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　電力中央研究所で火力発電関連の研究開発に従

事してから35年以上が経った。実は、入所後わず

か二週間で従事した初めての火力発電所現場での

仕事が、関西電力殿の海南発電所での試験であっ

た。この文章を書きながら、当時の事を懐かしく思

い出している。

　さて、筆者は大学で微粒子に関わる研究を取り

扱う「粉体工学」を学んでいたため、電力中央研究

所に入所した理由も、電気集じん装置の高性能化

など、粉粒体に直接関わるテーマに従事するため

であった。しかし入所後数年で、微粉炭の燃焼技術

開発にテーマの軸足を移す事になった。それまで

の微粉炭燃焼研究は、大学の専攻で言えば機械工

学の燃焼工学を学んだ研究者により実施されてお

り、筆者のように化学工学で粉体分野を学んだ研

究者が関わっている例は皆無であった。筆者に

とっては大きなチャレンジだった訳であるが、関

わってみると、微粉炭燃焼は粉体工学的にも非常

に面白い研究対象であることに気付かされた。す

なわち低NOx燃焼では、燃焼火炎の最も温度が高

い領域に微粉炭粒子を集中させることにより大き

な効果を出せることが判明し、低負荷での安定燃

焼を図るには、火炉への微粉炭の噴出時に濃縮す

ることで十分な改善効果を持たせることが可能で

あるなど、微粉炭粒子の挙動制御技術が大きな威

力を発揮した。また、微粉炭粒子が燃焼火炎の中で

石炭灰粒子へと変化していく過程の検討では、一

つの粒子が減容しつつ分裂あるいは凝集を行うな

ど、気流中の粉体物性変化も含めて非常に興味深

い現象の解明へと発展できた。しかも、このように

して発生した粒子の様々な性状が、電気集じん装

置の集じん性能に及ぼす影響を検討することで、

入所した時の本来の目的だったテーマにおいても

新たな知見を加えることができるようになった。結

果的には、専門外とされるテーマに従事すること

によって独創性を発揮することができた上に、そ

れが本来の専門分野においても、期せずして新た

な知見を導くことにつながった訳である。

　研究開発において、独創性が重要なことは言う

までもないことであるが、その一方で、常に独創性

を発揮し続けていくことは中々難しい。そこで筆者

は、専門分野が異なる新たな分野に挑戦して行く

ことでこそ発揮できる独創性を、今後も大事にし

て行きたいと考えている。異なる分野で得た常識

が、他の分野では独創性豊かな新しい知見を生み

出す可能性を拡げてくれる訳であるから、これほ

ど有り難いことはない。このように考えると、改め

て研究開発に従事することの楽しさを実感するこ

とができる。新たなテーマに出会え、その解決に向

け多様な視点からの工夫を凝らすことによって独

自の解法を産み出し、他人が気付かなかった答え

を導くことができた時の悦びは何物にも代え難い

ものである。よく、三度の食事を忘れるほど夢中に

なると表現されるが、そこまでの集中力がなく、飽

きっぽい性格の筆者であっても、時には一食くらい

忘れてしまうほどの面白さは感じることができて

いる。日本という資源に乏しい国が、これからも技

術力で世界をリードして行くために、ぜひ多くの方

に研究開発の面白さを味わって行って頂きたいも

のだと思っている。
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異分野研究への挑戦と独創性の発揮
巻 頭 言
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1. 背景および目的
　従来の給電情報システム（以下
旧システム）では、各電気所の伝
送装置から給電情報の利用箇所で
ある給電制御所（以下給制）等の
システムに対して、専用の通信回
線・プロトコルを用いて伝送して
いたため、開発・運用コストが高
いという課題がありました。また、
情報交換装置は導入から十数年が
経過しており、今後、修理用部品
の確保が困難になることに加え、
経年による故障の増加によって、
信頼度が低下することが懸念され
ていることから、新たな給電情報
システムの開発を行いました。新
システムでは経済性、信頼性を備
えた、実績のある電力保安用 IP
網を利用し、旧システムの課題で
あった保守性の向上とランニング
コストの削減を目指しました。

2. システム構成
　新旧のシステムの構成を第１図
に示しています。旧システムでは、
電気所の伝送装置にて各給制等の
運用に必要となる情報を宛先毎に
組立て伝送し、10 拠点に設置し
た情報交換装置（２系）を経由し
て配信する構成となっています。
また、多数拠点に情報交換装置を
設置することで冗長性を確保する
仕組みでした。
　今回開発した新システムでは、

系統運用に必要となる電気所情報
の全てを中央給電指令所（以下：
中給）および、基幹系統給電所（以
下：基幹給）の２拠点に新たに設
置する IPX（Internet Protocol  
eXchange equipment）サーバ
（２系）に向けて２ルート経由で
同一情報を伝送します。IPX サー
バはユーザで設定した「配信先」
設定をもとに、当該電気所の情報
を必要とする箇所へ中継し、受信
する各給制等で系統運用に必要と
なる情報のみを取込むようにしま
した。メーカに依頼することなく、
ユーザが情報配信先の変更を可能
としました。
　また、各給制等のシステムは通
信帯域の制約から、常時は一方の
拠点の IPX サーバから情報を受
信することになりますが、情報未
受信を検出した時点で健全拠点側

に配信要求を行う「受信拠点切替
手法」を採用することで、信頼度
を低下させることなく、装置のス
リム化を実現しました。
　電気所の旧伝送装置を全て新伝
送装置へ取り替えず、経年まで期
間がある伝送装置を有効に活用す
るために、IP 変換装置を新規開
発しました。また情報を受信する
給制等では従来の伝送仕様へと変
換する機能を組み込むことで既存
のシステムの改造を減らし、新シ
ステム移行へのトータルコストの
削減を図りました。

3. 通信仕様
　通信網として伝送の信頼性が高
い無線ネットワークを利用します
が、使用できる通信帯域が数
Mbps 程度に制約されており、伝
送する情報量を削減する必要があ

りました。これを満足するため、
伝送効率が良く、同報送信に適し
ている UDP を採用しました。そ
の反面、UDP では送信箇所、受
信箇所での到達確認を行っていま
せん。そこで信頼度を確保するた
めに、データに通し番号をつけて、
その番号を受信箇所で監視し、
データの抜けが発生した場合に
は、該当データの再送信を要求す
る仕様としました。また帯域の異
なる２ルート経由で伝送を行いま
すので、ルートにより到達時間に
差が生じます。この時間差が大き
いと情報の到達順序が逆転するの
で、この防止のために伝送間隔は
360ms としました。もし同じタ
イミングで複数の情報が組み立て
られた場合でも、360ms ずつ時
間をずらして送信する仕様としま
した。
　さらに伝送情報のフォーマット
を見直すことにより、伝送情報量
の削減も図っています。旧システ
ムでは伝送情報の種別に関わら
ず、データは固定長で、送るべき
情報が少ない時でも一定の情報量
となっていました。新システムで
は、伝送データを可変長とし、必
要なデータのみを伝送することで
情報量の削減を実現しています。

4. 機能性の向上
（１）時刻精度の向上
　電気所の機器の状態が変化し
た場合、旧システムでは情報を
利用す る給制等のシステムが情
報を受信した時刻を、機器の状
態が変化した時間として記録し
ます。このため伝送の遅延時間
によって、最大数秒程度の誤差

が生じていました。
　新システムでは電気所の伝送
装置が IPX サーバと時刻同期を
行っており、機器の状態が変化
した時刻を状態変化情報に付加
します。複数の状態変化が発生
した場合には、個々に時刻情報
を付加すると情報量が大きくな
りますので、100ms 単位の相対
時間を付加することで、情報量
の削減と時刻精度の向上を同時
に実現しています。
　状態変化の時刻精度が数秒単
位から 100ms 単位へ向上するこ
とで、将来は系統事故が発生し
た際、給電情報と雷情報等を組
み合わせ、系統事故の解析を行
い、より迅速で正確な事故把握
が期待されます。

（２）保守性の向上
　旧システムにおいて設定変更

等はメーカのメンテナンスが必
要でしたが、新システムでは、
IPX サーバの運用状態等の監視・
設定変更を、情報の利用箇所に
設置した監視用端末でユーザに
て実施することが可能となって
おり、保守業務の効率化を実現
しています。

5. 今後の予定
　今回、無線 IP 網を利用した給
電情報システムを開発しました。
H28 年１月に IPX サーバが運用
を開始し、一部電気所の情報が新
システムにより伝送されていま
す。今後は電気所の伝送装置を
IP 方式の新伝送装置へと順次、
移行します。平成 32 年度には情
報交換装置の運用を停止し、IPX
サーバのみを利用したシステム形
態となる予定です。

電力保安用 IP網を用いた給電情報システムの開発

第 1図　給電情報システムの構成の新旧比較

電力流通事業本部　電力システム技術センター　制御グループ

給電運用業務を行うためには、電力系統を構成している電力機器の状態表示や電圧・電流の計測値等の情報（以
下給電情報）をリアルタイムかつ正確に取得する必要があります。この給電情報を電気所から運用拠点へと集
約・配信するシステムは、給電情報システムと呼ばれ、電力の安定供給に欠かせないシステムとなっています。
既設の給電情報システムは導入から十数年が経過し、設備更新時期を迎えています。この設備更新に合わせて、
社内に構築している電力保安用ＩＰ網を用いた新たな給電情報システムの開発を行いましたので紹介します。
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した場合には、個々に時刻情報
を付加すると情報量が大きくな
りますので、100ms 単位の相対
時間を付加することで、情報量
の削減と時刻精度の向上を同時
に実現しています。
　状態変化の時刻精度が数秒単
位から 100ms 単位へ向上するこ
とで、将来は系統事故が発生し
た際、給電情報と雷情報等を組
み合わせ、系統事故の解析を行
い、より迅速で正確な事故把握
が期待されます。

（２）保守性の向上
　旧システムにおいて設定変更

等はメーカのメンテナンスが必
要でしたが、新システムでは、
IPX サーバの運用状態等の監視・
設定変更を、情報の利用箇所に
設置した監視用端末でユーザに
て実施することが可能となって
おり、保守業務の効率化を実現
しています。

5. 今後の予定
　今回、無線 IP 網を利用した給
電情報システムを開発しました。
H28 年１月に IPX サーバが運用
を開始し、一部電気所の情報が新
システムにより伝送されていま
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IP 方式の新伝送装置へと順次、
移行します。平成 32 年度には情
報交換装置の運用を停止し、IPX
サーバのみを利用したシステム形
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執筆者

第２図　状態変化時刻の精度向上
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1. 新技術の概要
　従来の送電線路で一般的に採用
されているアルミ覆鋼心アルミよ
り線（ACSR/AC）は、主に電気
を流すことを分担する導電性の高
いアルミ素線の層と、主に鉄塔間
に架線するための電線張力を分担
する強度の高いアルミ覆鋼心の層
で構成されています。
　今回開発を進めている新型電線
は、従来の電線と同等の外径・質
量でありながら、電気抵抗が低く、
送電ロスが少ない電線です。第１
図に従来の ACSR/AC と新型電
線の断面を示します。電気抵抗を
低くするには、アルミ素線の層の
断面積を広くして導電性を向上さ
せる方法があります。その方策と
して、従来のアルミ覆鋼心に変わ
り、軽量で引張強度の高い特徴を
持つカーボンコンポジット材料を
採用しています。引張強度が高い
という特徴から、アルミ覆カーボ
ンコンポジット心は、より小さい
断面積で、従来の鋼心と同等の張
力に耐えることが可能であるた
め、従来の鋼心の断面積より減少
させ、その分アルミ素線の層の断
面積を増加させています。また、
アルミ素線を従来の丸型から成形
型にして、各素線の隙間を減らし、
全断面積に占めるアルミ層の占積
率を増加させています。
　新型電線の質量については、従
来の ACSR/AC に比べアルミ断

面積の増加に伴いアルミ質量は増
加しますが、アルミ覆カーボンコ
ンポジット心はアルミ覆鋼心より
も軽量であるため、電線全体の質
量としては増加しません。第１表に、
従来電線とそれに対応する新型電
線の基本性能の比較を示します。

2. 新型電線の設計概要
　本 研 究 で は、従 来 電 線
（ACSR/AC 160mm²,410mm²）
に対して、交流電気抵抗を 20％
以上低減させるとともに、既設設
備へ適用可能とするため、電線質
量や電線風圧などの鉄塔強度に与
える影響や、電線の弛み度が従来

電線と同等となることを目的とし
ています。それらを条件として、
ACSR/AC160mm² に対応する
新 型 電 線 209mm² お よ び、
ACSR/AC410mm² に対応する
新型電線 527 mm² の 2 種類の
新型電線を開発しています。その
基本性能は第１表に示した通りで
あり、従来電線との交流抵抗比に
ついては 20% 以上の低減目標を
達成しています。

3. 各種性能確認結果
（１）素線・より線評価
　引張強度で優れるアルミ覆
カーボンコンポジット心は、圧

縮強度ではアルミ覆鋼心より劣
るものの、電線のより合わせを
最適化することで必要な圧縮強
度を確保することができていま
す。

（２）腐食試験
　アルミ覆カーボンコンポジッ
ト心に用いる材料である、カー
ボンとアルミの腐食電位差は大
きいものの、間に腐食媒体が入
らなければ、電食反応による腐
食は問題ありません。今回の新
型電線では、カーボンコンポジッ
ト心に、アルミ覆を圧着し、腐
食媒体が入らないようにしまし
た。腐食試験の結果、耐食性能
については従来のアルミ覆と同
様に、問題ない結果が得られて
います。

（３）捻り特性
　カーボンコンポジット心の捻
り特性については、従来の鋼心
と同程度の特性が得られていま
す。

（４）より線引張試験
　心線とアルミ線を撚りあわせ
た完成形状（より線）において
引張試験を実施した結果、従来
の ACSR/AC 電線と同等の結果
が得られています。

（５）温度－弛度評価
　新型電線と従来電線との温度
変化による電線の弛み度の特性
に差異は見られません。

（６）電気試験結果
　落雷時の特性を確認する直流

アーク試験、冬季の電線に着氷
した場合に発生するギャロッピ
ング現象により、電線が大きく
動揺した場合などに発生する短
絡事故を模擬した交流アーク試
験、電線から発生する不快な音
がないか確認するコロナ特性試
験等を実施した結果、問題ない
ことを確認しています。

（７）付属品・施工性評価
　新型電線の開発に合わせて、
電線を把持する金具（クランプ）
も開発しています。クランプは、
施工時に圧縮機や押込み機など
の大型工具が不要となる、施工
性のよいボルト締め付型を採用
しています。形状等を工夫する
ことで、電線把持力等の要求性
能を満足する結果が得られてい
ます。

4. 敦賀試験線での実規模試験
　新型電線に対して、従来の試験
室レベルでの性能評価が、自然環
境下での実規模レベルでも問題な
く発揮されるか確認するため、
2015 年 11 月に当社試験設備で
ある敦賀試験線（径間長 350m）
に架線しました。同試験設備につ
いては、強風・多雪地域に立地し
ているため、送電線にとって過酷
な環境となっています。
　実規模試験を実施した後に、取

外した電線の性能調査を実施する
予定です。また、今回の架線工事
で施工性の検証も行っており、特
に問題なく施工出来ることを確認
しています。

5. まとめ
　今後は、現在実施中の実規模試
験の結果検証を行った後に、適用
可能線路へ採用していく予定です。
　なお本研究は、住友電気工業株
式会社と共同で実施しています。

低ロス系新型電線の開発

第１表　従来電線と比較した基本性能

第１図　ACSR/ACと新型電線の断面比較

電力流通事業本部　電力システム技術センター　架空送電グループ

発電された電気を効率的に需要地まで送電するためには、送電線路における送電損失を極力小さくする必要
があります。送電損失の大部分は、抵抗損によるものであり、抵抗損を低減させた電線を適用していくこと
は、設備効率を向上させ送電コスト削減にも寄与します。本研究では、従来の電線に比べ抵抗が低い新型電
線の開発を進めています。
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1. 研究の背景とねらい
　PV は、太陽光発電パネルが発
電した直流電力を PCS が交流に
変換して電力系統に送り出しま
す。PCS は、連系点で系統の周
波数・電圧を見ながら交流変換し、
連系運転を維持します。しかし、
連系配電線が上位系統から切り離
されて単独運転状態になると、単
独運転区間の電圧は PV 出力と負
荷に依存して変化し、周波数の基
準は失われます。単独運転状態は、
停電線路を逆充電する安全性の問
題に加えて、負荷に不安定な電圧・
周波数が供給される問題が発生し
ます。これを防止するため、PCS
は電圧監視リレーおよび周波数監
視リレーならびに単独運転検出機
能を備えています。この単独運転
検出機能は、単独運転移行時の周
波数変化を捉えて出力停止させる
受動的方式と、能動的に系統擾乱
信号を出力して周波数変化を促す
能動的方式により構成されていま
す。一方、実際の配電系統では、
PV が好適地に集中して同一系統
に複数台の PV が連系するケース
や、既設発電設備に近接して PV
が設置されるケースが発生してい
ます。このような場合、複数 PV
の擾乱信号による相互干渉、ある
いは同期発電機の影響により単独
運転検出感度が低下する可能性が
考えられます。そこで、本研究で
は、さまざまな系統条件における
PCSの単独運転検出動作をシミュ
レーションにより確認できるよう
に、電力中央研究所が開発した電
力系統瞬時値解析プログラム
XTAP（eXpandable Transient 
Analysis Program） 上で動作す

る PCSモデルを開発しました。

2. 開発した PCSモデル
（１）基本構成
　開発した PCS モデルの全体構
成と基本仕様を第 1 図ならびに
第 1 表に示します。単独運転検
出機能の検出方式は、系統連系
規程に定められたものから代表
的なもの（第 2 表）をモデル化
しており、PCS モデルと組み合
わせて用います。

（２）周波数追従性能
　 PCS 動作の代表的な特性とし
て周波数追従性能を紹介します。
一旦、PCS モデルから単独運転
検出機能を外した状態で、第 2
図に示す系統モデルにおいて上
位系統電源の電圧位相を変化さ
せずに周波数だけをステップ的
に 60Hz から 61Hz に変化させ
ます。このとき、PCS モデルの
出力周波数が連系系統の周波数
に追従する状況を第 3 図に示し

ます。上位系統電源の周波数変
化後、PCS モデルの周波数は
0.25 秒程度で 61Hz に安定しま
した。PCS の周波数追従性能は、
単独運転移行時の周波数変化を
決めるもので、内部回路のパラ
メータ設定により実機の模擬が
行えます。

3. 解析例（単独運転）
（１）予備シミュレーション
　PV 出力と配電線負荷の平衡に
より単独運転検出が難しい条件を
見出します。第 2 図の系統にお
いて PCS から単独運転検出機能
を外し、変電所遮断器（CB）地
点における潮流（P，Q）をほぼ
零に調整して CB を遮断した場合
のシミュレーション結果を第 4
図に示します。CB 遮断前後の
PCS 出力電圧（V）や周波数（f）
の変動が小さく、電圧監視リレー
や周波数監視リレーで単独運転検
出が難しい状態を調整により見出
しました。

（２）本シミュレーション
　予備シミュレーションにより見
出した状態において単独運転検出
機能を接続した結果を第 5 図に
示します。無効電力注入信号によ
り CB 遮断前の PCS_Q は細かく
変動しますが、PCS の周波数は
系統周波数に一致しています。
CB 遮断後は、無効電力注入信号
により周波数が周期的に増減を繰
り返します。この時の周波数変動
量（｜Δf｜）を無効電力変動方
式の検出部が整定値「0.3Hz を
0.3 秒周期間隔で 2周期連続して
超過」を超えたため、単独運転を
検出しました。

4. 今後の予定
　開発したモデルは、種々の単独
運転検出機能を含めて PCS 動作
を詳細に模擬しており、その特徴
を活かして、単独運転シミュレー
ションあるいは高調波障害が発生
した際の障害解析等に活用してい
きます。

PV連系配電線の過渡解析モデルの開発

第 1表　PCSモデルの基本仕様

第 2表　単独運転検出機能の種類

第 1図　PCSモデルの全体構成

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（ネットワーク・系統）

再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入以降、メガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電設備（PV）
の配電線への連系が増え続けています。PV 連系量が増加すると、上位系統から切り離された際の単独運転
状態が継続しやすくなり、安全性や負荷機器への影響が懸念されます。PV のパワーコンディショナー
（PCS）は、単独運転検出機能を備えていますが、その動作をさまざまな系統条件で確認するには計算機シミュ
レーションが効果的です。そこで、単独運転検出機能の動作を確認できるモデルを電力中央研究所と共同で
開発しましたので、その概要を紹介します。
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1. 研究の背景とねらい
　PV は、太陽光発電パネルが発
電した直流電力を PCS が交流に
変換して電力系統に送り出しま
す。PCS は、連系点で系統の周
波数・電圧を見ながら交流変換し、
連系運転を維持します。しかし、
連系配電線が上位系統から切り離
されて単独運転状態になると、単
独運転区間の電圧は PV 出力と負
荷に依存して変化し、周波数の基
準は失われます。単独運転状態は、
停電線路を逆充電する安全性の問
題に加えて、負荷に不安定な電圧・
周波数が供給される問題が発生し
ます。これを防止するため、PCS
は電圧監視リレーおよび周波数監
視リレーならびに単独運転検出機
能を備えています。この単独運転
検出機能は、単独運転移行時の周
波数変化を捉えて出力停止させる
受動的方式と、能動的に系統擾乱
信号を出力して周波数変化を促す
能動的方式により構成されていま
す。一方、実際の配電系統では、
PV が好適地に集中して同一系統
に複数台の PV が連系するケース
や、既設発電設備に近接して PV
が設置されるケースが発生してい
ます。このような場合、複数 PV
の擾乱信号による相互干渉、ある
いは同期発電機の影響により単独
運転検出感度が低下する可能性が
考えられます。そこで、本研究で
は、さまざまな系統条件における
PCSの単独運転検出動作をシミュ
レーションにより確認できるよう
に、電力中央研究所が開発した電
力系統瞬時値解析プログラム
XTAP（eXpandable Transient 
Analysis Program） 上で動作す

る PCSモデルを開発しました。
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　開発した PCS モデルの全体構
成と基本仕様を第 1 図ならびに
第 1 表に示します。単独運転検
出機能の検出方式は、系統連系
規程に定められたものから代表
的なもの（第 2 表）をモデル化
しており、PCS モデルと組み合
わせて用います。

（２）周波数追従性能
　 PCS 動作の代表的な特性とし
て周波数追従性能を紹介します。
一旦、PCS モデルから単独運転
検出機能を外した状態で、第 2
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せずに周波数だけをステップ的
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ます。上位系統電源の周波数変
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単独運転移行時の周波数変化を
決めるもので、内部回路のパラ
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を外し、変電所遮断器（CB）地
点における潮流（P，Q）をほぼ
零に調整して CB を遮断した場合
のシミュレーション結果を第 4
図に示します。CB 遮断前後の
PCS 出力電圧（V）や周波数（f）
の変動が小さく、電圧監視リレー
や周波数監視リレーで単独運転検
出が難しい状態を調整により見出
しました。

（２）本シミュレーション
　予備シミュレーションにより見
出した状態において単独運転検出
機能を接続した結果を第 5 図に
示します。無効電力注入信号によ
り CB 遮断前の PCS_Q は細かく
変動しますが、PCS の周波数は
系統周波数に一致しています。
CB 遮断後は、無効電力注入信号
により周波数が周期的に増減を繰
り返します。この時の周波数変動
量（｜Δf｜）を無効電力変動方
式の検出部が整定値「0.3Hz を
0.3 秒周期間隔で 2周期連続して
超過」を超えたため、単独運転を
検出しました。

4. 今後の予定
　開発したモデルは、種々の単独
運転検出機能を含めて PCS 動作
を詳細に模擬しており、その特徴
を活かして、単独運転シミュレー
ションあるいは高調波障害が発生
した際の障害解析等に活用してい
きます。

執筆者

第 2図　系統モデル

第 3図　電源周波数ステップ変化時の結果

第 4図　予備シミュレーションの結果

第 5図　本シミュレーションの結果
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1. はじめに
　水力発電所では、回転機器や潤
滑用油、変圧器等を冷却するため
に冷却水が必要となります。当該
発電所は、第１図のとおり鉄管よ
り河川水を取水し冷却水として使
用しています。この河川にはカワ
ヒバリガイと呼ばれる淡水二枚貝
が生息しており、その成貝が冷却
水配管内に大量に付着したり剥が
れ落ちて下流に詰まることで、冷
却水量が低下する不具合が過去よ
り発生しています。貝を除去する
ためには配管を洗浄する必要があ
り、継続的に配管の分解清掃を
行っていました。
　過去にはカワヒバリガイの被害
への対策として、配管入口に侵入
を忌避する素材や付着捕捉する素
材を設けることで配管内への侵入
を防止する、防汚塗料を配管内部
に塗布し、配管内部に付着できな
くする、などの研究が行われてき
ましたが、いずれも実用化に至っ
ていませんでした。
　そのような中で、電力中央研究
所殿の先行研究にて、海水より微
生物を除去することを目的とした
ストレーナを応用、改良すること
で、カワヒバリガイの幼生除去に
効果を発揮することが明らかにさ
れました。今回、水力発電所の実
環境下において用いることができ
るかを、土砂流入時の処理能力へ
の影響の観点から検証することと
しました。

2. カワヒバリガイ除去ストレーナ
（１）船舶用ストレーナの改良
　カワヒバリガイの幼生は 100
μm 程度であるのに対して、船

舶用ストレーナは、数十μmオー
ダーの海中微生物を除去可能で
す。しかし、長時間運転した際に、
ろ過面へのカワヒバリガイ付着
による性能低下が懸念されまし
た。
　電力中央研究所殿では、スト
レーナのフィルタを忌避素材へ
と変更することで、性能低下を
防止し、長時間連続してカワヒ
バリガイの除去が可能になるこ
とを明らかにしました。
　カワヒバリガイが卵の状態か
ら、冷却水配管等に付着するま
でに成長するには、約２週間が
必要となりますが、今回のスト
レーナは、付着可能な状態にま
で成長した幼生も含めたカワヒ
バリガイ全て除去することをね
らいとしています。
　また装置は自動で詰りを逆洗
（通常ルートとは逆に圧力をかけ
ることで、フィルタ内部の目詰
まりを洗浄する）する機能も備
えており、常設設備として連続

運転できることも期待していま
す。

（２）河川環境への適用
　ストレーナ自体は、海洋での
使用実績は十分ありますが、河
川水は海水とは異なり、土砂な
どの異物が多量に混入している
ことから、それら異物によるス
トレーナのフィルタの目詰まり
が懸念されました。　
　さらに船舶用のストレーナは
短時間での高流量使用が前提で
あり、水力発電所で必要となる
常時連続運転での実績が把握で
きていないことから、今回土砂
が混入した環境下での連続通水
運転試験により効果を検証しま
した。

3. 試験内容及び結果
（１）試験概要
　試験方法は、第２図に示すと
おり、水槽よりポンプで水を汲
み上げて、ストレーナを通過さ

せ水槽に戻す配管系統を構成し、
水槽内に土砂試料を投入するこ
ととしました。
　試験にあたって、実河川環境
下では様々な粒子径の土砂が存
在しており、それぞれの粒子径
によってフィルタの目の詰まり
方が異なることが想定されまし
た。そこで、土砂の粒子径の違
いが、どの様な影響を与えるの
かを検証しました。
　具体的には、試験用ストレー
ナのフィルタ径に対して、それ
より小さな粒径のみの土砂粉末
である試料 A と大きな粒径の土
砂を含む試料 B を用いて、下記
の通り比較検証を行いました。

（２）試験内容及び結果
　両試料を同条件にて比較する
ため、5 分間隔で 60 秒間定期的
に逆洗を行いながら、連続運転
し、流量の変化を比較しました。
　試料 A については、100g/m³
を投入して検証しましたが、第
３図に示すとおり連続運転が可
能でした。
　試料 B については、第４図に
示すとおり 8g/m³ の投入でも、
2000 秒経過したあたりから、流
量が低下し始めました。逆洗を
実施しても回復せず、最終的に
はほぼ流量 0 となり、連続運転
が不可能となりました。

4. まとめ
　今回、船舶用のストレーナを水
力発電所のカワヒバリガイ幼生除
去に用いるため、実河川環境下で
連続使用可能かどうかを、土砂影
響の観点から検証しました。

　検証結果より、土砂の混入があ
る状況で、試験に用いた仕様のス
トレーナでは、少量であっても含
まれている土砂の粒径によって
は、連続運転できない可能性があ
ることが判明しました。
　今後は、ストレーナのろ過孔の
形状変更の効果の解明や実河川の
季節毎の濁水状況等の調査などに
より、実環境に近い状況を模擬し

て、更に性能検証を行い、実用化
に結び付けたいと考えています。
　最後に本研究は、電力中央研究
所、電源開発（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。

カワヒバリガイ除去ストレーナの土砂影響の検証

第１図　発電所冷却水系統カワヒバリガイ被害状況

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

当社の水力発電所において、カワヒバリガイが配管内に付着する影響で冷却水量が低下し、メンテナンスに
苦慮している箇所があります。過去より様々な対策を検証しましたが、効果的な対策が得られていませんで
した。昨年度、電力中央研究所殿の先行研究にて、海水から極小の微生物を除去する船舶用ストレーナを改
良することでカワヒバリガイの幼生除去に適用できることが検証されました。今回、そのストレーナが実河
川環境下で適用可能であるかを土砂流入の影響の観点から評価を行いました。
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ととしました。
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　具体的には、試験用ストレー
ナのフィルタ径に対して、それ
より小さな粒径のみの土砂粉末
である試料 A と大きな粒径の土
砂を含む試料 B を用いて、下記
の通り比較検証を行いました。

（２）試験内容及び結果
　両試料を同条件にて比較する
ため、5 分間隔で 60 秒間定期的
に逆洗を行いながら、連続運転
し、流量の変化を比較しました。
　試料 A については、100g/m³
を投入して検証しましたが、第
３図に示すとおり連続運転が可
能でした。
　試料 B については、第４図に
示すとおり 8g/m³ の投入でも、
2000 秒経過したあたりから、流
量が低下し始めました。逆洗を
実施しても回復せず、最終的に
はほぼ流量 0 となり、連続運転
が不可能となりました。

4. まとめ
　今回、船舶用のストレーナを水
力発電所のカワヒバリガイ幼生除
去に用いるため、実河川環境下で
連続使用可能かどうかを、土砂影
響の観点から検証しました。

　検証結果より、土砂の混入があ
る状況で、試験に用いた仕様のス
トレーナでは、少量であっても含
まれている土砂の粒径によって
は、連続運転できない可能性があ
ることが判明しました。
　今後は、ストレーナのろ過孔の
形状変更の効果の解明や実河川の
季節毎の濁水状況等の調査などに
より、実環境に近い状況を模擬し

て、更に性能検証を行い、実用化
に結び付けたいと考えています。
　最後に本研究は、電力中央研究
所、電源開発（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

第２図　試験配管系統

第３図　流量変化（試料A : 100g/m³）

第４図　流量変化（試料B : 8g/m³）

執 筆 者：村岡　重則
所 　 属：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
主な業務：水力技術、設備に関する研究開発に従事

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
カワヒバリガイ除去ストレーナの土砂影響の検証
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1. 背景
　発電用ガスタービンの動翼や静

翼などの燃焼ガスに直接曝される

部品では、運転時間と起動停止回

数により部品寿命が規定されてい

ます。これらの部品は非常に高価

であるにも関わらず、部品寿命は

数万時間程度と短いため、高精度

な部品の損傷・余寿命評価手法が

求められています。

　ガスタービンユーザーにおける

余寿命評価では、部品寿命に達し

て廃却された部品から試験片を切

り出し、クリープ試験などの種々

の機械試験を実施し、それらを新

材と比較することで損傷の程度を

推定し、寿命延伸の可否を判断す

るといった手法が適用される場合

があります。しかしながら、この

方法では試験片平行部の体積に依

存した平均的な力学特性しか把握

できないため、局所領域の損傷評

価には直接的には適用が困難で

す。例えば、部品の外表面に施工

される耐熱コーティング層の部分

的な剥離に伴い翼外表面近傍にお

いて局所的にクリープ損傷（高温

において材料が水飴のように変形

し破断に至る現象）が生じている

か否かを判断したい場合などがこ

れに該当します。

　結晶材料中に転位などの欠陥が

存在すると欠陥周囲において格子

間距離のばらつきが生じることが

知られています。このような転位

などの欠陥の存在に伴う原子間距

離の微視的なばらつきは微視的ひ

ずみと呼ばれており、微視的ひず

みはＸ線回折法における回折Ｘ線

の幅広がり情報から定量評価でき

ることも知られています。材料が

クリープ変形などの非弾性変形を

受けると材料中の転位密度は変化

するため、回折 X 線の幅広がり

情報から部材がクリープ損傷を受

けたかどうか直接把握できる可能

性があります。

　そこで本研究では、種々のク

リープ損傷を付与した Ni 基超合

金を供試材とした X 線回折測定

を実施し、クリープ損傷と回折 X

線幅広がりとの関係について検討

しました。

2. 実験方法
　ガスタービン用 Ni 基超合金の

鋳造材から、平板状クリープ試験

片を、負荷軸方向が［001］方位

と平行になるように加工し、試験

片としました。これらの試験片に

対して900℃、400MPaでクリー

プ試験を実施しました。50 時間、

100 時間、300 時間で試験を中

断した試験片と、破断（687時間）

まで試験を実施した試験片を作成

することで、段階的なクリープ損

傷付与試験片を作成しました。

　X 線回折測定は大型放射光施設

SPring-8 の ビ ー ム ラ イ ン

BL16XU で実施しました（第 1

図）。約 0.154nm の波長の X 線

を用いました。

3. 実験結果
　電子顕微鏡により材料のミクロ
組織を観察した結果を第 2 図に
示します．新材ではサイコロ形状
のガンマプライム相と呼ばれる本
材料の析出物相が微細に存在しま
した。一方で、クリープ損傷材で
は与えた損傷の増大（試験時間の
増大）に従いガンマプライム相の
形状は球状に変化する傾向が認め
られました。また、300 時間以
降では、ガンマプライム相の一方
向への連結も認められました。
　測定結果の一例として回折 X
線ピーク形状を第 3 図に示しま
す。第 3 図の縦軸は最大の回折
X 線強度で規格化した回折 X 線
強度を、横軸は回折 X 線角度相
当値です。第 3 図より、新材の
X 線形状は非常にシャープである
のに対して、損傷の進行とともに
次第にピーク幅が広がっているこ
とがわかります。回折 X 線ピー
クの幅は材料の損傷に伴い蓄積さ
れた欠陥の量を表していることか
ら、本結果より、クリープ試験に
より材料中に蓄積された損傷を X
線回折法により明瞭に測定できた
といえます。回折 X 線ピークの
幅に相当する値を、試験片に与え
た損傷に対してプロットした結果
を第 4 図に示します。第 4 図の
横軸は損傷度として、クリープ試
験時間をクリープ破断時間（本実
験条件では 687 時間）で割った
値を表しています。第 4 図より
回折 X 線幅相当値はクリープ損
傷初期に急激に増大することがわ
かります。ガスタービン動翼を含
め、高温構造物の信頼性評価の観

点からは、構造物中の弾性領域と
クリープ変形領域の分布を把握す
ることが重要であり、本結果に従
うと、数百ミクロンサイズに絞っ
た X 線による回折測定を、試料
座標を変化させながら行い、微視
的ひずみの分布を計算することに
より、部材中のクリープ損傷領域
を評価することができると期待さ
れます。

4. 謝辞
　X線回折測定は、大型放射光施
設 SPring-8の BL16XU におい
て、公益財団法人高輝度光科学研
究センターのご協力のもと、行わ
れました（課題番号：2013A5050,
2013B5050,2014A5050,
2014B5050）。

X線回折法によるガスタービン動翼用Ni 基超合金の損傷評価手法の開発

第 1図　大型放射光施設 SPring-8 ビームラインBL16XU実験装置

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

ガスタービン高温部品に蓄積される損傷を直接測定する手法の開発を目的として、本研究では種々のクリー
プ損傷を付与したガスタービン用 Ni 基超合金を対象とした X 線回折測定を実施し、クリープ損傷と回折 X
線幅広がりの関係性について検討しました。
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1. 背景
　発電用ガスタービンの動翼や静

翼などの燃焼ガスに直接曝される

部品では、運転時間と起動停止回

数により部品寿命が規定されてい

ます。これらの部品は非常に高価

であるにも関わらず、部品寿命は

数万時間程度と短いため、高精度

な部品の損傷・余寿命評価手法が

求められています。

　ガスタービンユーザーにおける

余寿命評価では、部品寿命に達し

て廃却された部品から試験片を切

り出し、クリープ試験などの種々

の機械試験を実施し、それらを新

材と比較することで損傷の程度を

推定し、寿命延伸の可否を判断す

るといった手法が適用される場合

があります。しかしながら、この

方法では試験片平行部の体積に依

存した平均的な力学特性しか把握

できないため、局所領域の損傷評

価には直接的には適用が困難で

す。例えば、部品の外表面に施工

される耐熱コーティング層の部分

的な剥離に伴い翼外表面近傍にお

いて局所的にクリープ損傷（高温

において材料が水飴のように変形

し破断に至る現象）が生じている

か否かを判断したい場合などがこ

れに該当します。

　結晶材料中に転位などの欠陥が

存在すると欠陥周囲において格子

間距離のばらつきが生じることが

知られています。このような転位

などの欠陥の存在に伴う原子間距

離の微視的なばらつきは微視的ひ

ずみと呼ばれており、微視的ひず

みはＸ線回折法における回折Ｘ線

の幅広がり情報から定量評価でき

ることも知られています。材料が

クリープ変形などの非弾性変形を

受けると材料中の転位密度は変化

するため、回折 X 線の幅広がり

情報から部材がクリープ損傷を受

けたかどうか直接把握できる可能

性があります。

　そこで本研究では、種々のク

リープ損傷を付与した Ni 基超合

金を供試材とした X 線回折測定

を実施し、クリープ損傷と回折 X

線幅広がりとの関係について検討

しました。

2. 実験方法
　ガスタービン用 Ni 基超合金の

鋳造材から、平板状クリープ試験

片を、負荷軸方向が［001］方位

と平行になるように加工し、試験

片としました。これらの試験片に

対して900℃、400MPaでクリー

プ試験を実施しました。50 時間、

100 時間、300 時間で試験を中

断した試験片と、破断（687時間）

まで試験を実施した試験片を作成

することで、段階的なクリープ損

傷付与試験片を作成しました。

　X 線回折測定は大型放射光施設

SPring-8 の ビ ー ム ラ イ ン

BL16XU で実施しました（第 1

図）。約 0.154nm の波長の X 線

を用いました。

3. 実験結果
　電子顕微鏡により材料のミクロ
組織を観察した結果を第 2 図に
示します．新材ではサイコロ形状
のガンマプライム相と呼ばれる本
材料の析出物相が微細に存在しま
した。一方で、クリープ損傷材で
は与えた損傷の増大（試験時間の
増大）に従いガンマプライム相の
形状は球状に変化する傾向が認め
られました。また、300 時間以
降では、ガンマプライム相の一方
向への連結も認められました。
　測定結果の一例として回折 X
線ピーク形状を第 3 図に示しま
す。第 3 図の縦軸は最大の回折
X 線強度で規格化した回折 X 線
強度を、横軸は回折 X 線角度相
当値です。第 3 図より、新材の
X 線形状は非常にシャープである
のに対して、損傷の進行とともに
次第にピーク幅が広がっているこ
とがわかります。回折 X 線ピー
クの幅は材料の損傷に伴い蓄積さ
れた欠陥の量を表していることか
ら、本結果より、クリープ試験に
より材料中に蓄積された損傷を X
線回折法により明瞭に測定できた
といえます。回折 X 線ピークの
幅に相当する値を、試験片に与え
た損傷に対してプロットした結果
を第 4 図に示します。第 4 図の
横軸は損傷度として、クリープ試
験時間をクリープ破断時間（本実
験条件では 687 時間）で割った
値を表しています。第 4 図より
回折 X 線幅相当値はクリープ損
傷初期に急激に増大することがわ
かります。ガスタービン動翼を含
め、高温構造物の信頼性評価の観

点からは、構造物中の弾性領域と
クリープ変形領域の分布を把握す
ることが重要であり、本結果に従
うと、数百ミクロンサイズに絞っ
た X 線による回折測定を、試料
座標を変化させながら行い、微視
的ひずみの分布を計算することに
より、部材中のクリープ損傷領域
を評価することができると期待さ
れます。

4. 謝辞
　X線回折測定は、大型放射光施
設 SPring-8の BL16XU におい
て、公益財団法人高輝度光科学研
究センターのご協力のもと、行わ
れました（課題番号：2013A5050,
2013B5050,2014A5050,
2014B5050）。

執筆者

第 3図　回折X線ピーク形状 第 4図　回折X線幅と損傷の関係

第 2図　損傷と組織変化の関係

執 筆 者：向井　康博
所 　 属：研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
主な業務：ガスタービン高温部品の損傷評価研究に従事
（研究に携わった人）
研究開発室　技術研究所
　　　　　　基盤技術研究室（基盤技術）　林　利彦、　出口　博史

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
X 線回折法によるガスタービン動翼用Ni 基超合金の損傷評価手法の開発
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1. 背景とねらい
　火力発電所の冷却水として利用

する海水と同時に取り込まれるク

ラゲは、処理装置を用いて減容化

しています。処理装置から排出さ

れる汚泥（クラゲの固形分）は、

水分を多く含んでいるため、構内

において天日干し（汚泥を入れた

土嚢袋をバラス上に配置）を行っ

ています（写真１）。その際、腐

敗により悪臭を発し、周辺作業環

境の悪化を招いています。その対

策として、消臭効果を持つシート

を覆い被せる方法を検討しまし

た。具体的には、現在実施されて

いる天日干しの上にシートを被

せ、臭気を閉じ込めながら消臭す

る方法です。また、本来の天日干

しの目的である乾燥への影響も確

認しました。

2. 試験方法
　消臭効果を持つシートとして、

ユニチカ株式会社製の活性炭繊維

シート、およびカバーリングシー

ト（スパンボンド不職布）を使用

しました。活性炭繊維シートは消

臭効果のある活性炭を織り込んだ

シートで、自家用車の内装などに

使用されており、消臭対象物質の

違いにより、酸性、アルカリ性の

２種類があります。また、カバー

リングシートは、機械的強度に劣

る活性炭繊維シートを保護する目

的で使用するもので、土木工事な

どにおいて土の飛散防止などに使

用されています。また、活性炭繊

維シートより劣りますが消臭性能

も持っています。試験区は、活性

炭繊維シート（酸性）にカバーリ

ングシートを重ねたもの、活性炭

繊維シート（アルカリ性）にカバー

リングシートを重ねたもの、カ

バーリングシートのみ、および対

象としてカバーをしないものの 4

区としました。シートの設置は、

バラス上に汚泥 4 袋を置き、活

性炭繊維シートを設置する区につ

いては、1×1.6ｍの活性炭繊維

シートを被せ、更に 2×2.6ｍの

カバーリングシートを被せまし

た。設置後、定期的に臭気度合い

を官能試験（環境省「嗅覚測定マ

ニュアル」による臭気強度調査法

に準拠）で確認しました（写真２）。

また、同日に搬出された汚泥が通

常の天日干しで乾燥が終了した日

に、全試験区の試験を終了し、天

日干しと同様の乾燥具合であるか

も確認しました。試験実施は、1

回目＝2014 年 6 月 9 日から 6

月 25 日、2 回目は同じシートを

用い、汚泥を交換する方法で

2014 年 6 月 25 日から 7 月 14

日まで実施しました。

3. 結果
　試験中の臭気強度の変化は第

１，２図のとおり、活性炭繊維シー

トを用いた試験区では、酸性、ア

ルカリ性の両方で試験期間を通し

て無臭でした。カバーリングシー

トのみの試験区でもカバーをしな

い試験区と比較して、臭気強度が

低下しました。汚泥の乾燥具合に

ついては、カバーをした３試験区

の含水率はカバーをしない試験区

と大差がありませんでした（第３

図）。

4. 考察
　活性炭繊維シートの試験区とカ

バーリングシートの試験区の比較

により、活性炭の消臭効果が確認

されました。以前の研究でクラゲ

腐敗臭の主要成分はイソ吉草酸で

あることを確認しています（R＆
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　火力発電所における海生生物の

臭気対策）。活性炭は親油性の臭

気物質を吸着しやすい性質があり

ます。イソ吉草酸は親油性の物質

であるため、活性炭による消臭効

果が得られたと考えられます。な

お、今回使用した酸性、およびア

ルカリ性の活性炭繊維シートは揮

発性の高い親水性の酸性ガス、お

よびアルカリガスの除去能力を強

化した製品でしたが、両者による

効果の違いは見られませんでし

た。また、カバーリングシートの

みでも臭気の低減効果があった点

については、カバーリングシート

にも消臭効果があることと、遮蔽

効果により臭気の拡散が抑えられ

ている間に、汚泥の乾燥が進み、

カバー内部の臭気が低減したこと

が考えられます。また、カバーが

含水率に影響を及ぼさなかった点

については、降雨による含水を防

ぐことができたことと、シートが

黒色のため、日光による温度上昇

効果があったことなどが要因と考

えられます。

5. まとめ
　汚泥天日干し時の悪臭対策とし

て、消臭効果を持つシートを覆い

被せる方法が効果的であることが

確認できました。本方法は、排水

設備などの浚渫土（ヘドロ）の乾燥

時などにも適用できる可能性があ

ります。その際には、悪臭の主要

成分から適切な活性炭繊維シート

を選定するとともに、可能な限り

事前の試験の実施をお勧めしま

す。

　最後に、本研究は資材の提供に

おいてユニチカ株式会社、現場試

験において南港発電所の所員、お

よび協力会社のみなさまにご協力

いただきました。　　　　　　　

　　　　

クラゲ汚泥から発生する悪臭の対策

写真１　汚泥の天日干しの様子 写真２　官能試験の様子

研究開発室　技術研究所　発電技術研究室

火力発電所のクラゲ処理装置から排出される汚泥は悪臭を発し、周辺作業環境の悪化を招いています。その
対策として、消臭効果を持つ活性炭を織り込んだシートで汚泥を覆い被せる方法が有効であることを確認し
ました。
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1. 研究の背景とねらい
　わが国では、少子高齢化が進み、
国民の 4 人に 1 人が 65 歳以上
という状況を迎えております。
　一方で、持続可能な社会への転
換課題のひとつとして、エネル
ギー問題が挙げられており、省エ
ネ・ピーク抑制として有効な
H EM S （ H o m e  E n e r g y  
Management System）の開発
が進められています。今後高齢化
が進み、高齢者施設が急増するな
か、高齢者に求められる HEMS
の必要性が高まってきておりま
す。
　高齢者に求められる機能は、ア
ンケート調査した結果、熱中症予
防やヒートショック予防および健
康増進・健康管理等の安全・安心
に関する機能であることを確認し
ました。そこで、これら機能を有
する HEMS を開発することとし
ました。　

2. １ 機能の概要
　機能の全体の概要を第１図に示
します。①健康アドバイス機能と
して、一般的に体調を客観的に評
価する際に用いる血圧・脈拍・体
温の３つのバイタルサイン（以下、
バイタル値という）をタブレット
に日々入力することにより、健康
状態の通知や体調レベルを判定
し、健康アドバイスを行います。
②高齢者の体調面を考慮した
HEMS 機能として体調レベルに
応じた空調の制御を実施します。

　また、健康アドバイスにより、
高齢者に健康行動を慫慂（支援）
することにより、外出を促進させ、
③省エネ・ピーク抑制機能として
外出時の不要な家電の電源を
OFF にすることにしました。
　健康アドバイス機能の具体例に
ついて説明します。
　第２図は、健康状態の入力通知
画面です。起床～就寝前までの行
動毎にバイタル値を入力できるよ
うにしており、これまでの値をグ
ラフ表示した上で、健康状態の通
知や過去のバイタル値との比較に
よる健康アドバイスを行うように
しております。
　また、夏期には、室内の温度と
相対湿度から暑さ指数（WBGT）
を算定し、環境省ホームページに
記載されている熱中症予防に関す
る注意喚起（第３図）をもとに熱
中症予防のアドバイスをしたり、
冬期には脳卒中などのヒート
ショック予防に関する注意喚起を
行うようにしております。

2. 2 体調レベルの判定
　入力した３つのバイタル値か
ら、以下の評価基準を設定し、そ
の組み合わせにより評価を行うこ
ととしました。
①最高・最低血圧はともに平常時
の最高・最低血が正常範囲内また
は医師の指導による目安とする値
の範囲内
②脈拍数は正常値の範囲内（50
～ 70）
③体温は平熱の自己平均との差が
±0.42℃以内
上記①～③の３項目について評価
基準に入っている個数に応じて体
調レベル判定を実施しました。（第
４図）　

2. 3 体調や室内温熱環境を
 考慮したHEMSとの連動

　前述した体調レベルをもとに空
調を制御することとしました。冬
期においては、ヒートショック予
防のため、リビングの温度を高齢
者生活熱環境研究会が示す「高齢
者・身障者に配慮した住宅熱環境
評価の基準値」をもとに体調レベ
ルに応じて設定し、さらにリビン
グの設定温度を基準に温度差が
５℃以上にならないようにトイレ
温室便座と浴室乾燥機を制御する
こととしました。
　第１表に実装した冬期のＨＥＭ
Ｓ機能の設定値を示します。

3. HEMSの機能性確認
　HEMS の機能性確認について
は、実際の高齢者住宅を想定し、
巽実験センターにおいて約 1ヶ
月間稼働させて確認しました。ま
ず、体調レベルの違いに応じてエ
アコンの設定温度を変化させるこ
とにより、エアコンの消費電力の
違いを確認しました。（第５図）
　次に、外出パターンの違い毎の
エアコン自動停止による室内温度
推移を確認しました。（第６図）
　さらに、冬期においてだけでな
く、夏期の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
を用いた熱中症予防のためのエア
コン制御についても、信号のとお
り制御できることを確認しており
ます。　　　

4. まとめ
　高齢者の体調から健康アドバイ
ス機能と体調を考慮した制御機能
を搭載したタブレットを試作し、
エアコンについては、体調レベル
に応じた制御ができることを確認
しました。現在は、タブレットへ
の入力にあたっては、バイタル値
や温湿度のデータを自動で取り込
めるようにしており、あわせて健
康アドバイス機能を充実させるた
め、健康行動の慫慂の他に服薬管
理や食事指導などの機能を付加し
ているところです。
　最後に、本研究は、大阪府立大
学との共同研究として実施しまし
た。関係者の方々には深く感謝い
たします。 

高齢者のための安全・安心を備えたHEMS機能

第１図　安全・安心機能を備えたHEMS機能

第３図　熱中症予防に関する注意喚起

第２図　健康状態の入力通知画面

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

高齢者の血圧、脈拍、体温から日々の健康をチェックし、室内環境と体調を考慮し、空調を制御する HEMS
機器を開発しました。機能としては、健康アドバイス機能，熱中症予防機能、ヒートショック予防機能等の
体調を考慮した制御機能を有しています。この機能を搭載したタブレットを用いて、冬期におけるエアコン
の機能性確認実験を行ない、高齢者の体調を考慮した制御が可能であることを確認しましたので、概要を紹
介します。
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こととしました。
　第１表に実装した冬期のＨＥＭ
Ｓ機能の設定値を示します。

3. HEMSの機能性確認
　HEMS の機能性確認について
は、実際の高齢者住宅を想定し、
巽実験センターにおいて約 1ヶ
月間稼働させて確認しました。ま
ず、体調レベルの違いに応じてエ
アコンの設定温度を変化させるこ
とにより、エアコンの消費電力の
違いを確認しました。（第５図）
　次に、外出パターンの違い毎の
エアコン自動停止による室内温度
推移を確認しました。（第６図）
　さらに、冬期においてだけでな
く、夏期の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
を用いた熱中症予防のためのエア
コン制御についても、信号のとお
り制御できることを確認しており
ます。　　　

4. まとめ
　高齢者の体調から健康アドバイ
ス機能と体調を考慮した制御機能
を搭載したタブレットを試作し、
エアコンについては、体調レベル
に応じた制御ができることを確認
しました。現在は、タブレットへ
の入力にあたっては、バイタル値
や温湿度のデータを自動で取り込
めるようにしており、あわせて健
康アドバイス機能を充実させるた
め、健康行動の慫慂の他に服薬管
理や食事指導などの機能を付加し
ているところです。
　最後に、本研究は、大阪府立大
学との共同研究として実施しまし
た。関係者の方々には深く感謝い
たします。 

執筆者

第４図　体調レベル判定

第１表　冬期のHEMS機能の設定値
１） リビングエアコンの設定

２） トイレ温室便座設定

２） 浴室乾燥機設定

第６図　外出パターンの違い毎の室内温度推移

第５図　体調レベルの違い毎の消費電力
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1. けいはんな実証住宅の概要
　家電製品、給湯や浴槽の湯はり
を生活パターンに合わせて自動で
制御し、4人家族を想定した家庭の
電気と熱のエネルギー消費行動を
無人で再現できる実験ハウスを平
成 24 年度に設置しました。人が
在室していると体温による熱や汗・
呼吸からの水分がエアコンの動作
に影響を与えるので、これを正確
に模擬するために発熱発湿装置を
設置して家人の在室スケジュール
に合わせて運転することで、実際
に人が生活しているのと同じ環境
を再現し、かつ長期間に亘り無人
で実験することができます。

2. 実証試験の概要
（１）平成 25～ 26年度の実証
　平成 25 年度はエコキュート、
太陽光発電、定置型リチウムイ
オン蓄電池等の各設備単体での
性能やエネルギー効率などの基
本性能と、これらを組合わせて
運転した場合のシステムの基本
的な挙動を検証しました。
　平成 26 年度はエコキュート、
太陽光発電、定置型リチウムイ
オン蓄電池、エネファームをい

ろいろな組合わせで運転し、一
次エネルギー削減効果を検証し
ました。
　
（２）平成 27年度の実証　　
　平成 27 年度は第１図に示すよ
うに、太陽光発電・電気自動車・
系統電力の３つを同時に制御で
きる市販品のＥＶ用パワーコン
ディショナーを使用し、エコ
キュート、太陽光発電、電気自
動車等を組合わせて運転し、一
次エネルギー削減効果を検証し
ました。
　ＥＶ用パワーコンディショ
ナーには３つの運転モードがあ
り、第２図は夜間電力で充電し
た電気自動車で宅内負荷を供給
して太陽光発電の売電量が最大
となるエコノミーモード（売電
最大）、第３図は昼間の宅内負荷
は太陽光発電で供給し、その余
剰を売電するエコノミーモード
（余剰売電）、第４図は昼間の宅
内負荷は太陽光発電で供給し、
その余剰は電気自動車に充電し
て夜間に利用するグリーンモー
ド（余剰充電）で、それぞれ運
転した場合の一例です。
　エコノミーモードではエコ

キュートを夜間電力で沸き上げ、
グリーンモードでは太陽光発電
の電力を使って昼間に沸き上げ
るように設定しています。
　太陽光発電で発電した電力を
宅内でできるだけ消費するグ
リーンモードでは売電量は減少
しますが、一次エネルギー消費
量を大幅に削減できることを検
証しました。

（３）災害時の電気の自立システムの実証
　第１図に示すＥＶ用パワーコン
ディショナーのシステムを使って、
非常災害で系統電力が途絶した
場合の宅内負荷の電源確保の技
術実証を行っています。非常災
害時に最低限必要な宅内負荷に
絞り、かつ良い天気が続けば、
第５図および第６図のように太
陽光発電で昼間の宅内負荷を供
給し、余剰電力は電気自動車に
充電して夜間に使用することで、
約１週間程度でも自立運転が継
続できることを検証しました。

（４）HEMS（Home Energy
Management System）
によるピーク抑制制御の実証

　需給逼迫時に HEMS でエアコ
ンや EV 用パワーコンディショ
ナーを制御して、電力のピーク
抑制を実証しています。第８図
に示すように、EV 用パワーコン
ディショナーの運転モードをグ
リーンモード（余剰充電）から
エコノミーモード（売電最大）
に切替えることで太陽光発電で

発電した電力を系統へ流すこと
ができます。また、エアコンの
設定温度を変更することで宅内
負荷を大幅に削減することがで
きることを検証しました。

3. まとめ
　エコキュート、太陽光発電システ
ム、電気自動車等を使った一次エネ
ルギー消費量の削減やHEMSを
使ったピーク抑制、災害時の電気

の自立を実現するための運転方法
の確立を目指した実証データの取
得を行いました。今後はこれまで

に得られた成果を踏まえて、天候の
変化にも対応したより効率的な運
転方法について検討する予定です。

けいはんな実証住宅におけるエネルギーマネジメント研究

　写真１　実験ハウスの外観

第１図　ＥＶ用パワーコンディ
　 　　ショナーの試験回路構成

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）

けいはんな学研都市で、エコキュート、太陽光発電システム、電気自動車等を組み合わせて、住宅で消費
される一次エネルギー消費量の削減やピーク抑制、災害時を想定した電気の自立を実現するための運用
技術を実証し、　エネルギーマネジメント提案に活かすことを目的とした研究に取り組んでいますので、
ご紹介します。
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1. けいはんな実証住宅の概要
　家電製品、給湯や浴槽の湯はり
を生活パターンに合わせて自動で
制御し、4人家族を想定した家庭の
電気と熱のエネルギー消費行動を
無人で再現できる実験ハウスを平
成 24 年度に設置しました。人が
在室していると体温による熱や汗・
呼吸からの水分がエアコンの動作
に影響を与えるので、これを正確
に模擬するために発熱発湿装置を
設置して家人の在室スケジュール
に合わせて運転することで、実際
に人が生活しているのと同じ環境
を再現し、かつ長期間に亘り無人
で実験することができます。

2. 実証試験の概要
（１）平成 25～ 26年度の実証
　平成 25 年度はエコキュート、
太陽光発電、定置型リチウムイ
オン蓄電池等の各設備単体での
性能やエネルギー効率などの基
本性能と、これらを組合わせて
運転した場合のシステムの基本
的な挙動を検証しました。
　平成 26 年度はエコキュート、
太陽光発電、定置型リチウムイ
オン蓄電池、エネファームをい

ろいろな組合わせで運転し、一
次エネルギー削減効果を検証し
ました。
　
（２）平成 27年度の実証　　
　平成 27 年度は第１図に示すよ
うに、太陽光発電・電気自動車・
系統電力の３つを同時に制御で
きる市販品のＥＶ用パワーコン
ディショナーを使用し、エコ
キュート、太陽光発電、電気自
動車等を組合わせて運転し、一
次エネルギー削減効果を検証し
ました。
　ＥＶ用パワーコンディショ
ナーには３つの運転モードがあ
り、第２図は夜間電力で充電し
た電気自動車で宅内負荷を供給
して太陽光発電の売電量が最大
となるエコノミーモード（売電
最大）、第３図は昼間の宅内負荷
は太陽光発電で供給し、その余
剰を売電するエコノミーモード
（余剰売電）、第４図は昼間の宅
内負荷は太陽光発電で供給し、
その余剰は電気自動車に充電し
て夜間に利用するグリーンモー
ド（余剰充電）で、それぞれ運
転した場合の一例です。
　エコノミーモードではエコ

キュートを夜間電力で沸き上げ、
グリーンモードでは太陽光発電
の電力を使って昼間に沸き上げ
るように設定しています。
　太陽光発電で発電した電力を
宅内でできるだけ消費するグ
リーンモードでは売電量は減少
しますが、一次エネルギー消費
量を大幅に削減できることを検
証しました。

（３）災害時の電気の自立システムの実証
　第１図に示すＥＶ用パワーコン
ディショナーのシステムを使って、
非常災害で系統電力が途絶した
場合の宅内負荷の電源確保の技
術実証を行っています。非常災
害時に最低限必要な宅内負荷に
絞り、かつ良い天気が続けば、
第５図および第６図のように太
陽光発電で昼間の宅内負荷を供
給し、余剰電力は電気自動車に
充電して夜間に使用することで、
約１週間程度でも自立運転が継
続できることを検証しました。

（４）HEMS（Home Energy
Management System）
によるピーク抑制制御の実証

　需給逼迫時に HEMS でエアコ
ンや EV 用パワーコンディショ
ナーを制御して、電力のピーク
抑制を実証しています。第８図
に示すように、EV 用パワーコン
ディショナーの運転モードをグ
リーンモード（余剰充電）から
エコノミーモード（売電最大）
に切替えることで太陽光発電で

発電した電力を系統へ流すこと
ができます。また、エアコンの
設定温度を変更することで宅内
負荷を大幅に削減することがで
きることを検証しました。

3. まとめ
　エコキュート、太陽光発電システ
ム、電気自動車等を使った一次エネ
ルギー消費量の削減やHEMSを
使ったピーク抑制、災害時の電気

の自立を実現するための運転方法
の確立を目指した実証データの取
得を行いました。今後はこれまで

に得られた成果を踏まえて、天候の
変化にも対応したより効率的な運
転方法について検討する予定です。

執筆者

第３図　エコノミーモード（余剰売電）

　第６図　自立運転の実験結果２

　第５図　自立運転の実験結果１

第４図　グリーンモード（余剰充電）

第７図　自立運転時の EV用
　　　　パワーコンディショナーの
　　　　リモコンの画面

第８図　HEMSによるピーク抑制制御

第２図　エコノミーモード（売電最大）
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1. はじめに
　ルームエアコンは、省エネ性と
快適性を兼ね備えていることが昨
今では常識となっています。各
メーカーとも暖房機能を中心とし
て、床温度や人の位置などをセン
シングして気流の温度や向きをコ
ントロールする機能など、省エネ
性と快適性をいずれも実現する技
術を搭載したエアコンを開発して
います。エアコン暖房は、快適性
の点では良い印象を持っていない
といった声が聞かれますが、定量
的評価を実施することで、そのイ
メージを払拭できるのではないか
と考えています。評価するために
は被験者実験が伴いますが、コス
ト面、技術面、時間的な制約から
被験者実験を実施することは容易
ではありません。またエアコンの
性能は今後も進展していくことか
ら、評価対象とその結果は常に更
新することが必要となってきま
す。したがって、お客さまに対し
て、タイムリーにエアコン暖房の
快適性を発信していくためには、
被験者実験を伴わずとも容易に快
適性評価ができる技術を開発する
必要があります。そこで本研究で
は、暖房環境の快適性評価技術の
開発のための基礎的検討として、
サーマルマネキン（第2章で説明）
による温熱環境の計測と若年層被
験者の温冷感申告（第4章で説明）
の測定を行い、等価温度（第 3
章で説明）との関係を評価しまし
た。

2. サーマルマネキン
　サーマルマネキンとは、人体形
状をした温熱環境測定器であり、
皮膚表面温度（Ts）の制御と、皮
膚表面温度と顕熱損失量（Q）の
計測を 22 の独立した部位毎に行
います（第 1 図）。全身表面の皮
膚下部にニッケルワイヤが巻きつ
いている構造となっており、これ
が発熱体の機能（電力供給により
発熱）と温度センサの機能（抵抗
値が温度でリニアに変化すること
を利用）を併せ持っています。

3. 等価温度
　等価温度（Teq）とは、皮膚表
面温度（Ts）を顕熱損失量（Q）
で補正した温熱環境の指標であ
り、皮膚表面温度は周辺環境の温
度の影響を受けることから、体感
温度に近いと考えられています
（式①）。等価温度（Teq）では、
顕熱の移動（温度差による熱移動）
のみ考慮され、潜熱（物質の状態
変化［気体、液体、固体］に伴う
熱で、気化熱、凝縮熱など）を無

視しているため、発汗を伴わない
暖房空間の評価に適しています。
サーマルマネキンでは部位ごとの
皮膚表面温度（Ts）と顕熱損失量
（Q）が計測されるため、暖房空
間の等価温度（Teq）は式①の熱
抵抗（R）を事前に求めておけば
容易に計算できます。しかしなが
ら温冷感を示す指標ではないこと
から、例えば等価温度 22℃の温
熱環境は快適かどうかは判断がで
きません。

4. 温冷感申告値
　温冷感申告値とは、暑さ、寒さ
の程度を数値で示す指標です。国
際的な基準の ISO7730 でも使用
されているのが 7 段階温冷感尺
度（第 2図）であり、暑い側を＋、
寒い側をー、中立状態を0として、
-3 から +3 の 7 段階で被験者が
申告する方法です。上記基準で規
定されている PMV という指標で

は、不快者率 10％以下となる ±
0.5 以内を快適環境として推奨し
ています。本研究でも PMV に倣
い、±0.5 以内を快適環境として
評価しました。

5. 暖房環境の計測技術の開発
　ここまでサーマルマネキン、等
価温度、温冷感申告値について説
明しましたが、これら特徴と関係
性から、どのような暖房環境の計
測技術の開発ができそうかを説明
します。等価温度はサーマルマネ
キンの計測値から簡単に計算がで
きますが、温冷感についての情報
は含まれていません。一方、温冷
感申告値は被験者実験が必要です
が、温冷感の情報が含まれていま
す。そこで等価温度と温冷感申告
値を関連付けることができれば、
サーマルマネキンによる計測で被
験者実験と同等の温冷感評価がで
きる可能性があると仮説を立てま
した。

6. 等価温度と温冷感申告の比較
　実験では冬季の室内での暖房時
を想定した複数の条件に対して、
サーマルマネキンと 3 人の若年

層の被験者を同一の温熱環境下に
置き、サーマルマネキンの表面皮
膚温度（Ts）や顕熱損失量（Q）、
被験者の温冷感申告などを測定し
ました（第3図）。測定値からサー
マルマネキンの等価温度（Teq）
を計算し、被験者の温冷感申告の
比較を行いました。その一例とし
て被験者Ａの結果を第 4 図に示
します。被験者Ａは 22 歳の標準
体型（171cm、60kg）の男性で、
室温は概ね 16℃～ 26℃を推移
していました。グラフの横軸は
サーマルマネキンの等価温度、縦
軸は被験者の全身の温冷感申告値
です。両者は正の相関が見られま
す。PMV に倣い、快適範囲を ±
0.5 以内として評価すると、等価
温度が 19℃から 22℃の間が快
適であったと評価できます。また、
他の被験者では快適範囲が広いこ

とが示されており、個人差があっ
たことがわかりました。

7. まとめ
　暖房環境の快適性評価技術の開
発のための基礎的検討を行いまし
た。温冷感申告と等価温度には相
関があることを確認できました。
しかしながら暖房環境の評価指標
を提案するには、データ数が十分
ではありません。今後は中高年層
や女性など被験者の属性の範囲を
広げてデータ数を増やし、サーマ
ルマネキン測定を前提とした暖房
環境の計測技術の開発とその妥当
性を検証する予定です。
　本報告は神戸大学高田暁准教授
とともに行った研究成果です。こ
こに厚く御礼申し上げます。

暖房環境の快適性評価技術の開発に向けて

　第 1図　サーマルマネキンの概要

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）

お客さまに対して、タイムリーにエアコン暖房の快適性を発信していくためには、被験者実験を伴わずとも
容易に快適性評価ができる技術が必要です。その開発に向けて、基礎的な検討を行いましたのでご紹介します。
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1. はじめに
　ルームエアコンは、省エネ性と
快適性を兼ね備えていることが昨
今では常識となっています。各
メーカーとも暖房機能を中心とし
て、床温度や人の位置などをセン
シングして気流の温度や向きをコ
ントロールする機能など、省エネ
性と快適性をいずれも実現する技
術を搭載したエアコンを開発して
います。エアコン暖房は、快適性
の点では良い印象を持っていない
といった声が聞かれますが、定量
的評価を実施することで、そのイ
メージを払拭できるのではないか
と考えています。評価するために
は被験者実験が伴いますが、コス
ト面、技術面、時間的な制約から
被験者実験を実施することは容易
ではありません。またエアコンの
性能は今後も進展していくことか
ら、評価対象とその結果は常に更
新することが必要となってきま
す。したがって、お客さまに対し
て、タイムリーにエアコン暖房の
快適性を発信していくためには、
被験者実験を伴わずとも容易に快
適性評価ができる技術を開発する
必要があります。そこで本研究で
は、暖房環境の快適性評価技術の
開発のための基礎的検討として、
サーマルマネキン（第2章で説明）
による温熱環境の計測と若年層被
験者の温冷感申告（第4章で説明）
の測定を行い、等価温度（第 3
章で説明）との関係を評価しまし
た。

2. サーマルマネキン
　サーマルマネキンとは、人体形
状をした温熱環境測定器であり、
皮膚表面温度（Ts）の制御と、皮
膚表面温度と顕熱損失量（Q）の
計測を 22 の独立した部位毎に行
います（第 1 図）。全身表面の皮
膚下部にニッケルワイヤが巻きつ
いている構造となっており、これ
が発熱体の機能（電力供給により
発熱）と温度センサの機能（抵抗
値が温度でリニアに変化すること
を利用）を併せ持っています。

3. 等価温度
　等価温度（Teq）とは、皮膚表
面温度（Ts）を顕熱損失量（Q）
で補正した温熱環境の指標であ
り、皮膚表面温度は周辺環境の温
度の影響を受けることから、体感
温度に近いと考えられています
（式①）。等価温度（Teq）では、
顕熱の移動（温度差による熱移動）
のみ考慮され、潜熱（物質の状態
変化［気体、液体、固体］に伴う
熱で、気化熱、凝縮熱など）を無

視しているため、発汗を伴わない
暖房空間の評価に適しています。
サーマルマネキンでは部位ごとの
皮膚表面温度（Ts）と顕熱損失量
（Q）が計測されるため、暖房空
間の等価温度（Teq）は式①の熱
抵抗（R）を事前に求めておけば
容易に計算できます。しかしなが
ら温冷感を示す指標ではないこと
から、例えば等価温度 22℃の温
熱環境は快適かどうかは判断がで
きません。

4. 温冷感申告値
　温冷感申告値とは、暑さ、寒さ
の程度を数値で示す指標です。国
際的な基準の ISO7730 でも使用
されているのが 7 段階温冷感尺
度（第 2図）であり、暑い側を＋、
寒い側をー、中立状態を0として、
-3 から +3 の 7 段階で被験者が
申告する方法です。上記基準で規
定されている PMV という指標で

は、不快者率 10％以下となる ±
0.5 以内を快適環境として推奨し
ています。本研究でも PMV に倣
い、±0.5 以内を快適環境として
評価しました。

5. 暖房環境の計測技術の開発
　ここまでサーマルマネキン、等
価温度、温冷感申告値について説
明しましたが、これら特徴と関係
性から、どのような暖房環境の計
測技術の開発ができそうかを説明
します。等価温度はサーマルマネ
キンの計測値から簡単に計算がで
きますが、温冷感についての情報
は含まれていません。一方、温冷
感申告値は被験者実験が必要です
が、温冷感の情報が含まれていま
す。そこで等価温度と温冷感申告
値を関連付けることができれば、
サーマルマネキンによる計測で被
験者実験と同等の温冷感評価がで
きる可能性があると仮説を立てま
した。

6. 等価温度と温冷感申告の比較
　実験では冬季の室内での暖房時
を想定した複数の条件に対して、
サーマルマネキンと 3 人の若年

層の被験者を同一の温熱環境下に
置き、サーマルマネキンの表面皮
膚温度（Ts）や顕熱損失量（Q）、
被験者の温冷感申告などを測定し
ました（第3図）。測定値からサー
マルマネキンの等価温度（Teq）
を計算し、被験者の温冷感申告の
比較を行いました。その一例とし
て被験者Ａの結果を第 4 図に示
します。被験者Ａは 22 歳の標準
体型（171cm、60kg）の男性で、
室温は概ね 16℃～ 26℃を推移
していました。グラフの横軸は
サーマルマネキンの等価温度、縦
軸は被験者の全身の温冷感申告値
です。両者は正の相関が見られま
す。PMV に倣い、快適範囲を ±
0.5 以内として評価すると、等価
温度が 19℃から 22℃の間が快
適であったと評価できます。また、
他の被験者では快適範囲が広いこ

とが示されており、個人差があっ
たことがわかりました。

7. まとめ
　暖房環境の快適性評価技術の開
発のための基礎的検討を行いまし
た。温冷感申告と等価温度には相
関があることを確認できました。
しかしながら暖房環境の評価指標
を提案するには、データ数が十分
ではありません。今後は中高年層
や女性など被験者の属性の範囲を
広げてデータ数を増やし、サーマ
ルマネキン測定を前提とした暖房
環境の計測技術の開発とその妥当
性を検証する予定です。
　本報告は神戸大学高田暁准教授
とともに行った研究成果です。こ
こに厚く御礼申し上げます。

執筆者

第 3図　実験イメージ

第 2図　7段階温冷感尺度

第 4図　全身の等価温度と温冷感申告値

執 筆 者：石黒　晃子
所 　 属：研究開発室　技術研究所　
　　　　　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：住宅の温熱環境とエネルギーに関する研究に従事
（研究に携わった人）
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）　平尾　謙治
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暖房環境の快適性評価技術の開発に向けて
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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。そこで本研究では、

2014 年度より従来のガス給湯器

に加えて、省エネが期待できるＨ

Ｐを組み合わせたハイブリッド方

式が導入できないか実際の営業店

舗の給湯システム各部に温度計や

流量計を設置して、検討しました。

2. 温湿度・流量測定の概要
（１）測定対象建物
　測定対象は関西に建つフィッ

トネスクラブです。建物は南北

43ｍ、東 西 25ｍ（延 床 面 積

3,500ｍ²）で、地上 3 階建て、

構造は RC 造となっています。1

階にスタッフルーム、25ｍ×6

コースの屋内温水プール、ジャ

グジー、設備室があり、2 階にス

タジオ、託児室、男女浴室、脱

衣場、3階にトレーニングルーム、

スタジオ、屋上があります。

（２）給湯システム
　システムの概要を第 1 図に示

します。3 階屋上にガス給湯器お

よびコージェネレーションシス

テム（以下、コジェネ）が設置

されており、シャワーや風呂に

利用する給湯系統と、プール、

風呂、ジャグジーのろ過循環水

の加熱源および空調熱源として

利用する温水加温系統で構成さ

れています。

（３）測定概要
　各配管の温度と流量、設備室、

浴室、プール室、屋上の温湿度、

および各ポンプの使用電力、ガ

ス給湯器のガス使用量を測定し

ました。

3. 目視および放射温度計に
よる表面温度調査

（１）屋上配管
　貯湯槽への給水配管やコジェ

ネと貯湯槽間の配管において水

漏れが見られました。また調査

のために配管の外装材を外した

時に、断熱材が湿って劣化（変色）

している箇所が見られました（写

真 1）。雨水の流入や配管継手部

分からの漏水と思われます。

　次に貯湯槽周りの熱画像カメ

ラによる熱損失箇所の特定を行

いました。貯湯槽に付属するセ

ンサー、金具、脚部が高温になっ

ていました（写真 2）。

（２）設備室
　1 階の設備室には風呂とプール

のろ過装置と各熱交換器が設置

されています。写真 3 に示すろ

過器周りの熱画像では、断熱材

がなく高温部位が見られました。

4. 温水加温系統の熱損失
　風呂Ａ、風呂Ｂおよびジャグ

ジーの熱交換器一次側の熱損失に

ついて算定しました。2014 年

11 月 19 日の日積算供給熱量

Q1、熱交換時の消費熱量 Q2、

熱交換器停止時の消費熱量 Q3 と

して、Q2、Q3 は、それぞれ熱

交換器が停止時、運転時の温度差

を積算して算定しています。

「風呂Ａ」第 2図

　Q1＝Σ（T1-T3）×F2×ρ×ｃ

「風呂Ｂ」第 3図

　Q1＝Σ（T1-T4）×F3×ρ×ｃ

「ジャグジー」第 4図

　Q1＝Σ（T1-T2）×F1×ρ×ｃ

ρは水の密度 [kg/L]、ｃは水の比

熱［MJ/℃kg］です。

　風呂Ａ、風呂Ｂおよびジャグ

ジーの各Q3 は全供給熱量Q1 に

対して 50～ 60％が消費されて

フィットネスクラブの給湯システム実態調査

第１図　システムの概要（測定箇所）

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）

本研究では、多くの給湯エネルギーを使用しているフィットネスクラブにおいて、電気式ヒートポンプ（以
下、ＨＰ）の導入検討を目的に、2014 年度から実際の営業店舗の給湯システム各部に温度計や流量計を設置
して、エネルギーの使用実態を計測しましたので、これまで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。そこで本研究では、

2014 年度より従来のガス給湯器

に加えて、省エネが期待できるＨ

Ｐを組み合わせたハイブリッド方

式が導入できないか実際の営業店

舗の給湯システム各部に温度計や

流量計を設置して、検討しました。

2. 温湿度・流量測定の概要
（１）測定対象建物
　測定対象は関西に建つフィッ

トネスクラブです。建物は南北

43ｍ、東 西 25ｍ（延 床 面 積

3,500ｍ²）で、地上 3 階建て、

構造は RC 造となっています。1

階にスタッフルーム、25ｍ×6

コースの屋内温水プール、ジャ

グジー、設備室があり、2 階にス

タジオ、託児室、男女浴室、脱

衣場、3階にトレーニングルーム、

スタジオ、屋上があります。

（２）給湯システム
　システムの概要を第 1 図に示

します。3 階屋上にガス給湯器お

よびコージェネレーションシス

テム（以下、コジェネ）が設置

されており、シャワーや風呂に

利用する給湯系統と、プール、

風呂、ジャグジーのろ過循環水

の加熱源および空調熱源として

利用する温水加温系統で構成さ

れています。

（３）測定概要
　各配管の温度と流量、設備室、

浴室、プール室、屋上の温湿度、

および各ポンプの使用電力、ガ

ス給湯器のガス使用量を測定し

ました。

3. 目視および放射温度計に
よる表面温度調査

（１）屋上配管
　貯湯槽への給水配管やコジェ

ネと貯湯槽間の配管において水

漏れが見られました。また調査

のために配管の外装材を外した

時に、断熱材が湿って劣化（変色）

している箇所が見られました（写

真 1）。雨水の流入や配管継手部

分からの漏水と思われます。

　次に貯湯槽周りの熱画像カメ

ラによる熱損失箇所の特定を行

いました。貯湯槽に付属するセ

ンサー、金具、脚部が高温になっ

ていました（写真 2）。

（２）設備室
　1 階の設備室には風呂とプール

のろ過装置と各熱交換器が設置

されています。写真 3 に示すろ

過器周りの熱画像では、断熱材

がなく高温部位が見られました。

4. 温水加温系統の熱損失
　風呂Ａ、風呂Ｂおよびジャグ

ジーの熱交換器一次側の熱損失に

ついて算定しました。2014 年

11 月 19 日の日積算供給熱量

Q1、熱交換時の消費熱量 Q2、

熱交換器停止時の消費熱量 Q3 と

して、Q2、Q3 は、それぞれ熱

交換器が停止時、運転時の温度差

を積算して算定しています。

「風呂Ａ」第 2図

　Q1＝Σ（T1-T3）×F2×ρ×ｃ

「風呂Ｂ」第 3図

　Q1＝Σ（T1-T4）×F3×ρ×ｃ

「ジャグジー」第 4図

　Q1＝Σ（T1-T2）×F1×ρ×ｃ

ρは水の密度 [kg/L]、ｃは水の比

熱［MJ/℃kg］です。

　風呂Ａ、風呂Ｂおよびジャグ

ジーの各Q3 は全供給熱量Q1 に

対して 50～ 60％が消費されて

執筆者

写真 1　屋上配管水漏れ状況

写真 2　貯湯槽周り温度分布

写真 3　ろ過器周り温度分布 第 4図　ジャグジー熱交換器周りの熱量
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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（都市・産業エネルギー）
フィットネスクラブの給湯システム実態調査
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1. 研究の背景とねらい
　工場敷地内の機械室にある集
中ボイラより、複数の建屋およ
び蒸気利用設備へ蒸気を供給す
る際には、ボイラと各蒸気利用
先が点在している関係もあり、
一般的に蒸気を搬送する配管が
長くなります。配管等に保温対
策をしていても、熱ロス低減は
課題です。
　この蒸気搬送に伴う熱ロス量
の把握には、蒸気量の実測が必
要です。単純な系統の場合には、
供給側のボイラ出口と消費先末
端に設置した蒸気流量計で、流
量差より蒸気搬送ロス量を把握
することができます。実際の工
場は複数の消費先が多岐にわた
り、複雑なため、消費先に流量
計を設置していない場合が多く、
ボイラ出口の供給側でしか把握
できないのが実態です。
　そこで、新たに流量計を設置
しなくても、蒸気系統の設計・
運用情報等を用いて、蒸気搬送
ロスを推定する技術開発に取り

組むことにしました。今回は、
その研究の中間報告として蒸気
搬送ロスの計測結果と分析結果
について紹介します。

2. 蒸気搬送ロスの計測
（１）計測対象工場の蒸気系統
　大阪府下にある電気機器製造
工場の協力を得て、蒸気搬送ロ
スの計測を行いました。この工
場には、複数の建屋があり、ボ
イラで発生させた飽和蒸気（約
150℃）を敷地内にある複数の
蒸気利用設備に供給しています。
工場内にある２つの蒸気系統
（Ａ・Ｂ系統）の蒸気搬送ロス量
を把握するため、供給側と消費
側に蒸気流量計を設置して、計
測を行いました。蒸気系統の概
略を第 1図に示します。

（２）蒸気搬送ロスの計測結果
　２系統（Ａ・Ｂ系統）で計測し
た蒸気消費量（11 月平均）を第
2 図に示します。計測結果より蒸
気搬送ロス量（供給側と消費側

の蒸気量の差）は、Ａ系統で供給
蒸気の約 20％、またＢ系統で供
給蒸気の約 35％を占めているこ
とが分かりました。配管長の短
いＢ系統の方が、Ａ系統よりロス
量の割合が大きい結果でしたが、
これは配管サイズや保温状態の
違い等が影響していると考えら
れます。また、２系統合計の年
間ロス量は、約千百トンになり、
燃料費と水道代にして約 640 万
円相当の損失になることが分か
りました。
　計測結果に基づく熱ロス把握
に加え、現地搬送系統および蒸
気利用先に関し詳細調査も行い、
熱ロス要因の特定と蒸気運用方
法変更などの提案もでき、具体
的なロス削減対策にもつなげて
頂けました。

3. 試験装置を用いた放熱ロス分析
（１）放熱ロス試験の概要
　蒸気は、使用側の条件（温度・
流量）にあわせて供給する必要
があり、蒸気圧力毎に系統を分
ける場合があります。蒸気圧力
の違いが搬送ロスに及ぼす影響
も把握する必要があるため、試
験装置を用いたラボ計測を行い
ました。蒸気搬送ロスには、熱
ロスと漏れによるロスがありま
すが、この研究では熱ロスのみ
を試験対象としました。また、
蒸気系統の構成品（配管と蒸気
弁、フランジ）を順次入れ替えて、
蒸気圧力と保温状態の違いによ
る放熱ロスの影響を確認しまし
た。試験装置の概略を第 3 図に
示します。

（２）放熱ロスの分析結果
　流量変動のない定常状態にお
ける配管の放熱ロス低減量（裸
状態の配管と保温材取り付け状
態における放熱ロス量の差）の
結果を第 4 図に示します。放熱
ロス低減量は、蒸気圧力の高い
方が、また配管サイズの大きい
方が、多くなりました。
　また、構成品（50Ａ仕様）の
内外温度差と放熱ロス（熱量）
および熱抵抗値（構成品の内外
温度差を熱量で割った値）の関
係を、第 5 図に示します。いず
れの構成品も保温材有りの方が、
放熱ロスは抑制されています。
また、保温材有・無における内
外温度差の変化幅は、構成品の
種類により異なっていますが、
これは構成品の厚み（蒸気接触
面から外部表面の幅）の違い等
が影響していると考えられます。

さらに、保温材有・無における
熱抵抗値の変化状況が、配管と
蒸気弁・フランジで異なってい
ますが、放熱ロスと内外温度差
の変化率（保温材有・無の変化
割合）の大小関係が影響してい
ます。

4. まとめと今後の取り組み
　ボイラと蒸気利用設備の距離
が遠い場合には、大きな蒸気搬
送ロスが生じることを工場の蒸
気計測により確認できました。
　また、放熱ロスの抑制には、
構成品の内外温度差の縮小化や
熱抵抗値の拡大化が大切ですが、
それらに関連する要素（①蒸気
圧力、②構成品の種類・サイズ、
③保温状態）と放熱ロスの関係

を試験により確認できました。
　今後は、得られた放熱ロスの
特性と熱損失の計算手法を組み
合わせて、蒸気搬送ロス量を推
定する技術開発に取り組み、需
要家さまへの熱ロス削減コンサ
ルの支援ツールとして活用し、
さらなる省エネに貢献したいと
考えます。

蒸気の搬送ロス抑制に関する研究

第 1図　蒸気系統の概略図 第 2図　蒸気搬送ロスの日平均

（ｂ）Ｂ系統

（ａ）Ａ系統

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）

加熱用の媒体として多くの工場などで利用されている蒸気は、ボイラで発生させた後、蒸気利用設備まで配
管を用いて搬送されます。しかし、保温材を取り付けた配管を用いても、放熱等により熱ロスが生じます。
本研究では、エネルギー有効利用の観点から、蒸気の搬送ロスを抑制する技術開発に取り組んでいます。今
回は、工場の蒸気計測と放熱ロス試験により得られた結果について紹介します。
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1. 研究の背景とねらい
　工場敷地内の機械室にある集
中ボイラより、複数の建屋およ
び蒸気利用設備へ蒸気を供給す
る際には、ボイラと各蒸気利用
先が点在している関係もあり、
一般的に蒸気を搬送する配管が
長くなります。配管等に保温対
策をしていても、熱ロス低減は
課題です。
　この蒸気搬送に伴う熱ロス量
の把握には、蒸気量の実測が必
要です。単純な系統の場合には、
供給側のボイラ出口と消費先末
端に設置した蒸気流量計で、流
量差より蒸気搬送ロス量を把握
することができます。実際の工
場は複数の消費先が多岐にわた
り、複雑なため、消費先に流量
計を設置していない場合が多く、
ボイラ出口の供給側でしか把握
できないのが実態です。
　そこで、新たに流量計を設置
しなくても、蒸気系統の設計・
運用情報等を用いて、蒸気搬送
ロスを推定する技術開発に取り

組むことにしました。今回は、
その研究の中間報告として蒸気
搬送ロスの計測結果と分析結果
について紹介します。

2. 蒸気搬送ロスの計測
（１）計測対象工場の蒸気系統
　大阪府下にある電気機器製造
工場の協力を得て、蒸気搬送ロ
スの計測を行いました。この工
場には、複数の建屋があり、ボ
イラで発生させた飽和蒸気（約
150℃）を敷地内にある複数の
蒸気利用設備に供給しています。
工場内にある２つの蒸気系統
（Ａ・Ｂ系統）の蒸気搬送ロス量
を把握するため、供給側と消費
側に蒸気流量計を設置して、計
測を行いました。蒸気系統の概
略を第 1図に示します。

（２）蒸気搬送ロスの計測結果
　２系統（Ａ・Ｂ系統）で計測し
た蒸気消費量（11 月平均）を第
2 図に示します。計測結果より蒸
気搬送ロス量（供給側と消費側

の蒸気量の差）は、Ａ系統で供給
蒸気の約 20％、またＢ系統で供
給蒸気の約 35％を占めているこ
とが分かりました。配管長の短
いＢ系統の方が、Ａ系統よりロス
量の割合が大きい結果でしたが、
これは配管サイズや保温状態の
違い等が影響していると考えら
れます。また、２系統合計の年
間ロス量は、約千百トンになり、
燃料費と水道代にして約 640 万
円相当の損失になることが分か
りました。
　計測結果に基づく熱ロス把握
に加え、現地搬送系統および蒸
気利用先に関し詳細調査も行い、
熱ロス要因の特定と蒸気運用方
法変更などの提案もでき、具体
的なロス削減対策にもつなげて
頂けました。

3. 試験装置を用いた放熱ロス分析
（１）放熱ロス試験の概要
　蒸気は、使用側の条件（温度・
流量）にあわせて供給する必要
があり、蒸気圧力毎に系統を分
ける場合があります。蒸気圧力
の違いが搬送ロスに及ぼす影響
も把握する必要があるため、試
験装置を用いたラボ計測を行い
ました。蒸気搬送ロスには、熱
ロスと漏れによるロスがありま
すが、この研究では熱ロスのみ
を試験対象としました。また、
蒸気系統の構成品（配管と蒸気
弁、フランジ）を順次入れ替えて、
蒸気圧力と保温状態の違いによ
る放熱ロスの影響を確認しまし
た。試験装置の概略を第 3 図に
示します。

（２）放熱ロスの分析結果
　流量変動のない定常状態にお
ける配管の放熱ロス低減量（裸
状態の配管と保温材取り付け状
態における放熱ロス量の差）の
結果を第 4 図に示します。放熱
ロス低減量は、蒸気圧力の高い
方が、また配管サイズの大きい
方が、多くなりました。
　また、構成品（50Ａ仕様）の
内外温度差と放熱ロス（熱量）
および熱抵抗値（構成品の内外
温度差を熱量で割った値）の関
係を、第 5 図に示します。いず
れの構成品も保温材有りの方が、
放熱ロスは抑制されています。
また、保温材有・無における内
外温度差の変化幅は、構成品の
種類により異なっていますが、
これは構成品の厚み（蒸気接触
面から外部表面の幅）の違い等
が影響していると考えられます。

さらに、保温材有・無における
熱抵抗値の変化状況が、配管と
蒸気弁・フランジで異なってい
ますが、放熱ロスと内外温度差
の変化率（保温材有・無の変化
割合）の大小関係が影響してい
ます。

4. まとめと今後の取り組み
　ボイラと蒸気利用設備の距離
が遠い場合には、大きな蒸気搬
送ロスが生じることを工場の蒸
気計測により確認できました。
　また、放熱ロスの抑制には、
構成品の内外温度差の縮小化や
熱抵抗値の拡大化が大切ですが、
それらに関連する要素（①蒸気
圧力、②構成品の種類・サイズ、
③保温状態）と放熱ロスの関係

を試験により確認できました。
　今後は、得られた放熱ロスの
特性と熱損失の計算手法を組み
合わせて、蒸気搬送ロス量を推
定する技術開発に取り組み、需
要家さまへの熱ロス削減コンサ
ルの支援ツールとして活用し、
さらなる省エネに貢献したいと
考えます。

執筆者

第 3図　試験装置の概略図

第 4図　配管の放熱ロス低減量 （ａ）熱量換算した放熱ロス量

（ｂ）熱抵抗値

第 5図　保温材取り付け有・無の比較

執 筆 者：本山　一郎
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：ビル・工場等の省エネ技術開発に従事

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）
蒸気の搬送ロス抑制に関する研究
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1. 研究の背景とねらい
　天候などの条件によって出力変
動しやすい太陽光発電や風力発電
等の再生可能エネルギーが大量導
入されると、周波数調整力の限界
を超え、停電等の事象に至る恐れ
があります。こうした問題に対す
る解決策の一つとして電力貯蔵用
蓄電池を電力系統に接続すること
が考えられます。しかし、電力系
統への電力貯蔵用蓄電池の適用が
進展するためには、電池の長期安
定性が十分確保されることが重要
です。つまり電気事業者としては、
導入された電池に対して、利用中
に進行する劣化現象を把握し合理
的な運用を行うとともに、トラブ
ル発生時の原因究明を速やかに、
かつ、的確に行うことが求められ
ます。
　本研究は、リチウムイオン電池
の充放電時の挙動について材料レ
ベルからの解明を図るもので、こ
れを通して電力事業者に求められ
る寿命延伸や安全性評価に関する
技術力を獲得することを目的とし
ています。今回、リチウムイオン
電 池 の 正 極 材 料 と し て
Li₂MnO₃-LiMO₂［M = Ni,Mn,Co］
（以下LiリッチNMC）に着目しまし
た。この材料は実容量で250  
mAh/gの高容量を示し、世の中で
広く用いられているL i C oO ₂  
（150mAh/g）の容量を大きく上
回る魅力的な正極材料です。しか

し、充放電の繰り返しに伴う容量
低下は大きな課題となっていま
す。
　今回、Li リッチ NMC の充放
電に伴う容量低下抑制について同
志社大学とともに検討しました。
充放電に伴う容量低下の要因とし
て、主に構成元素の溶出が報告さ
れていますが、この抑制を狙って
Li リッチ NMC の別物質による
修飾を行いました。修飾物質は二
酸化ケイ素（SiO₂）、材料の合成
法には噴霧熱分解法を用い、検討
を行いました。

2. 試験セル作製方法
　正極材料は当社技術研究所の噴
霧熱分解装置を用いて合成しまし
た。本装置を用いることで、球状
で凝集していない微粒子を得るこ
とが出来ます。その原理を第１図
に示します。Li リッチ NMC の
原料には各硝酸塩（ Li, Ni, Mn, 
Co）を用い、修飾原料には SiO₂

のゾルを用いました。噴霧熱分解
の手順は、まず所定量の各硝酸塩
および少量の SiO₂ゾルを水中で
攪拌後、霧化部に注いで超音波で
霧化します。次に空気をキャリア
ガスとして電気炉を備え付けたア
ルミナ管中に流通させます。その
後、管内で熱分解を行い、捕集さ
れた粉体についてさらに熱処理を
行うことで、正極材料としました。
　正極材料である Li リ ッ チ
NMC（+ SiO₂）、導 電 助 剤、バ
インダー、分散材を所定の重量比
で混合した後、アルミニウム箔上
に塗布して正極としました。所定
の対極、セパレータ、電解液など
を用いて、第２図に示したセルを
組み立てました。

3. 充放電試験条件
　充放電試験の電位はリチウム負
極に対して 2.0 ～ 4.8 V の範囲
とし、定電流充放電方式（CCモー
ド）で測定を行いました。充放電

レート及び測定温度は、それぞれ
C/10 レート（10 時間で理論容
量となる電流値）及び 30℃とし
ました。また、全ての試験におい
て、プレサイクル操作を行いまし
た。プレサイクルとは段階的に電
位を上げながら充放電を行った
後、本サイクルに移行するもので
す。

4. 充放電試験結果
　SiO₂修飾および未修飾の Li
リッチNMC正極の本サイクルに
おける放電容量を第 3 図に示し
ます。SiO₂未修飾の電極では、
サイクルが進むにつれて容量が低
下していく傾向が見られました。
一方、 SiO₂を修飾した電極では、
いずれの添加量においても 50 サ
イクル後の容量維持率は改善しま
した。このことから SiO₂修飾が
Li リッチ NMC 正極の耐久性向
上に有効であることが明らかとな
りました。

5. 充放電サイクル特性向上の要因
　Li リッチ NMC 正極では充放
電を繰り返すと Mn イオンの溶
出などにより、容量が低下してい
くと考えられています。SiO₂の
修飾によりこれらが抑制できてい
る可能性があるため、SiO₂修飾
材料における SiO₂の存在位置を
調べました。SiO2 2wt.% 修飾
Li リッチ NMC 粒子の断面の元
素分布を第４図に示します。（a）
から直径 1μｍ程度の中空球状粒
子が出来ていることがわかりまし
た。またいくつかの小さい粒子が
集まって、球状粒子を形成してい
ることがわかりました。（b）か
ら Mn は粒子内部に均一に分散
していることがわかりました。ま
た Ni、Co も同様の分布を示しま
した。（c）から、Si 成分は不規
則に存在するように見えますが、
球状粒子を構成する小さい粒子の
内部よりも外部に Si 成分が多く
存在しているようにも見えます。
これは、粒子と電解液との接触面

積が減少し、その結果、構成成分
の溶出が抑制された可能性を意味
します。実際に、ICP（誘導結合
プラズマ）を用いた元素分析によ
り、Mn の溶出が抑制された結果
が得られており、詳細な検討を実
施中です。

6. まとめと今後の課題
　噴霧熱分解法で合成した SiO₂ 
修飾 Li リッチ NMC の、充放電
に伴う容量低下抑制要因として、
Li リッチ NMC 粒子内部の SiO₂
成分が、球状粒子を構成する粒子
の外側に選択的に存在し、その結
果、構成成分の溶出が抑制された
可能性が示されました。
　今後は、修飾物質の役割を明ら
かにするため、粒子全体を修飾物
質で覆った材料を合成し、その特
性を評価する必要があると考えら
れます。

リチウムイオン電池の性能に及ぼす材料作製方法の影響

第１図　噴霧熱分解原理

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

電力貯蔵用蓄電池として現在開発中の電池のうち、最も信頼性が高いと考えられるものはリチウムイオン電
池です。本研究は、リチウムイオン電池の寿命延伸や安全性評価に関する技術力を獲得することを目的として、
充放電時の挙動について材料レベルからの解明を図るものです。具体的には、噴霧熱分解法で合成した SiO₂
修飾リチウムイオン電池正極材料が有する高い充放電サイクル特性の要因解明について検討しましたので、
その内容についてご紹介いたします。
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1. 研究の背景とねらい
　天候などの条件によって出力変
動しやすい太陽光発電や風力発電
等の再生可能エネルギーが大量導
入されると、周波数調整力の限界
を超え、停電等の事象に至る恐れ
があります。こうした問題に対す
る解決策の一つとして電力貯蔵用
蓄電池を電力系統に接続すること
が考えられます。しかし、電力系
統への電力貯蔵用蓄電池の適用が
進展するためには、電池の長期安
定性が十分確保されることが重要
です。つまり電気事業者としては、
導入された電池に対して、利用中
に進行する劣化現象を把握し合理
的な運用を行うとともに、トラブ
ル発生時の原因究明を速やかに、
かつ、的確に行うことが求められ
ます。
　本研究は、リチウムイオン電池
の充放電時の挙動について材料レ
ベルからの解明を図るもので、こ
れを通して電力事業者に求められ
る寿命延伸や安全性評価に関する
技術力を獲得することを目的とし
ています。今回、リチウムイオン
電 池 の 正 極 材 料 と し て
Li₂MnO₃-LiMO₂［M = Ni,Mn,Co］
（以下LiリッチNMC）に着目しまし
た。この材料は実容量で250  
mAh/gの高容量を示し、世の中で
広く用いられているL i C oO ₂  
（150mAh/g）の容量を大きく上
回る魅力的な正極材料です。しか

し、充放電の繰り返しに伴う容量
低下は大きな課題となっていま
す。
　今回、Li リッチ NMC の充放
電に伴う容量低下抑制について同
志社大学とともに検討しました。
充放電に伴う容量低下の要因とし
て、主に構成元素の溶出が報告さ
れていますが、この抑制を狙って
Li リッチ NMC の別物質による
修飾を行いました。修飾物質は二
酸化ケイ素（SiO₂）、材料の合成
法には噴霧熱分解法を用い、検討
を行いました。

2. 試験セル作製方法
　正極材料は当社技術研究所の噴
霧熱分解装置を用いて合成しまし
た。本装置を用いることで、球状
で凝集していない微粒子を得るこ
とが出来ます。その原理を第１図
に示します。Li リッチ NMC の
原料には各硝酸塩（ Li, Ni, Mn, 
Co）を用い、修飾原料には SiO₂

のゾルを用いました。噴霧熱分解
の手順は、まず所定量の各硝酸塩
および少量の SiO₂ゾルを水中で
攪拌後、霧化部に注いで超音波で
霧化します。次に空気をキャリア
ガスとして電気炉を備え付けたア
ルミナ管中に流通させます。その
後、管内で熱分解を行い、捕集さ
れた粉体についてさらに熱処理を
行うことで、正極材料としました。
　正極材料である Li リ ッ チ
NMC（+ SiO₂）、導 電 助 剤、バ
インダー、分散材を所定の重量比
で混合した後、アルミニウム箔上
に塗布して正極としました。所定
の対極、セパレータ、電解液など
を用いて、第２図に示したセルを
組み立てました。

3. 充放電試験条件
　充放電試験の電位はリチウム負
極に対して 2.0 ～ 4.8 V の範囲
とし、定電流充放電方式（CCモー
ド）で測定を行いました。充放電

レート及び測定温度は、それぞれ
C/10 レート（10 時間で理論容
量となる電流値）及び 30℃とし
ました。また、全ての試験におい
て、プレサイクル操作を行いまし
た。プレサイクルとは段階的に電
位を上げながら充放電を行った
後、本サイクルに移行するもので
す。

4. 充放電試験結果
　SiO₂修飾および未修飾の Li
リッチNMC正極の本サイクルに
おける放電容量を第 3 図に示し
ます。SiO₂未修飾の電極では、
サイクルが進むにつれて容量が低
下していく傾向が見られました。
一方、 SiO₂を修飾した電極では、
いずれの添加量においても 50 サ
イクル後の容量維持率は改善しま
した。このことから SiO₂修飾が
Li リッチ NMC 正極の耐久性向
上に有効であることが明らかとな
りました。

5. 充放電サイクル特性向上の要因
　Li リッチ NMC 正極では充放
電を繰り返すと Mn イオンの溶
出などにより、容量が低下してい
くと考えられています。SiO₂の
修飾によりこれらが抑制できてい
る可能性があるため、SiO₂修飾
材料における SiO₂の存在位置を
調べました。SiO2 2wt.% 修飾
Li リッチ NMC 粒子の断面の元
素分布を第４図に示します。（a）
から直径 1μｍ程度の中空球状粒
子が出来ていることがわかりまし
た。またいくつかの小さい粒子が
集まって、球状粒子を形成してい
ることがわかりました。（b）か
ら Mn は粒子内部に均一に分散
していることがわかりました。ま
た Ni、Co も同様の分布を示しま
した。（c）から、Si 成分は不規
則に存在するように見えますが、
球状粒子を構成する小さい粒子の
内部よりも外部に Si 成分が多く
存在しているようにも見えます。
これは、粒子と電解液との接触面

積が減少し、その結果、構成成分
の溶出が抑制された可能性を意味
します。実際に、ICP（誘導結合
プラズマ）を用いた元素分析によ
り、Mn の溶出が抑制された結果
が得られており、詳細な検討を実
施中です。

6. まとめと今後の課題
　噴霧熱分解法で合成した SiO₂ 
修飾 Li リッチ NMC の、充放電
に伴う容量低下抑制要因として、
Li リッチ NMC 粒子内部の SiO₂
成分が、球状粒子を構成する粒子
の外側に選択的に存在し、その結
果、構成成分の溶出が抑制された
可能性が示されました。
　今後は、修飾物質の役割を明ら
かにするため、粒子全体を修飾物
質で覆った材料を合成し、その特
性を評価する必要があると考えら
れます。

執筆者

第３図　充放電試験結果

第２図　セル模式図と実物図

執 筆 者：橋上　聖
所 　 属：研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
主な業務：エネルギー変換・貯蔵デバイスに関する要素研究に従事
（研究に携わった人）
技術研究所　稲垣　亨　チーフリサーチャー
技術研究所　氏家　諭　主任研究員

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
リチウムイオン電池の性能に及ぼす材料作製方法の影響

第４図　SiO₂ 2wt.％修飾 Li リッチNMCに含まれる元素の分布
（a）粒子形態　（b）Mnの分布　（c）Si の分布
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研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

～冷暖房使用時におけるＥＶ車内温度分布の評価～

１．はじめに
　当研究室では電気自動車の適正な交換周期の把握を

目指して定期的に走行試験を行い、搭載されている電

池の劣化に関するデータや電気自動車の安全運行に役

立つ知見・ノウハウを収集しています。今回、電気自

動車の快適性評価の一環として、車載されている冷暖

房装置を使用した場合の電気自動車の車内温度分布を

測定・評価しましたので、ご報告します。

２．電気自動車車内の温度分布の測定方法
　これまでの走行試験の経験から、電気自動車は冷暖

房を使用した際に車内の場所によってかなり温度に差

があることが分かっています。このため、写真 1 に

示す位置（6 箇所）に温度・湿度計測器を設置し、運

転開始後の各点の温度の時間変化を測定しました。

３．冷暖房使用時の車内温度分布評価結果
　今回の試験では、アイミーブ、リーフ、ミニキャブ

ミーブのそれぞれについて、冷暖房使用時における車

内温度の時間変化を測定しました。

　第 1 図はミニキャブミーブの場合の運転席上部、

下部の測定結果を示したものです。（アイミーブはミ

ニキャブミーブとほぼ同様の傾向があります）この図

を見ると、ミーブ系電気自動車は冷房使用時には運転

席上部が冷えにくく、暖房使用時には運転席足元が暖

まりにくいということが分かります。

一方、リーフは冷房、暖房に関わらず運転席の上部、

足元ともに走行開始後 30 分程度で設定温度になるこ

とが分かります。

これは、ミーブ系の電気自動車は搭載している電池容

量が 16kWh と少ないため、航続距離を確保する観

点から冷暖房出力をあまり上げることができないこと

によるものです。したがって、ミーブ系電気自動車を

運転する際には、夏は熱中症対策を、冬は防寒対策を

万全にしておくことが安全運行上必要だと言えます。

４．今後の取り組み等
　今後も、社内で運用されている業務用電気自動車の

性能に関する評価を継続し、寿命の評価ならびに安全

運行のための情報発信を続ける予定です。

（森　秀夫）

業務用電気自動車の性能評価

写真 1　今回使用した計測器と測定位置

第 1図　冷暖房使用時の車内温度の変化
（ミニキャブミーブの場合）

第 2図　冷暖房使用時の車内温度の変化
（リーフの場合）
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第１表　非水系および水系リチウム空気電池の比較

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

リチウムイオン電池の限界を越えて

１．待望される革新電池
　ハイブリッド自動車やモバイル機器等、電気エネル
ギーの移動型あるいは携帯型利用が盛んになってきて
います。これらの普及を支えてきたのはリチウムイオ
ン電池ですが、今後求められる再生可能エネルギーの
貯蔵や電気自動車の長距離走行には、エネルギー密度
が足りませんし、一層の低コスト化も必要です。
2014 年 6 月に閣議決定された「科学技術イノベー
ション総合戦略 2014」では、電気エネルギーを有効
に貯蔵する次世代蓄電池の研究開発を推進することと
されています。より高性能な電池の開発を目指して
NEDO が策定した「二次電池技術開発ロードマップ
2013」で、2030 年頃のニーズに応える革新電池と
して挙げられている電池系のひとつがリチウム空気電
池です。NEDO は平成 28 年度から「革新型蓄電池
実用化促進基盤技術開発」という新事業で、さらに開
発を進めようとしています。

２．リチウム空気電池の特徴
　電池とは、化学物質のエネルギーを電気エネルギー
に変えて利用するデバイスです。電池内でエネルギー
を蓄えている化学物質を活物質と呼びます。ほとんど
の電池では電池ケース内に活物質が予め封入されてい
ますが、外部から空気中の酸素を取り込んで正極側の
活物質として利用するのがリチウム空気電池です。負
極活物質として高エネルギー密度な金属リチウムを用
いれば、原理的にたいへん大きなエネルギーを貯蔵で
きる電池となります。

３．リチウム空気電池の種類
　リチウム空気電池は、電池内でイオンの移動する場
である電解質に用いる物質によって 2 種類に大別さ

れます。有機電解液を用いる非水系リチウム空気電池
と、水溶液系の電解液を使用する水系電池で、第 1
表に理論的な反応式から計算された電池の特性を示し
ます。典型的なリチウムイオン電池（正極に
LiCoO₂、負極にグラファイトを使用）の理論エネル
ギー密度は 387 Wh･kg-¹ ですから、リチウム空気電
池の可能性には大きな期待が寄せられています。
　水系リチウム空気電池の理論エネルギー密度は非水
系より小さくなりますが、電解液が燃焼しないため安
全性に優れている点が大きなメリットです。

４．リチウム空気電池の課題と今後の取り組み
　現状ではリチウム空気電池は理論どおりの性能を発
揮できていません。リチウム空気電池は外部から酸素
を取り込むために、電池の一部は空気と接触していま
すが、開放構造は有機電解液を外部に揮発させてしま
いますし、一方、空気中の水分や CO₂といった不純
物の電池内部への進入も起こり得ます。また、金属リ
チウム電極では、充電時に針状の析出をきたすことが
多く、短絡の原因となります。水系リチウム空気電池
では、金属リチウム電極を水溶液と直接接触させない
ための保護層としての固体電解質などの材料設計も必
要です。また正極で酸素を取り込む技術は燃料電池と
共通のものですが、低コスト化が求められています。
　これらの技術課題を克服してリチウム空気電池を実
用化すべく、国内外のプロジェクトで研究が進められ
ています。当社も、安全で高エネルギー密度な水系リ
チウム空気電池の将来性に着目して、調査を続けてい
ます。

（矢ヶ崎  えり子）

期待されるリチウム空気電池
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研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

水素社会実現に向けた対応の方向性

１．水素エネルギー社会を目指す背景
　天然ガスや石油など多くの一次エネルギーを海外の
化石燃料に依存している我が国にとって、エネルギー
セキュリティの確保や低炭素社会の実現は非常に重要
な課題です。
　水素はさまざまな化石資源や水といった地球上に多
く存在しているものに含まれており、多種多様なエネ
ルギーを用いることによって製造することができま
す。また水素は燃焼時には CO² を発生しない環境に
やさしいエネルギーであり、未来のエネルギーとして
着目されています。
　2014 年 4月に閣議決定されたエネルギー基本計画
においても、将来の二次エネルギーとして電気・熱に
加えて水素が中心的な役割を担うことを期待する内容
となっています。

２．水素社会実現に向けた対応の方向性
　エネルギー基本計画において目指すことが記され
た、水素をエネルギーとして用いる『水素社会』を実
現するために、3 つのフェーズにわけて取り組みを進
めるという方向性が示されました（第 1図）。

　まずフェーズ 1 では、燃料電池自動車（FCV）や
定置用燃料電池の活用を大きく広げることで水素利用
の飛躍的拡大につながり、水素・燃料電池分野におけ
る世界市場の獲得を目指します。
　つぎにフェーズ 2 では、水素発電の本格導入によ
り水素需要の更なる拡大が目指され、それに伴って
海外の未利用エネルギーを活用した大規模水素供給シ
ステムを確立します。
　最後にフェーズ3では、水素製造に二酸化炭素回収・
貯留（CCS）を組み合わせたり、再生可能エネルギー
由来の水素を活用することで CO² フリー水素供給シ

ステムの確立を図ることとなっています。

３．FCV普及に向けた動向について
　フェーズ 1 の取組みとしての FCV の販売は 2014
年 12 月にトヨタ自動車から既に販売開始されており
2015 年度中には本田技研工業からも販売予定で、販
売開始以来予想を上回る受注が続いているとのことで
すが、燃料である水素を充填するための水素ステー
ションの普及に関しては現在 81 箇所が整備中で当初
目指していた 2015 年度末の段階での 100 箇所には
満たない状況です（第 2図）。

４．今後の技術開発動向について
　FCV の普及にも水素ステーションの普及にも補助
金の存在が不可欠な状況であり、更なる普及拡大には
コストダウンが必須です。主な技術開発としては、
FCV の心臓部である燃料電池スタックの触媒量の低
減や水素ステーションで活用される水素関連部材の鋼
種拡大の研究が盛んに行われており、これによってよ
り一層のコストダウンが図られています。
　またフェーズ 2 以降を意識した取り組みとして、
海外からの水素多量導入を見据えた液化水素運搬船の
開発や出力変動の大きい再生可能エネルギー由来の電
力を用いた水電解装置による水素製造も検討されてい
ます。

（林　潤一）

水素エネルギー社会に向けた技術開発動向について

第 1図：水素社会実現に向けた対応の方向性

第 2図：水素ステーションの整備状況（2016年 2月現在）
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