆
阻止三端子サイリスタ（SCR, 以下サイリスタと記す）
の出現にある。パワーエレクトロニクスという言葉は、
William E. Newell 博士が 1973 年に発表した論文 
“Power Electronics-Emerging from Limbo”（IEEE 
Power Electronics Specialists Conference （PESC）
1973 年）で、パワーエレクトロニクスの存在を世に
認知させることを目的として書き、電力工学、電子工
学と制御工学という 3 つの技術分野を融合した技術分
野であると示して以来、徐々に使われ始めた。当時パ
ワーエレクトロニクスは「電気機器」の一分野として
教えられるに過ぎなかったが、現在では、電気工学を
教える大学・高等専門学校の高等教育機関で「パワー
エレクトロニクス」の講義が開講されるのが当たり前
となっている。また、内閣府でもパワーエレクトロニ
クスの重要性が「日本再興計画」に取り上げられ、
「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／次世
代パワーエレクトロニクス 」で平成 26 年度から 5年
計画の大型プロジェクトが開始されたところである。
　サイリスタの発表以降、大容量化、高性能化が進む
と同時にその種類も多様化した。1972 年以降サイリ
スタを用いた直流送電、周波数変換所が実用化され、
日本でも 1977 年に新信濃周波数変換所でサイリスタ
を用いた周波数変換装置が、1979 年に北海道・本州
間の直流送電が実現した。1980 年以降となると
GTO サイリスタやバイポーラパワートランジスタの
応用が活発化した。中小容量のインバータなどにはバ
イポーラパワートランジスタが、大容量装置には
GTO サイリスタが盛んに用いられるようになった。
これが第 2 の発展期であり、電力システムでも SVG
あるいは STATCOM と呼ばれる自励式無効電力補償
装置が関西電力と三菱電機の共同により開発され、
1980 年にサイリスタの強制転流による 20MVA の試
験装置が試験的に運転され、その後 GTO サイリスタ
を用いて 1991 年に世界に先駆けて 80MVA の装置
の実用化が行われ、その有効性が実証された。また、「電
力用アクティブフィルタ」の実用化が行われ、サイリ
スタ整流器やダイオード整流器から発生する高調波電
流の補償に威力を発揮した。1990 年以降となると

大阪大学大学院 工学研究科
教 授   伊 瀬  敏 史

パワーエレクトロニクス
  　　　　  －第 4の発展期を迎えて－

巻 頭 言

IGBT が出現し、高速スイッチング特性とゲートドラ
イブの容易さでパワーエレクトロニクスの代名詞とも
言える存在となった。時を同じくして DSP（Digital 
Signal Processor）が出現し、高速ディジタル制御が
一般的となった。これが第 3 の発展期であり、電力シ
ステムにおいても IGBT、IEGT、GCT といった大容
量パワー半導体素子を用いた STATCOM や直流送電
が実用化されるようになった。
　上記の過程で用いられてきた半導体材料はシリコン
であるが、長年の材料および結晶に関する研究成果が
実り、炭化珪素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）を用
いたパワー半導体素子が実用化され、応用分野が花を
開かせようとしている。まさにパワーエレクトロニク
スの第 4 の発展期を迎えている。パワーエレクトロニ
クスは電力の世界に「周波数」の自由度をもたらせた。
しかしながら、電力システムにおいては要求される信
頼度や電圧レベルの高さからパワーエレクトロニクス
がもたらした「周波数」の自由度はまだ十分に活用さ
れていない。現状、60Hz、50Hz、そして少々の直流
の利用があるのみである。直流配電による分散形電源
を含む配電システムの高効率化、高周波交流を用いた
非接触電力伝送、10Hz 程度の低周波送電など魅力的
な技術がある。これらは全てパワーエレクトロニクス
により実現されるものである。現在はまだ十分に活用
されていない種々のエネルギーソースから電気エネル
ギー効率的に作り出し、それを効率的に伝送し活用し
て行く、いずれの場面においてもパワーエレクトロニ
クスの活用が必須である。パワーエレクトロニクスを
用いた革新的な電力システムに向けてより一層力を入
れて研究開発を進めて行く必要がある。

1980年大阪大学工学部電気工学科卒業

1986年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了

同年 4 月国立奈良工業高等専門学校勤務、1990 年 7 月

より大阪大学工学部電気工学科勤務。講師、助教授を経て

2002 年 8 月より大阪大学大学院工学研究科教授、現在、

電気電子情報工学専攻所属。パワーエレクトロニクスと超

伝導の電力応用に関する研究に従事
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1. はじめに
　ＰＶ出力は日射量にほぼ比例す
るので、ＰＶが増えることに伴い、
見かけの電力需要のプロフィール
（年間 8,760 時間の毎時の値）が
変わります。将来のＰＶ大量設置
時の見かけの電力需要のプロ
フィールから電源運用方法を求め
たいのですが、将来の毎時の日射
量がわからないという課題があり
ます。そこで、あるＰＶ設置量を
仮定し、過去のある年の電力需要
プロフィールの実績と対応する時
刻の日射量の推定値から、その年
にその量のＰＶが設置されていた
場合の仮想の見かけの電力需要の
プロフィールを推定しました。
　この見かけの電力需要のプロ
フィールを用いて、発電コストが
最小になるような電源運用方法を
求め、ＰＶの影響を調べました。

2. ＰＶ出力の推定
　関西地域を１ km 四方のメッ
シュに分割し、30 分ごとの衛星
画像を用いて各メッシュの毎時の

日射量を推定しました。次に、関
西地域のＰＶ設置量を 4GWまた
は 8GWと仮定し、その総量を戸
建住宅、工場、メガソーラーなど
に分配し、各メッシュに配置しま
した。さらに、各メッシュの毎時
の日射量とＰＶ分配量から、各
メッシュの毎時のＰＶ出力を求
め、メッシュが属する一次変電所
毎に出力を合成し、各一次変電所
の毎時のＰＶ出力を推定しました
（第１図参照）。

3. 電力需要のプロフィール
　各一次変電所の毎時の電力需要
の実績を、真の電力需要、つまり、
ＰＶがない場合の電力需要とみな
します。そこから、同時刻のＰＶ
出力の推定値を差し引くと、ＰＶ
が設置されていた場合の仮想の見
かけの電力需要のプロフィールが
得られます。
　ＰＶがない場合の関西地域の合
計の電力需要プロフィールから、
夏季代表日、冬季代表日および春
の連休の代表日を選び、ＰＶがあ

る場合を重ねた結果を第２図に示
します。第２図より、ＰＶ設置量

が多いほど、需要が最大になる時
刻が遅くなる（ピークシフト）こ
とがわかりました。また、昼間の
ボトムから夕方の点灯ピークに向
けて需要が急峻に増加します。

4. 電源運用シミュレーション
　前述した手法により求めた仮想
の見かけの電力需要プロフィール
に対して、既存の火力発電機の起
動費と燃料費などから構成される
年間の総発電費用が最小になるよ
うな発電機の起動・停止と出力配
分を求めました。試算するうえで、
発電機と需要の電力系統上の位置
や、送電線の送電容量の制限も考
慮しました。
　また、発電機は、原子力、石炭
火力、LNG 火力、石油火力、一
般水力、揚水と他電力会社からの
購入分としています。このうち原
子力、一般水力、他電力会社から
の購入分は、実績の出力値を設定
し、石炭火力、LNG 火力、石油
火力および揚水を対象とし、起動
停止と出力配分を計算しました。
　さらに、火力発電機は、燃料種
別、起動エネルギー、起動時定数、
最小停止時間、最小運転時間、最
小出力時燃料消費量、燃料費曲線、
所内率、燃料使用制約量、メンテ
ナンス停止率、メンテナンス費用
などを、揚水機については発電出
力、揚水出力、サイクル効率、貯
水容量などを考慮しました。
　計算にあたっては、ゼネラル・
エレクトリック社が開発し米国
で広く使われている MAPS 
(Mu l t i - A r ea  P roduc t i on  
Simulation) を用いました。この
プログラムは線形計画法をベース
に、各制約条件を考慮した計算を

行えるものとなっております。
　計算結果のうち、夏季最大電力
需要が発生する一週間と需要が小
さい春の連休が含まれる一週間
の、電源種別ごとの発電機出力を、
ＰＶなしケースとＰＶ８ＧＷケー
スを比較する形で第３図と第４図
に示します。
　第３図および第４図より、ＰＶ
がある場合は、ＰＶ出力の影響に
より見かけの電力需要が大きく減
少していることがわかりました
（図中の灰色破線が真の電力需要、
黒色破線が見かけの電力需要）。
また、ＰＶがない場合もある場合
も、増分燃料費が小さい順に出力
が配分されていて、経済運用が模
擬できていることがわかりまし

た。さらに、夏季では、ＰＶの出
力により主に石油火力の出力が
減っています。春の連休の時期で
は、ＰＶの出力により昼間に発生
する余剰電力を揚水動力で蓄え、
夕方に揚水発電が行われ、結果的
にＬＮＧ火力の出力が減っている
ことがわかりました。

5. おわりに
　これまでの取り組みで、電源の
経済運用の模擬ができるようにな
り、ＰＶが与える電源運用への影
響がわかりました。今後は、電源
構成を変えたケースでの試算や、
ＰＶにより火力発電機が停止した
場合の影響を検討する予定です。

太陽光発電が増えると電源運用がどう変わるのか

第 1図　ＰＶ出力の推定

第 2図　代表日の電力需要
　　　　 プロフィール
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電力会社は、『真の電力需要』から分散配置された太陽光発電（以下、ＰＶ）の出力を差し引いた『見かけの
電力需要』に合わせて、発電コストが最小になるように、火力発電機などの起動停止と出力の調整をしてい
ます。ＰＶが増えると、見かけの電力需要のプロフィールが変わり、電源の運用の仕方が変わります。今回、
それを検討した例を紹介します。 
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第 4図　需要が小さい春の連休が含まれる一週間の電源種別発電機出力

第 3図　夏季最大電力需要が発生する一週間の電源種別発電機出力
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太陽光発電が増えると電源運用がどう変わるのか
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１．背景および目的
　現在、関西電力では一部の
集合住宅に PLC（Power Line 
Communication）方式によるス
マートメーターシステムを導入し
ています。PLCスマートメーター
システムは、第１図に示すように、
PLC 親局を集合住宅内の屋内変
圧器室に、PLC 端局を住戸側の
ユニット式計器内に設置すること
で、PLC 親局と PLC 端局間の電
力線を使用し、PLCで検針値デー
タ等を伝送するシステムです。
　従来の PLC 方式については、
通信速度やハードウェアリソース
の制約上、PLC 親局が PLC 端局
に保管された検針値を 30 分以内
で収集できない、PLC 親局 1 台
あたりの収容台数が少ないといっ
た課題がありました。これらの課
題を解決すべく高速化対応 PLC
スマートメーターシステムを開発
しました。

２．課題と開発目標
（１）従来方式の課題
　PLC 方式の通信仕様について
第１表に示します。PLC 親局の

検針値収集期間が最短で 48 分で
あり、また、PLC 親局の収容台
数が最大 180台となっています。

　従来のシステムでは、平成 28
年 4 月からの電力小売自由化を
見据えると 30 分以内のデータ収
集ができていないこと、また、住
戸数が 180 戸を超える集合住宅
においては、2～ 3 台の PLC 親
局の設置が必要となり、施工面の
複雑化やコスト増といった課題が
ありました。
（２）開発目標
　これらの課題を解決するため
に開発目標を以下のとおりとしま
した。
・検針値収集期間の短縮（最短
30分）
・PLC親局の端局収容台数の拡大
（従来の 3倍の 540台収容）

３．通信の高速化対応
　PLC 方式については、変調方式
として DSSS（Direct Sequence 
Spread Spectrum）を用いる低
速方式を採用していますが、近年、
低速方式と通信互換性を保ちなが
ら高速通信が可能な高速方式が開
発され実用可能となりました。本
方式を搭載した通信チップを採用
することで、通信の高速化を実現
することとしました。（第２表に
低速方式と高速方式の通信仕様比
較を示す）

４．検針値収集期間の短縮に
　　向けた改良
（１）検針方法の改良
　従来方式では、PLC 親局から
PLC 端局への単純ポーリング方
式で検針を実施していたため、親
局－端局間の通信時間によって検
針値収集期間が制約を受けていま
した。通信の高速化により、通信
帯域を有効活用するために端局と
の通信時間に依存しない通信方式
としました。
（２）データサイズの圧縮
　検針周期が最大 90 分であった

ものから 30分になること、また、
PLC 親局の収容台数が 180 台か
ら 540 台と 3 倍になることで親
局が扱うデータ数が増大すること
になるため、従来方式で採用して
いたデータ管理方式から、30 分
検針値データの重複解消とデータ
ファイルの圧縮を行いました。

５．従来方式との互換性対応
　従来の PLC スマートメーター
システムを導入している集合住宅
において、一部の PLC 端局で取
替えが発生した場合などに対応す
るために、従来方式と同等の方式
で検針が行えるように互換性を備
える仕様としました。

６．その他の改良 
（１）PLC端局の通信 I/F の改良
　第２図に示すとおり、PLC 端
局とハンディターミナルとの通信
に IrDA（赤外線）通信を行う仕
様としていましたが、通信時にハ
ンディターミナルを近接保持して
おく必要があり、作業者の負担が
ありました。そこで通信 I/F を
IrDA から特小無線に変更するこ
とで負担軽減を図りました。
　また、保守端末との互換性を図
るための通信アダプタを開発しま
した。
（２）PLC親局の通信 I/F の改良
　第３図に示すとおり、PLC 親
局と保守端末との通信には、
RS232C 方式により通信を行う
仕様としていましたが、上位系通
信で用いている Ethernet 端子を
用いた方式に変更することによ
り、現地でのメンテナンスにおけ
る利便性の向上を図りました。

７．まとめ
　今回、PLC方式の高速化を行っ
たことで、検針値収集期間の短縮
化（最短 30 分の実現）、収容台
数の拡大（180 台から 540 台）
が可能となりました。
　また、PLC 方式の高速化に伴
う PLC 機器の開発において、合
わせて保守端末との通信 I/F の改
良を行ったことで作業性および
安全性の向上を図ることができま
した。

　今回開発した PLC 機器は既に
導入を開始していますが、30 分
周期でかつ 100% のデータ収集
率を実現しています。

８．今後の取り組み
　集合住宅へのスマートメーター
システムの導入を進めていくため
に、PLC 親局を屋内変圧器室以
外の供給方式にも適用拡大してい
く予定です。

高速化対応PLCスマートメーターシステムの開発

第１図　PLCスマートメーターシステムの構成

第１表　通信仕様

第２表　通信仕様比較

電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

平成 20 年度より、ＰＬＣスマートメーターシステムの導入を行っていますが、通信速度の制約上、30 分以
内の検針値収集ができていない、ＰＬＣ親局 1台あたりの収容台数が少ないといった課題がありました。
今回、これらの課題を解消すべく、高速通信を可能とした高速化対応ＰＬＣ親局および端局の開発を行いま
したので紹介します。
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した。
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化（最短 30 分の実現）、収容台
数の拡大（180 台から 540 台）
が可能となりました。
　また、PLC 方式の高速化に伴
う PLC 機器の開発において、合
わせて保守端末との通信 I/F の改
良を行ったことで作業性および
安全性の向上を図ることができま
した。

　今回開発した PLC 機器は既に
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率を実現しています。
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第２図　PLC端局とハンディターミナルとの通信 I/F の改良

第３図　PLC親局と保守端末との通信 I/F の改良
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高速化対応 PLCスマートメーターシステムの開発
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１．背景
　火力発電所では、発電に用いた
蒸気を冷却するため、発電所に隣
接する海域から海水を取水してい
ます。この海水設備の壁面ではフ
ジツボやイガイなどの海生生物が
付着・成長しますが、これらは水
路の抵抗を増大させるため、取水
に用いるポンプ動力が余分に必要
となることから、発電コスト増加
の要因となります。また、付着し
た海生生物が一度に剥がれ落ちて
配管に流れ込むと、フィルタの詰
まりを引き起こし、最悪の場合は
発電ができなくなります。このよ
うな理由から、海生生物の付着・
成長を抑制することは発電所の信
頼性向上や発電コストの低減を図
るうえで重要な課題です。
　海生生物の付着を抑制する方法
として、塩素の注入、あるいは、
シリコーン系防汚塗料が広く用い
られています。しかしながら、塩
素の注入は有効な防汚効果を発揮
するものの、量や濃度の管理が難
しいという問題があります。また、
防汚塗料は海生生物の付着を完全
に阻止できるものでなく、かつ、
付着した海生生物の定期的な除
去・清掃と防汚塗料の塗りなおし
に多くの労力とコストを要しま
す。近年、これら以外の新たな
防汚対策として、パネル型海生
生物付着防止装置が株式会社ナ

カボーテックより開発されてお
り、今回その実用性評価のため
発電所において実地試験を行い
ました。

２．装置概要
　パネル型海生生物付着防止装置
は、あらかじめ防汚したい対象物
にパネルを貼り付けておき、使用
中に電気を流してパネル表面から
酸素を発生させることで、海生生
物の付着を抑制するものです。装
置は白金系触媒を表面にコーティ
ングしたチタン板でできており、
このチタン板に印加する電圧を所
定の範囲にコントロールすること
で、パネル表面からは酸素のみが
発生し、有害な塩素が発生するこ
とはありません。第 1 図に装置
の模式図を示します。

３．実地試験
　パネル型海生生物付着防止装置
について発電所で適用した場合の
実用性を確認するため、以下の試
験を行いました。
（1） 防汚効果確認試験
　日本近海の海生生物の種類は地
域により若干の差があり、生物種
に応じた対策を打つ必要がありま
す。したがって、当社発電所の取
水海域の海生生物に対する防汚効
果について確認するため、第 2
図の試験装置を当社火力発電所の
海水取水口に取り付け、試験を実
施しました。また、これと同時に、
装置運用中に使用する電気を抑制
し、運用コストの低減を図るため、
通常より電流を下げた状態で試験
を行いました。試験条件を第 3
表に示します。
　試験は平成 26 年 6 月から翌年

2月までの約 8ヶ月間にわたり行
い、毎月装置を引き上げて防汚効
果の確認を行いました。試験結果
を第 4 図に示します。いずれの
試験条件でも、試験期間を通して
海生生物の付着は全くなく、有効
な防汚効果を発揮しました。また、
電流低減時も同等の防汚効果が得
られ、運用コストが低減できるこ
とが分かりました。電流低減時に
おいても海生生物による汚損が最
も著しい夏季にも防汚効果に問題
がなく、年間を通して良好な防
汚効果が得られることが期待でき
ます。
（2） 加速劣化試験
　パネル型海生生物付着防止装置
表面の白金系触媒コーティングは
使用に伴い劣化するため、装置の
ライフサイクルコストを適切に評
価する観点から、実海水環境中で
の加速劣化試験による寿命推定を
行いました。触媒の寿命は主とし
て通電電気量に比例することか
ら、パネルに通電する電流を増加
させることで加速劣化させまし
た。寿命の判定は、触媒の劣化に
より寿命後期で電気抵抗が急峻に
増加すると想定し（第 5 図）、電
極間電圧が初期電圧より 4 V 上
昇した時点としました。
　試験結果を第 6 図に示します。
加速倍率の最も大きい 50 A/m2

の条件においても、通電電圧の上
昇は確認されませんでした。これ
により、通常使用時の条件に換算
して（1 A/m2）で約 36 年相当
の寿命が確認できました。また、
加速劣化後のパネル表面の元素
分析を行ったところ、白金系触媒
が残存していることを確認しま
した。

４．まとめ　
　今回の実用性評価により、パネ
ル型海生生物付着防止装置が有効
な防汚対策であることがわかりま
した。最後に、本調査にご協力い
ただいた株式会社ナカボーテック
の皆様方に、厚く御礼を申し上げ
ます。

パネル型海生生物付着防止装置の実用性評価

第 1図　装置の模式図 第 2図　防汚効果確認試験の外観

火力事業本部　火力建設部門　建設技術グループ

火力発電所では、発電に用いた蒸気を冷却するため、発電所に隣接する海域から海水を取水しています。こ
の海水設備では、フジツボやイガイなどの海生生物が付着・成長することでフィルタの詰まり等の不具合を
引き起こし、最悪の場合は発電ができなくなることがあります。したがって、これら海生生物の付着・成長
を抑制することは発電所の信頼性向上を図るうえで重要な課題です。本報では、従来使用されてきた塩素注
入やシリコーン系防汚塗料に代わって効果的に海生生物の付着を防止できる、パネル型海生生物付着防止装
置に関する実用性評価の取り組みについて紹介します。
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ジツボやイガイなどの海生生物が
付着・成長しますが、これらは水
路の抵抗を増大させるため、取水
に用いるポンプ動力が余分に必要
となることから、発電コスト増加
の要因となります。また、付着し
た海生生物が一度に剥がれ落ちて
配管に流れ込むと、フィルタの詰
まりを引き起こし、最悪の場合は
発電ができなくなります。このよ
うな理由から、海生生物の付着・
成長を抑制することは発電所の信
頼性向上や発電コストの低減を図
るうえで重要な課題です。
　海生生物の付着を抑制する方法
として、塩素の注入、あるいは、
シリコーン系防汚塗料が広く用い
られています。しかしながら、塩
素の注入は有効な防汚効果を発揮
するものの、量や濃度の管理が難
しいという問題があります。また、
防汚塗料は海生生物の付着を完全
に阻止できるものでなく、かつ、
付着した海生生物の定期的な除
去・清掃と防汚塗料の塗りなおし
に多くの労力とコストを要しま
す。近年、これら以外の新たな
防汚対策として、パネル型海生
生物付着防止装置が株式会社ナ

カボーテックより開発されてお
り、今回その実用性評価のため
発電所において実地試験を行い
ました。

２．装置概要
　パネル型海生生物付着防止装置
は、あらかじめ防汚したい対象物
にパネルを貼り付けておき、使用
中に電気を流してパネル表面から
酸素を発生させることで、海生生
物の付着を抑制するものです。装
置は白金系触媒を表面にコーティ
ングしたチタン板でできており、
このチタン板に印加する電圧を所
定の範囲にコントロールすること
で、パネル表面からは酸素のみが
発生し、有害な塩素が発生するこ
とはありません。第 1 図に装置
の模式図を示します。

３．実地試験
　パネル型海生生物付着防止装置
について発電所で適用した場合の
実用性を確認するため、以下の試
験を行いました。
（1） 防汚効果確認試験
　日本近海の海生生物の種類は地
域により若干の差があり、生物種
に応じた対策を打つ必要がありま
す。したがって、当社発電所の取
水海域の海生生物に対する防汚効
果について確認するため、第 2
図の試験装置を当社火力発電所の
海水取水口に取り付け、試験を実
施しました。また、これと同時に、
装置運用中に使用する電気を抑制
し、運用コストの低減を図るため、
通常より電流を下げた状態で試験
を行いました。試験条件を第 3
表に示します。
　試験は平成 26 年 6 月から翌年

2月までの約 8ヶ月間にわたり行
い、毎月装置を引き上げて防汚効
果の確認を行いました。試験結果
を第 4 図に示します。いずれの
試験条件でも、試験期間を通して
海生生物の付着は全くなく、有効
な防汚効果を発揮しました。また、
電流低減時も同等の防汚効果が得
られ、運用コストが低減できるこ
とが分かりました。電流低減時に
おいても海生生物による汚損が最
も著しい夏季にも防汚効果に問題
がなく、年間を通して良好な防
汚効果が得られることが期待でき
ます。
（2） 加速劣化試験
　パネル型海生生物付着防止装置
表面の白金系触媒コーティングは
使用に伴い劣化するため、装置の
ライフサイクルコストを適切に評
価する観点から、実海水環境中で
の加速劣化試験による寿命推定を
行いました。触媒の寿命は主とし
て通電電気量に比例することか
ら、パネルに通電する電流を増加
させることで加速劣化させまし
た。寿命の判定は、触媒の劣化に
より寿命後期で電気抵抗が急峻に
増加すると想定し（第 5 図）、電
極間電圧が初期電圧より 4 V 上
昇した時点としました。
　試験結果を第 6 図に示します。
加速倍率の最も大きい 50 A/m2

の条件においても、通電電圧の上
昇は確認されませんでした。これ
により、通常使用時の条件に換算
して（1 A/m2）で約 36 年相当
の寿命が確認できました。また、
加速劣化後のパネル表面の元素
分析を行ったところ、白金系触媒
が残存していることを確認しま
した。

４．まとめ　
　今回の実用性評価により、パネ
ル型海生生物付着防止装置が有効
な防汚対策であることがわかりま
した。最後に、本調査にご協力い
ただいた株式会社ナカボーテック
の皆様方に、厚く御礼を申し上げ
ます。

執筆者

第 6図　加速劣化試験結果

第 5図　触媒の劣化予想

第 4図　防汚効果確認試験結果

第 3表　防汚効果確認試験条件
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１．はじめに
　近年オフィスビルでは省エネル
ギー・節電のために、夏期 28℃、
冬期 20℃の空調設定温度が推奨
されています。一方、オフィスの
作業効率向上を目的に個人の快適
性が重視され始めていますが、天
井カセット型エアコンに代表され
る従来の拡散型空調方式では、空
調の感じ方における個人差に対応
できていません。そこで、本研究
では、省エネルギーと居住者の快
適性向上の両立を目的に、居住者
各個人の嗜好にあった温熱環境を
形成できるパーソナル空調の可能
性を検討しました。

２．パーソナル空調システム概要
（１）パーソナル吹出口
　写真１に示すパーソナル吹出口
を開発しました。吹出気流は、手
元のパソコンから指向性気流と拡
散性気流を選択することができま
す。指向性気流はパンカールーバを
採用することで吹出方向を自在に
調節可能とし、拡散性気流は 45ﾟ
の角度で送出することで人体まわ
りに気流が拡散してドラフト感を
抑えるようにしました。各気流の
イメージを第１図に示します。
（２）実証システム構築
　実建物に、第２図に示す在来空
調室、パーソナル空調システムを
導入したパーソナル空調室の同レ
イアウトの 2 室を設置し、実験・
実測を行いました。

３．被験者実験
（１）実験概要

　2014 年 7 月 31 日～ 8 月 8
日の間に被験者実験を実施しまし
た。実験ケースを第１表に示しま
す。被験者は男女混在でパーソナ
ル吹出口台数と同じ 9 名としま
した。実験手順を第３図に示しま
す。実験中はパーソナル吹出口の
指向性・拡散性気流を自由に選択
してもらいました。

（２）実験結果
a　Case1-1 と Case2-1 の比較
　被験者が集中する西側（第２図
参照）の室内温湿度の推移を第４
図に示します。室温は、Case1-1
は 26～ 26.5℃、Case2-1 では
28 ～ 28.5℃付近を推移してい
ます。
　快適性アンケートの結果を第
５図に示します。アンケートは、
各グループの入室時間を 0 分に
統一し、C グループの最終アン
ケートである入室経過 45 分まで
を集計しました（以下、同）。室
内温度は Case1-1 のほうが約
2℃低いにも関わらず、Case2-1
の方が快適申告の割合は高く
なっています。また、第６図に
示す発汗の時間推移をみると、
Case1-1 は入室 30 分後まで発
汗ありと申告している被験者が
いるのに対して、Case2-1 では
入室 15 分後には全被験者が発汗
なしと申告しています。これに
より、パーソナル吹出口の指向
性気流が直接被験者に届くこと
で、代謝量の上昇に伴う体内蓄
熱量を在来空調よりも早く低下

させ、快適性が向上したと考え
られます。

b　Case1-2 と Case2-2 の比較
　第７図より、Case1-2 では不
快申告が 6 割強を占めており、
Case2-2 の快適性が高いことが
明らかです。さらに、第８図に示
すように、Case1-2 では時間が
経過しても発汗が続いています
が、Case2-2 では 30 分経過時に
は全被験者が発汗なしになってい
ます。これは、Case2-1 と同様、
パーソナル吹出口の指向性気流を
用いることで、気流が直接届き、
発汗が治まったことが影響してい
ると考えられます。　
c　指向性・拡散性気流の選択割合
　Case2-1、Case2-2 のパーソ
ナル吹出口の使用状況を第９図に

示します。男女共に、入室直後は
指向性気流を選択しており、時間
経過と共に拡散性気流に切り替え
ています。このことから、気流の
切替によって快適感が向上してい
ると考えられます。

４．省エネルギー性評価
（１）評価概要
　パーソナル空調システムならび
に在来空調システムのファンコイ
ルユニット（以下 FCU）の処理

熱量を分析し、パーソナル空調の
省エネルギー性の評価を行いまし
た。パーソ ナル空調室は 2 台、
在来空調室は 1 台の FCU から構
成されています。対象期間は、
2014 年 6 月 10 日～ 9 月 11 日
のうちの 83日間です。
（２）月間処理熱量
　FCU の運転時間は在来空調室
がパーソナル空調室の 8 割程度
であったため、運転時間あたりの
消費熱量を比較しました。パーソ
ナル空調室の各 FCU と在来空調
室の FCU の月別の運転時間あた
りの処理熱量を第１０図に示しま
す。運転時間あたりの処理熱量は、
運転時間が短かった 6 月および
9 月はパーソナル空調が大きく、
7 月および 8 月はパーソナル空
調が小さい傾向が見られました。
期間全体では、パーソナル空調が
在来空調の約 9 割の処理熱量で
した。

５．まとめ
　本研究では、パーソナル空調シ
ステムについての検討を行い、実
フィールドにおいて温冷感・快適
性および省エネルギー性を評価し
ました。今回は夏期の結果のみご
紹介しましたが、冬期についても
同様の検証を行っており、夏期・
冬期ともにパーソナル空調が在来
空調よりも快適性・省エネルギー
性が高いことが確認されました。

指向性・拡散性気流切替型吹出口を用いたパーソナル空調システムに関する研究

写真１ パーソナル吹出口

第１図　指向性・拡散性気流

第１表　実験ケース

第３図　実験手順

(a) 在来空調室

(b) パーソナル空調室
第２図　実験対象室

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

昨今の省エネルギー化・節電の状況下において、一般的な空調では空調設定温度の管理によりエネルギーの
削減を図りますが、快適性が損なわれていることが多いと言えます。本研究では、パーソナル吹出口の個別
制御により、居住域の快適性・生産性向上を図りながら、室内空間の周辺領域の温度を緩和して省エネルギー
化を図るパーソナル空調システムについて検討を行いました。本報告では、考案したパーソナル空調システ
ムの概要および夏期における実験・実測の結果について報告します。
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イアウトの 2 室を設置し、実験・
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日の間に被験者実験を実施しまし
た。実験ケースを第１表に示しま
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ル吹出口台数と同じ 9 名としま
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統一し、C グループの最終アン
ケートである入室経過 45 分まで
を集計しました（以下、同）。室
内温度は Case1-1 のほうが約
2℃低いにも関わらず、Case2-1
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なっています。また、第６図に
示す発汗の時間推移をみると、
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経過しても発汗が続いています
が、Case2-2 では 30 分経過時に
は全被験者が発汗なしになってい
ます。これは、Case2-1 と同様、
パーソナル吹出口の指向性気流を
用いることで、気流が直接届き、
発汗が治まったことが影響してい
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（１）評価概要
　パーソナル空調システムならび
に在来空調システムのファンコイ
ルユニット（以下 FCU）の処理

熱量を分析し、パーソナル空調の
省エネルギー性の評価を行いまし
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調が小さい傾向が見られました。
期間全体では、パーソナル空調が
在来空調の約 9 割の処理熱量で
した。

５．まとめ
　本研究では、パーソナル空調シ
ステムについての検討を行い、実
フィールドにおいて温冷感・快適
性および省エネルギー性を評価し
ました。今回は夏期の結果のみご
紹介しましたが、冬期についても
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第４図　室内温湿度

第５図　温熱環境の快適性申告

（a） Case1-2　　　   （b）Case2-2
第７図　温熱環境の快適性申告

（a） Case1-2　　　 （b）Case2-2
第８図　発汗申告

第１０図　処理熱量

（a） 男性　　　　    （b）女性
第９図　パーソナル吹出口の使用状況

第６図　発汗申告
（a） Case1-1　　　  （b）Case2-1

（a） Case1-1　　　（b）Case2-1
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１．研究の背景とねらい
　陸上へ遡上した津波のシミュ

レーションを行う際、検討範囲が

発電所構内のように狭小な場合に

は、計算格子を細かくすることで、

個々の陸上構造物を考慮した詳細

な計算が可能です。一方で、陸上

構造物へ作用する津波波力の算定

方法としては、対象の構造物がな

い状態における最大浸水深の３倍

の静水圧とする方法が一般的で

す。この方法は浸水深のみの情報

から容易に津波波力を算定できる

ため、広く用いられています。し

かしながら、陸上構造物を考慮し

た精緻な遡上計算を行った場合で

も、別途構造物がない状態の浸水

深を求める計算が必要であり二度

手間となります。

　そこで、本研究では、水理模型

実験を実施して陸上構造物に作用

する津波波力の特性を分析しまし

た。その結果に基づき、陸上構造

物を考慮した津波遡上計算によっ

て得られる構造物前面の浸水深と

流速を用いた津波波力算定方法を

考案しました。さらに、実験結果

との比較により、提案式の妥当性・

適用性を検証しました。

２．水理模型実験
（1）実験の概要

　水理模型実験には、長さ 18m、

幅 0.5m、高さ 0.5m の矩形水路

を用いました（第 1 図）。貯水部

のゲート急開により段波状の津波

を発生させ、陸上に遡上して構造

物に作用した際の波圧 p と構造

物前面の浸水深 hf、水平方向流

速 uf を計測しました。

 

（2）陸上構造物へ作用する津波

　　波力特性

　第２図に、構造物前面の浸水深

の時系列と波圧の鉛直分布の時間

変化の一例を示します。縦軸は

地面からの作用高、横軸は波圧

を示しており、ともに定常状態

（t=3.88s）の浸水深 hs で無次元

化しています。浸水深が小さく流

速の大きな津波先端部の到達時

（t=0.1s）には、地表面付近での

み大きな波圧が作用します。上方

の波圧が増加する時刻には、地表

面付近の波圧は減少し、最終的に

浸水深の変化が小さくなる時間帯

（t=3.88s）には、構造物前面の

浸水深に応じた静水圧分布になり

ます。先端部の衝突後に水塊が上

方に跳ね上がる時刻（t=0.28s）

の波圧は、定常時（t=3.88s）の

静水圧と比べて小さいうえに、作

用時間も短いことから、構造物の

安定性におよぼす影響は大きくな

いと考えられます。

３．津波波力算定式の提案
　前述の津波波力特性を踏まえ

て、構造物前面の浸水深 hf と流

速 uf を用いた津波波力の算定方

法として、次式を提案しました。

 

　ここで、p(z，t) は、時刻 t、高

さ z における津波波圧、ρは流体

の密度、gは重力加速度です。

　この式の右辺第１項は構造物前

面の浸水深に応じた静水圧、右辺

第２項は運動量保存に基づく圧力

に相当します。この式で計算され

る波圧分布のイメージを、第３図

に示します。

　津波先端部は浸水深が小さく流

速が大きいために、（a）先端部

作用時は静水圧部分が小さく、運

動量保存に基づく部分が大きく

なっています。一方で、ほぼ定常

状態になった（b）本体作用時に

は、構造物にせき止められて前面

の流速が小さくなるために静水圧

が卓越します。構造物への作用波

力をこのようにモデル化すること

で、水理模型実験で見られた波力

特性の考慮を試みました。

４．提案式の妥当性
　提案式の妥当性の検証を目的と

して、水理模型実験と同じ条件に

対して平面２次元津波遡上計算を

行いました。得られた構造物前面

の浸水深および流速を提案式に代

入することで津波波力を算定し、

実験結果と比較することで再現性

を確認しました。

　最大波圧の鉛直分布の一例を第

４図に示します。この図は、縦軸

が地表面からの作用高、横軸が最

大波圧を示しており、既存の算定

式との比較のために構造物がない

状態の最大浸水深 himax で無次

元化しています。既存の算定式の

計算結果（縦軸の３と横軸の３を

結ぶ破線）は、実験結果を過小評

価または過大評価する場合がある

のに対して、提案式は実験結果を

良好に再現できています。

 

５．まとめ
　本検討では、陸上構造物を考慮

した津波遡上計算の結果を用いて

津波波力を算定する方法を提案し

ました。構造物前面の浸水深に応

じた静水圧と運動量保存に基づく

圧力の和で表される提案式によ

り、合理的な津波波力の評価が可

能であることが確認できました。

陸上構造物に作用する津波波力の算定方法

第１図　実験装置の概要 （a）構造物前面の浸水深時系列

（b）各時刻の津波波圧の鉛直分布
第２図　構造物への作用波圧特性
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これまで、陸上の構造物へ作用する津波波力は、構造物がない状態の遡上計算結果に基づいて算定されてい
ました。本研究では、個々の陸上構造物を考慮した津波遡上計算を実施した場合に、その計算結果を用いて
津波波力を算定する方法を考案したのでご紹介します。
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１．研究の背景とねらい
　陸上へ遡上した津波のシミュ

レーションを行う際、検討範囲が

発電所構内のように狭小な場合に

は、計算格子を細かくすることで、

個々の陸上構造物を考慮した詳細

な計算が可能です。一方で、陸上

構造物へ作用する津波波力の算定

方法としては、対象の構造物がな

い状態における最大浸水深の３倍

の静水圧とする方法が一般的で

す。この方法は浸水深のみの情報

から容易に津波波力を算定できる

ため、広く用いられています。し

かしながら、陸上構造物を考慮し

た精緻な遡上計算を行った場合で

も、別途構造物がない状態の浸水

深を求める計算が必要であり二度

手間となります。

　そこで、本研究では、水理模型

実験を実施して陸上構造物に作用

する津波波力の特性を分析しまし

た。その結果に基づき、陸上構造

物を考慮した津波遡上計算によっ

て得られる構造物前面の浸水深と

流速を用いた津波波力算定方法を

考案しました。さらに、実験結果

との比較により、提案式の妥当性・

適用性を検証しました。

２．水理模型実験
（1）実験の概要

　水理模型実験には、長さ 18m、

幅 0.5m、高さ 0.5m の矩形水路

を用いました（第 1 図）。貯水部

のゲート急開により段波状の津波

を発生させ、陸上に遡上して構造

物に作用した際の波圧 p と構造

物前面の浸水深 hf、水平方向流

速 uf を計測しました。

 

（2）陸上構造物へ作用する津波

　　波力特性

　第２図に、構造物前面の浸水深

の時系列と波圧の鉛直分布の時間

変化の一例を示します。縦軸は

地面からの作用高、横軸は波圧

を示しており、ともに定常状態

（t=3.88s）の浸水深 hs で無次元

化しています。浸水深が小さく流

速の大きな津波先端部の到達時

（t=0.1s）には、地表面付近での

み大きな波圧が作用します。上方

の波圧が増加する時刻には、地表

面付近の波圧は減少し、最終的に

浸水深の変化が小さくなる時間帯

（t=3.88s）には、構造物前面の

浸水深に応じた静水圧分布になり

ます。先端部の衝突後に水塊が上

方に跳ね上がる時刻（t=0.28s）

の波圧は、定常時（t=3.88s）の

静水圧と比べて小さいうえに、作

用時間も短いことから、構造物の

安定性におよぼす影響は大きくな

いと考えられます。

３．津波波力算定式の提案
　前述の津波波力特性を踏まえ

て、構造物前面の浸水深 hf と流

速 uf を用いた津波波力の算定方

法として、次式を提案しました。

 

　ここで、p(z，t) は、時刻 t、高

さ z における津波波圧、ρは流体

の密度、gは重力加速度です。

　この式の右辺第１項は構造物前

面の浸水深に応じた静水圧、右辺

第２項は運動量保存に基づく圧力

に相当します。この式で計算され

る波圧分布のイメージを、第３図

に示します。

　津波先端部は浸水深が小さく流

速が大きいために、（a）先端部

作用時は静水圧部分が小さく、運

動量保存に基づく部分が大きく

なっています。一方で、ほぼ定常

状態になった（b）本体作用時に

は、構造物にせき止められて前面

の流速が小さくなるために静水圧

が卓越します。構造物への作用波

力をこのようにモデル化すること

で、水理模型実験で見られた波力

特性の考慮を試みました。

４．提案式の妥当性
　提案式の妥当性の検証を目的と

して、水理模型実験と同じ条件に

対して平面２次元津波遡上計算を

行いました。得られた構造物前面

の浸水深および流速を提案式に代

入することで津波波力を算定し、

実験結果と比較することで再現性

を確認しました。

　最大波圧の鉛直分布の一例を第

４図に示します。この図は、縦軸

が地表面からの作用高、横軸が最

大波圧を示しており、既存の算定

式との比較のために構造物がない

状態の最大浸水深 himax で無次

元化しています。既存の算定式の

計算結果（縦軸の３と横軸の３を

結ぶ破線）は、実験結果を過小評

価または過大評価する場合がある

のに対して、提案式は実験結果を

良好に再現できています。

 

５．まとめ
　本検討では、陸上構造物を考慮

した津波遡上計算の結果を用いて

津波波力を算定する方法を提案し

ました。構造物前面の浸水深に応

じた静水圧と運動量保存に基づく

圧力の和で表される提案式によ

り、合理的な津波波力の評価が可

能であることが確認できました。
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１．背景
　火力発電所から排出される二酸
化炭素（CO2）を抑制することは、
地球環境の負荷低減の観点からき
わめて重要です。火力発電所から
排出される排ガス中には CO2 の
他に、さまざまなガスが混在して
いるため、CO2 だけを効率よく
取り除く必要があります。その一
般的な方法は、まず排ガスをアミ
ン水溶液に通して、CO2 だけ吸
収させ、その後、CO2 を含んだ
アミン水溶液を高温に加熱して、
CO2 のみを取り出すというわけ
です。このとき、アミン水溶液を
高温にするためのエネルギーが必
要です。そのエネルギーをできる
かぎり小さくし、効率的に CO2
を取り出すことが重要です。
　アミン水溶液に求められる特性
は、上に述べた少ないエネルギー
による CO2 取り出しに加え、そ
の取り出す速度が速いこと、CO2
をアミン水溶液に吸収させるとき
に、一度にできるだけ多く、また
できるだけ速く吸収させたいこと
などがあります。また、アミンは
CO2 を吸収することによって劣
化していきますので、劣化が少
ないことも重要です。そのような
アミンを見つけ出すことが、研究
の核の部分であり、世界中でトラ
イ・アンド・エラーによるアミン
水溶液の探索が繰り返されてい
ます。

２．計算方法
　これまでの実験から、アミンの
多くは水溶液中で CO2 と反応し
て、イオン種に化学変化すること
が知られています。
　一方、近年の計算機能力の発展
により、水溶液中での第一原理分
子動力学計算が可能になってきて
います。第一原理分子動力学計算
とは、量子力学の基本方程式を
使って原子･分子の電子状態を正
確に計算しながら、原子核の
ニュートンの運動方程式を解く計
算方法のことです。第一原理分子
動力学計算は、化学反応の進行を
予測することが可能であり、さら
に統計力学の手法と結びつけて、
化学反応の自由エネルギー障壁を
見積もることもできます。
　化学反応の自由エネルギー変化
が予測できれば、どれだけ CO2
がアミン水溶液に吸収されるのか
がわかります。また、自由エネル
ギーの温度変化が予測できれば、
CO2 を取り出すときに加えなけ
ればならないエネルギーがわかり
ます。このように自由エネルギー
を知ることは、アミン水溶液の
CO2 吸収性能を予測する上で、
きわめて重要な役割をはたすわけ
です。
　本研究では、最も基本的なアミ
ン分子であるモノエタノールアミ
ン（以下、MEA あるいは R-NH2
と表記します。R は HOCH2CH2-
基です。）を使って、MEA と CO2

の化学反応の自由エネルギー変化
の予測に取り組みました。

３．MEAと CO2 の化学反応
　水溶液中では、以下のような化
学反応が実験的に示唆されてい
ます。
R-NH2 + CO2       R-NH2CO2    　 （1）
R-NH2CO2 + H2O  
　　　　　 R-NHCOO－ + H3O+    （2）
R-NH2 + H3O+      R-NH3+ + H2O  （3）
　まず、R-NH2 の窒素原子に
CO2 の炭素原子が結合し、反応
中間体 R-NH2CO2 を生成します。
この R-NH2CO2 の窒素原子に結
合した水素原子が解離し、別の
R-NH2 の窒素原子と結合して反
応は終了します。

４．反応中間状態の安定性
　上述のような化学反応が起き
ると仮定して、その反応中間状
態である R-NH2CO2 水溶液と
R-NHCOO－、R-NH2、H3O+ を
含んだ水溶液が安定であるのかを
温度 300 K 一定の条件で、第一
原理分子動力学計算を用いて調べ
ました。その結果、R-NH2CO2
が自発的に R-NHCOO－に変化し
ました。つまり、（2）の反応式で、
右側に進む反応はほとんど自由エ
ネルギー障壁がないことがわかりま
す。R-NHCOO－、R-NH2、H3O+ 
を含んだ水溶液も安定ではなく、
自発的に R-NH2 が R-NH3+ に化
学変化しました。つまり、（3）

の反応式で、右側に進む反応はほ
とんど自由エネルギー障壁がない
ことがわかります。R-NHCOO－、
R-NH2、H3O+ を含んだ水溶液
は（3’）の 反 応 式 の よ う に
R-NHCOO－が R-NHCOOH に変化
する反応も起きることがわかりま
した。
R-NHCOO－ + H3O+ →
　　 R-NHCOOH + H2O    （3’）

５．自由エネルギー曲線とCO2
　　吸収容量曲線
　第１図は温度 300 K での水溶
液中の MEA と CO2 の自由エネ
ルギー曲線を示します。（1）の
反応式で、右側へ進む反応の自由
エネルギー障壁が 54 kJ mol-1 で
あり、左側へ進むそれが 32 kJ 
mol-1 であることがわかりまし
た。この左側へ進む反応の自由エ
ネルギー障壁は Sumon らの予測
値 [1] とほぼ一致しました。（3） 
の反応式で、左側へ進む反応の自
由エネルギー障壁が 49 kJ mol-1

であり、（3’） の反応式のそれは
12 kJ mol-1 であることがわかり
ました。すなわち、水溶液中では、
R-NH3+ が R-NHCOOH より安定
であることがわかりました。これ
らの自由エネルギー障壁の値か
ら、水溶液中での MEA と CO2
からの反応の自由エネルギー変化
は－27 kJ mol-1 であると予測さ
れました。この値は、Jakobsen
ら [2]、Bött inger ら [3]、
Weiland ら [4] の CO2 吸収実験
から見積もられた値とよい一致を
示しました。
　第２図は計算された反応の自由
エネルギー変化を使って、化学平
衡計算から得られた MEA 水溶液

が 1.0 mol L-1 の CO2 吸収容量
曲線です。計算結果が、おおむね
実験結果を予測していることがわ
かります。

６．今後の予定
　今年度からは、より複雑な分子
構造を持ったアミンでの自由エネ
ルギー計算と温度を変化させた自
由エネルギー計算から反応熱の予

測が可能なのか調べています。
　本研究の第一原理分子動力学計
算は VASP5.3 により実行されま
した。自由エネルギー計算はダイ
レクト・メタダイナミクス法に
よって実行されました。すべての
計算は、（一財）電力中央研究所
の大型計算機を使って実行されま
した。

第一原理分子動力学計算によるアミンとCO2 の化学反応の解析

研究開発室　電力技術研究所　プロジェクト研究室

火力発電所から排出される二酸化炭素を効率的に回収するために、アミン水溶液を用いた技術の確立に取り
組んでいます。本研究では、第一原理分子動力学計算により、アミン水溶液の二酸化炭素吸収性能を予測す
る手法の確立を目指しています。ここでは、その研究の中間成果の概要をお知らせします。
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１．背景
　火力発電所から排出される二酸
化炭素（CO2）を抑制することは、
地球環境の負荷低減の観点からき
わめて重要です。火力発電所から
排出される排ガス中には CO2 の
他に、さまざまなガスが混在して
いるため、CO2 だけを効率よく
取り除く必要があります。その一
般的な方法は、まず排ガスをアミ
ン水溶液に通して、CO2 だけ吸
収させ、その後、CO2 を含んだ
アミン水溶液を高温に加熱して、
CO2 のみを取り出すというわけ
です。このとき、アミン水溶液を
高温にするためのエネルギーが必
要です。そのエネルギーをできる
かぎり小さくし、効率的に CO2
を取り出すことが重要です。
　アミン水溶液に求められる特性
は、上に述べた少ないエネルギー
による CO2 取り出しに加え、そ
の取り出す速度が速いこと、CO2
をアミン水溶液に吸収させるとき
に、一度にできるだけ多く、また
できるだけ速く吸収させたいこと
などがあります。また、アミンは
CO2 を吸収することによって劣
化していきますので、劣化が少
ないことも重要です。そのような
アミンを見つけ出すことが、研究
の核の部分であり、世界中でトラ
イ・アンド・エラーによるアミン
水溶液の探索が繰り返されてい
ます。
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います。第一原理分子動力学計算
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確に計算しながら、原子核の
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化学反応の自由エネルギー障壁を
見積もることもできます。
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がアミン水溶液に吸収されるのか
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CO2 吸収性能を予測する上で、
きわめて重要な役割をはたすわけ
です。
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あり、左側へ進むそれが 32 kJ 
mol-1 であることがわかりまし
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値 [1] とほぼ一致しました。（3） 
の反応式で、左側へ進む反応の自
由エネルギー障壁が 49 kJ mol-1

であり、（3’） の反応式のそれは
12 kJ mol-1 であることがわかり
ました。すなわち、水溶液中では、
R-NH3+ が R-NHCOOH より安定
であることがわかりました。これ
らの自由エネルギー障壁の値か
ら、水溶液中での MEA と CO2
からの反応の自由エネルギー変化
は－27 kJ mol-1 であると予測さ
れました。この値は、Jakobsen
ら [2]、Bött inger ら [3]、
Weiland ら [4] の CO2 吸収実験
から見積もられた値とよい一致を
示しました。
　第２図は計算された反応の自由
エネルギー変化を使って、化学平
衡計算から得られた MEA 水溶液

が 1.0 mol L-1 の CO2 吸収容量
曲線です。計算結果が、おおむね
実験結果を予測していることがわ
かります。

６．今後の予定
　今年度からは、より複雑な分子
構造を持ったアミンでの自由エネ
ルギー計算と温度を変化させた自
由エネルギー計算から反応熱の予

測が可能なのか調べています。
　本研究の第一原理分子動力学計
算は VASP5.3 により実行されま
した。自由エネルギー計算はダイ
レクト・メタダイナミクス法に
よって実行されました。すべての
計算は、（一財）電力中央研究所
の大型計算機を使って実行されま
した。
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１．研究の目的
　住宅のエネルギー消費量や住環

境の評価には、各種センサーによ

る情報収集が必要です。しかし、

現状のセンサーシステムは配線や

電池交換が必要なものが多く、施

工性やメンテナンス性に課題があ

ります。そこで、ワイヤレスで電池

交換不要なセンサーシステムの実

現性を検証するため、EnOcean

社の技術を利用したセンサーシス

テムを試作し、その性能を評価し

ました。

　EnOcean 社は、Siemens 社か

ら独立したドイツのベンチャー企業

です。同社のセンサーは、ZigBee

や Bluetooth に比べて一桁以上

少ないエネルギーでワイヤレス通

信ができる点に、特徴があるとさ

れています。

２．研究の内容
（１）センサーシステムの試作

　センサーシステムは、送信機

能をもつセンサーと、受信機およ

び中継機、そしてデータ蓄積用の

ＰＣで構成しました。センサーと

受信機および中継器の外観は写真

1の通りです。

　センサーは太陽光発電用パネル

とキャパシタを備えており、動作

に必要な電力を自ら賄うことがで

きます。今回は、住居内における

通信性能の評価を目的としている

ため、受光環境によらず安定して

動作するよう、センサーを加工し

てボタン型電池（CR2032：容量

220mAh）を取り付けましました。

（２）通信性能の評価

ａ．通信距離の評価

　見通しの良い環境にセンサーシ

ステムを設置して、通信距離を評

価しました。結果、図 1 に示す

ように約 40m の離隔まで通信で

きることを確認しました。一般的

に、電界強度は距離の 2 乗に反

比例して減衰するといわれてお

り、通信距離が 1 桁増えると電

界強度は 20dBm 低下します。

今回は約 17dBm の低下であり、

ほぼ理論どおりの値であったこと

から、測定条件や測定環境に特段

の問題はなかったものと判断しま

した。

ｂ．住居内における受信率の評価

　試作したセンサーシステムを、

構造や床面積が異なる 4 軒の戸

建住居に設置して、センサーが発

信した信号を、どの程度とりこぼ

しなく受信できるかを、受信率で

評価しました。発信間隔は 1 分

に設定しています。軽量鉄骨構造

で床面積が 100m2(1F/50m2、

2F/50m2) の住居を例にして、試

験概要および結果を紹介します。

　センサーシステムの配置を図 2

に、各センサーからの信号受信率

を図 3に示します。

　図 3 からわかるように、セン

サー④を除き 90% 以上の受信率

を確認しました。他 3 軒の住居

も含めると、設置した延べ 44 台

のセンサーのうち、41 台に対し

て 90% 以上（平均 96.8%）の

受信率が得られています。

　一方、センサー④は他の 10 台

と異なり、ボタン型電池を付加せ

ずに運用しました。受信率の低下

は、居住者が室内を暗くして、数

日間連続で外出していた間に認め

られました。受光環境が悪化した

ことで電力不足に陥り、動作が不

安定になったものと推定します。

なお、当該期間以外は安定して動

作していたことから、電池を付加

していれば受信率を向上できたも

のと考えます。

（３）電池寿命の評価

　前述の通り、今回試作したセン

サーシステムは、住居内で良好な

通信性能を示しました。一方、受

光環境によっては、補助的に電池

を付加することが望ましいことも

わかりました。

　そこで、センサーの裏面に備え

られた太陽光発電用パネルを遮光

し、ボタン型電池 (CR1220：容

量 35mAh）を付加するとともに、

1 秒間隔で信号を発信させなが

ら、電池の端子電圧の経時変化を

測定しました。その結果を図 4 に

示します。

　累積発信数がおよそ 160 万回

（試験期間にして約 19 日）に達

すると、電池の端子電圧は、セン

サーの起動に要する 2.6V を下回

り、以降発信が不安定となりまし

た。この結果は実運用時の発信頻

度を 10 回 /h と仮定して換算す

ると、約 18 年間発信し続けたこ

とに相当します。

３．まとめ　
　EnOcean 社の技術を利用した

センサーシステムを試作し、通信

性能を評価しました。結果、住居

内で概ね 90% 以上の受信率が得

られることを確認しました。今後

は、エネルギーマネジメントシス

テム等への適用を目指し、本技術

を活用したセンサーシステムを評

価したいと考えています。

　本研究は、株式会社ワイプロダ

クツ殿と共同で行ったものです。

また、EnOcean 製品やワイヤレ

ス通信に関する技術情報を提供い

ただきましたローム株式会社殿

に、この場をかりて厚く御礼申し

上げます。

電池レス方式新型センサーの評価研究

写真 1 センサーと受信機および中継器 図 1　通信距離と電界強度

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野

近年、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
の機能を備えたセンサーが実用化の段階に入りました。欧米で普及が進んでいるドイツ EnOcean 社の技術
を利用したセンサーシステムを試作し、その通信性能を評価しましたのでご紹介します。
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　住宅のエネルギー消費量や住環

境の評価には、各種センサーによ

る情報収集が必要です。しかし、

現状のセンサーシステムは配線や

電池交換が必要なものが多く、施

工性やメンテナンス性に課題があ

ります。そこで、ワイヤレスで電池

交換不要なセンサーシステムの実

現性を検証するため、EnOcean

社の技術を利用したセンサーシス

テムを試作し、その性能を評価し

ました。

　EnOcean 社は、Siemens 社か

ら独立したドイツのベンチャー企業

です。同社のセンサーは、ZigBee

や Bluetooth に比べて一桁以上

少ないエネルギーでワイヤレス通

信ができる点に、特徴があるとさ

れています。

２．研究の内容
（１）センサーシステムの試作

　センサーシステムは、送信機

能をもつセンサーと、受信機およ

び中継機、そしてデータ蓄積用の

ＰＣで構成しました。センサーと

受信機および中継器の外観は写真

1の通りです。

　センサーは太陽光発電用パネル

とキャパシタを備えており、動作

に必要な電力を自ら賄うことがで

きます。今回は、住居内における

通信性能の評価を目的としている

ため、受光環境によらず安定して

動作するよう、センサーを加工し

てボタン型電池（CR2032：容量

220mAh）を取り付けましました。

（２）通信性能の評価

ａ．通信距離の評価

　見通しの良い環境にセンサーシ

ステムを設置して、通信距離を評

価しました。結果、図 1 に示す

ように約 40m の離隔まで通信で

きることを確認しました。一般的

に、電界強度は距離の 2 乗に反

比例して減衰するといわれてお

り、通信距離が 1 桁増えると電

界強度は 20dBm 低下します。

今回は約 17dBm の低下であり、

ほぼ理論どおりの値であったこと

から、測定条件や測定環境に特段

の問題はなかったものと判断しま

した。
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構造や床面積が異なる 4 軒の戸
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も含めると、設置した延べ 44 台

のセンサーのうち、41 台に対し

て 90% 以上（平均 96.8%）の
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ずに運用しました。受信率の低下

は、居住者が室内を暗くして、数

日間連続で外出していた間に認め

られました。受光環境が悪化した

ことで電力不足に陥り、動作が不

安定になったものと推定します。

なお、当該期間以外は安定して動

作していたことから、電池を付加

していれば受信率を向上できたも

のと考えます。

（３）電池寿命の評価

　前述の通り、今回試作したセン

サーシステムは、住居内で良好な

通信性能を示しました。一方、受

光環境によっては、補助的に電池

を付加することが望ましいことも

わかりました。

　そこで、センサーの裏面に備え

られた太陽光発電用パネルを遮光

し、ボタン型電池 (CR1220：容

量 35mAh）を付加するとともに、

1 秒間隔で信号を発信させなが

ら、電池の端子電圧の経時変化を

測定しました。その結果を図 4 に

示します。

　累積発信数がおよそ 160 万回

（試験期間にして約 19 日）に達

すると、電池の端子電圧は、セン

サーの起動に要する 2.6V を下回

り、以降発信が不安定となりまし

た。この結果は実運用時の発信頻

度を 10 回 /h と仮定して換算す

ると、約 18 年間発信し続けたこ

とに相当します。

３．まとめ　
　EnOcean 社の技術を利用した

センサーシステムを試作し、通信

性能を評価しました。結果、住居

内で概ね 90% 以上の受信率が得

られることを確認しました。今後

は、エネルギーマネジメントシス

テム等への適用を目指し、本技術

を活用したセンサーシステムを評

価したいと考えています。

　本研究は、株式会社ワイプロダ

クツ殿と共同で行ったものです。

また、EnOcean 製品やワイヤレ

ス通信に関する技術情報を提供い

ただきましたローム株式会社殿

に、この場をかりて厚く御礼申し

上げます。
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図 2　センサーシステムの配置

図 3　各センサーからの信号受信率 図 4　電池端子電圧の経時変化
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になることがわかりました。特に、
背面間隔を狭くしすぎないことが
重要です。日除けは大きな効果が
見込めますが、床下換気口の利用
効果は小さいようです。

　今後は簡易な省エネ運用方法の
評価の他に、快適性向上に繋がる
ようなエアコン実験を検討してい
ます。

１．はじめに
　省エネコンサル活動によるお客
さま満足向上のため、より専門的
な省エネ手法のコンテンツを提供
する必要性から、一般的な家電製
品の省エネに関する様々な実験を
行っています。

２．実験のねらい
　2.1　室外機の前後間隔評価
　室外機は、通風抵抗が大きくな
ると通風量が減って、空気と冷媒
間の熱交換効率が低下し、消費電
力が増加する懸念があります。室
外機の前後の間隔を広くとること
が出来れば、省エネに繋がると考
えられます。そこで、室外機の前
後の間隔を変えることで、消費電
力がどのように違ってくるか実験
しました。
　2.2　日除けの評価
　室外機本体への日射の抑制は、
吸込空気温度を下げて冷房運転効
率を向上させることに繋がるた
め、省エネ効果が期待されます。
そこで、簡易な日射抑制方法とし
て、よしずを用いてその効果を実
験しました。
　2.3　床下換気口の利用評価
　戸建住宅の床下温度は、夏季は
外気温に比べて低いとされてお
り、その冷気を用いて室外機の吸
込空気温度を下げて冷房運転効率
を向上させ、省エネになるか実験
しました。

３．実験設備の構成と条件
　2.1 の実験は第 1図に示すｅ住
まい探求館（人工気候室）で行い
ました。室外機吹出側の影響を出
来るだけ少なくして、吸込側の影
響を検討できるように、冷媒配管
を延長し実験住宅の壁から離して
室外機を設置しました。エアコン
は H 社 2012 年製、冷房能力は
6.3ｋWです。外気温度は 35℃、
設定温度は 23℃とし、外壁に軽
量素材の仕切り板を用いて、室外
機背面／前面と外壁との間隔を変
化させました。背面間隔評価は前
面を開放、前面間隔の評価は背面
間隔を 10cm に固定して実施し
ました。

　2.2、2.3 の実験は、気温を制
御しない通常の屋外環境で行いま
した。
　2.2 の実験は、エアコンはH社
2006 年製、冷房能力は 2.2ｋW、
設定温度を 25℃としました。よ
しずを第 2 図のように設置した
状態で 10 時～ 17 時まで運転を
行い、日射量、外気温がほぼ一致
する時間帯の消費電力量（2時間）
を比較しました。
　2.3の実験は、エアコンはM社
2002 年製、冷房能力は 2.5kW、
設定温度を 25℃としました。床
下換気口の冷気を室外機が上手く
吸い込むように、第 3 図のよう
に床下換気口が室外機の中央に収
まるように設置しました。

４．実験結果
　4.1　室外機の前後間隔評価実験
　第 4 図に示すように、背面間
隔が狭いほど消費電力が増えまし
た。間隔が狭いほど室外機の吹出
風速が下がっていることから、通
風抵抗が増加して室外機を通過す
る風量が減り、冷媒を冷やす能力
が下がって、効率の低下に繋がっ
たと考えられます。
　第 5 図は、前面間隔評価結果
です。背面と同様に、間隔が狭く
なると消費電力が増えました。背
面と違って間隔が狭くなっても、
室外機吹出風速はあまり変わら
ず、吸込温度が上がっています。
熱交換した高温の空気を、ショー
トカット現象により室外機が再び
吸い込んで、冷媒を冷やす能力が
下がったと考えられます。
　4.2　日除け評価実験
　よしずを立てかけて、前面間隔
をある程度確保した状態で、実験
を行った結果を第 6 図に示しま
す。消費電力量が大きく減少して
います。室外機吸込温度が低下し
ていることから、よしずで日射を
さえぎられ、周辺の温度が下がっ
たものと考えられます。
　4.3　床下換気口の利用評価実験
　実験結果を第 7 図に示します。
床下の冷たい空気を吸い込んでい
ると考えられますが、消費電力量
の減少はわずかでした。室外機の
吸込面に比べ床下換気口の面積が
2 割弱と小さく、吸込温度に差が
なかったからと考えられます。

５．まとめと今後の予定
　エアコン室外機は前後の間隔を
広くとって据え付けると、省エネ

家庭用電気製品の省エネに関する研究－冷房時のエアコン室外機運用事例

第 1図　室外機の前後間隔評価実験施設と設備の構成

第 2図　日除けの評価実験
施設と設備の構成

第 3図　床下換気口の利用評価実験
施設と設備の構成

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　ホームエネルギー分野

お客さまに省エネルギーを提案するためには、エネルギー使用量の見える化を行うとともに、提案可能な具
体的省エネルギー手法を幅広く取り揃えておくことも重要です。本研究では、お客さまに提案できる家庭で
の省エネルギーの具体策として、冷房時のエアコン室外機を対象に実使用を模擬した実験を一定の条件下で
行い、省エネルギー効果を確認しましたのでご紹介いたします。
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になることがわかりました。特に、
背面間隔を狭くしすぎないことが
重要です。日除けは大きな効果が
見込めますが、床下換気口の利用
効果は小さいようです。

　今後は簡易な省エネ運用方法の
評価の他に、快適性向上に繋がる
ようなエアコン実験を検討してい
ます。

１．はじめに
　省エネコンサル活動によるお客
さま満足向上のため、より専門的
な省エネ手法のコンテンツを提供
する必要性から、一般的な家電製
品の省エネに関する様々な実験を
行っています。

２．実験のねらい
　2.1　室外機の前後間隔評価
　室外機は、通風抵抗が大きくな
ると通風量が減って、空気と冷媒
間の熱交換効率が低下し、消費電
力が増加する懸念があります。室
外機の前後の間隔を広くとること
が出来れば、省エネに繋がると考
えられます。そこで、室外機の前
後の間隔を変えることで、消費電
力がどのように違ってくるか実験
しました。
　2.2　日除けの評価
　室外機本体への日射の抑制は、
吸込空気温度を下げて冷房運転効
率を向上させることに繋がるた
め、省エネ効果が期待されます。
そこで、簡易な日射抑制方法とし
て、よしずを用いてその効果を実
験しました。
　2.3　床下換気口の利用評価
　戸建住宅の床下温度は、夏季は
外気温に比べて低いとされてお
り、その冷気を用いて室外機の吸
込空気温度を下げて冷房運転効率
を向上させ、省エネになるか実験
しました。

３．実験設備の構成と条件
　2.1 の実験は第 1図に示すｅ住
まい探求館（人工気候室）で行い
ました。室外機吹出側の影響を出
来るだけ少なくして、吸込側の影
響を検討できるように、冷媒配管
を延長し実験住宅の壁から離して
室外機を設置しました。エアコン
は H 社 2012 年製、冷房能力は
6.3ｋWです。外気温度は 35℃、
設定温度は 23℃とし、外壁に軽
量素材の仕切り板を用いて、室外
機背面／前面と外壁との間隔を変
化させました。背面間隔評価は前
面を開放、前面間隔の評価は背面
間隔を 10cm に固定して実施し
ました。

　2.2、2.3 の実験は、気温を制
御しない通常の屋外環境で行いま
した。
　2.2 の実験は、エアコンはH社
2006 年製、冷房能力は 2.2ｋW、
設定温度を 25℃としました。よ
しずを第 2 図のように設置した
状態で 10 時～ 17 時まで運転を
行い、日射量、外気温がほぼ一致
する時間帯の消費電力量（2時間）
を比較しました。
　2.3の実験は、エアコンはM社
2002 年製、冷房能力は 2.5kW、
設定温度を 25℃としました。床
下換気口の冷気を室外機が上手く
吸い込むように、第 3 図のよう
に床下換気口が室外機の中央に収
まるように設置しました。

４．実験結果
　4.1　室外機の前後間隔評価実験
　第 4 図に示すように、背面間
隔が狭いほど消費電力が増えまし
た。間隔が狭いほど室外機の吹出
風速が下がっていることから、通
風抵抗が増加して室外機を通過す
る風量が減り、冷媒を冷やす能力
が下がって、効率の低下に繋がっ
たと考えられます。
　第 5 図は、前面間隔評価結果
です。背面と同様に、間隔が狭く
なると消費電力が増えました。背
面と違って間隔が狭くなっても、
室外機吹出風速はあまり変わら
ず、吸込温度が上がっています。
熱交換した高温の空気を、ショー
トカット現象により室外機が再び
吸い込んで、冷媒を冷やす能力が
下がったと考えられます。
　4.2　日除け評価実験
　よしずを立てかけて、前面間隔
をある程度確保した状態で、実験
を行った結果を第 6 図に示しま
す。消費電力量が大きく減少して
います。室外機吸込温度が低下し
ていることから、よしずで日射を
さえぎられ、周辺の温度が下がっ
たものと考えられます。
　4.3　床下換気口の利用評価実験
　実験結果を第 7 図に示します。
床下の冷たい空気を吸い込んでい
ると考えられますが、消費電力量
の減少はわずかでした。室外機の
吸込面に比べ床下換気口の面積が
2 割弱と小さく、吸込温度に差が
なかったからと考えられます。

５．まとめと今後の予定
　エアコン室外機は前後の間隔を
広くとって据え付けると、省エネ
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（床下換気口付近温度 30℃）
第 7図　床下換気口の評価結果

第 6図　よしずの評価結果

第 4図　背面間隔評価結果

第 5図　前面間隔評価結果
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ます。本システムを用いることで
エネルギー管理の効率化が図ら
れ、省エネや節電につながること
が期待できます。

４．謝辞
　本研究は株式会社きんでんと共
同で行いました。また、兵庫県立
大学の畑教授の研究室ならびに有

限会社ニューセンサー開発に多大
なるご支援をいただきました。こ
こに厚く御礼申し上げます。

１．研究の背景
　近年、ビルや工場で使用するエ
ネルギーを見える化して適切に管
理することで省エネや電力ピーク
低減を図る「EMS」が注目され
ています。このEMSのためには、
電力やガス、水道といった各種の
エネルギーの消費状況を時系列的
に把握する必要があります。これ
らのエネルギーには多くの場合、
使用量を積算する積算メータが取
り付けられており、例えば１ヶ月
ごとの使用量が計量できるように
なっています。しかし、EMS と
してエネルギー管理を行うために
は、例えば 10 分ごとといった時
系列的な使用量の把握が必要とな
りますが、積算メータでは細かな
時系列的な使用量が把握できない
のが現状です。
　これに対応するひとつの方策と
して、積算メータの表示値をデジ
タルカメラなどでインターバルに
撮影し、それを人間の目でひとつ
ずつ確認しながら数値データに変
換していくことが行われていま
す。しかし、インターバル撮影さ
れた画像の数は膨大になることが
多く、それをすべて人の目で読み
取りながら数値に変換していく作
業は、かなりの労力が必要になり
ます。
　これに対し、画像認識技術など
を適用して、自動的に数字を読み
取ることも行われています。私た

ちの研究グループはこれまで、画
像処理を応用したメータ読取シス
テムに関する研究を行ってきてお
り、その基礎技術については本誌
の 2013 年 1 月号で紹介いたし
ました。今回はそのシステムを実
際の計測現場に適したシステムに
するための改良を行いましたので
報告します。

２．実現場における課題
（1）夜間撮影
　実際の EMS の計測では、例え
ば１週間といった長期間、連続し
て写真撮影を行うことがありま
す。これまでに検討してきたシス
テムでは夜間の数字認識率が低下
してしまうことがわかってきまし
た。本システムでは夜間のメータ
撮影時にはカメラのフラッシュを
発光させてメータ部を撮影するこ
とを想定しています。フラッシュ
を用いて普通にメータ部分を撮影
すると、メータの数字にフラッ
シュ光が写りこんでしまいます。
特に回転メータではメータ表示部
が円筒状になっているため、中心
部分に線が入るように反射光が写
りこんでしまいます。この反射光
の映り込みにより数字認識に失敗
してしまうことがわかりました。
これを回避するために、カメラで
真正面からメータ部を撮影するの
ではなく、少しだけ斜めの角度か
ら撮影するようにしました。こう

することで、メータ部に写りこむ
反射光を抑制できると考えまし
た。実際に夜間にメータ部を正面
から撮影した写真と斜め方向から
撮影した写真の比較を図 1 に示
します。図 1 から、メータ中央
部に写りこむ反射光が大幅に抑制
できていることがわかります。こ
れにより夜間の認識率の向上を図
ることができました。

（2）補完処理
　実際のメータ数字を読み取るこ
とを考えた場合、メータ数字が
ちょうど回転途中であるなど、ど
うしても認識エラーが発生してし
まう場合が想定されます。実際の
EMS では大量の写真データを処
理するため、まずは長時間にわた
るエネルギー使用量全体の傾向を
把握することが重要になります。
このため、全体把握が容易になる
ように、システムとして数字認識
エラーが発生した場合は前後の
メータ数字から補完する機能を設
けました。ただし、補完した数字
は認識結果の表示の際に色を変え
て表示するなど、すぐにわかるよ
うにしています。もし補完した数
字を詳細に確認したい場合は容易
にその時刻の写真データとリンク
でき、実際に人間の目で数値を確
認できるようなシステムとしてい
ます。
　また、このようなメータ類は多

くの場合、「積算メータ」だと想
定されます。積算メータは通常、
数値が増加する方向にしか変わっ
ていきません。数字認識の過程に
おいて、上位桁に読取エラーが発
生した場合は、その時刻だけ数値
が急変することになります。しか
し、積算メータは単調増加するの
みであるという特徴を考慮して、
このような読取エラーによる数字
の急変は自動的に補正して表示す
る機能も組み込んでいます。

（3）バッテリー化
　EMS の実現場ではコンセント
からの電源が確保できない場合も
想定されます。本システムでは夜
間はカメラのフラッシュを発光さ
せてメータ部を撮影することを想
定していますが、写真枚数が増え
てきた場合は通常のカメラのバッ
テリーでは容量が不足してきてし
まいます。例えば 10 分ごとのイ
ンターバル撮影を 7 日間行うこ
とを想定すると、約 1000 枚の
写真を連続撮影することが求めら
れます。この場合は内蔵バッテ
リーでは容量が不足するために、
外付でバッテリーを接続する構造
にしました。しかし外付バッテ
リーをカメラに接続すると、カメ
ラ側の防水機能が損なわれてしま
うので、全体を防水性のケースに
収納する構造としました。

３．システム概要
　今回開発を行った全体システム
の概要を図 2 に示します。本シ
ステムはメータ部を撮影するカメ
ラ装置と、それを解析する解析装
置（パソコン）から構成されてい

EMSのためのメータ読取システムの現場適用性向上

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　都市産業エネルギー分野

エネルギー使用量の削減や電力ピーク低減のためにエネルギー使用量を見える化して管理するシステムは
EMS（Energy Management System）と呼ばれています。私たちはこの EMS のために画像処理を活用
して簡易にメータ類を読み取るシステムについて検討しています。今回はそのシステムについて、実際の使
用現場に適するように改良を行いましたので、紹介します。
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ます。本システムを用いることで
エネルギー管理の効率化が図ら
れ、省エネや節電につながること
が期待できます。

４．謝辞
　本研究は株式会社きんでんと共
同で行いました。また、兵庫県立
大学の畑教授の研究室ならびに有

限会社ニューセンサー開発に多大
なるご支援をいただきました。こ
こに厚く御礼申し上げます。

１．研究の背景
　近年、ビルや工場で使用するエ
ネルギーを見える化して適切に管
理することで省エネや電力ピーク
低減を図る「EMS」が注目され
ています。このEMSのためには、
電力やガス、水道といった各種の
エネルギーの消費状況を時系列的
に把握する必要があります。これ
らのエネルギーには多くの場合、
使用量を積算する積算メータが取
り付けられており、例えば１ヶ月
ごとの使用量が計量できるように
なっています。しかし、EMS と
してエネルギー管理を行うために
は、例えば 10 分ごとといった時
系列的な使用量の把握が必要とな
りますが、積算メータでは細かな
時系列的な使用量が把握できない
のが現状です。
　これに対応するひとつの方策と
して、積算メータの表示値をデジ
タルカメラなどでインターバルに
撮影し、それを人間の目でひとつ
ずつ確認しながら数値データに変
換していくことが行われていま
す。しかし、インターバル撮影さ
れた画像の数は膨大になることが
多く、それをすべて人の目で読み
取りながら数値に変換していく作
業は、かなりの労力が必要になり
ます。
　これに対し、画像認識技術など
を適用して、自動的に数字を読み
取ることも行われています。私た

ちの研究グループはこれまで、画
像処理を応用したメータ読取シス
テムに関する研究を行ってきてお
り、その基礎技術については本誌
の 2013 年 1 月号で紹介いたし
ました。今回はそのシステムを実
際の計測現場に適したシステムに
するための改良を行いましたので
報告します。

２．実現場における課題
（1）夜間撮影
　実際の EMS の計測では、例え
ば１週間といった長期間、連続し
て写真撮影を行うことがありま
す。これまでに検討してきたシス
テムでは夜間の数字認識率が低下
してしまうことがわかってきまし
た。本システムでは夜間のメータ
撮影時にはカメラのフラッシュを
発光させてメータ部を撮影するこ
とを想定しています。フラッシュ
を用いて普通にメータ部分を撮影
すると、メータの数字にフラッ
シュ光が写りこんでしまいます。
特に回転メータではメータ表示部
が円筒状になっているため、中心
部分に線が入るように反射光が写
りこんでしまいます。この反射光
の映り込みにより数字認識に失敗
してしまうことがわかりました。
これを回避するために、カメラで
真正面からメータ部を撮影するの
ではなく、少しだけ斜めの角度か
ら撮影するようにしました。こう

することで、メータ部に写りこむ
反射光を抑制できると考えまし
た。実際に夜間にメータ部を正面
から撮影した写真と斜め方向から
撮影した写真の比較を図 1 に示
します。図 1 から、メータ中央
部に写りこむ反射光が大幅に抑制
できていることがわかります。こ
れにより夜間の認識率の向上を図
ることができました。

（2）補完処理
　実際のメータ数字を読み取るこ
とを考えた場合、メータ数字が
ちょうど回転途中であるなど、ど
うしても認識エラーが発生してし
まう場合が想定されます。実際の
EMS では大量の写真データを処
理するため、まずは長時間にわた
るエネルギー使用量全体の傾向を
把握することが重要になります。
このため、全体把握が容易になる
ように、システムとして数字認識
エラーが発生した場合は前後の
メータ数字から補完する機能を設
けました。ただし、補完した数字
は認識結果の表示の際に色を変え
て表示するなど、すぐにわかるよ
うにしています。もし補完した数
字を詳細に確認したい場合は容易
にその時刻の写真データとリンク
でき、実際に人間の目で数値を確
認できるようなシステムとしてい
ます。
　また、このようなメータ類は多

くの場合、「積算メータ」だと想
定されます。積算メータは通常、
数値が増加する方向にしか変わっ
ていきません。数字認識の過程に
おいて、上位桁に読取エラーが発
生した場合は、その時刻だけ数値
が急変することになります。しか
し、積算メータは単調増加するの
みであるという特徴を考慮して、
このような読取エラーによる数字
の急変は自動的に補正して表示す
る機能も組み込んでいます。

（3）バッテリー化
　EMS の実現場ではコンセント
からの電源が確保できない場合も
想定されます。本システムでは夜
間はカメラのフラッシュを発光さ
せてメータ部を撮影することを想
定していますが、写真枚数が増え
てきた場合は通常のカメラのバッ
テリーでは容量が不足してきてし
まいます。例えば 10 分ごとのイ
ンターバル撮影を 7 日間行うこ
とを想定すると、約 1000 枚の
写真を連続撮影することが求めら
れます。この場合は内蔵バッテ
リーでは容量が不足するために、
外付でバッテリーを接続する構造
にしました。しかし外付バッテ
リーをカメラに接続すると、カメ
ラ側の防水機能が損なわれてしま
うので、全体を防水性のケースに
収納する構造としました。

３．システム概要
　今回開発を行った全体システム
の概要を図 2 に示します。本シ
ステムはメータ部を撮影するカメ
ラ装置と、それを解析する解析装
置（パソコン）から構成されてい

執筆者

第２図　全体システムイメージ

第１図　反射光の抑制

（b）斜めから撮影（a）正面から撮影

執 筆 者：西口　博史
所 　 属：研究開発室　エネルギー利用技術研究所
　　　　　都市産業エネルギー分野（商品開発研究室）
主な業務：EMSに関係する研究に従事

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　都市産業エネルギー分野
EMSのためのメータ読取システムの現場適用性向上
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合の結果を第 4 図に示します。
図中の①の位置のように、風車の
ブレードから見て地形の影になる
部分は年間を通じて風車の影が落
ちないため、累積影響時間はゼロ
となります。
　風向、風速および日射の気象条
件を考慮した場合の解析結果の掲
載は紙面の都合により割愛します。

５．任意の地点の影響時間帯の評価
　任意の地点における年間の影響
時間帯を評価する機能も設けまし
た。この機能では、任意の地点に
おける 365 日 10 分間隔での影
響の有無の判定を行います。第 4
図に示す対象地点に対し評価を
行った結果として、月毎の累積影
響時間を第 5 図に示します。こ

た。第 2 図に計算フローの概要
を示します。
　次に、風向の影響の考慮方法に
ついては、16 方位の風向ごとに
影の範囲の計算を行い、積算する
時間刻みに当該風向の出現頻度を
掛け合わせることにより、累積影
響時間を計算することとしまし
た。風速の影響の考慮方法につい
ては、風車のカットイン風速およ
びカットアウト風速から、風車が
回転しない割合を求め、これを影
響時間から差し引くこととしまし
た。日射の影響の考慮方法につい
ては、任意に指定したしきい値以
下の日射量の時間帯の影響は無視
することとしました。

４．年間の累積影響時間の評価
　国内のある地点を対象に仮想風
車 2 基を配置し、年間の累積影
響時間の評価を行いました。ハブ
高（ブレードの回転軸の地上高）
は 50m、ブレードの長さ（回転
半径）は 25mとしました。
　先ず、地形の影響を考慮しない
場合（＝地形が平面と仮定）の結
果を第 3 図に示します。赤色の
線の枠内が年間の累積影響時間が
30 時間以上の範囲、青色の線の
枠内が 20 時間以上の範囲です。
地形の影響を考慮しない場合、
各々の風車による年間の累積影響
時間は、このように４隅が広がっ
た形になります。これは風車から
見た太陽の通り道が季節によって
変化するためです。
　次に、地形の影響を考慮した場

の例の場合、季節によって影響の
元となる風車が異なっていること
が分かります。
　また、10 分間隔での風車ごと
の影響の有無のデータを、365
日についてファイル出力する機能
も設けています。

６．まとめ
　気象条件および地形の影響を考
慮し、シャドーフリッカーの年間
の累積影響時間を評価できるツー
ルを開発しました。今後は実サイ
トの現地調査によって、評価結果
の妥当性を確認していく予定です。

１．開発のねらい
　環境省の調査によると、国内で
もシャドーフリッカーに関する苦
情が寄せられたり、要望書等が提
出された事例があり、これを踏ま
え集落に影がかかる季節・時間に
風車の稼動を停止したり、苦情者
宅にブラインドを設置している事
例もありました。しかし、国内に
おいては、シャドーフリッカーに
ついての具体的な規制はまだ定
まっておりません。第 1 図に海
外における規制の例を示します
（1）。これを参考に開発するツー
ルの仕様について検討しました。
　先ず、ブレードの影がかかる時
間の年間の累積影響時間を評価で
きる機能が必要です。次に、シャ
ドーフリッカーに影響を与える気
象要素として、風向（風車の向き
の変化による影の変化に関与）、
風速（風車の運転停止に関与）、
日射（影の発生に関与）の 3 つ
を挙げ、これらの影響を考慮でき
る機能を設けました。さらに、起
伏に富む日本の地形では、風車が
高台に設置されることが多いこと
から、地形の影響も考慮できるも
のとしました。

２．使用したデータ
　地形の影響を考慮するためには
標高データが必要です。今回は国
土地理院のサイトから無償でダウ
ンロード可能な 10m メッシュ標
高データを使用しました。風向お
よび風速は局所的風況予測システ
ム LAWEPS（NEDO 開発）の解
析結果である 16 方位の風向およ
び風速ごとの出現頻度のデータを
使用し、また日射は日射量データ
ベースMETPV-11（NEDO提供）
に掲載されている 365 日の平均的

な日射量のデータを使用しました。

３．計算方法
　先ず、太陽の位置は評価対象地
点の緯度、経度および日時の情報
から計算できます。年間の日の出
から日の入りまでの時間を一定の
時間間隔で区切り、各々の時間断
面で風車が太陽と正対する場合で
のブレードの回転による影の範囲
を求め、各々の地点で影響時間の
積算を行うことにより年間の累積
影響時間を算出することとしまし

風力発電におけるシャドーフリッカー評価ツールの開発

第 2図　年間の累積影響時間計算フロー概要第 1図　海外における規制の例

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　新エネルギー分野

国内では再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入もあり、風力発電のさらなる増加が見込まれていま
す。一方で、風力発電は 2012 年 10 月から出力 1万 kW以上の事業に対し、環境アセスメントの実施が義
務付けられ、その評価項目の１つにシャドーフリッカーがあります。シャドーフリッカーとは、晴天時に風
車の回転に伴って、ブレード（風車の羽根）の影が回転して地上部に明暗が生じる現象のことで、住宅等がシャ
ドーフリッカーの範囲に入る場合、この影の明暗により住民が不快感を覚えることが懸念されています。今回、
シャドーフリッカーの影響を評価できるツールを千葉大学および日立製作所と共同で開発しましたので紹介
します。

【ドイツ：ノルトライン・ヴェストファーレン州 他】
 ・実際の気象条件等を考慮しない場合で、
年間30時間かつ1日30分間を超えないこと
 ・実際の気象条件等を考慮する場合で、
年間8時間を超えないこと

【デンマーク】
 ・実際の気象条件等を考慮する場合で、
年間10時間を超えないこと
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合の結果を第 4 図に示します。
図中の①の位置のように、風車の
ブレードから見て地形の影になる
部分は年間を通じて風車の影が落
ちないため、累積影響時間はゼロ
となります。
　風向、風速および日射の気象条
件を考慮した場合の解析結果の掲
載は紙面の都合により割愛します。

５．任意の地点の影響時間帯の評価
　任意の地点における年間の影響
時間帯を評価する機能も設けまし
た。この機能では、任意の地点に
おける 365 日 10 分間隔での影
響の有無の判定を行います。第 4
図に示す対象地点に対し評価を
行った結果として、月毎の累積影
響時間を第 5 図に示します。こ

た。第 2 図に計算フローの概要
を示します。
　次に、風向の影響の考慮方法に
ついては、16 方位の風向ごとに
影の範囲の計算を行い、積算する
時間刻みに当該風向の出現頻度を
掛け合わせることにより、累積影
響時間を計算することとしまし
た。風速の影響の考慮方法につい
ては、風車のカットイン風速およ
びカットアウト風速から、風車が
回転しない割合を求め、これを影
響時間から差し引くこととしまし
た。日射の影響の考慮方法につい
ては、任意に指定したしきい値以
下の日射量の時間帯の影響は無視
することとしました。

４．年間の累積影響時間の評価
　国内のある地点を対象に仮想風
車 2 基を配置し、年間の累積影
響時間の評価を行いました。ハブ
高（ブレードの回転軸の地上高）
は 50m、ブレードの長さ（回転
半径）は 25mとしました。
　先ず、地形の影響を考慮しない
場合（＝地形が平面と仮定）の結
果を第 3 図に示します。赤色の
線の枠内が年間の累積影響時間が
30 時間以上の範囲、青色の線の
枠内が 20 時間以上の範囲です。
地形の影響を考慮しない場合、
各々の風車による年間の累積影響
時間は、このように４隅が広がっ
た形になります。これは風車から
見た太陽の通り道が季節によって
変化するためです。
　次に、地形の影響を考慮した場

第3図　年間の累積影響時間の評価例
（地形の影響を考慮しない場合）

第 4図　年間の累積影響時間の評価例
（地形の影響を考慮した場合）

の例の場合、季節によって影響の
元となる風車が異なっていること
が分かります。
　また、10 分間隔での風車ごと
の影響の有無のデータを、365
日についてファイル出力する機能
も設けています。

６．まとめ
　気象条件および地形の影響を考
慮し、シャドーフリッカーの年間
の累積影響時間を評価できるツー
ルを開発しました。今後は実サイ
トの現地調査によって、評価結果
の妥当性を確認していく予定です。

１．開発のねらい
　環境省の調査によると、国内で
もシャドーフリッカーに関する苦
情が寄せられたり、要望書等が提
出された事例があり、これを踏ま
え集落に影がかかる季節・時間に
風車の稼動を停止したり、苦情者
宅にブラインドを設置している事
例もありました。しかし、国内に
おいては、シャドーフリッカーに
ついての具体的な規制はまだ定
まっておりません。第 1 図に海
外における規制の例を示します
（1）。これを参考に開発するツー
ルの仕様について検討しました。
　先ず、ブレードの影がかかる時
間の年間の累積影響時間を評価で
きる機能が必要です。次に、シャ
ドーフリッカーに影響を与える気
象要素として、風向（風車の向き
の変化による影の変化に関与）、
風速（風車の運転停止に関与）、
日射（影の発生に関与）の 3 つ
を挙げ、これらの影響を考慮でき
る機能を設けました。さらに、起
伏に富む日本の地形では、風車が
高台に設置されることが多いこと
から、地形の影響も考慮できるも
のとしました。

２．使用したデータ
　地形の影響を考慮するためには
標高データが必要です。今回は国
土地理院のサイトから無償でダウ
ンロード可能な 10m メッシュ標
高データを使用しました。風向お
よび風速は局所的風況予測システ
ム LAWEPS（NEDO 開発）の解
析結果である 16 方位の風向およ
び風速ごとの出現頻度のデータを
使用し、また日射は日射量データ
ベースMETPV-11（NEDO提供）
に掲載されている 365 日の平均的

な日射量のデータを使用しました。

３．計算方法
　先ず、太陽の位置は評価対象地
点の緯度、経度および日時の情報
から計算できます。年間の日の出
から日の入りまでの時間を一定の
時間間隔で区切り、各々の時間断
面で風車が太陽と正対する場合で
のブレードの回転による影の範囲
を求め、各々の地点で影響時間の
積算を行うことにより年間の累積
影響時間を算出することとしまし

執筆者

第 5図　対象地点の月毎の累積影響時間

参考文献 
　（1）環境省「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する

検討会（平成 23年 2月 14日）」配布資料
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主な業務：風力発電に関する研究に従事
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風力発電におけるシャドーフリッカー評価ツールの開発
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１．研究のねらい
　我々は、日射量予測システムの
予測誤差に起因する「関西電力管
内における PV 発電量予測誤差」
の把握を行うことを目的として、
2030 年断面の PV 分布を想定し
た PV 発電量予測誤差を面的に分
析できるツールを作成しました。
本稿では、作成したツールの概要
とそれを用いて分析した関西電力
管内における PV 発電量予測誤差
についてご紹介致します。

２．分析に利用したデータ
　今回、我々が対象とした予測シ
ステムは、一般財団法人日本気象
協会様の総合数値気象予測システ
ム「SYNFOS-3D」です。第 1 図
に SYNFOS-3D の予測値出力時
間と需給計画業務の流れを示しま
す。弊社では、前日に、気象予報
等を参考にして、需要の予測（以
下、“翌日予想”）を行っており、
この予測結果に基づき、発電機の
運用計画を立てております。今回
は、翌日予想時の予測システムの
精度を把握することを目的とし
て、第 1 図の予測種別⑥の予測
値の精度について分析を行いまし
た。一方、今回、実績値（真値）
としては、できるだけ面的な情報
を利用したいと考え、資源エネル
ギー庁の補助事業である「分散型

新エネルギー大量導入促進系統安
定対策事業」（通称、“PV300”）
で弊社管内に設置した日射計約
60 個から得られた日射量データ
を利用することにしました。今回
の分析対象時間は 8 時～ 15 時と
し、予測値と実測値のそれぞれ 1

時間平均値（本稿では、n 時～
（n+1）時の 1 時間平均値を n 時
の値として扱います）を比較（誤
差 =予測値－実測値）しました。

３．作成したツールの概要
　今回作成した、基準地域メッ
シュ（地図を 1km 四方の格子に
分割）を利用した PV 発電量予測
誤差分析ツールのイメージを第 2
図に示します。
　まずは、2030 年を想定した
PV 導入分布図（メッシュ毎に
PV 導入量を設定したもの）を、
一戸建世帯数等を考慮して作成し
ました。
　実績値については、対象エリア
に対して、PV300 の日射計設置
点を母点としたVoronoi 分割（ど
の母点から最も近いかを考慮して
分割）を行い、それぞれのメッシュ
から最も近くにある日射計から得
られる日射量をそのメッシュの日
射量としました。そして、それぞ
れのメッシュ毎に PV 導入分布図
で設定した PV 導入量をかけ合わ
せ、合計することで、PV発電量（実
績値）を算出しました。
　予測値については、予測システ
ムの日射量予測結果が独自フォー
マットで出力されるため、逆距離
補間法を利用して基準地域メッ
シュに合致した出力に変換しまし
た。そして、それぞれのメッシュ
毎に PV 導入分布図で設定した
PV 導入量をかけ合わせ、合計す
ることで、PV 発電量（予測値）
を算出しました。
　最後に、このようにして算出し
た PV 発電量（予測値）から PV
発電量（実績値）を差し引くこと
で、PV 発電量の予測誤差を算出
しました。

４．分析結果
　今回は、作成したツールを利用
し、夏季（H26 年 7 月～ 8 月）
と秋季（H26 年 9 月～ 11 月）
について、PV 発電量予測誤差分

析を行いました。夏季の PV 発電
量予測誤差の平均値、標準偏差、
RMSE（Root Mean Square 
Error：2 乗平均平方根誤差）を
分析した結果を第 3 図に、同じ
く秋季の分析結果を第 4 図に示
します。これらの図から、夏季の
昼頃、誤差のバラつき（標準偏差）
が 大 き く、ま た、誤 差 自 体
（RMSE）も大きいことがわかり
ます。これは、日射量が大きい夏
季の昼頃には、日射量予測誤差も
大きくなってしまい、そのため、

PV 発電量予測誤差も大きくなっ
てしまうためであると考えられま
す。

５．おわりに
　今回作成した PV 発電量予測誤
差分析ツールはまだ非常に粗く、
また、今回入手できたデータは非
常に限定的なものであったことか
ら、今後は、PV 発電量予測誤差
分析ツールの精緻化、および、長
期間のデータを利用した誤差分析
を進める予定です。

太陽光発電発電量予測結果の誤差把握に関する取り組み

第 2図　作成した PV発電量予測誤差分析ツールのイメージ

第 1図　SYNFOS-3Dの予測値出力時間と需給計画業務の流れ

研究開発室　エネルギー利用技術研究所　新エネルギー分野

今後、太陽光発電（以下、“PV”）が電力系統に数多く連系されてくることが予想されており、需給計画（電
気の使用量（以下、需要）と発電量のバランスを保つための計画）の観点からも、日射量予測の重要性が高まっ
ております。日射量の予測精度を向上させる取り組みはもちろん重要ですが、電力会社（ユーザ）の視点からは、
日射量予測システムの精度を把握するための取り組みも必要です。弊社では、今まで、日射量予測システム
の出力結果と、気象官署等に設置された日射計（現在、関西には 3 地点にしか設置されていない）の出力結
果を比較することによって、「点」で見た場合の日射量予測精度の把握を行ってきました。しかし、需給計画
で本当に必要となるのは、PV 発電量予測の「面」で見た場合の精度です。本稿では、日射量予測システム
の予測誤差に起因する「関西電力管内における PV 発電量予測誤差」の把握に関する取り組み内容をご紹介
致します。

PV
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１．研究のねらい
　我々は、日射量予測システムの
予測誤差に起因する「関西電力管
内における PV 発電量予測誤差」
の把握を行うことを目的として、
2030 年断面の PV 分布を想定し
た PV 発電量予測誤差を面的に分
析できるツールを作成しました。
本稿では、作成したツールの概要
とそれを用いて分析した関西電力
管内における PV 発電量予測誤差
についてご紹介致します。

２．分析に利用したデータ
　今回、我々が対象とした予測シ
ステムは、一般財団法人日本気象
協会様の総合数値気象予測システ
ム「SYNFOS-3D」です。第 1 図
に SYNFOS-3D の予測値出力時
間と需給計画業務の流れを示しま
す。弊社では、前日に、気象予報
等を参考にして、需要の予測（以
下、“翌日予想”）を行っており、
この予測結果に基づき、発電機の
運用計画を立てております。今回
は、翌日予想時の予測システムの
精度を把握することを目的とし
て、第 1 図の予測種別⑥の予測
値の精度について分析を行いまし
た。一方、今回、実績値（真値）
としては、できるだけ面的な情報
を利用したいと考え、資源エネル
ギー庁の補助事業である「分散型

新エネルギー大量導入促進系統安
定対策事業」（通称、“PV300”）
で弊社管内に設置した日射計約
60 個から得られた日射量データ
を利用することにしました。今回
の分析対象時間は 8 時～ 15 時と
し、予測値と実測値のそれぞれ 1

時間平均値（本稿では、n 時～
（n+1）時の 1 時間平均値を n 時
の値として扱います）を比較（誤
差 =予測値－実測値）しました。

３．作成したツールの概要
　今回作成した、基準地域メッ
シュ（地図を 1km 四方の格子に
分割）を利用した PV 発電量予測
誤差分析ツールのイメージを第 2
図に示します。
　まずは、2030 年を想定した
PV 導入分布図（メッシュ毎に
PV 導入量を設定したもの）を、
一戸建世帯数等を考慮して作成し
ました。
　実績値については、対象エリア
に対して、PV300 の日射計設置
点を母点としたVoronoi 分割（ど
の母点から最も近いかを考慮して
分割）を行い、それぞれのメッシュ
から最も近くにある日射計から得
られる日射量をそのメッシュの日
射量としました。そして、それぞ
れのメッシュ毎に PV 導入分布図
で設定した PV 導入量をかけ合わ
せ、合計することで、PV発電量（実
績値）を算出しました。
　予測値については、予測システ
ムの日射量予測結果が独自フォー
マットで出力されるため、逆距離
補間法を利用して基準地域メッ
シュに合致した出力に変換しまし
た。そして、それぞれのメッシュ
毎に PV 導入分布図で設定した
PV 導入量をかけ合わせ、合計す
ることで、PV 発電量（予測値）
を算出しました。
　最後に、このようにして算出し
た PV 発電量（予測値）から PV
発電量（実績値）を差し引くこと
で、PV 発電量の予測誤差を算出
しました。

４．分析結果
　今回は、作成したツールを利用
し、夏季（H26 年 7 月～ 8 月）
と秋季（H26 年 9 月～ 11 月）
について、PV 発電量予測誤差分

析を行いました。夏季の PV 発電
量予測誤差の平均値、標準偏差、
RMSE（Root Mean Square 
Error：2 乗平均平方根誤差）を
分析した結果を第 3 図に、同じ
く秋季の分析結果を第 4 図に示
します。これらの図から、夏季の
昼頃、誤差のバラつき（標準偏差）
が 大 き く、ま た、誤 差 自 体
（RMSE）も大きいことがわかり
ます。これは、日射量が大きい夏
季の昼頃には、日射量予測誤差も
大きくなってしまい、そのため、

PV 発電量予測誤差も大きくなっ
てしまうためであると考えられま
す。

５．おわりに
　今回作成した PV 発電量予測誤
差分析ツールはまだ非常に粗く、
また、今回入手できたデータは非
常に限定的なものであったことか
ら、今後は、PV 発電量予測誤差
分析ツールの精緻化、および、長
期間のデータを利用した誤差分析
を進める予定です。

執筆者

第 4図　秋季における翌日予想時の PV発電量予測誤差

第 3図　夏季における翌日予想時の PV発電量予測誤差
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　　　　　新エネルギー分野（総合エネルギー研究室）
主な業務：系統解析、需給制御に関する研究、太陽光発電に関する研究に従事
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研究開発室　エネルギー利用技術研究所　新エネルギー分野
太陽光発電発電量予測結果の誤差把握に関する取り組み
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経営改革・ＩＴ本部　通信技術グループ

スマートメーターにおけるＢルートサービス接続性能の評価

第1図　評価概要

電気の使用量の「見える化」に向けて

１．背景
　各電力会社で導入が進められているスマートメー
ターでは、お客さまが設置した HEMS（Home 
Energy Management System）機器に対して電気
の使用量情報をリアルタイムに提供するサービス（「電
力メーター情報発信サービス（Ｂルートサービス）」）
の実施が求められています。Ｂルートサービスでは、
JSCA スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会が
定めた運用ガイドラインにより、スマートメーターと
HEMS 機器の接続ができないお客さまを数 % 以内に
収める必要があり、当社で開発したＢルートサービス
対応スマートメーターについて、実際の住宅を用いて
Ｂルートサービス接続性能の評価を行いました。

２．評価概要
　評価実施に際しては、できるだけ実際のＢルート
サービス提供状態に近づけるために、試験用の模擬ス
マートメーターは既設メーターと同じ場所に設置し、
宅内には HEMS 機器を設置しました。当社では、Ｂ
ルートサービス用の通信メディアとして無線メディア
（Wi-SUN:920MHz 帯特定小電力無線通信）と有線
メディア（G3-PLC:kHz 帯電力線搬送通信）の 2 方
式を開発したことから、模擬スマートメーターと
HEMS についても両方式を準備しました。これらを
用いて、
　・接続できないお客さまの割合（接続性評価）
　・安定接続可能なお客さまの割合（安定性評価）
の 2点について確認しました。

３．評価結果
　接続性評価の結果、接続できないお客さまの割合は
数%以内に収まる（Wi-SUN：1%、G3-PLC：0%）
ことを確認しました。Wi-SUN で接続できないケー
スでは、メーターが住居から離れた場所に設置され、
途中に金属製扉やコンクリート外壁があるために、接
続に必要な電波強度を確保できないことが原因でし
た。
　安定性評価の結果について、HEMS 機器をお客さ
ま任意の場所に設置した場合、Wi-SUN、G3-PLC 共
に安定して接続可能な割合は 80% 強でした。不安定
となる要因を分析した結果、Wi-SUNの場合は、
　・メーターとHEMS機器の距離が離れている
　・メーターとHEMS機器間に金属の遮蔽物がある
　　（例．金属製メーターボックス、雨戸など）
といった要因が相互に作用し、電波強度が低下してい
ることが分かりました。また G3-PLC の場合は、
HEMS機器の電源コンセント付近に
　・G3-PLC 信号を弱める機器がある
　　（例 . 液晶 TVやパソコン用ACアダプタなど）
　・ノイズを発生する機器がある
　　（例 . IH 炊飯器やプリンタなど）
ことが原因でした。これらの影響が軽減されるよう、
HEMS 機器の設置場所を変更した結果、Wi-SUN、
G3-PLC の双方において、安定した接続が可能である
ことが確認できました。
　以上のことから、実際の住宅環境では通信メディア
の特性に基づいた適切な対策を行うことで接続性・安
定性を共に満足できることを確認しました。

４．今後の取り組み
　当社ではＢルートサービスを平成 27 年 7 月から全
面的に展開することを予定しています。今後は本試験
で得られたノウハウを活用し、お客さまに満足いただ
けるサービス提供に取り組む予定です。

執筆者名　　小山　陽平
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研究開発室　電力技術研究所　プロジェクト研究室（プロジェクト）

 

学位論文「複合組織を有するNi基超合金の疲労
き裂進展機構とその評価」の概要

　地球温暖化問題への対応や燃料費削減の観点から、

ガスタービンでは熱効率向上を目的とした燃焼ガス温

度の高温化が進められており、ガスタービンを構成す

る部品のうち最も環境の厳しい初段動翼では、一方向

鋳造法により結晶方位を制御することで高温強度を向

上させた Ni 基超合金が適用され、かつ、内部冷却構

造や耐熱 / 耐食コーティングなどが施工される傾向に

あります。内部冷却やコーティングの採用により基材

温度を大幅に低減させることができる一方で、内部冷

却に伴い発生する熱応力により、低温において靭性の

低い耐食コーティングを起点として比較的早期に疲労

き裂が発生する場合があります。動翼などのガスター

ビン構成部品は非常に高価であるため、部品の補修・

取替えに要する費用の低減が課題となっており、信頼

性を担保したうえで合理的な保守・管理を実施するた

めには、疲労き裂進展評価手法の高精度化が必要です。

　ガスタービン動翼に適用される結晶制御された Ni

基超合金は母相であるγ相に析出物相であるγ’相が

50～ 70% 程度の体積率で微細に整合析出した、一

種の複合材料のような金属組織を有する材料であり、

この材料の力学特性は、強い弾性異方性、および、結

晶すべりに起因した塑性異方性を示すとともに、析出

物相であるγ’相の強度はある一定温度まで温度と共

に上昇するため、複雑な温度・方位依存性を示すこと

が知られています。このような材料の疲労き裂進展挙

動を高精度に評価するためには、これらの因子がき裂

進展挙動に及ぼす影響を明らかにする必要がありま

す。そこで本研究では、Ni 基超合金の疲労き裂進展

挙動の温度および結晶方位依存性を実験的に明らかに

したうえで、き裂進展速度を整理するための破壊力学

的手法について検討を行うとともに、複合組織を考慮

した結晶塑性有限要素解析を通じて、γ/γ’複合組織

がき裂の力学場に及ぼす影響について評価を行い、疲

労き裂進展の実験結果に対する合理的解釈を与えまし

た。

　東日本大震災以降、ガスタービン発電の建設が多数

計画されており、ガスタービン高温部品の合理的な保

守・運用を実施するための損傷評価技術は今後ますま

す重要になるものと考えられます。今後、本研究で得

られた知見を実機評価に応用し、ガスタービン部品の

損傷・余寿命評価手法の高精度化を目指します。

材料工学の分野で電力技術研究所員に博士（工学）の学位授与
電力技術研究所　プロジェクト研究室の向井研究員は、平成 27 年 3 月、長岡技術科学大学から博士（工学）の学
位を授与されるとともに、在学中の学業成績、研究活動等が特に優れていることが認められ学長賞を受賞しました。
学位論文のテーマは、「複合組織を有する Ni 基超合金の疲労き裂進展機構とその評価」であり、長岡技術科学大
学大学院工学研究科　岡崎正和教授のご指導のもと、ガスタービン用 Ni 基超合金の疲労き裂進展挙動に及ぼす材
料組織の影響とその評価法に関する研究成果を取りまとめたものです。
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