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　筆者は大学で卒論のテーマを選ぶ際、現地調査で

温泉に行けるという理由で地熱講座を選んだ。動機

は単純であったが、地熱講座において地熱はわが国

において重要なエネルギー資源であること、開発に

は技術的課題に加え社会科学的課題も多いこと、将

来の技術として高温岩体発電の開発があることな

どを学んだ。従来の地熱発電では、開発に際して周

辺の温泉所有者の同意が得られにくく、地下の蒸気

や熱水のたまり場を探すのが容易でなく、坑井を掘

削しても発電に十分な蒸気が得られない場合もあ

り、開発リスクや発電コストが大きいとされている。

これに対し、高温岩体発電は地下の高温の岩盤に人

為的に水を圧入して、岩盤の熱で加熱された熱水を

取り出して発電するため、開発リスクが低減される

ほか、温泉などへの影響も少ないと思われる。さら

に地下はどこでも深くなれば温度が上昇するため、

技術開発が進めば開発可能な資源量が飛躍的に増

える可能性がある。これこそわが国において重要な

技術だと認識し、高温岩体発電の研究開発が筆者の

ライフワークとなっている。

　高温岩体発電は1970年代初めに米国ロスアラ

モス国立研究所で考案され、現場実験が実施され

た。国内では1980年代から2000年頃まで国のサ

ンシャイン計画や電力中央研究所の現場実験など

で研究開発が進められ、河川水を地下に圧入して蒸

気として取り出すのに成功した。ところが、これらの

実験成果が出た頃、世界的な景気の低迷などにより

発電コストが重要視されると、高温岩体発電は発電

コストが高いと評価され研究開発は終了となった。

　その後十数年が過ぎ、地球温暖化対策が世界的

に重要視されるようになり、国内では東日本大震災

によるエネルギー政策の見直しなどにより、再生可

能エネルギーの一つとして再び地熱開発も注目さ

れている。国は2030年までに新たに百万kW程度

の地熱発電所の開発を目標に掲げ、政策的には国

立・国定公園内での開発規制の緩和をはじめ、地熱

開発に対する地元の了解を得易くするための地域

理解促進事業の補助、環境アセスメントの迅速化な

どの支援を行い、技術的には空中探査による地熱開

発地点調査の迅速化のほか、既存地熱発電所におけ

る蒸気生産の減衰対策として、高温岩体発電技術に

よる地下亀裂の調査・評価技術や河川水の注入技

術などの開発を進めている。これらの国の支援によ

り、地熱開発のリスクや発電コストの低減が図れる

ことが期待されている。

　電気事業では管内に地熱資源を有する会社とそ

うでない会社で、地熱開発への取り組みは大きく異

なっているが、最近では自社管内に限らず全国的に

地熱開発を進める検討をしている会社もある。

　地熱は古くから温泉として利用されており、日本

の文化の一つともなっている。とは言え、わが国が

世界に誇るエネルギー資源を浴用に使うだけでは

もったいない。地熱資源は温度により発電、地域暖

房、温室など多様な使い方ができる。エネルギー資

源の多くを輸入に頼るわが国において、貴重な国産

エネルギー資源は効率的に使うべきである。関西電

力管内にも地熱資源は存在しているので、今後の取

り組みに期待しており、筆者らも開発に協力できれ

ば幸いである。
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写真 2　解体調査写真
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1. はじめに
　77kV CV ケーブルの接続方式
は、主に中間接続部ではテープ巻
式、終端接続部ではプレハブ式が
使用されています。テープ巻式は
ケーブル絶縁体上に絶縁テープを
巻き、補強絶縁体を構成しており、
絶縁テープは大別して乾式と油含
浸式があります。プレハブ式は、
工場で製造されたプレモールド絶
縁体やエポキシ絶縁体を現地で
ケーブル絶縁体上に挿入し、組み
立てるものです（第 1 図）。プレ
モールド絶縁体は、架橋方式によ
り硫黄方式とDCP（ジクミルパー
オキサイド）方式に大別されます。
　77kV CV ケーブル接続部は初期
段階で施工起因による絶縁破壊が
多く発生し、その後経年 30 年程
度までは増加する傾向が見られま
せん。現在では経年 30 年以上の
長期に渡って使用している設備が
多くなっており、経年による劣化
特性の把握が重要になっています。
　そこで、現場撤去品を用いて課
電試験、解体調査を行い、経年に
よる劣化特性を評価しました。

2. 劣化特性の評価方法
　課電試験時の状況を写真 1 に
示します。接続部の対地間に対し
て、絶縁破壊もしくは碍子沿面放
電するまで、運転電圧の 45kV
から 10kV／ 10 分ステップで課
電・昇圧しました。

　解体調査の状況を写真 2 に示
します。課電試験後の接続部を解
体し、破壊部位、外観異常箇所の
有無等を調査しました。これらの
結果を絶縁破壊電界と経年との関
係を整理した劣化特性グラフを作
成することで経年による劣化特性
を評価します。

3. 劣化特性評価結果
（１）テープ巻式中間接続部
　テープ巻式接続部の課電試験に
よる破壊部位を第 1 表に示しま
す。第 1 表より、試料内部での
破壊部位は外部半導電層上（外導
端）とスリーブ・ペンシリング部
に大別できます。さらにテープ種

別毎（乾式・油含浸式）に検討し
ています。経年と破壊電界の関係
を第 2,3 図に示します。破壊電
界については、それぞれ破壊部位
の電界にて評価しています。

　第 2 図より、外導端で破壊し
た試料は乾式・油含浸式共に明確
な劣化傾向が見られないことがわ
かります。また、第 3 図より、
スリーブ・ペンシリング部で破壊
した試料は、油含浸式が劣化傾向
を示していると考えられます。
　油含浸式テープは、乾式テー
プと比べて、巻き付け時の張力が
低いため、シュリンクバック※に
よるケーブル絶縁体の移動に
テープが追従しにくく、補強絶縁
体とペンシリング部との間にボ

イドが発生し易くなることが要
因の 1つとして挙げられます。［1］

（※ケーブル製造時の残留応力
が、ケーブル切断および運転開
始後の熱伸縮により徐々に開放
され、ケーブル絶縁体が長手方
向に収縮する現象）

（２）プレハブ式終端接続部
　プレハブ式終端接続部の課電
試験による破壊部位を第 2 表に
示します。第 2 表より、試料内
部では、エポキシ座の 1 試料を
除き、プレモールド絶縁体スト
コン立上部で破壊しています。
　第 4 図に経年と破壊電界（ス
トコン立上部）との関係を示し
ます。第 4 図より、経年による
明確な劣化傾向は見られず、プ
レモールド絶縁体の架橋方式の
違いによる明確な差も見られま
せんでした。
　また、課電試験後の解体調査
において、プレモールド絶縁体
表面付着物を確認しました。硫
黄方式では硫黄系の付着物、
DCP 方式ではシリコーン系の付
着物がそれぞれ一部で確認され
ており、これらはプレモールド
絶縁体界面に欠陥ボイドを生じ
させ、絶縁性能を低下させると
考えられていますが、絶縁性能
との明確な差は見られませんで
した。今後もデータの蓄積を行

い、付着物による影響の有無を
確認する予定です。

4. まとめ
　撤去したテープ巻式接続部およ
びプレハブ式終端接続部につい
て、課電試験・解体調査による劣
化特性評価を実施しました。
　テープ巻式接続部については、油
含浸式が乾式と比べて経年による劣
化傾向を示すことが分かりました。
　プレハブ式終端接続部について
は経年による明確な劣化は認めら
れませんでした。
　今後も撤去品調査によるデータ
蓄積を行い、継続した経年劣化特
性評価を行う予定です。

77kV CVケーブル接続部の劣化特性評価

第 1図　77kV CVケーブル接続部構造

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

77kV CV ケーブル接続部について、経年 30 年を経過する設備が増加することから、経年に伴う劣化特性を
把握する必要があります。そのため、77kV CV ケーブル接続部の撤去品を用いて課電試験、解体調査を行う
ことにより、経年による劣化特性を評価しています。今回は、現在までの 77kV CV ケーブル接続部の劣化特
性評価の結果について報告します。
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第 1表　テープ巻式接続部破壊部位
破壊部位  個数 
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内部  
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第 2表　プレハブ式終端接続部破壊部位
破壊部位  個数 
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第2図　テープ巻式接続部劣化特性

（外導端破壊）

第 4図　プレハブ式終端接続部劣化特性
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て、課電試験・解体調査による劣
化特性評価を実施しました。
　テープ巻式接続部については、油
含浸式が乾式と比べて経年による劣
化傾向を示すことが分かりました。
　プレハブ式終端接続部について
は経年による明確な劣化は認めら
れませんでした。
　今後も撤去品調査によるデータ
蓄積を行い、継続した経年劣化特
性評価を行う予定です。

執筆者

執 筆 者：浅野　正裕
所 　 属：研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）
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77kV CVケーブル接続部の劣化特性評価

参考文献：［1］山本他「77kV CVケーブル接続部の残存性能調査」
　　  平成 26年電気学会電力・エネルギー部門大会 , 227（2014）
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1. 背景
　平成 23 年 2 月、経済産業省 
資源エネルギー庁主催のスマー
トメーター制度検討会において
「省エネ・低炭素社会を実現す
るためには、需要家が自らのエ
ネルギー情報を把握、利用する
ことで、省エネ意識を高め、
各々の行動変化を促すことが重
要である」との考え方が示され
ました。
　これを受けまして、当社はス
マートメーターからお客さまの
EMS（Energy Management 
System）に対してリアルタイ
ムに電力量等を提供し、電気の
使用状況を「見える化」する、
B ルート※サービスの準備を進
めて参りました。そして、準備
が整いました平成 27 年 7 月
24 日、低圧のお客さま向けに
「電力メーター情報発信サービ
ス（B ルートサービス）」、平成
28 年 4 月 1 日、高圧のお客さ
ま向けに「高圧電力メーター情
報発信サービス（高圧 B ルート
サービス）」を開始しました。
※「ルート」とは、お客さまが
自らの電力量等使用情報を取
得する方法を示しており、B
ルートは「メーターからの直
接取得」というものです。（第
1 図）

2. 高圧 Bルートサービスで
　 用いられる通信について
　スマートメーターとお客さまの
EMS との間で通信をすることか
ら、様々な通信の取り決めが必要
です。そこで、経済産業省 情報
経済課主催のスマートハウス・ビ
ル標準・事業促進検討会は、Bルー
トを適切に運用するためのガイド
ラインを制定しております。
　ガイドラインでは、スマート
メーターと EMS とのネットワー
ク構成に関する基本要件、セキュ
リティ要件、運用フロー等が規定
されており、標準的な通信方式と
して、ECHONET Lite※、イーサ
ネットが採用されました。
　当社の通信端局は、これらガイ
ドラインを満足した性能を有する
とともに、相互接続性の担保を目
的とした ECHONET Lite 認証、

SMA認証を取得しております。
　なお、お客さまにご準備頂きま
す EMS につきましても、同様の
認証を取得した製品が必要です。
※「ECHONET Lite」とは、一般
社団法人エコーネットコンソー
シアムが発行する規格です。ど
のメーカーの機器でも共通に理
解できる通信の取り決めです。

3. 高圧 Bルートサービスで
　 提供されるデータについて
　通信端局は、高圧のスマート
メーターとお客さまの EMS との
間に設置し、スマートメーターが
計量した 30 分毎の電力量（定時
積算有効電力量計測値）をリアル
タイムで EMS へ定期送信し、ま
た、EMS からの要求によって、
現在の電力量（積算有効電力量計
測値）、過去の30分毎の電力量（積

算有効電力量計測値履歴）、デマ
ンド（月間最大需用電力）等を送
信するものです。
　第 1 表に示すとおり、電力量
以外にも様々なデータを送信して
います。この中に、お客さまとの
電気の契約により決まります「係
数」・「係数の倍率」・「積算有効電
力量単位」というデータがありま
す。これらのデータと電力量とを
掛け算することで、電気の使用状
況を把握することが出来ます。
　なお、この計算方法については、
どの電力会社においても共通を採
用しております。
　また、当社は電気の使用状況の
見える化として「パルス提供サー

ビス」を実施しておりますが、こ
れは、メーターから電力量に比例
して発生する電気的パルスを提供
するもので、お客さまにて、パル
スをカウント・数値化しご利用い
ただくものです。一方、高圧Bルー
トサービスは、数値データそのも
のを提供するものです。両サービ
スともに、提供するデータの形式
や、必要となる設備は異なります
が、そのデータを用いて、エネル
ギーマネジメントにご利用頂くと
いう点では同じものです。

4. 最後に
　本サービスの申込方法について
は、当社ホームページ※に申込書

を掲載しておりますので、必要事
項を記入の上、お近くの関西電力
へご送付下さい。なお、申込みや
サービス利用は無料ですが、
EMS や接続ケーブルはお客さま
のご負担となります。
　今後も、B ルートサービス等の
電気の使用量「見える化」による
省エネルギーの推進や、お客さま
のお役に立つサービスの提供に取
り組んでまいります。
※HOME＞企業情報＞スマート
メーターの導入について＞メー
ターデータ提供サービス（第2図）

リアルタイムでの電気の使用量「見える化」について

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28年4月1日より、高圧のお客さま向けに「高圧電力メーター情報発信サービス（高圧Bルートサービス）」
を開始しました。本サービスは、リアルタイムに電気の使用状況を「見える化」することにより、お客さまの
エネルギーマネジメントにご利用いただくものです。本サービスに必要となる、高圧 B ルート端局（以下、通
信端局）を開発しましたので紹介します。



第 1表　送信データ抜粋

係数
係数の倍率
確定日
積算履歴収集日
積算有効電力量計測値
定時積算有効電力量計測値
力測積算有効電力量計測値
積算有効電力量有効桁数
積算有効電力量単位
積算有効電力量計測値履歴
月間最大需用電力
定時需要電力（30分平均電力）
需要電力有効桁数
需要電力単位
需要電力計測値履歴
力測積算無効電力量（遅れ）計測値
定時力測積算無効電力量（遅れ）計測値
力測積算無効電力量（遅れ）有効桁数
力測積算無効電力量（遅れ）単位
力測積算無効電力量（遅れ）計測値履歴

※名称は ECHONET SPECIFICATION 
APPENDIX ECHONET機器オブジェ
クトにもとづきます。

第 2図　当社ホームページ申込画面
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1. 背景
　平成 23 年 2 月、経済産業省 
資源エネルギー庁主催のスマー
トメーター制度検討会において
「省エネ・低炭素社会を実現す
るためには、需要家が自らのエ
ネルギー情報を把握、利用する
ことで、省エネ意識を高め、
各々の行動変化を促すことが重
要である」との考え方が示され
ました。
　これを受けまして、当社はス
マートメーターからお客さまの
EMS（Energy Management 
System）に対してリアルタイ
ムに電力量等を提供し、電気の
使用状況を「見える化」する、
B ルート※サービスの準備を進
めて参りました。そして、準備
が整いました平成 27 年 7 月
24 日、低圧のお客さま向けに
「電力メーター情報発信サービ
ス（B ルートサービス）」、平成
28 年 4 月 1 日、高圧のお客さ
ま向けに「高圧電力メーター情
報発信サービス（高圧 B ルート
サービス）」を開始しました。
※「ルート」とは、お客さまが
自らの電力量等使用情報を取
得する方法を示しており、B
ルートは「メーターからの直
接取得」というものです。（第
1 図）

2. 高圧 Bルートサービスで
　 用いられる通信について
　スマートメーターとお客さまの
EMS との間で通信をすることか
ら、様々な通信の取り決めが必要
です。そこで、経済産業省 情報
経済課主催のスマートハウス・ビ
ル標準・事業促進検討会は、Bルー
トを適切に運用するためのガイド
ラインを制定しております。
　ガイドラインでは、スマート
メーターと EMS とのネットワー
ク構成に関する基本要件、セキュ
リティ要件、運用フロー等が規定
されており、標準的な通信方式と
して、ECHONET Lite※、イーサ
ネットが採用されました。
　当社の通信端局は、これらガイ
ドラインを満足した性能を有する
とともに、相互接続性の担保を目
的とした ECHONET Lite 認証、

SMA認証を取得しております。
　なお、お客さまにご準備頂きま
す EMS につきましても、同様の
認証を取得した製品が必要です。
※「ECHONET Lite」とは、一般
社団法人エコーネットコンソー
シアムが発行する規格です。ど
のメーカーの機器でも共通に理
解できる通信の取り決めです。

3. 高圧 Bルートサービスで
　 提供されるデータについて
　通信端局は、高圧のスマート
メーターとお客さまの EMS との
間に設置し、スマートメーターが
計量した 30 分毎の電力量（定時
積算有効電力量計測値）をリアル
タイムで EMS へ定期送信し、ま
た、EMS からの要求によって、
現在の電力量（積算有効電力量計
測値）、過去の30分毎の電力量（積

算有効電力量計測値履歴）、デマ
ンド（月間最大需用電力）等を送
信するものです。
　第 1 表に示すとおり、電力量
以外にも様々なデータを送信して
います。この中に、お客さまとの
電気の契約により決まります「係
数」・「係数の倍率」・「積算有効電
力量単位」というデータがありま
す。これらのデータと電力量とを
掛け算することで、電気の使用状
況を把握することが出来ます。
　なお、この計算方法については、
どの電力会社においても共通を採
用しております。
　また、当社は電気の使用状況の
見える化として「パルス提供サー

ビス」を実施しておりますが、こ
れは、メーターから電力量に比例
して発生する電気的パルスを提供
するもので、お客さまにて、パル
スをカウント・数値化しご利用い
ただくものです。一方、高圧Bルー
トサービスは、数値データそのも
のを提供するものです。両サービ
スともに、提供するデータの形式
や、必要となる設備は異なります
が、そのデータを用いて、エネル
ギーマネジメントにご利用頂くと
いう点では同じものです。

4. 最後に
　本サービスの申込方法について
は、当社ホームページ※に申込書

を掲載しておりますので、必要事
項を記入の上、お近くの関西電力
へご送付下さい。なお、申込みや
サービス利用は無料ですが、
EMS や接続ケーブルはお客さま
のご負担となります。
　今後も、B ルートサービス等の
電気の使用量「見える化」による
省エネルギーの推進や、お客さま
のお役に立つサービスの提供に取
り組んでまいります。
※HOME＞企業情報＞スマート
メーターの導入について＞メー
ターデータ提供サービス（第2図）

執筆者
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所 　 属：電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
主な業務：スマートメーターの通信機器の開発に従事

（研究に携わった人）
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リアルタイムでの電気の使用量「見える化」について



事前にシステムに組込まれるデータ

○配電設備データ
・電柱（位置・種別等）
・電線（種別・径間長等）
・支線（数・方向）
・その他（変圧器・開閉器等）

○地図・地盤データ
・土地利用情報 ・微地形情報

出力項目

・5日先までの台風情報（進路・勢力等）
・ネットワーク技術センター毎の台風襲来／離脱時刻
・各地の風向・風速
・ネットワーク技術センター毎の設備被害数・集約表

・事前準備の開始時刻の検討
・事前応援派遣等の検討
・事前の人員・資材の配置
・台風通過後の迅速な復旧

活用

電中研

○台風予報（気象庁，JTWC ）
・位置（進路） ・勢力（中心気圧等）

○72時間実効雨量情報

気象データの配信

インターネット

第 1図　RAMPTの構成

電力会社
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1. 研究の背景とねらい
　配電設備は、あらゆるエリアに
面的に膨大な数量が設置されてい
ます。そのため、ひとたび大規模
な地震が発生した場合には、その
設備被害の把握に時間を要し、効
率的な復旧活動の体制が構築でき
るまでに時間が掛かってしまい、
引いてはライフラインの一つであ
る電気の復旧が遅れる結果となる
懸念があります。
　一方、台風についても、温暖化
による海水面の温度上昇により、
南方海上から前線を刺激したり、
強い勢力を保ったまま上陸したり
することが多くなっており、これ
までの経験による想定を超えた強
風や豪雨によって、配電設備への
大きな被害が発生し、復旧体制構
築の遅れにより、同様に電気の復
旧が遅れる懸念があります。
　以上の状況を踏まえ、地震発生
の場合には、その震源位置・マグ
ニチュード・震源深さといった気
象庁が配信する地震情報から、直
ちに配電設備の被害を予測する機
能を搭載した地震版のリスク評価
マネジメントシステム（Risk 
Assessment Management 
system for Power lifeline ‒ 
Earthquake real time：以 下、
RAMPEr[ ランプイーアール ] と
呼ぶ）の研究を開始しました。
RAMPEr が導入されれば、地震
発生直後に各ネットワーク技術セ
ンターの設備被害状況が予測で
き、速やかに応援復旧体制の検討・
手配が可能となり、被害の大きい
地域への迅速かつ的確な復旧人員

の投入が可能となります。
　台風襲来の場合には、南方海上
で台風が発生後、気象庁配信の台
風の進路予報（進路・時期・中心
気圧など）から、あらかじめ配電
設備の被害を予測する機能を搭載
した台風版のリスク評価マネジメ
ントシステム（Risk Assessment 
Management  sys tem for  
Power lifeline ‒ Typhoon：以
下、RAMPT[ ランプティー ] と
呼ぶ）の研究を開始しました。
RAMPT が導入されれば、台風襲
来までに各ネットワーク技術セン
ターの設備被害状況が予測でき、
あらかじめ応援復旧体制の検討・
手配が可能となり、被害が大きい
と予測される地域へ予防的に復旧
人員の投入が可能となります。

2. RAMPの概要
（１）RAMPT
　第 1 図に RAMPT の構成につい
て示します。システムはKINDネッ
トの PC に搭載可能で、あらかじ
めシステムの中には、配電設備デー
タと地図・地盤データが組み込ま
れています。配電設備データとし

ては、電柱の位置・種別（強度）
や電線の種別・径間長・敷設方向
（16方位）や開閉器・変圧器といっ
た機器の敷設状況が全配電設備に
ついて網羅されています。また、
電柱の敷設されている場所の地盤
データ（土地利用情報・地形情報）
も紐付けられているので、16方位
の各方向からの風の風速に対する、
地盤の状況も加味した電柱の強度
（倒れやすさ）をすべての電柱につ
いて、数値化しています。
　そこで、台風の接近が予報され
ると、その予報位置・勢力（中心気
圧など）から、関西圏内の 1kmメッ
シュごとに時間帯別（1 時間ごと）
の風速と風向の予測を計算し、それ
を基に各電柱の被害確率を算出しま
す。それをネットワーク技術セン
ターごとに合計し、センターごとに
『風が強くなるのはいつごろで、そ
れによりどの程度の設備被害が発生
する』という情報を配信することが
可能となります。
　また、台風の予報は 3 時間ご
とに更新されるので、最新の予報
で逐次被害予測を更新していくこ
とが可能です。

（２）RAMPEr
　RAMPEr も、RAMPT と同様
に配電設備データや地図・地盤
データがあらかじめ組み込まれて
いますが、こちらは予測の計算が
事前ではなく、地震発生後となり
ます。地震発生後に気象庁等から
の地震情報（震源位置・マグニ
チュード・震源深さ）から、関西
圏内の 1km メッシュごとに震度
階・地震動などの大きさの予測を
計算します。第 2 図に平成 28 年
4 月 1 日 11 時 39 分ごろ三重県
南東沖で発生した地震（マグニ
チュード M6.1、震源深さ約
10km）による震度階の予測結果
を示します。和歌山県古座川町で
震度 4 を記録した実績と同様の
予測ができています。
　震度階や地震動の予測を基に各
電柱の被害確率を算出します。そ
れをネットワーク技術センターご
とに合計し、センターごとに『震
度が大きかったのはどのエリア
で、それによりどの程度の設備被
害が発生している』という情報を
配信することが可能となります。
また、設備被害の巡視が可能な状
況になれば、その巡視で判明した
正確な被害状況をシステムに入力
することで、予測の精度を更新し、
まだ巡視できていないエリアの被
害予測を逐次更新していく（精度
を向上していく）ことが可能なシ
ステムです。よって、刻々と状況
が変化していく中で、復旧人員を
必要なエリアに効果的に投入する
ことに資することができるシステ
ムとなっています。

3. 現在の研究状況と今後の予定
（１）過去の台風の被害実績と
　　  被害予測との比較分析
　1990 年～ 2015 年の間で被害
の多かった 18 台風について、そ
の被害実績と RAMPT による被
害予測とを比較した結果、おおむ

ね実績値と予測値との相関が高い
ことが確認できました。一方で、
実績値と予測値の乖離が大きい
ケースの台風もありましたので、
今後は強風の継続時間や台風進路
により異なる被害モードも加味し
た被害予測について、検討を続け
ていきます。

（２）阪神淡路大震災による被害の
　　  データベース構築と分析
　台風の被害は過去に何度も被っ
てきましたが、津波を除いた地震
動のみによる配電設備への被害状
況について記録が残っているの
は、全国的に見ても、阪神淡路大
震災が初めてでした。ただ、阪神
淡路大震災の発生した 1995 年
当時は、まだ IT 環境が発達して
いない時代でしたので、被害の
あった電柱 1 本 1 本を調査して、
その設備の敷設状況や被害状況を
詳細に記録した貴重な調査票が紙
でのみ保存されていました。
　そこで、約 3,500 枚存在した

調査票 1 枚 1 枚をデータベース
に登録し、緯度経度の地理情報を
加えて、被害設備データベースと
して構築しました。さらに地形情
報を重ねて図示化してみると、第
3図で示した 7つのメッシュ（水
色線枠）内のように、埋立地や三
角州、扇状地などで被害が多く発
生しており、砂礫質台地では被害
が少ないことがわかりました。
　今後は、さらに被害実績の分析
を続け、RAMPEr を大規模地震
時の被害予測に活用できるように
します。

災害時配電設備被害予測システムの開発

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）

近い将来に発生が想定されている南海トラフを震源とする巨大地震や先日の熊本地震のような内陸直下型地
震、毎年襲来・上陸する台風などによる大規模災害に備えて、ライフライン事業者は被災量を減らすとともに、
早期復旧を図るための対策が求められています。そこで、地震の発生直後や台風の接近が予報されている段階
で配電設備への被害状況を予測し、復旧への手配・備えに資するために、電力中央研究所と災害時配電設備
被害予測システムの研究を開始しましたので、その概要を紹介します。



第 2図　震度階予測結果（H28.4.1 三重県南東沖地震）

震源地

震度 ：古座川町

電柱位置

第 3図　
阪神淡路大震災時の被害状況

R&D NEWS KANSAI  2016.6  No.486 7

1. 研究の背景とねらい
　配電設備は、あらゆるエリアに
面的に膨大な数量が設置されてい
ます。そのため、ひとたび大規模
な地震が発生した場合には、その
設備被害の把握に時間を要し、効
率的な復旧活動の体制が構築でき
るまでに時間が掛かってしまい、
引いてはライフラインの一つであ
る電気の復旧が遅れる結果となる
懸念があります。
　一方、台風についても、温暖化
による海水面の温度上昇により、
南方海上から前線を刺激したり、
強い勢力を保ったまま上陸したり
することが多くなっており、これ
までの経験による想定を超えた強
風や豪雨によって、配電設備への
大きな被害が発生し、復旧体制構
築の遅れにより、同様に電気の復
旧が遅れる懸念があります。
　以上の状況を踏まえ、地震発生
の場合には、その震源位置・マグ
ニチュード・震源深さといった気
象庁が配信する地震情報から、直
ちに配電設備の被害を予測する機
能を搭載した地震版のリスク評価
マネジメントシステム（Risk 
Assessment Management 
system for Power lifeline ‒ 
Earthquake real time：以 下、
RAMPEr[ ランプイーアール ] と
呼ぶ）の研究を開始しました。
RAMPEr が導入されれば、地震
発生直後に各ネットワーク技術セ
ンターの設備被害状況が予測で
き、速やかに応援復旧体制の検討・
手配が可能となり、被害の大きい
地域への迅速かつ的確な復旧人員

の投入が可能となります。
　台風襲来の場合には、南方海上
で台風が発生後、気象庁配信の台
風の進路予報（進路・時期・中心
気圧など）から、あらかじめ配電
設備の被害を予測する機能を搭載
した台風版のリスク評価マネジメ
ントシステム（Risk Assessment 
Management  sys tem for  
Power lifeline ‒ Typhoon：以
下、RAMPT[ ランプティー ] と
呼ぶ）の研究を開始しました。
RAMPT が導入されれば、台風襲
来までに各ネットワーク技術セン
ターの設備被害状況が予測でき、
あらかじめ応援復旧体制の検討・
手配が可能となり、被害が大きい
と予測される地域へ予防的に復旧
人員の投入が可能となります。

2. RAMPの概要
（１）RAMPT
　第 1 図に RAMPT の構成につい
て示します。システムはKINDネッ
トの PC に搭載可能で、あらかじ
めシステムの中には、配電設備デー
タと地図・地盤データが組み込ま
れています。配電設備データとし
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や電線の種別・径間長・敷設方向
（16方位）や開閉器・変圧器といっ
た機器の敷設状況が全配電設備に
ついて網羅されています。また、
電柱の敷設されている場所の地盤
データ（土地利用情報・地形情報）
も紐付けられているので、16方位
の各方向からの風の風速に対する、
地盤の状況も加味した電柱の強度
（倒れやすさ）をすべての電柱につ
いて、数値化しています。
　そこで、台風の接近が予報され
ると、その予報位置・勢力（中心気
圧など）から、関西圏内の 1kmメッ
シュごとに時間帯別（1 時間ごと）
の風速と風向の予測を計算し、それ
を基に各電柱の被害確率を算出しま
す。それをネットワーク技術セン
ターごとに合計し、センターごとに
『風が強くなるのはいつごろで、そ
れによりどの程度の設備被害が発生
する』という情報を配信することが
可能となります。
　また、台風の予報は 3 時間ご
とに更新されるので、最新の予報
で逐次被害予測を更新していくこ
とが可能です。

（２）RAMPEr
　RAMPEr も、RAMPT と同様
に配電設備データや地図・地盤
データがあらかじめ組み込まれて
いますが、こちらは予測の計算が
事前ではなく、地震発生後となり
ます。地震発生後に気象庁等から
の地震情報（震源位置・マグニ
チュード・震源深さ）から、関西
圏内の 1km メッシュごとに震度
階・地震動などの大きさの予測を
計算します。第 2 図に平成 28 年
4 月 1 日 11 時 39 分ごろ三重県
南東沖で発生した地震（マグニ
チュード M6.1、震源深さ約
10km）による震度階の予測結果
を示します。和歌山県古座川町で
震度 4 を記録した実績と同様の
予測ができています。
　震度階や地震動の予測を基に各
電柱の被害確率を算出します。そ
れをネットワーク技術センターご
とに合計し、センターごとに『震
度が大きかったのはどのエリア
で、それによりどの程度の設備被
害が発生している』という情報を
配信することが可能となります。
また、設備被害の巡視が可能な状
況になれば、その巡視で判明した
正確な被害状況をシステムに入力
することで、予測の精度を更新し、
まだ巡視できていないエリアの被
害予測を逐次更新していく（精度
を向上していく）ことが可能なシ
ステムです。よって、刻々と状況
が変化していく中で、復旧人員を
必要なエリアに効果的に投入する
ことに資することができるシステ
ムとなっています。

3. 現在の研究状況と今後の予定
（１）過去の台風の被害実績と
　　  被害予測との比較分析
　1990 年～ 2015 年の間で被害
の多かった 18 台風について、そ
の被害実績と RAMPT による被
害予測とを比較した結果、おおむ

ね実績値と予測値との相関が高い
ことが確認できました。一方で、
実績値と予測値の乖離が大きい
ケースの台風もありましたので、
今後は強風の継続時間や台風進路
により異なる被害モードも加味し
た被害予測について、検討を続け
ていきます。

（２）阪神淡路大震災による被害の
　　  データベース構築と分析
　台風の被害は過去に何度も被っ
てきましたが、津波を除いた地震
動のみによる配電設備への被害状
況について記録が残っているの
は、全国的に見ても、阪神淡路大
震災が初めてでした。ただ、阪神
淡路大震災の発生した 1995 年
当時は、まだ IT 環境が発達して
いない時代でしたので、被害の
あった電柱 1 本 1 本を調査して、
その設備の敷設状況や被害状況を
詳細に記録した貴重な調査票が紙
でのみ保存されていました。
　そこで、約 3,500 枚存在した

調査票 1 枚 1 枚をデータベース
に登録し、緯度経度の地理情報を
加えて、被害設備データベースと
して構築しました。さらに地形情
報を重ねて図示化してみると、第
3図で示した 7つのメッシュ（水
色線枠）内のように、埋立地や三
角州、扇状地などで被害が多く発
生しており、砂礫質台地では被害
が少ないことがわかりました。
　今後は、さらに被害実績の分析
を続け、RAMPEr を大規模地震
時の被害予測に活用できるように
します。
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第 3図　SVG主回路構成
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1. 背景
　当社では、長距離送電線を伴う
水力幹線系統の定態安定度向上や
送電容量向上を目的に世界初の電
力系統用 SVG を 1991 年に犬山
開閉所へ導入しました。
　一方、近年の電力自由化の進展
に伴い、送電系統の再構築などが
行なわれています。そのため、電
力系統の構成や線路潮流などの系
統特性も過去と比べて大きく変化
しました。それに伴い、SVG に
対する系統側からの要求事項も従
来の定態安定度の向上だけでな
く、過渡安定度向上という新たな
要求事項が期待されることとなり
ました。そこで、過渡安定度向上
に寄与できる SVG を開発し、第
1 図に示す SVG を 2013 年 6 月
に犬山開閉所へ導入しました。
運転開始後、様々な事故様相（1
相地絡 :1LG、2 相地絡 :2LG、3
相地絡 :3LG、ルート断）の実測
波形が得られ、系統事故時の
SVG 運転状態が確認できたので
今回紹介します。　　　　　　

2. 過渡安定度用 SVG
（１）主回路構成
　第 2 図 に SVG を設置してい
る水力幹線系統の概略図を示しま
す。 第 2 図の発電機群からの全潮
流が長距離送電線を経由して B
変電所、C 変電所へ供給される長
距離重潮流送電系統です。SVG
は重潮流時の定態安定度向上によ
る送電容量の増大と、154kV 系
統以外の地点での系統事故による
水力発電機群の脱調を防止するた
めに設置されています。
　SVG 主回路構成は第 3 図に示
す と お り、3 段 多 重 構 成
78MVA-SVG と 2 段多重構成
52MVA-SVG の 2 系並列システ
ムです。この SVG は、2 系とも
運転することによって過渡安定度
向上に必要となる容量 130MVA 
となるとともに、定態安定度に関
しては、1 系停止時においても残
りの 1 系で定態安定度の維持に
必要となる容量を確保できる冗長
システムとなっています。

（２）制御方式
　SVG の系統制御の基本構成は、
第 4 図に示すとおり、系統の同
期 化 力 向 上 を 図 る AVR
（ A u t o m a t i c  V o l t a g e  
Regulator）制御、系統動揺に対
してダンピング力向上を図る
P S S （ P o w e r  S y s t e m  
Stabilizer）制御、重潮流時の定

態安定度向上と送電ロス軽減を図
る無効電力バイアス制御からなり
ます。さらに、過渡安定度向上制
御として、系統事故時に系統状況
に応じて AVR 制御と PSS 制御
の協調を図るコーディネーション
制御により発電機の脱調防止を実
現しています。

3. 系統事故時の運転実績
　2013 年 6 月運開後、約 1 年
半における系統事故時の SVG 運
転実績を第 1 表に示します。系
統 事 故 の 種 類 は 1LG、2LG、
3LG が発生し、期間内における
分析対象の系統事故総数は 43 回
でした。犬山 SVGは 43 回中 42
回の系統事故に対して運転継続し
ています。系統事故のため GB
（ゲートブロック）したケースは
1 回のみです。また、その GB 期
間は 10ms と非常に短く系統事
故中に再起動し 1 サイクル後に
定格無効電流を出力しています。
このように、更新した SVG は高
い運転継続性を示していることが
明らかとなりました。

4. 事故時運転機能の確認
（１）2相地絡事故
　犬山開閉所－水力発電機間の送
電線で発生した 2 相地絡事故時
の実測波形を第 5図に示します。
　第 5 図の 0.2 秒付近で 1 回線
2相地絡事故が発生し、約 4サイ
クル (67ms) 後に事故が除去さ
れ、送電線 1 回線が開放されて
います。系統事故は 154kV 系統
で発生した範囲内事故であるた
め、事故発生後約 250ms から電
源制限が動作し 154kV 系統の発
電機の一部が解列されています。
系統事故中の事故相電圧は非常に
低く犬山開閉所から近い事故点で

あり、大きな不平衡 ( 逆相 ) 電圧
が発生しています。このような事
故においても、SVG は事故発生
時、事故中、事故除去時とも GB
せずに運転継続しています。これ
により、不平衡事故に対しての
SVG の運転継続性能の高さが示
されています。

（２）3相地絡事故
　B 変電所－C 変電所間の送電線
で発生した 1 回線 3 相地絡事故時
の実測波形を第 6 図に示します。
3 相地絡事故によって事故中の
SVG 接続母線電圧は 60% 程度ま
で低下していますが、SVG はゲー
トブロック (GB) せず運転継続し
ています。系統事故による電圧低
下を抑制するために、SVG は事故
中に進相無効電力を出力していま
す。事故除去後、系統動揺 2 波目
以降の系統動揺を抑制するため、
PSS 制御により系統のダンピング
力を向上しています。その後、
SVG は系統状態に応じて進相無効
電力出力から無負荷運転に安定に

移行していることがわかります。
　系統事故時の過渡安定度向上の
ためには SVG の運転継続性能が
重要になります。今回得られた
様々な系統事故の実測結果から、
SVG が良好な運転継続性能を有
していることがわかり、重潮流時
の過酷な系統条件において、
SVG は過渡安定度向上に大きく
寄与できると期待されます。

5. まとめ
　当社犬山開閉所では、1991 年
か ら 22 年 間 運 用 し て い た
80MVA-GTO-SVG に 代 わ り、
2013 年 6 月 よ り 130MVA 
GCT-SVG の運転を行っていま
す。今回得られた実測データより、
様々な系統事故に対して、犬山開
閉所新 SVG が良好な運転継続性
能を有していることが確認できま
した。このことから、本 SVGが、
過渡安定度向上など送電系統の信
頼度向上に十分に寄与できること
が確認できました。

過渡安定度用犬山 SVGの運転実績と動作検証

電力システム技術センター　変電グループ

定態安定度の向上や電圧安定度の向上を実現してきた静止形無効電力補償装置（SVG : Static Var 
Generator、以降、SVG と呼ぶ）に、さらなる系統安定度の向上として過渡安定度向上機能を付加した
SVG を導入し、実系統における機器の動作について調査すべく、研究を進めてきましたので、以下にその内
容を紹介します。



第 1表　系統事故時運転実績
運転継続 高速

成功 再起動
GB なし GB(10ms)

範囲内 11回 11回 －

範囲外 25回 25回 －

範囲内 3回 2回 1回

範囲外 3回 3回 －

3LG 範囲内 1回 1回 －

事故種 事故点* 事故数

1LG

2LG

＊ 範囲内とは 154kV 系統内の事故、範囲
外とはそれ以外の系統事故を示します。

第 6図　3相地絡事故実測結果

第 5図　2相地絡事故実測結果
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1. 背景
　当社では、長距離送電線を伴う
水力幹線系統の定態安定度向上や
送電容量向上を目的に世界初の電
力系統用 SVG を 1991 年に犬山
開閉所へ導入しました。
　一方、近年の電力自由化の進展
に伴い、送電系統の再構築などが
行なわれています。そのため、電
力系統の構成や線路潮流などの系
統特性も過去と比べて大きく変化
しました。それに伴い、SVG に
対する系統側からの要求事項も従
来の定態安定度の向上だけでな
く、過渡安定度向上という新たな
要求事項が期待されることとなり
ました。そこで、過渡安定度向上
に寄与できる SVG を開発し、第
1 図に示す SVG を 2013 年 6 月
に犬山開閉所へ導入しました。
運転開始後、様々な事故様相（1
相地絡 :1LG、2 相地絡 :2LG、3
相地絡 :3LG、ルート断）の実測
波形が得られ、系統事故時の
SVG 運転状態が確認できたので
今回紹介します。　　　　　　

2. 過渡安定度用 SVG
（１）主回路構成
　第 2 図 に SVG を設置してい
る水力幹線系統の概略図を示しま
す。 第 2 図の発電機群からの全潮
流が長距離送電線を経由して B
変電所、C 変電所へ供給される長
距離重潮流送電系統です。SVG
は重潮流時の定態安定度向上によ
る送電容量の増大と、154kV 系
統以外の地点での系統事故による
水力発電機群の脱調を防止するた
めに設置されています。
　SVG 主回路構成は第 3 図に示
す と お り、3 段 多 重 構 成
78MVA-SVG と 2 段多重構成
52MVA-SVG の 2 系並列システ
ムです。この SVG は、2 系とも
運転することによって過渡安定度
向上に必要となる容量 130MVA 
となるとともに、定態安定度に関
しては、1 系停止時においても残
りの 1 系で定態安定度の維持に
必要となる容量を確保できる冗長
システムとなっています。

（２）制御方式
　SVG の系統制御の基本構成は、
第 4 図に示すとおり、系統の同
期 化 力 向 上 を 図 る AVR
（ A u t o m a t i c  V o l t a g e  
Regulator）制御、系統動揺に対
してダンピング力向上を図る
P S S （ P o w e r  S y s t e m  
Stabilizer）制御、重潮流時の定

態安定度向上と送電ロス軽減を図
る無効電力バイアス制御からなり
ます。さらに、過渡安定度向上制
御として、系統事故時に系統状況
に応じて AVR 制御と PSS 制御
の協調を図るコーディネーション
制御により発電機の脱調防止を実
現しています。

3. 系統事故時の運転実績
　2013 年 6 月運開後、約 1 年
半における系統事故時の SVG 運
転実績を第 1 表に示します。系
統 事 故 の 種 類 は 1LG、2LG、
3LG が発生し、期間内における
分析対象の系統事故総数は 43 回
でした。犬山 SVGは 43 回中 42
回の系統事故に対して運転継続し
ています。系統事故のため GB
（ゲートブロック）したケースは
1 回のみです。また、その GB 期
間は 10ms と非常に短く系統事
故中に再起動し 1 サイクル後に
定格無効電流を出力しています。
このように、更新した SVG は高
い運転継続性を示していることが
明らかとなりました。

4. 事故時運転機能の確認
（１）2相地絡事故
　犬山開閉所－水力発電機間の送
電線で発生した 2 相地絡事故時
の実測波形を第 5図に示します。
　第 5 図の 0.2 秒付近で 1 回線
2相地絡事故が発生し、約 4サイ
クル (67ms) 後に事故が除去さ
れ、送電線 1 回線が開放されて
います。系統事故は 154kV 系統
で発生した範囲内事故であるた
め、事故発生後約 250ms から電
源制限が動作し 154kV 系統の発
電機の一部が解列されています。
系統事故中の事故相電圧は非常に
低く犬山開閉所から近い事故点で

あり、大きな不平衡 ( 逆相 ) 電圧
が発生しています。このような事
故においても、SVG は事故発生
時、事故中、事故除去時とも GB
せずに運転継続しています。これ
により、不平衡事故に対しての
SVG の運転継続性能の高さが示
されています。

（２）3相地絡事故
　B 変電所－C 変電所間の送電線
で発生した 1 回線 3 相地絡事故時
の実測波形を第 6 図に示します。
3 相地絡事故によって事故中の
SVG 接続母線電圧は 60% 程度ま
で低下していますが、SVG はゲー
トブロック (GB) せず運転継続し
ています。系統事故による電圧低
下を抑制するために、SVG は事故
中に進相無効電力を出力していま
す。事故除去後、系統動揺 2 波目
以降の系統動揺を抑制するため、
PSS 制御により系統のダンピング
力を向上しています。その後、
SVG は系統状態に応じて進相無効
電力出力から無負荷運転に安定に

移行していることがわかります。
　系統事故時の過渡安定度向上の
ためには SVG の運転継続性能が
重要になります。今回得られた
様々な系統事故の実測結果から、
SVG が良好な運転継続性能を有
していることがわかり、重潮流時
の過酷な系統条件において、
SVG は過渡安定度向上に大きく
寄与できると期待されます。

5. まとめ
　当社犬山開閉所では、1991 年
か ら 22 年 間 運 用 し て い た
80MVA-GTO-SVG に 代 わ り、
2013 年 6 月 よ り 130MVA 
GCT-SVG の運転を行っていま
す。今回得られた実測データより、
様々な系統事故に対して、犬山開
閉所新 SVG が良好な運転継続性
能を有していることが確認できま
した。このことから、本 SVGが、
過渡安定度向上など送電系統の信
頼度向上に十分に寄与できること
が確認できました。
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1. はじめに
　大阪は「水都大阪」と呼ばれる
ように、市街地に多くの河川があ
ります。その中でも中之島地区は
北を流れる堂島川と南を流れる土
佐堀川に挟まれており、水都大阪
のシンボルアイランドとして開発
されてきました。この地域では河
川に隣接した立地環境を生かし、
空調用熱源機器の熱源水・冷却水
として河川水の温度差エネルギー
を活用するシステムを採用する施
設が第 1 図に示すように各所に
存在しています。
　　　　　　

2. 熱供給範囲とこれまでの取組み
　中之島三丁目地区地域熱供給施
設は、関電ビルディングの地下に
位置しており、「中之島 3 丁目共
同開発」の段階的な開発に合わせ
て建設・増設が進められました。
地域熱供給範囲は第 2 図に示す
通りで、2005年の運用開始から、
Ⅱ期 工 事（2009 年）を 経 て、
2013 年 3 月にⅢ期工事が竣工し
ています。現在の供給エリアは約
25 万㎡、設備の規模は約 90GJ
／ hとなっています。

　また、第 1 表 に運用開始後 11
年間の取り組みを総括しました。
11 年間の間には各プラントの供
給開始、暖冬や猛暑、そして東日
本大震災とその後の節電要請と
いった社会状況の変化などがあり
ました。そのような状況の中、本

施設では、運用開始以降、本施設
のオーナーである関電エネルギー
ソリューション、当社を初めとす
る利用者が識者の協力を得なが
ら、継続して性能検証と評価を行
い、適正運転と維持管理を行って
きました。

3. 熱源プラントの運転実績
（１）外気温度と河川水取水温度
　第 3 図に外気温度と河川水取
水温度の比較を示します。河川水
温度は外気温度に比べて、夏季で
0.1 ～ 1.0℃程度低く、冬季で
1.0～2.8℃程度高くなっており、
河川水を熱源として利用すること
の有効性が確認できます。

（２）販売熱量の推移
　第４図に利用者別販売熱量の推
移を示します。冷熱・温熱販売熱
量は共にⅡ期とⅢ期の竣工に伴い
大幅に増加しています。しかし、
冷熱販売熱量は 11 年間では猛暑
の 2010 年がピークとなっており、
Ⅲ期竣工以降も 2010 年の冷熱販
売熱量には達していません。ここ
から東日本大震災以降における利
用者の節電・省エネ意識の高まり
が伺えます。温熱販売熱量は、Ⅱ期
竣工以降も少しずつ増加していま
すが、これは利用者による節電に
より建物内部の機器発熱の減少し
たことが、暖房負荷の増加として
影響していると考えられます。

（３）夜間電力比率の推移
　第５図に夜間電力比率の推移を
示します。夜間電力比率は、Ⅰ期で
は 55% 以上でしたが、Ⅱ竣工後は
冷温熱需要の高まりにより 44％に
低下しました。東日本大震災直後は
冷熱需要の減少等により、49％に
上昇しましたが、Ⅲ期竣工以降は、
高効率な新設熱源を優先的に運転し
ていることから、2015 年の夜間電
力比率は 38％となりました。

（４）プラント効率の推移
　第６図にプラントの効率を示す
プラント COP（一次エネルギー換

算）の推移、第７図に販売熱量と
プラント COP の関係を示します。
プラント COP はⅠ期竣工から順
調に向上を続けており、2015 年
では 1.113 となっております。特
にⅠ期の期間中には継続的な運用
改善により 2005 年からの 4 年間
で 13％の向上を達成しています。

4. まとめ
　運用開始後 11 年間の取り組み内容
として、11 年間の販売熱量やプラント
COPの推移を分析しました。本施設は、
運用開始以降、様々な状況に配慮しつ
つ、継続して性能検証と評価を行い、
それらを反映した適正運転と維持管理
を行ってきた結果、継続的なプラント
性能の向上を実現してきました。

中之島三丁目地区地域熱供給施設の性能検証・評価に関する研究

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

大阪中之島三丁目地区では、冷暖房を建物ごとに行うのではなく、地域単位で行う地域熱供給を導入していま
す。この地域熱供給施設では、河川水の温度差エネルギーという未利用エネルギーをヒートポンプの熱源とし
て活用することにより、省エネ性を高め、かつ冷房排熱を河川に排熱することにより、ヒートアイランド現象
の原因の一つとされる大気への排熱を低減しています。本研究では、運用開始後 11 年間の熱源プラントの運
転実績やプラントCOPの経年推移の分析に取り組んでおり、ここでは、その結果について紹介します。
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1. はじめに
　大阪は「水都大阪」と呼ばれる
ように、市街地に多くの河川があ
ります。その中でも中之島地区は
北を流れる堂島川と南を流れる土
佐堀川に挟まれており、水都大阪
のシンボルアイランドとして開発
されてきました。この地域では河
川に隣接した立地環境を生かし、
空調用熱源機器の熱源水・冷却水
として河川水の温度差エネルギー
を活用するシステムを採用する施
設が第 1 図に示すように各所に
存在しています。
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　中之島三丁目地区地域熱供給施
設は、関電ビルディングの地下に
位置しており、「中之島 3 丁目共
同開発」の段階的な開発に合わせ
て建設・増設が進められました。
地域熱供給範囲は第 2 図に示す
通りで、2005年の運用開始から、
Ⅱ期 工 事（2009 年）を 経 て、
2013 年 3 月にⅢ期工事が竣工し
ています。現在の供給エリアは約
25 万㎡、設備の規模は約 90GJ
／ hとなっています。

　また、第 1 表 に運用開始後 11
年間の取り組みを総括しました。
11 年間の間には各プラントの供
給開始、暖冬や猛暑、そして東日
本大震災とその後の節電要請と
いった社会状況の変化などがあり
ました。そのような状況の中、本

施設では、運用開始以降、本施設
のオーナーである関電エネルギー
ソリューション、当社を初めとす
る利用者が識者の協力を得なが
ら、継続して性能検証と評価を行
い、適正運転と維持管理を行って
きました。

3. 熱源プラントの運転実績
（１）外気温度と河川水取水温度
　第 3 図に外気温度と河川水取
水温度の比較を示します。河川水
温度は外気温度に比べて、夏季で
0.1 ～ 1.0℃程度低く、冬季で
1.0～2.8℃程度高くなっており、
河川水を熱源として利用すること
の有効性が確認できます。

（２）販売熱量の推移
　第４図に利用者別販売熱量の推
移を示します。冷熱・温熱販売熱
量は共にⅡ期とⅢ期の竣工に伴い
大幅に増加しています。しかし、
冷熱販売熱量は 11 年間では猛暑
の 2010 年がピークとなっており、
Ⅲ期竣工以降も 2010 年の冷熱販
売熱量には達していません。ここ
から東日本大震災以降における利
用者の節電・省エネ意識の高まり
が伺えます。温熱販売熱量は、Ⅱ期
竣工以降も少しずつ増加していま
すが、これは利用者による節電に
より建物内部の機器発熱の減少し
たことが、暖房負荷の増加として
影響していると考えられます。

（３）夜間電力比率の推移
　第５図に夜間電力比率の推移を
示します。夜間電力比率は、Ⅰ期で
は 55% 以上でしたが、Ⅱ竣工後は
冷温熱需要の高まりにより 44％に
低下しました。東日本大震災直後は
冷熱需要の減少等により、49％に
上昇しましたが、Ⅲ期竣工以降は、
高効率な新設熱源を優先的に運転し
ていることから、2015 年の夜間電
力比率は 38％となりました。

（４）プラント効率の推移
　第６図にプラントの効率を示す
プラント COP（一次エネルギー換

算）の推移、第７図に販売熱量と
プラント COP の関係を示します。
プラント COP はⅠ期竣工から順
調に向上を続けており、2015 年
では 1.113 となっております。特
にⅠ期の期間中には継続的な運用
改善により 2005 年からの 4 年間
で 13％の向上を達成しています。

4. まとめ
　運用開始後 11 年間の取り組み内容
として、11 年間の販売熱量やプラント
COPの推移を分析しました。本施設は、
運用開始以降、様々な状況に配慮しつ
つ、継続して性能検証と評価を行い、
それらを反映した適正運転と維持管理
を行ってきた結果、継続的なプラント
性能の向上を実現してきました。
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第 1表　使用機器

第 2表　エアコン比較の実験条件

第 2図　機器配置（エアコンの比較）

第3図　機器配置（衣類乾燥除湿機の比較）第1図　実験室
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※間仕切りドアを閉める

広い部屋
畳相当

※間仕切りドアを開ける

項目 エアコン
年製

エアコン
年製

扇風機
年製

衣類乾燥除湿
機コンプレッ
サー式 ※2

2 3※ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰにより空気を

冷却器で冷やし結露さ

せ水分除去する方式

衣類乾燥除湿
機ハイブリッ
ド式 ※3

※ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ式とｾﾞｵﾗｲﾄ式

を併用

型式

ﾒｰｶｰ ダイキン工業 ダイキン工業 パナソニック 三菱 パナソニック

消費
電力

暖房
冷房

暖房
冷房 衣類乾燥標準

運転ﾓｰﾄﾞと扇風機有無 旧ｴｱｺﾝ 新ｴｱｺﾝ

ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾓｰﾄﾞ なし ⑤

除湿ﾓｰﾄﾞ ① 測定不能

暖房ﾓｰﾄﾞ ② ⑥

除湿ﾓｰﾄﾞ＋扇風機 ③ ⑦

暖房ﾓｰﾄﾞ＋扇風機 ④ ⑧

※○数字は、 図第 ～ に対応

扇風機 

洗濯物 

Ａ 

Ｂ 

Ｄ Ｃ 

 

エアコン 

畳相当

Ａ 

Ｄ Ｃ 

Ｂ 

扇風機 

洗濯物 

衣類乾燥除湿機 
エアコン
温度調整用  

 

畳相当

間仕切り 
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1. 研究の背景およびねらい
　近年、生活スタイルの多様化に
より「部屋で洗濯物を干すこと（以
下、部屋干し）」が増えています。
　９割以上の人が洗濯物を部屋干
ししそのうち４割の人が年中部屋
干しを実施しているとの調査があ
ります（参考文献 (※1) 参照）。衣
類の部屋干しが増えているのは、
共働き世帯が増えていること、花
粉や黄砂、排気ガスなどが気にな
ること、女性の一人暮らしなど、
様々な理由があるようです。
　また、インターネット上での情
報では、部屋干しのコツとして「狭
い部屋で衣類乾燥除湿機と扇風機
を使って衣類乾燥するとよい」と
あります。そこで、部屋干し方法
を乾燥時間と省エネ性の観点から
以下のとおり検討比較しました
(使用機器は第１表のとおり )。
(1) エアコン (2006年製、以下「旧
エアコン」)／エアコン (2015
年製、以下「新エアコン」) の除
湿機能の比較
(2) 衣類乾燥除湿機 ( コンプレッ
サー式 (M 社 ) ／ハイブリッド式
(P 社 )) の比較
※1参考文献
洗濯物の室内干しに関する調査
研究 , 小渕真弓（佐賀大学大学
院）, 澤島智明（佐賀大学）,
佐賀大学文化教育学部研究論文
集（佐賀大学文化教育学）,
Vol.20,No.1（2015）111～
121

2. 研究の概要
（１）方法
　洗濯物 2kg を乾燥させ、乾燥率
97％（※4）になるまでの消費電力量
等 を 計 測　（※4　「JIS S 2130：
2010（家庭用ガス衣類乾燥機）」
の衣類乾燥の方法に準拠）

（２）条件
・部屋の広さ : 第 1図のとおり
　（エアコンの比較）8畳相当
　（衣類乾燥除湿機の比較）
　広い（20畳相当）／狭い（8畳相当）
・機器配置　: 第 2,3 図のとおり
・時期　　　: 冬期（12～ 2月）
・扇風機　　: あり／なし
・洗濯物向き
　正面にあたる向きを 1 時間毎に
　A→B→C→D→…で入替

3. 研究の成果
（１）旧エアコン（2006 年製）

／新エアコン（2015 年）
の除湿機能の比較

　エアコンの運転モードを第 2
表とし、乾燥時間、消費電力量を
比較しました。
　旧エアコン（第 4,5 図）より、
エアコン単体の比較では、吹出温
度が高い暖房モードが、除湿モー
ドよりも乾燥時間は短いが、消費
電力量は多いことが分かりました。

　「暖房モード + 扇風機」で乾燥
時間が最短、「除湿モード+扇風機」
で消費電力量が最少でした。
　新エアコン（第 6,7 図）では、「除
湿モード + 扇風機」で乾燥時間が
最短でした。暖房モード単体では
設定温度 20 度であったため送風
となり、消費電力量少ないが乾燥
時間が長かった可能性があります。
　最後に第 8 図のとおり、除湿
モードも暖房モードも換気扇を併
用した方が乾燥時間が短く、エア
コンと扇風機合計の消費電力量が
少なくなりました。

（２）衣類乾燥除湿機コンプレッ
サー式（M社）／ハイブリッ
ド式（P社）の比較

　方式の異なる衣類乾燥除湿機での
衣類乾燥実験を行いました（第9図）。
①部屋の広さ
　部屋が広い場合と狭い場合で比
較したところ、どちらの方式にお
いても、乾燥時間・消費電力量と
の関連性は認められませんでした。
②方式の違い
　ハイブリッド式（P 社）の方が
消費電力量が少なかったのは、今
回の方法では、コンプレッサー式
（M 社）には赤外線センサーが付
いているので、前面が乾いたと判
断すると停止・再起動を繰り返す
ことにより、逆に消費電力量が多
くなった可能性が考えられます。
③扇風機の併用
　扇風機と衣類乾燥除湿機を併用

した方が、衣類乾燥除湿機単体よ
りも、消費電力量少なく、乾燥時
間が短かいことが分かりました。

4. まとめ
　冬期の衣類の部屋干しについて、
○扇風機を併用する方が、エアコ
ンや衣類乾燥除湿機単体よりも、
乾燥時間が短く、消費電力量が
少ない

○衣類乾燥除湿機では、部屋の広
さと乾燥時間・消費電力量との
関連性は認められず

という結果が得られました。

住宅用家電製品の省エネ運用　衣類乾燥の比較

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）　

平成 25～ 27 年度までに、53 件の住宅用家電製品の省エネ性に関する評価実験を行い、住宅用家電製品の
実用的な評価方法を検討しました。今回は、洗濯物の部屋干しについて、エアコンや衣類乾燥除湿機を使った
場合の最適衣類乾燥の方法を検討した結果を紹介します。



第 8図　乾燥時間と消費電力量の関係
　（エアコンの比較）　　

第 9図　乾燥時間と消費電力量の関係
  　（衣類乾燥除湿機の比較）

第 7図　新エアコンの
　　　　　　　　消費電力量と吹出温度

第 4図　旧エアコンの
　　　　　　　乾燥時間と吹出温度

第 5図　旧エアコンの
　　　　　　　　消費電力量と吹出温度

第 6図　新エアコンの
　　　　　　　乾燥時間と吹出温度

①除湿ﾓｰﾄﾞ ②暖房ﾓｰﾄﾞ ③除湿ﾓｰﾄﾞ

扇風機

④暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機

 

⑤ﾗﾝﾄﾞﾘｰ ⑥暖房ﾓｰﾄﾞ⑦除湿ﾓｰﾄﾞ

扇風機

⑧暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機

①除湿ﾓｰﾄﾞ ②暖房ﾓｰﾄﾞ ③除湿ﾓｰﾄﾞ

扇風機

④暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機

⑤ﾗﾝﾄﾞﾘｰ ⑥暖房ﾓｰﾄﾞ ⑦除湿ﾓｰﾄﾞ

扇風機

⑧暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機

⑤ﾗﾝﾄﾞﾘｰ ⑥暖房ﾓｰﾄﾞ⑦除湿ﾓｰﾄﾞ⑧暖房ﾓｰﾄﾞ
扇風機 扇風機

吹
出
温
度 

消
費
電
力
量 

吹出温度 ℃
消費電力量  

最少

吹出温度 ℃  

乾燥時間 時 分  

⑤ﾗﾝﾄﾞﾘｰ ⑥暖房ﾓｰﾄﾞ⑦除湿ﾓｰﾄﾞ ⑧暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機 ＋扇風機

吹
出
温
度

乾
燥
時
間 

最短

消
費
電
力
量 

消費電力量  

吹出温度 ℃

吹
出
温
度

最少

①除湿ﾓｰﾄﾞ②暖房ﾓｰﾄﾞ③除湿ﾓｰﾄﾞ④暖房ﾓｰﾄﾞ

扇風機 扇風機
 

最短

吹出温度 ℃  

乾燥時間 時 分
 

①除湿ﾓｰﾄﾞ ②暖房ﾓｰﾄﾞ③除湿ﾓｰﾄﾞ ④暖房ﾓｰﾄﾞ
扇風機 扇風機

吹
出
温
度

乾
燥
時
間

 

除湿

暖房

除湿＋扇

暖房＋扇

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

暖房

除湿＋扇 暖房＋扇

広 ＋扇

ハイブリッド式
社

コンプレッサー式 社

広

広 ＋扇

狭

狭 ＋扇
広

狭 ＋扇

狭

乾燥時間

消
費
電
力
量

時 分

少
な
い

短い

凡例

旧エアコン

新エアコン

ランドリー ランドリーﾓｰﾄﾞ

暖房暖房ﾓｰﾄﾞ

除湿除湿ﾓｰﾄﾞ

扇扇風機あり

消
費
電
力
量

少
な
い

乾燥時間短い 時 分

凡例

コンプレッサー式 社
×ハイブリッド式 社
狭 ･･･狭い部屋
広 ･･･広い部屋
扇･･･扇風機あり

R&D NEWS KANSAI  2016.6  No.486 13

1. 研究の背景およびねらい
　近年、生活スタイルの多様化に
より「部屋で洗濯物を干すこと（以
下、部屋干し）」が増えています。
　９割以上の人が洗濯物を部屋干
ししそのうち４割の人が年中部屋
干しを実施しているとの調査があ
ります（参考文献 (※1) 参照）。衣
類の部屋干しが増えているのは、
共働き世帯が増えていること、花
粉や黄砂、排気ガスなどが気にな
ること、女性の一人暮らしなど、
様々な理由があるようです。
　また、インターネット上での情
報では、部屋干しのコツとして「狭
い部屋で衣類乾燥除湿機と扇風機
を使って衣類乾燥するとよい」と
あります。そこで、部屋干し方法
を乾燥時間と省エネ性の観点から
以下のとおり検討比較しました
(使用機器は第１表のとおり )。
(1) エアコン (2006年製、以下「旧
エアコン」)／エアコン (2015
年製、以下「新エアコン」) の除
湿機能の比較
(2) 衣類乾燥除湿機 ( コンプレッ
サー式 (M 社 ) ／ハイブリッド式
(P 社 )) の比較
※1参考文献
洗濯物の室内干しに関する調査
研究 , 小渕真弓（佐賀大学大学
院）, 澤島智明（佐賀大学）,
佐賀大学文化教育学部研究論文
集（佐賀大学文化教育学）,
Vol.20,No.1（2015）111～
121

2. 研究の概要
（１）方法
　洗濯物 2kg を乾燥させ、乾燥率
97％（※4）になるまでの消費電力量
等 を 計 測　（※4　「JIS S 2130：
2010（家庭用ガス衣類乾燥機）」
の衣類乾燥の方法に準拠）

（２）条件
・部屋の広さ : 第 1図のとおり
　（エアコンの比較）8畳相当
　（衣類乾燥除湿機の比較）
　広い（20畳相当）／狭い（8畳相当）
・機器配置　: 第 2,3 図のとおり
・時期　　　: 冬期（12～ 2月）
・扇風機　　: あり／なし
・洗濯物向き
　正面にあたる向きを 1 時間毎に
　A→B→C→D→…で入替

3. 研究の成果
（１）旧エアコン（2006 年製）

／新エアコン（2015 年）
の除湿機能の比較

　エアコンの運転モードを第 2
表とし、乾燥時間、消費電力量を
比較しました。
　旧エアコン（第 4,5 図）より、
エアコン単体の比較では、吹出温
度が高い暖房モードが、除湿モー
ドよりも乾燥時間は短いが、消費
電力量は多いことが分かりました。

　「暖房モード + 扇風機」で乾燥
時間が最短、「除湿モード+扇風機」
で消費電力量が最少でした。
　新エアコン（第 6,7 図）では、「除
湿モード + 扇風機」で乾燥時間が
最短でした。暖房モード単体では
設定温度 20 度であったため送風
となり、消費電力量少ないが乾燥
時間が長かった可能性があります。
　最後に第 8 図のとおり、除湿
モードも暖房モードも換気扇を併
用した方が乾燥時間が短く、エア
コンと扇風機合計の消費電力量が
少なくなりました。

（２）衣類乾燥除湿機コンプレッ
サー式（M社）／ハイブリッ
ド式（P社）の比較

　方式の異なる衣類乾燥除湿機での
衣類乾燥実験を行いました（第9図）。
①部屋の広さ
　部屋が広い場合と狭い場合で比
較したところ、どちらの方式にお
いても、乾燥時間・消費電力量と
の関連性は認められませんでした。
②方式の違い
　ハイブリッド式（P 社）の方が
消費電力量が少なかったのは、今
回の方法では、コンプレッサー式
（M 社）には赤外線センサーが付
いているので、前面が乾いたと判
断すると停止・再起動を繰り返す
ことにより、逆に消費電力量が多
くなった可能性が考えられます。
③扇風機の併用
　扇風機と衣類乾燥除湿機を併用

した方が、衣類乾燥除湿機単体よ
りも、消費電力量少なく、乾燥時
間が短かいことが分かりました。

4. まとめ
　冬期の衣類の部屋干しについて、
○扇風機を併用する方が、エアコ
ンや衣類乾燥除湿機単体よりも、
乾燥時間が短く、消費電力量が
少ない

○衣類乾燥除湿機では、部屋の広
さと乾燥時間・消費電力量との
関連性は認められず

という結果が得られました。
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 （ホームエネルギー）
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第1図　水素/水をメディエータとする
　　　 鉄－空気電池の原理図（放電時）
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1. 研究の背景とねらい
　蓄電池は携帯電話やノートパソ
コン等の電源として広く利用され
ています。特に近年、小型化のみ
ならず大容量化が進められてお
り、電気自動車の動力源としての
活用や、電力系統の品質維持を目
的とした大型蓄電池システム実証
試験など活用の幅を広げていま
す。大容量化により蓄電池に貯蔵
するエネルギー量が多くなるほど
利便性は高まる一方、事故等で短
時間にエネルギー放出した際の危
険性は高くなってしまいます。ま
た、原料に著しい資源偏在リスク
があると、予期せぬ価格高騰で設
置計画が狂う可能性があります。
こういった課題を原理的に回避し
得る蓄電池として、鉄－空気電池
が挙げられます。
　これまで石原らによって提案さ
れてきた水素 / 水をメディエータ
とする鉄－空気電池［1］では、エ
ネルギーは鉄粒子に蓄えられます
が、この安全性が高いことが大き
な特徴です。鉄粒子からのエネル
ギー放出は水を対とする酸化還元
反応で水の供給速度は燃料極上で
の水素酸化速度により律速される
ので、鉄からの急激なエネルギー
放出は起こり難く、また万一、燃
料極側の気密が破れ、高温の鉄が
大気暴露した場合でも酸化反応に

伴う発火は鉄の性質上、起きにく
いことから、安全性が高くなりま
す。さらに、鉄は埋蔵量が多く資
源偏在性が少ないので、エネル
ギー貯蔵体が安価で入手でき大容
量化に向くといえます。
　このような水素 / 水をメディ
エータとする鉄－空気電池の原理
図を第１図に示します。空気極、
固体電解質、燃料極で構成される
部分は固体酸化物形燃料電池
(SOFC) の類似であり、放電時に
は固体電解質中を酸素イオンが通
過し、燃料極に到達します。その
後、チャンバー内に封入された水
素ガスと反応して水を生成します
が、このときに発生する電子を取
り出すことで外部回路に電流を流
せます。
　生成した水は鉄によりただちに
水素に変換され、再び燃料極での

反応に使われます。チャンバー内
で水素が再生されるので外部から
の水素供給が無くても放電を続け
ることができます。一方、水と反
応した鉄は酸化鉄へと変化し、充
電時にはこれら一連の反応と逆の
反応が起こります。
　実用化に向けた大きな課題とし
て、充放電サイクルの繰り返しに
伴う鉄の形状変化や焼結を抑制す
ることがあります。鉄－空気電池
の放電容量は鉄が酸化鉄へと酸化
される量で決まり、仕込んだ鉄の
全量が反応することが望まれま
す。1 g の Fe がすべて Fe3O4 と
いう酸化鉄に変化するとすれば、
約 1280 mAh gFe-1 もの高容量が
得られることになります（これは
市販リチウムイオン電池の黒鉛電
極理論値の 3 倍以上に相当）。し
かし、充放電反応の繰り返しで鉄
/ 酸化鉄の状態をゆききするうち
に形状変化し、いくつかの反応サ
イトが塞がれてしまうと放電容量
が低下してしまいます。また、作
動温度が高温になる程、鉄が焼結し
やすくなり、形状変化しやすくなる
ことも影響します。この解決に向け
我々は、粒子の形状を制御しやすい
噴霧熱分解合成法を用いることで充
放電サイクルを繰り返しても容量低
下が小さい酸化鉄粒子の合成を試み
ま し た。添 加 物 と し て Cr、 

Ce0.6Mn0.3Fe0.1O2-δ( 以下 CMF) を加
えた球状微粒子を合成しました。

2. 実験
　当社が有する噴霧熱分解合成装
置の概略を第２図に示します。原
料溶液は各金属硝酸塩を純水に溶
解させて調製後、超音波振動子で
霧化し、キャリアガス（空気）に
乗せ、電気炉で加熱した反応管を
通して熱分解し、フィルターにて
合成された微粒子を捕集しまし
た。得られた粒子を 800℃でか
焼しました。粒子のキャラクタリ
ゼーションは走査型電子顕微鏡
（SEM）観察、透過型電子顕微鏡
（TEM）観察、エネルギー分散型
X 線分光分析（EDS）により実施
しました。

　放 電 特 性 試 験 は 電 解 質 に
La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ、燃料
極に Ni-Fe/CMF サーメット電
極、空気極に Ba0.6La0.4CoO3-δ
を塗布、焼き付けて作成したセ
ルを用いました。前処理として
燃料極側に 97% 水素、空気極
側に純酸素流通しました。その
後、燃料極側ガスを窒素ガスで
希釈し、燃料極側を閉鎖、10 
mA cm-2 で放電しました。放電
後、再び水素を流通させ酸化鉄
と燃料極を還元して放電すると
いう一連の行程を 5 サイクル繰
り返しました。

3. 結果と考察
　噴霧熱分解合成で Feに対し添加
物としてCr、 CMFを加え、噴霧熱
分解合成後、800℃でか焼して得
た粒子の SEM 像を第 3 図に示し
ます。直径約 2μm から数μm 以
下の球状粒子が得られました。添
加物の分散具合を確かめる目的で、
断面 TEM 観察と EDS 分析を行な
いました（第４図）。 EDS 分析の結
果から、粒子断面には Cr、 Mn、 
Ce が均一に分散して存在している
ことがわかりました。これは噴霧
熱分解合成法で原料溶液が霧化さ
れた際に各金属が均一に分散した
霧滴ができたためと考えられます。
添加物は粒子内部、表面ともに均
一に分散していると考えられます。

　この粒子をエネルギー貯蔵体に
用いたセルの放電試験結果を第 5
図に示します。 試験時の酸化鉄まわ
りの雰囲気から、熱力学的に Fe は
酸化状態として Fe3O4 で存在する
と考えられますが、この場合、理

論容量は　Fe 1 g 換算で約 1280 
mAh gFe-1となります。第5図から、
この電池セルでは 5 サイクルにわ
たり理論容量ちかくの放電容量が
得られました。しかし、放電電位
はサイクルを重ねるごとに低下し、
セルの発電特性が低下してしまい
ました。この酸化鉄粒子は酸化還
元に対し非常に安定だとすると、
放電電位の低下は燃料極劣化など
他の要因である可能性も高いと推
察されます。これについては、今
後検討していく予定です。

4. 謝辞
　本研究は九州大学の石原教授と
共同で研究を行なっています。関
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の容量を蓄えることができます。これは市販リチウムイオン電池の黒鉛電極の理論値の 3 倍以上もの大きさで
すが、鉄粒子を工夫して作成せねば達成できません。こうした検討をとおし、電池共通の電気化学的知見を集
積していくことで、電池の種類を問わずに長期間、確実な電池システム運用の評価に活かすことができます。



第2図　噴霧熱分解合成装置の概略図
第3図　
Feに添加物Cr, CMFを加え,噴霧熱分解
合成後800℃でか焼して得た粒子のSEM像

第4図　粒子の断面TEM像とEDS分析結果

第5図　セルの放電繰返し試験結果
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1. 研究の背景とねらい
　蓄電池は携帯電話やノートパソ
コン等の電源として広く利用され
ています。特に近年、小型化のみ
ならず大容量化が進められてお
り、電気自動車の動力源としての
活用や、電力系統の品質維持を目
的とした大型蓄電池システム実証
試験など活用の幅を広げていま
す。大容量化により蓄電池に貯蔵
するエネルギー量が多くなるほど
利便性は高まる一方、事故等で短
時間にエネルギー放出した際の危
険性は高くなってしまいます。ま
た、原料に著しい資源偏在リスク
があると、予期せぬ価格高騰で設
置計画が狂う可能性があります。
こういった課題を原理的に回避し
得る蓄電池として、鉄－空気電池
が挙げられます。
　これまで石原らによって提案さ
れてきた水素 / 水をメディエータ
とする鉄－空気電池［1］では、エ
ネルギーは鉄粒子に蓄えられます
が、この安全性が高いことが大き
な特徴です。鉄粒子からのエネル
ギー放出は水を対とする酸化還元
反応で水の供給速度は燃料極上で
の水素酸化速度により律速される
ので、鉄からの急激なエネルギー
放出は起こり難く、また万一、燃
料極側の気密が破れ、高温の鉄が
大気暴露した場合でも酸化反応に

伴う発火は鉄の性質上、起きにく
いことから、安全性が高くなりま
す。さらに、鉄は埋蔵量が多く資
源偏在性が少ないので、エネル
ギー貯蔵体が安価で入手でき大容
量化に向くといえます。
　このような水素 / 水をメディ
エータとする鉄－空気電池の原理
図を第１図に示します。空気極、
固体電解質、燃料極で構成される
部分は固体酸化物形燃料電池
(SOFC) の類似であり、放電時に
は固体電解質中を酸素イオンが通
過し、燃料極に到達します。その
後、チャンバー内に封入された水
素ガスと反応して水を生成します
が、このときに発生する電子を取
り出すことで外部回路に電流を流
せます。
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水素に変換され、再び燃料極での

反応に使われます。チャンバー内
で水素が再生されるので外部から
の水素供給が無くても放電を続け
ることができます。一方、水と反
応した鉄は酸化鉄へと変化し、充
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反応が起こります。
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て、充放電サイクルの繰り返しに
伴う鉄の形状変化や焼結を抑制す
ることがあります。鉄－空気電池
の放電容量は鉄が酸化鉄へと酸化
される量で決まり、仕込んだ鉄の
全量が反応することが望まれま
す。1 g の Fe がすべて Fe3O4 と
いう酸化鉄に変化するとすれば、
約 1280 mAh gFe-1 もの高容量が
得られることになります（これは
市販リチウムイオン電池の黒鉛電
極理論値の 3 倍以上に相当）。し
かし、充放電反応の繰り返しで鉄
/ 酸化鉄の状態をゆききするうち
に形状変化し、いくつかの反応サ
イトが塞がれてしまうと放電容量
が低下してしまいます。また、作
動温度が高温になる程、鉄が焼結し
やすくなり、形状変化しやすくなる
ことも影響します。この解決に向け
我々は、粒子の形状を制御しやすい
噴霧熱分解合成法を用いることで充
放電サイクルを繰り返しても容量低
下が小さい酸化鉄粒子の合成を試み
ま し た。添 加 物 と し て Cr、 

Ce0.6Mn0.3Fe0.1O2-δ( 以下 CMF) を加
えた球状微粒子を合成しました。

2. 実験
　当社が有する噴霧熱分解合成装
置の概略を第２図に示します。原
料溶液は各金属硝酸塩を純水に溶
解させて調製後、超音波振動子で
霧化し、キャリアガス（空気）に
乗せ、電気炉で加熱した反応管を
通して熱分解し、フィルターにて
合成された微粒子を捕集しまし
た。得られた粒子を 800℃でか
焼しました。粒子のキャラクタリ
ゼーションは走査型電子顕微鏡
（SEM）観察、透過型電子顕微鏡
（TEM）観察、エネルギー分散型
X 線分光分析（EDS）により実施
しました。

　放 電 特 性 試 験 は 電 解 質 に
La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ、燃料
極に Ni-Fe/CMF サーメット電
極、空気極に Ba0.6La0.4CoO3-δ
を塗布、焼き付けて作成したセ
ルを用いました。前処理として
燃料極側に 97% 水素、空気極
側に純酸素流通しました。その
後、燃料極側ガスを窒素ガスで
希釈し、燃料極側を閉鎖、10 
mA cm-2 で放電しました。放電
後、再び水素を流通させ酸化鉄
と燃料極を還元して放電すると
いう一連の行程を 5 サイクル繰
り返しました。

3. 結果と考察
　噴霧熱分解合成で Feに対し添加
物としてCr、 CMFを加え、噴霧熱
分解合成後、800℃でか焼して得
た粒子の SEM 像を第 3 図に示し
ます。直径約 2μm から数μm 以
下の球状粒子が得られました。添
加物の分散具合を確かめる目的で、
断面 TEM 観察と EDS 分析を行な
いました（第４図）。 EDS 分析の結
果から、粒子断面には Cr、 Mn、 
Ce が均一に分散して存在している
ことがわかりました。これは噴霧
熱分解合成法で原料溶液が霧化さ
れた際に各金属が均一に分散した
霧滴ができたためと考えられます。
添加物は粒子内部、表面ともに均
一に分散していると考えられます。

　この粒子をエネルギー貯蔵体に
用いたセルの放電試験結果を第 5
図に示します。 試験時の酸化鉄まわ
りの雰囲気から、熱力学的に Fe は
酸化状態として Fe3O4 で存在する
と考えられますが、この場合、理

論容量は　Fe 1 g 換算で約 1280 
mAh gFe-1となります。第5図から、
この電池セルでは 5 サイクルにわ
たり理論容量ちかくの放電容量が
得られました。しかし、放電電位
はサイクルを重ねるごとに低下し、
セルの発電特性が低下してしまい
ました。この酸化鉄粒子は酸化還
元に対し非常に安定だとすると、
放電電位の低下は燃料極劣化など
他の要因である可能性も高いと推
察されます。これについては、今
後検討していく予定です。
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第１図　システム構成図

第２図　データサンプリング機能の１分間の動作内容
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1. 開発のねらい
　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、風力発電所の
建設に対しては、平成 24 年 10
月の法律改正によりシャドーフ
リッカーも環境影響評価法に基づ
く環境アセスメントの影響評価項
目の一つとなりました。現時点に
おいて我が国では具体的な規制は
定められていませんが、将来的に
は具体的な指標を用いた規制が行
われ、環境影響評価結果の住民等
への説明や官公庁への報告が必要
となることが予想されます。諸外
国においては、影のかかる影響時
間を年間 30 時間以内とするなど
の規制が行われている国（ドイツ、
デンマーク等）もあります。
　そこで、シャドーフリッカー有
無の判定基準を決定し、シャドー
フリッカーを定量的に評価できる
計測ツールを開発しました。
　計測ツールの開発にあたり、現
地での検証（計測）により得られ
る１分ごとの照度データを収集
し、シャドーフリッカー有無の判

定基準の検討を行いました。その
判定基準から設置期間の１分ごと
のシャドーフリッカー有無を判定
し、判定結果の時系列データから
測定対象期間中の累積影響時間を
算出するものとしました。

2. シャドーフリッカー計測ツールの仕様
　製作するシャドーフリッカー計
測ツールは光センサーとデータを
サンプリングするマイコン部を収
納したセンサー BOX（以下セン
サー）、データをロギングするパ
ソコン、パソコン用ソフトウェア
（ドライバーソフトウェアおよび
測定システムソフトウェア）から
なります。システム構成図を第１
図に示しました。
（１）センサー部の製作
　照度を電圧へ変換するセンサー
部を製作しました。温度の影響を
抑えるためにアンプ回路を備えた
ものとしました。
（２）マイコン部の製作
　センサー部からのデータをサンプ
リングするマイコン部を製作しまし
た。A/D 変換器、メモリおよびセン
サー部ともにケースに収納しました。

（３）データ取り込みパソコン用
ソフトウェアの開発

　マイコン部によってサンプリン
グされたデータをパソコンに取り
込むソフトウェアを開発しまし
た。毎分 00 秒から 33 秒までの
データを取り込み、取り込み後の
データに対する演算およびデータ
ファイル保存を行い、次の 00 秒
まで待機するものとしました。
データサンプリング機能の１分間
の動作内容を第２図に示します。

3. 計測ツールを用いた現地での
検証（計測）

　１分ごとの照度データを収集し、
収集データを対象としてシャドー
フリッカー有無の判定基準による
累積影響時間を算出するべく、現
地にて検証（計測）を実施しました。
平成 25 年度に開発したシャドー
フリッカー評価ツール（気象条件
および地形の影響を考慮している）
にてシャドーフリッカーが発生す
る地点を事前に予測したうえで、
パソコン、ソフトウェアを起動し、
照度センサーを USB 接続し、約
３ヶ月間の計測を行いました。

4. 計測ツールによるシャドーフ
リッカー有無の判定基準と結果

　現地における計測により収集で
きた照度データに対してシャドー
フリッカー有無を判定するべく、
シャドーフリッカー有無の判定基
準を検討しました。例として、測
定した照度データを第３図と第４
図に示します。
（１）中央値からのばらつきの比率
　照度データの波形（元波形）か
ら移動平均データを差し引いた波
形（トレンド削除後波形）の中央
値を求め、｢中央値より上のばらつ
き｣と｢中央値より下のばらつき｣
の比率から、シャドーフリッカー
有無の判定を行いました。第５図
に｢シャドーフリッカー有り｣の場
合を、第６図に｢シャドーフリッ
カー無し｣の場合を示します。
（２）自己相関
　周期的に発生するシャドーフ
リッカーを検出する方法として有
効な手段である自己相関を用いて
シャドーフリッカー有無の判定を
行いました。今回、計測対象とし
た風車の定格回転数より、シャ
ドーフリッカーの周期に相当する
ラグ（時間シフトの幅）の範囲
（1.0 ～ 2.0 秒の間）で自己相関
係数の立上り有無に着目しまし
た。第７図に｢シャドーフリッカー
有り｣の場合の自己相関を、第８
図に｢シャドーフリッカー無し｣の
場合の自己相関を示します。
　以上のシャドーフリッカー有無
の判定基準から、１分ごとの照度
データ全てに対してシャドーフ
リッカー有無を判定し、累積影響
時間を算出しました。結果を、第
１表に示します。シャドーフリッ
カー有無判定の精度については主
に目視との比較で評価しました

が、曇天などの照度が低い場合に
人間の判定結果と異なる判定を行
う場合もあり、シャドーフリッ
カーの定義も含めた評価を行う必
要があると考えられることから、
シャドーフリッカー有無の判定精
度に対する評価の結果は、今回割
愛しました。

5. 研究成果
　対象地点における１分ごとの照
度データを収集し、収集データを
対象として、シャドーフリッカー
有無の判定基準により、シャドー
フリッカー有無を判定し、累積影
響時間を算出するシャドーフリッ
カー計測ツールを開発しました。

風力発電におけるシャドーフリッカー計測ツールの開発

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

風力発電におけるシャドーフリッカー問題は、風車の回転するブレード（羽根）のチラチラとする影が住居内
まで届くなどして人に不快感を与えるという問題であり、環境影響評価法により風力発電所を建設する際の環
境アセスメントの影響評価項目の一つとなっています。現状においては、シャドーフリッカー有無を判定でき
るツールはありません。今回、対象地点におけるシャドーフリッカーを検知し、その影響時間を計測するシャ
ドーフリッカー計測ツールを開発しましたので紹介します。



第１表　シャドーフリッカー有無判定および累積影響時間の算出結果

第３図　照度データ（元波形）
　　　（｢シャドーフリッカー有り｣の場合）

第４図　照度データ（元波形）
　　　（｢シャドーフリッカー無し｣の場合）

第５図　照度データ（トレンド削除後）
　　　（｢シャドーフリッカー有り｣の場合）

第６図　照度データ（トレンド削除後）
　　　（｢シャドーフリッカー無し｣の場合）

第７図　照度変動の自己相関
　　　（｢シャドーフリッカー有り｣の場合）

第８図　照度変動の自己相関
　　　（｢シャドーフリッカー無し｣の場合）
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1. 開発のねらい
　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、風力発電所の
建設に対しては、平成 24 年 10
月の法律改正によりシャドーフ
リッカーも環境影響評価法に基づ
く環境アセスメントの影響評価項
目の一つとなりました。現時点に
おいて我が国では具体的な規制は
定められていませんが、将来的に
は具体的な指標を用いた規制が行
われ、環境影響評価結果の住民等
への説明や官公庁への報告が必要
となることが予想されます。諸外
国においては、影のかかる影響時
間を年間 30 時間以内とするなど
の規制が行われている国（ドイツ、
デンマーク等）もあります。
　そこで、シャドーフリッカー有
無の判定基準を決定し、シャドー
フリッカーを定量的に評価できる
計測ツールを開発しました。
　計測ツールの開発にあたり、現
地での検証（計測）により得られ
る１分ごとの照度データを収集
し、シャドーフリッカー有無の判

定基準の検討を行いました。その
判定基準から設置期間の１分ごと
のシャドーフリッカー有無を判定
し、判定結果の時系列データから
測定対象期間中の累積影響時間を
算出するものとしました。

2. シャドーフリッカー計測ツールの仕様
　製作するシャドーフリッカー計
測ツールは光センサーとデータを
サンプリングするマイコン部を収
納したセンサー BOX（以下セン
サー）、データをロギングするパ
ソコン、パソコン用ソフトウェア
（ドライバーソフトウェアおよび
測定システムソフトウェア）から
なります。システム構成図を第１
図に示しました。
（１）センサー部の製作
　照度を電圧へ変換するセンサー
部を製作しました。温度の影響を
抑えるためにアンプ回路を備えた
ものとしました。
（２）マイコン部の製作
　センサー部からのデータをサンプ
リングするマイコン部を製作しまし
た。A/D 変換器、メモリおよびセン
サー部ともにケースに収納しました。

（３）データ取り込みパソコン用
ソフトウェアの開発

　マイコン部によってサンプリン
グされたデータをパソコンに取り
込むソフトウェアを開発しまし
た。毎分 00 秒から 33 秒までの
データを取り込み、取り込み後の
データに対する演算およびデータ
ファイル保存を行い、次の 00 秒
まで待機するものとしました。
データサンプリング機能の１分間
の動作内容を第２図に示します。

3. 計測ツールを用いた現地での
検証（計測）

　１分ごとの照度データを収集し、
収集データを対象としてシャドー
フリッカー有無の判定基準による
累積影響時間を算出するべく、現
地にて検証（計測）を実施しました。
平成 25 年度に開発したシャドー
フリッカー評価ツール（気象条件
および地形の影響を考慮している）
にてシャドーフリッカーが発生す
る地点を事前に予測したうえで、
パソコン、ソフトウェアを起動し、
照度センサーを USB 接続し、約
３ヶ月間の計測を行いました。

4. 計測ツールによるシャドーフ
リッカー有無の判定基準と結果

　現地における計測により収集で
きた照度データに対してシャドー
フリッカー有無を判定するべく、
シャドーフリッカー有無の判定基
準を検討しました。例として、測
定した照度データを第３図と第４
図に示します。
（１）中央値からのばらつきの比率
　照度データの波形（元波形）か
ら移動平均データを差し引いた波
形（トレンド削除後波形）の中央
値を求め、｢中央値より上のばらつ
き｣と｢中央値より下のばらつき｣
の比率から、シャドーフリッカー
有無の判定を行いました。第５図
に｢シャドーフリッカー有り｣の場
合を、第６図に｢シャドーフリッ
カー無し｣の場合を示します。
（２）自己相関
　周期的に発生するシャドーフ
リッカーを検出する方法として有
効な手段である自己相関を用いて
シャドーフリッカー有無の判定を
行いました。今回、計測対象とし
た風車の定格回転数より、シャ
ドーフリッカーの周期に相当する
ラグ（時間シフトの幅）の範囲
（1.0 ～ 2.0 秒の間）で自己相関
係数の立上り有無に着目しまし
た。第７図に｢シャドーフリッカー
有り｣の場合の自己相関を、第８
図に｢シャドーフリッカー無し｣の
場合の自己相関を示します。
　以上のシャドーフリッカー有無
の判定基準から、１分ごとの照度
データ全てに対してシャドーフ
リッカー有無を判定し、累積影響
時間を算出しました。結果を、第
１表に示します。シャドーフリッ
カー有無判定の精度については主
に目視との比較で評価しました

が、曇天などの照度が低い場合に
人間の判定結果と異なる判定を行
う場合もあり、シャドーフリッ
カーの定義も含めた評価を行う必
要があると考えられることから、
シャドーフリッカー有無の判定精
度に対する評価の結果は、今回割
愛しました。

5. 研究成果
　対象地点における１分ごとの照
度データを収集し、収集データを
対象として、シャドーフリッカー
有無の判定基準により、シャドー
フリッカー有無を判定し、累積影
響時間を算出するシャドーフリッ
カー計測ツールを開発しました。

執筆者

執 筆 者：種村　健一
所 　 属：研究開発室　技術研究所　先進技術研究室
主な業務：風力発電に関わる研究に従事

（研究に携わった人）
神戸電力部　神戸ネットワークエンジニアリングセンター：中村　章一

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室
風力発電におけるシャドーフリッカー計測ツールの開発



第1図　時空間減衰モデル

研究紹介
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5. 風向風速パラメータ推定手法
　風向（ф）風速（V）は、第 3 図
のように配置された 3 地点 A、B、
C の日射計から得られる日射強度を
利用することで、次の 3 つの条件
に分けて、それぞれ次の式を適用す
ることで推定することができます。
（a）ΔτAB≠0、かつ、∆τAC≠0

（b）ΔτAB=0、かつ、∆τAC≠0

（c）ΔτAB≠0、かつ、∆τAC=0

6. 精度検証結果
　第 4 図のように配置した日射計
を利用して開発手法の精度を検証
しました。なお、今回は、2012
年の 1 年間における、A 地点、B
地点、C 地点の日射計の日射強度
を利用して、A 地点と D 地点の
日射強度の相互相関係数 CAD (0)
を推定することで精度検証を行い
ました。推定誤差のヒストグラム
を第5図に示します。第5図より、
開発手法の推定精度は高いことが
わかり、開発手法の妥当性を確認
することができました。

7. おわりに
　今後は、今回開発した「時空間
減衰モデルを用いた相互相関関数
推定手法」について、広さに関す
る適用限界について分析を進めて
いく予定です。

（b）遅延せずに観測される場合

　本来、関係式が 2 つあれば、α
とβを一意に推定することでき
ます。しかし、風向や各種推定
誤差などの影響を排除して、安
定に推定するため、提案手法で
は、複数（以下、n 個とします）
のラグτ（τ1～τn）に関する関
係式を利用しております。

B 地点の日射強度の自己相関関
数、Δxbc とΔybc は、それぞれ、
B 地点と C 地点の x 座標と y 座
標の差です。また、
ΔτAB = ー

Δy

V
b 、ΔτAC = ー

Δy

V
c 、

ΔτBC = ー
Δy

V
bc です。

（a）遅延して観測される場合

れた D 地点（座標は r+Δr）に、
Δτ= ー

Δ

V

y
後に形を変えつつ通過

するという状況を想定します。こ
のような状況では、時空間減衰モ
デルは、上述の 2 つの条件で、
それぞれ次のようになります。
（a）遅延して観測される場合

CAD(τ)=e-α|Δx|-β|Δτ|CAA(τ-Δτ)
（b）遅延せずに観測される場合

CAD(τ)=e-α|Δr|CAA(τ)
なお、CAD (τ) は A 地点と D 地
点の日射強度の相互相関関数、
CAA (τ) は A 地点の日射強度の
自己相関関数、αとβは減衰係数
です。
　これらの式から、A 地点と D
地点の日射強度の相互相関関数
CAD (τ) は、α、β、Δτ、Δx が既
知であれば、 A 地点の日射強度の
自己相関関数 CAA (τ) から推定す
ることが可能（つまり、A 地点の
日射強度から A 地点と D 地点の
相互相関関数が推定可能）である
ことがわかります。なお、Δτは、
風向と風速が推定できれば算出で
き、Δx は、座標軸を決めるため
には風向が必要であるため、風向
が推定できれば算出できます。

4. 減衰係数パラメータ推定手法
　減 衰 係 数（α、β）は、第 2
図のように配置された 3 地点
A、B、C の日射計から得られ
る日射強度を利用することで、
上述の 2 つの条件で分類して、
それぞれ次の式に最小 2 乗法を
適用することで推定することが
できます。なお、3 地点の座標
は第 2 図のとおりで、CAB (τ)、
CAC (τ)、CBC (τ) は、それぞれ、
A 地点と B 地点、A 地点と C
地点、B 地点と C 地点の日射強
度の相互相関関数、CBB (τ) は

メータ推定手法で構成されます。
なお、以下では、開発手法につい
て、次の 2 つの条件に分けてご
説明致します。
（a）積雲や層積雲のような比較

的細切れの雲の移動に伴い類
似の日射強度変動が 2 地点
間で遅延して観測される場合

（b）快晴日や曇天日のように類似
の日射強度変動が 2 地点間で
遅延せずに観測される場合

3. 時空間減衰モデル
　第 1 図のように、風速 V の風
が y軸方向に吹いており、A地点
（座標は r）と x 軸方向にΔx だけ
離れた地点であるA’地点の雲が、
A’地点と y 軸方向にΔy だけ離

開発した手法の概要とその検証結
果についてご紹介致します。

2. 開発手法の概要
　開発手法は、1 地点の日射計か
ら得られた日射強度の自己相関関
数（ある時系列信号とその信号を
時間シフトした信号との類似度を
表す数値）から、日射計が存在し
ない周辺地点との日射強度の相互
相関関数の推定を可能とする「時
空間減衰モデル」と、3 地点の日
射計から得られた日射強度から、
上述の時空間減衰モデルの中で利
用する「減衰係数パラメータ」と
「風向風速（雲の移動等に起因す
る日射強度変動の移動速度）パラ
メータ」を推定する 2 つのパラ

1. 研究のねらい
　地点間の日射強度の相互相関関
数が高ければ、地点間の日射強度
は同期しており、それらを合成し
ても相殺されにくい（平滑化効果
が小さい）ため、合成した日射強
度の変動量は大きくなります。逆
に、地点間の日射強度の相互相関
関数が低ければ、地点間の日射強
度は同期しておらず、それらを合
成すると相殺される（平滑化効果
が大きい）ため、合成した日射強
度の変動量は小さくなります。こ
のように、地点間の日射強度の相
互相関関数と平滑化効果の間に
は、密接な関係があるため、地点
間の日射強度の相互相関関数を把
握することができれば、このよう
な平滑化効果を反映したローパス
フィルタを設計することなどで、
限られた日射計から得られた日射
強度から、広域における日射強度
の変動量を推定することが可能と
なります。
　以上のような背景から、我々は、
できるだけ少数の日射計の情報か
ら、平滑化効果を適切に考慮した
上で、PV 出力変動量を定量評価
することを目的として、「時空間減
衰モデルを用いた相互相関関数推
定手法」を開発しました。本稿では、

太陽光発電出力変動分析のための相互相関関数推定手法

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）

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、PV 出力変動
の電力系統に与える影響が憂慮されております。PV 出力変動が電力系統にどのような影響を及ぼすのかを正
確に分析するためには、まず、日射強度の変動特性を定量的に評価する必要がありますが、日射強度を測定す
るための日射計は、その設置個所が非常に限られております。また、その評価を行う際には、平滑化効果（多
数の PV が面的に分布することにより、その出力変動が相殺されることで平滑化される効果）を適切に考慮す
る必要があり、さらに、平滑化効果の大きさを正確に考慮するためには、地点間の日射強度の相互相関関数
（2 つの時系列信号の類似度を表す数値）を把握する必要があります。以上の背景から、本稿では、3 地点に
設置した日射計の情報から、日射計の存在しない周辺地点との日射強度の相互相関関数を高精度に推定でき
る「時空間減衰モデルを用いた相互相関関数推定手法」を開発したため、ご紹介致します。



第2図　減衰係数推定手法
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5. 風向風速パラメータ推定手法
　風向（ф）風速（V）は、第 3 図
のように配置された 3 地点 A、B、
C の日射計から得られる日射強度を
利用することで、次の 3 つの条件
に分けて、それぞれ次の式を適用す
ることで推定することができます。
（a）ΔτAB≠0、かつ、∆τAC≠0

（b）ΔτAB=0、かつ、∆τAC≠0

（c）ΔτAB≠0、かつ、∆τAC=0

6. 精度検証結果
　第 4 図のように配置した日射計
を利用して開発手法の精度を検証
しました。なお、今回は、2012
年の 1 年間における、A 地点、B
地点、C 地点の日射計の日射強度
を利用して、A 地点と D 地点の
日射強度の相互相関係数 CAD (0)
を推定することで精度検証を行い
ました。推定誤差のヒストグラム
を第5図に示します。第5図より、
開発手法の推定精度は高いことが
わかり、開発手法の妥当性を確認
することができました。

7. おわりに
　今後は、今回開発した「時空間
減衰モデルを用いた相互相関関数
推定手法」について、広さに関す
る適用限界について分析を進めて
いく予定です。

（b）遅延せずに観測される場合

　本来、関係式が 2 つあれば、α
とβを一意に推定することでき
ます。しかし、風向や各種推定
誤差などの影響を排除して、安
定に推定するため、提案手法で
は、複数（以下、n 個とします）
のラグτ（τ1～τn）に関する関
係式を利用しております。

B 地点の日射強度の自己相関関
数、Δxbc とΔybc は、それぞれ、
B 地点と C 地点の x 座標と y 座
標の差です。また、
ΔτAB = ー

Δy

V
b 、ΔτAC = ー

Δy

V
c 、

ΔτBC = ー
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V
bc です。

（a）遅延して観測される場合

れた D 地点（座標は r+Δr）に、
Δτ= ー

Δ

V

y
後に形を変えつつ通過

するという状況を想定します。こ
のような状況では、時空間減衰モ
デルは、上述の 2 つの条件で、
それぞれ次のようになります。
（a）遅延して観測される場合

CAD(τ)=e-α|Δx|-β|Δτ|CAA(τ-Δτ)
（b）遅延せずに観測される場合

CAD(τ)=e-α|Δr|CAA(τ)
なお、CAD (τ) は A 地点と D 地
点の日射強度の相互相関関数、
CAA (τ) は A 地点の日射強度の
自己相関関数、αとβは減衰係数
です。
　これらの式から、A 地点と D
地点の日射強度の相互相関関数
CAD (τ) は、α、β、Δτ、Δx が既
知であれば、 A 地点の日射強度の
自己相関関数 CAA (τ) から推定す
ることが可能（つまり、A 地点の
日射強度から A 地点と D 地点の
相互相関関数が推定可能）である
ことがわかります。なお、Δτは、
風向と風速が推定できれば算出で
き、Δx は、座標軸を決めるため
には風向が必要であるため、風向
が推定できれば算出できます。

4. 減衰係数パラメータ推定手法
　減 衰 係 数（α、β）は、第 2
図のように配置された 3 地点
A、B、C の日射計から得られ
る日射強度を利用することで、
上述の 2 つの条件で分類して、
それぞれ次の式に最小 2 乗法を
適用することで推定することが
できます。なお、3 地点の座標
は第 2 図のとおりで、CAB (τ)、
CAC (τ)、CBC (τ) は、それぞれ、
A 地点と B 地点、A 地点と C
地点、B 地点と C 地点の日射強
度の相互相関関数、CBB (τ) は

メータ推定手法で構成されます。
なお、以下では、開発手法につい
て、次の 2 つの条件に分けてご
説明致します。
（a）積雲や層積雲のような比較

的細切れの雲の移動に伴い類
似の日射強度変動が 2 地点
間で遅延して観測される場合

（b）快晴日や曇天日のように類似
の日射強度変動が 2 地点間で
遅延せずに観測される場合

3. 時空間減衰モデル
　第 1 図のように、風速 V の風
が y軸方向に吹いており、A地点
（座標は r）と x 軸方向にΔx だけ
離れた地点であるA’地点の雲が、
A’地点と y 軸方向にΔy だけ離

開発した手法の概要とその検証結
果についてご紹介致します。

2. 開発手法の概要
　開発手法は、1 地点の日射計か
ら得られた日射強度の自己相関関
数（ある時系列信号とその信号を
時間シフトした信号との類似度を
表す数値）から、日射計が存在し
ない周辺地点との日射強度の相互
相関関数の推定を可能とする「時
空間減衰モデル」と、3 地点の日
射計から得られた日射強度から、
上述の時空間減衰モデルの中で利
用する「減衰係数パラメータ」と
「風向風速（雲の移動等に起因す
る日射強度変動の移動速度）パラ
メータ」を推定する 2 つのパラ

1. 研究のねらい
　地点間の日射強度の相互相関関
数が高ければ、地点間の日射強度
は同期しており、それらを合成し
ても相殺されにくい（平滑化効果
が小さい）ため、合成した日射強
度の変動量は大きくなります。逆
に、地点間の日射強度の相互相関
関数が低ければ、地点間の日射強
度は同期しておらず、それらを合
成すると相殺される（平滑化効果
が大きい）ため、合成した日射強
度の変動量は小さくなります。こ
のように、地点間の日射強度の相
互相関関数と平滑化効果の間に
は、密接な関係があるため、地点
間の日射強度の相互相関関数を把
握することができれば、このよう
な平滑化効果を反映したローパス
フィルタを設計することなどで、
限られた日射計から得られた日射
強度から、広域における日射強度
の変動量を推定することが可能と
なります。
　以上のような背景から、我々は、
できるだけ少数の日射計の情報か
ら、平滑化効果を適切に考慮した
上で、PV 出力変動量を定量評価
することを目的として、「時空間減
衰モデルを用いた相互相関関数推
定手法」を開発しました。本稿では、
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ることで推定することができます。
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を利用して、A 地点と D 地点の
日射強度の相互相関係数 CAD (0)
を推定することで精度検証を行い
ました。推定誤差のヒストグラム
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開発手法の推定精度は高いことが
わかり、開発手法の妥当性を確認
することができました。
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減衰モデルを用いた相互相関関数
推定手法」について、広さに関す
る適用限界について分析を進めて
いく予定です。
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は同期しており、それらを合成し
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に、地点間の日射強度の相互相関
関数が低ければ、地点間の日射強
度は同期しておらず、それらを合
成すると相殺される（平滑化効果
が大きい）ため、合成した日射強
度の変動量は小さくなります。こ
のように、地点間の日射強度の相
互相関関数と平滑化効果の間に
は、密接な関係があるため、地点
間の日射強度の相互相関関数を把
握することができれば、このよう
な平滑化効果を反映したローパス
フィルタを設計することなどで、
限られた日射計から得られた日射
強度から、広域における日射強度
の変動量を推定することが可能と
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　以上のような背景から、我々は、
できるだけ少数の日射計の情報か
ら、平滑化効果を適切に考慮した
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経営改革･IT 本部　情報技術グループ

１．背景
　近年、大容量かつ多様なデータを活用して、新たな
ビジネス価値を創出する、ビッグデータ分析の取り組
みが注目されています。電力業界において経営環境は
大きく変化しており、マーケティングや徹底した効率
化など、多様な分野でデータ分析への期待が高まって
います。そこで当社では、ビッグデータを格納し、高
速で処理可能なデータ分析基盤を構築しました。本稿
では、その概要を紹介します。

２．データ分析基盤構築の概要
　一般にデータ分析基盤は第 1 図の①～③の流れで
処理が進むため、当社では「データ抽出」・「データ蓄
積」・「データ分析」の 3 領域に区分し、領域毎に最
適な構成を検討しました。
【データ処理の流れ】
①業務システムから分析対象データを ETL（※1）にて
抽出し、分析用途に合わせて加工

②加工したデータをDWH（※2）へ投入・蓄積
③蓄積したデータに対して分析処理

(1) データ抽出領域
　データ抽出領域では、大容量データの抽出･加工に
要する時間の削減が重要となります。全ての処理を
ETL で行うと負荷が集中し、データ抽出･加工に非常
に多くの時間を要するため、軽微な加工のみを ETL
で行い複雑な加工は処理能力の高い DWH で行うこ
とで、データ抽出･加工時間の削減を図りました。
(2) データ蓄積領域
　データ蓄積領域では、大容量かつ多様なデータを蓄
積･処理する必要があります。そこでクラウドコン
ピューティングを含め、様々な DWH 製品の技術検

討を行いました。特に性能面については机上検討だけ
でなく、検証環境での実機検証を行い、当社要件に最
も適合するDWH製品を選定しました。
(3) データ分析領域
　データ分析領域では、クラスタ解析などの高度な分
析機能を持ち、かつ今後の利用者の増加を見据え、IT
の知識に長けていないユーザでも扱いやすい、操作性
に優れた分析ツールを採用しました。また、選定した
ツールに加え、プログラミング等の IT スキルは必要
であるものの、最新の分析手法が扱える R 言語導入
に向けた評価を進めています。
　上記 (1)～(3) で検討した技術を組み合わせ、デー
タ分析基盤の構築を行いました ( 第 2 図 )。システム
構築にあたっては、特定の部門だけでなく様々な部門
やグループ会社がシステムを利用することを見据え、
当社グループのエクストラネット上に構築し、ユーザ
毎のアクセス制御やログ蓄積の仕組みにより、セキュ
リティを確保しています。
　現在、構築したデータ分析基盤を用い、設備規模の
適正化などコスト削減に寄与する成果を上げています。

３．今後の展望
　今後、利用部門の増加や分析ニーズの拡大が見込ま
れており、今回構築した基盤だけでは容量や性能が不
足する可能性があります。そのため、柔軟な容量拡張
や高速なバッチ処理が可能な技術である Hadoop の
導入等、基盤強化の検討を行っています。
　

執筆者名：谷　真治

データ分析基盤の構築



第２図　産業財産権の種類（特許庁ホームページより）

第１図　知的財産権の種類（特許庁ホームページ参照）
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～当社が保有している特許～

１．はじめに
　皆さまは、「知的財産権」について、ご存知ですか。
マスメディア等で言葉は目にするけれども、「よく分
からない」とか「自分の業務とはあまり関係ない」と
思われている方もおられるのではないかと思います。
　そこで、「知的財産権」について身近に感じていた
だくことを目的に、「当社の知的財産権について」と
題して「特許権」「意匠権」「商標権」「著作権」に関
して数回に分けて紹介します。第１回目は、「当社が
保有している特許」について紹介いたします。

２．知的財産権とは
　そもそも、知的財産権とは何でしょうか。
　営業活動・製造・技術開発・デザイン設計・商品企
画等さまざまな企業活動の中で発生する知的創造活動
の成果が、「知的財産」であり、法律で権利として保
護しているものが「知的財産権」です。
　知的財産権には、第１図のとおり特許権や著作権な
どの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物につい
ての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持
を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別

されます。
　特に、第２図のとおり、特許権、実用新案権、意匠
権および商標権の４つを「産業財産権」といい、特許
庁が所管しています。

３．当社が保有している特許
（1） 特許出願と特許権取得・保有の手続き
　皆さまが、研究開発や業務改善等でこれまでに世の
中になかった新たなものや方法を考えた（これを「発
明」という）場合、社内標準の発明報奨規程及び同通

当社の知的財産権について（第１回）

研究開発室　知的財産グループ

達で定められた手続を経た上で、発明者から当社へ発
明を承継します。
　この発明について、他社のただ乗りを防止するとと
もに、他社による技術の独占を阻止する必要があると
判断した場合、特許庁へ出願を行い、特許権の登録を
めざします。
　具体的な手続は第３図のとおりです。
　特許権にするべく特許庁に必要な書類を届出するこ
とを「特許出願」、特許庁に特許権として登録される
ことを「特許権の取得」、登録後に権利を持ち続ける
ことを「特許権の保有」といいます。「特許出願」から「特
許権の取得」には、５～６年かかり、費用も百万円程
度かかります。なお、「特許権の保有」についても毎
年数万円程度の費用がかかり、特許出願から２０年間
保有した場合は総額２百万円程度かかります。

（2） 当社の特許出願ならびに特許権登録・保有状況
　出願件数は第４図のとおりです。この 10 年は減少
傾向にあり、1/10 程度となっております。

　また、特許権登録・保有件数は第５図のとおりであ
り、保有件数は 1000 件程度で推移していますが、
近年の登録件数の減少等に伴い、今後 1000 件を割
る傾向にあります。
　なお、特許権保有件数の分野別内訳については第６
図のとおりであり、送電・変電分野、配電分野、環境
分野等、電気事業に係わる多岐の分野にわたっていま
す。具体的には、電力系統制御、スマートメーター、
ＣＯ２分離回収などの独自の技術に関する特許権を多
く保有しています。

　特許は研究開発や業務改善等の成果であり、電力小
売全面自由化がスタートし、これらを活用して競争力
を高めることが、これからますます重要になります。
　従いまして、今後当社としては、研究開発や業務改
善等で、「革新的技術シーズの実用化」「お客さま価値
の創造」につながる他社との差別化を図れる発明の発
掘に力を入れていきたいと思います。
　知的財産Ｇではそれら発明を迅速に特許権として取
得・保有することにより、当社グループ全体の競争力
強化に寄与できるようサポートしていきます。

　今回は、「当社が保有している特許」について紹介
しました。
　次回は、「特許は世の中にどのような形で公開され
るのか、また公開された情報をどのように活用するの
か」について紹介する予定です。

（社内の方へ）
研究開発や業務改善等で発明をした場合には、知
的財産Gへご相談ください。また、業務別コンテ
ンツ集「知財ポータル」も合わせてご覧ください。



第６図　特許権保有件数の分野別内訳

第５図　当社の特許権登録・保有状況（推移）

第４図　当社の特許出願状況（推移）

第３図　特許出願と特許権取得・保有の手続き
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１．はじめに
　皆さまは、「知的財産権」について、ご存知ですか。
マスメディア等で言葉は目にするけれども、「よく分
からない」とか「自分の業務とはあまり関係ない」と
思われている方もおられるのではないかと思います。
　そこで、「知的財産権」について身近に感じていた
だくことを目的に、「当社の知的財産権について」と
題して「特許権」「意匠権」「商標権」「著作権」に関
して数回に分けて紹介します。第１回目は、「当社が
保有している特許」について紹介いたします。

２．知的財産権とは
　そもそも、知的財産権とは何でしょうか。
　営業活動・製造・技術開発・デザイン設計・商品企
画等さまざまな企業活動の中で発生する知的創造活動
の成果が、「知的財産」であり、法律で権利として保
護しているものが「知的財産権」です。
　知的財産権には、第１図のとおり特許権や著作権な
どの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物につい
ての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持
を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別

されます。
　特に、第２図のとおり、特許権、実用新案権、意匠
権および商標権の４つを「産業財産権」といい、特許
庁が所管しています。

３．当社が保有している特許
（1） 特許出願と特許権取得・保有の手続き
　皆さまが、研究開発や業務改善等でこれまでに世の
中になかった新たなものや方法を考えた（これを「発
明」という）場合、社内標準の発明報奨規程及び同通

達で定められた手続を経た上で、発明者から当社へ発
明を承継します。
　この発明について、他社のただ乗りを防止するとと
もに、他社による技術の独占を阻止する必要があると
判断した場合、特許庁へ出願を行い、特許権の登録を
めざします。
　具体的な手続は第３図のとおりです。
　特許権にするべく特許庁に必要な書類を届出するこ
とを「特許出願」、特許庁に特許権として登録される
ことを「特許権の取得」、登録後に権利を持ち続ける
ことを「特許権の保有」といいます。「特許出願」から「特
許権の取得」には、５～６年かかり、費用も百万円程
度かかります。なお、「特許権の保有」についても毎
年数万円程度の費用がかかり、特許出願から２０年間
保有した場合は総額２百万円程度かかります。

（2） 当社の特許出願ならびに特許権登録・保有状況
　出願件数は第４図のとおりです。この 10 年は減少
傾向にあり、1/10 程度となっております。

　また、特許権登録・保有件数は第５図のとおりであ
り、保有件数は 1000 件程度で推移していますが、
近年の登録件数の減少等に伴い、今後 1000 件を割
る傾向にあります。
　なお、特許権保有件数の分野別内訳については第６
図のとおりであり、送電・変電分野、配電分野、環境
分野等、電気事業に係わる多岐の分野にわたっていま
す。具体的には、電力系統制御、スマートメーター、
ＣＯ２分離回収などの独自の技術に関する特許権を多
く保有しています。

　特許は研究開発や業務改善等の成果であり、電力小
売全面自由化がスタートし、これらを活用して競争力
を高めることが、これからますます重要になります。
　従いまして、今後当社としては、研究開発や業務改
善等で、「革新的技術シーズの実用化」「お客さま価値
の創造」につながる他社との差別化を図れる発明の発
掘に力を入れていきたいと思います。
　知的財産Ｇではそれら発明を迅速に特許権として取
得・保有することにより、当社グループ全体の競争力
強化に寄与できるようサポートしていきます。

　今回は、「当社が保有している特許」について紹介
しました。
　次回は、「特許は世の中にどのような形で公開され
るのか、また公開された情報をどのように活用するの
か」について紹介する予定です。

（社内の方へ）
研究開発や業務改善等で発明をした場合には、知
的財産Gへご相談ください。また、業務別コンテ
ンツ集「知財ポータル」も合わせてご覧ください。



第 1図　CAES-G/T システムの構成図

第 2図　A-CAES システムの構成図

第 3図　I-CAES システムの構成図
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圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）技術について

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

１．はじめに
　圧 縮 空 気 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵（Compressed Air 
Energy Storage ; CAES）は、電力を圧縮空気と熱
の形で貯蔵し、必要に応じて貯蔵された圧縮空気と熱
を使って発電するシステムであり、信頼性が高く、長
寿命、希少物質を使用せず廃棄が容易といった特長を
有していることから、将来的な蓄エネルギー技術とし
て注目されています。本稿では、貯蔵方式を含めた
CAES の各種方式について紹介いたします。

２．CAES＋ガスタービン発電（CAES-G/T）
　第 1 図に構成図を示します。ガスタービン発電の
圧縮工程で製造される圧縮空気を抜き出して一旦貯蔵
し（発電出力減少）、再利用時に圧縮工程に戻すこと
で圧縮動力が低減されて発電出力が増加します。 

３．断熱CAES（A-CAES）
　ガスタービンは用いないで、電動圧縮機と空気膨張
発電機のみで構成されています（第 2 図）。空気を圧
縮すると温度が上昇するため、熱を蓄熱媒体に移して
貯蔵し、膨張工程の直前に高圧空気を加熱して動力を
取り出します。

４．等温CAES（I-CAES）
　圧縮により生じる熱を効率的に除去することができ
れば圧縮に要する動力が大幅に減少します。近年、米
国の SustainX 社が、水と空気を混合して微細な泡を
形成することにより空気から水への伝熱性を高める技
術を開発しました。同社の I-CAES の概要は第 3図に
示すように、圧縮機の中で同時に冷却を行い、膨張機
の中で同時に加熱を行い、高圧空気の貯蔵と蓄熱も同
一タンクの中で行うシステム、となっています。

5．高圧圧縮空気の貯蔵方式
　貯蔵方式は、以下の 3 種類に大別されます。貯蔵
圧力はシステムによって 1～20MPaと様々です。
（１）地下空洞：岩塩層は気密性が高く、ドイツと米

国の CAES－G/T は、いずれも岩塩層内の地下
空洞を利用しています。国内には岩塩層が存在
しないため、水封式やゴムや金属によるライニ
ング方式が検討されています。

（２）水中貯槽：立地点の自由度に制約がありますが、
水圧と空気圧をバランスさせることができれば、
貯槽は安価になります。

（３）地上タンク：圧力容器を地上に設置する方式で、
立地制約は最も小さいですが、最大の課題は容
器コストです。2014 年に圧力容器の設計に関
して、従来に比べ、小さい安全率に基づく設計
基準が制定され、コスト低減に効果があると期
待されています。

執筆者名：川野　光伸



写真１　共鳴送電細胞ばく露装置

社内案内
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無線電力伝送の分野で技術研究所員に博士（工学）の学位授与

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

　技術研究所流通技術研究室（工務）の水野研究員は、
平成 28 年 3 月、京都大学から博士（工学）の学位を
授与されました。学位論文のテーマは、「磁界共鳴送
電の安全性に関する細胞影響評価研究」であり、京都
大学 生存圏研究所 生存圏電波応用分野 篠原真毅 教
授、宮越順二 特定教授のご指導のもと、共鳴送電細
胞ばく露装置の開発およびそれを用いた細胞影響評価
の結果について取りまとめたものです。
学位論文「磁界共鳴送電の安全性に関する細胞影響評
価研究」の概要
　無線電力伝送に関する研究の歴史は古く、19 世紀
末のテスラによる実験をはじめ、マイクロ波電力伝送
や電磁誘導など多くの研究が行われています。
　近年、新たな無線電力伝送技術として共鳴送電（共
振送電）が注目されています。この技術は、送電側と
受電側のコイル間で電磁界を介して電力伝送するもの
で、従来の電磁誘導技術とよく似た構成となっていま
すが、送電側・受電側コイル双方の共振周波数を一致
させ、その周波数において伝送効率・伝送距離を飛躍
的に向上できるという特徴をもちます。
　この共鳴送電技術は、家電製品や電気自動車の充電
など身近な生活環境において実用化が期待されてお
り、そのための研究開発や標準化などの取り組みがす
すめられています。しかし、電磁界を活用した技術で
あり、身近な生活環境で実用された際にはその安全性
について人々の関心が集まることも考えられます。
　本研究では、そのような環境における共鳴送電の安

全性を実験的に検証す
ることを目的として、
ヒト細胞への影響の可
能性を評価することと
し、はじめに、共鳴送
電環境下で細胞培養を
可能とする共鳴送電細
胞ばく露装置の開発に
取り組みました。細胞
培養を可能とするため
には、安定した温度や

湿度、二酸化炭素濃度
などの培養環境が必要
で、そのために CO2
インキュベータが用い
られています。細胞ば
く露装置を開発するに
あたり、このような
CO2 インキュベータ
を活用することとし、
その内部に共鳴送電装
置を内包することで、
適切な共鳴送電環境と安定した細胞培養環境の両立を
図りました。写真 1 が開発した共鳴送電細胞ばく露
装置です。共振周波数 12.5MHz において上部の送
電側コイルから下部の受電側コイルに無線電力伝送が
可能となっています。また、コイル間の細胞培養位置
における磁界強度は、非電離放射線防護委員会のガイ
ドライン値（80A/m：職業ばく露）の約 2 倍となっ
ています。
　この共鳴送電細胞ばく露装置を用いて実際に細胞影
響評価に取り組みました。細胞の増殖能力や遺伝情報
をになうデオキシリボ核酸（DNA）の損傷程度、外
部ストレスへの応答などを評価指標とし、共鳴送電細
胞ばく露装置内で培養した細胞と、別の安定した細胞
培養環境をもつ CO2 インキュベータ内で培養した細
胞から得られた評価結果を比較しました。その結果、
いずれの評価指標、実験条件においても有意な差異は
見られませんでした。
　本研究で得られた成果は、今後の生活環境における
共鳴送電の実用化に向けて、安全性の判断に資する知
見のひとつとなると考えています。

＊本研究は、文部科学省科学研究費「共鳴送電による無線電力供給
から発生する電磁環境の安全性評価」（研究課題番号 23310022）
および「ワイヤレス共鳴送電から発生する電磁波環境の安全性評
価」（研究課題番号 26281032）を受けて遂行されたものです。

執筆者名：水野　公平
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