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　これまで，主としてエネルギーシステム工学，特

に分散型エネルギーシステムの性能分析および最

適化に関する教育・研究に携わってきた．その実施

に必要な数値解析のためのハードウェアやソフト

ウェアの性能はその間に飛躍的に向上し，研究の進

展に大いに役立った．しかし，実用に供する問題と

なると，その性質上容易に解くことができないもの

も依然として多い．そのような問題の解決のために

異分野の研究者に支援を依頼し，共同研究によっ

て短期間に多大な成果を得た経験がある．

　研究テーマの一つとして，「エネルギーシステム

の最適設計・運用」に長年取り組んできた．これは，

ビルなどの建物のエネルギー需要量の季節や時間

による変化に対応して，エネルギーシステムを構成

する機器を適切に運用することを考慮しながら，機

器の構成を適切に決定するという最適化問題を扱

うものである．この問題の複雑さは，変数の一部が

離散的特性を持つこと，また変数の数がエネルギー

需要量の変化や機器構成の複雑さによって影響を

受け，特に離散変数が多い大規模な問題では，最新

の強力な商用のコードを利用しても，容易に解くこ

とができない．

　数年前に，「設計と運用に関する変数間の階層的

関係を考慮した最適化手法」を考案し，研究開始当

初から使い親しんできた公開のコードに実装する

と，このコードが適用できる小規模な問題ではその

有効性を確認することができた．しかし，この手法

を実用に供する問題に適用するには，商用コードを

利用する必要があり，この手法をいかに実装するか

について困窮した．自力での実現は不可能と早々

に判断し，アウトソーシングの可能性を探った．紆

余曲折を経た結果，当時は面識もなかったドイツの

Zuse Institute Berlinの研究員で情報工学と数

理最適化が専門の品野勇治氏に依頼し，私の希望

した商用コードに実装して頂くことになった．密な

議論と多大な協力のおかげで，短期間に目標通り，

あるいはそれ以上の成果が得られた．当初の目標の

達成により，それまで考える余裕がなかった研究の

展開についてのアイデアが次々に浮かび，現在も次

のように研究が進展している．最適化の商用コード

では通常は最適解が唯一つしか得られない．また，

確実条件下でしか最適化計算を行えない．しかし，

エネルギーシステムの設計では，最適解に続く多数

の準最適解を導出し，それらに基づき設計における

意思決定を行うことが合理的と考えられる．また，

最適化の大前提となるエネルギー需要量が不確定

であり，不確定条件下での最適化も必要と考えら

れる．これらの課題にも取り組み，上述の共同研究

の成果を大いに活かすことができている．これら

は，異なる分野の研究者の協同によって生まれた大

きな成果であり，いわゆる「シナジー効果」によるも

のである．

　これまでにも多数の共同研究を行ってきたが，ど

ちらかと言えば社会的なニーズによって要請され

たものであり，「受動的な共同研究」であった．一

方，紹介した共同研究は研究シーズの質をさらに

高めるための「能動的な共同研究」である．「シナ

ジー効果」によって，関連した研究の進展に幅広く

役立てられる基盤となるシステム技術を築くこと

ができたと感じている．
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154～77kV母線保護リレーにおける一括保護・分割保護ユニットの統合と信頼度評価

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

当社の母線保護リレーは、保護対象が複母線である場合、保護方式を一括保護と分割保護の2つの要素で構成す
ることで、事故母線を確実に選択遮断できるようにしています。これまで、一括保護と分割保護はそれぞれ独立
したユニット構成としていましたが、これらの機能を統合して1ユニット構成にすることを検討しました。今回、
信頼度を維持しつつリレー装置のコスト削減を実現できたので、報告します。

1. 背景
　電気所の母線はいくつかの送配
電線や変圧器などが接続されて構
成されています。そのため、母線
で系統事故が発生した場合はその
影響範囲が大きくなることから、
高速な事故除去が可能な母線保護
リレーを設置しています。また、
停電区間を極小化する必要性か
ら、保護対象となる母線が複母線
方式の場合には、電流差動リレー
方式による一括保護、分割保護の
2 要素構成とし、事故母線を確実
に選択遮断できるようにしていま
す（第 1図参照）。
　従来の装置では、一括保護と分
割保護はそれぞれ独立したユニッ
ト構成としていましたが、今回、
これらの機能を統合して1ユニッ
ト構成にすることを検討しまし
た。その結果、信頼度を維持しつ
つリレー装置のコスト削減を実現
できたので、報告します。

2. 母線保護リレー装置の構造
と基本構成

（１）従来仕様
　アナログリレーや導入当初の
ディジタルリレーでは、リレーユ
ニット（RU）だけでなく入力変
換器や CT 本体も一括保護、分割
保護それぞれに設けられていまし
た。その後、故障率が十分低いこ
とや常時監視機能による異常検出
が可能となっていることなどか

ら、CT 本体と入力変換器を共用
した構造となりました（第 2 図 
(a) 参照）。一方、リレーユニット
は、一括保護ユニット・分割保護
ユニットの 2 ユニット構成であ

り、それぞれのユニットが B87X
（一括）と B87X（分割）を動作
させトリップ指令を出力する仕様
となっています。

（２）新仕様
　ディジタルリレー導入当初の
CPU では、1 ユニットで複母線
保護を実現することは技術的に困
難であったため、前述のような装
置構成としていましたが、CPU
処理能力の向上により、一括保護・
分割保護の 2 つの演算処理を 1
ユニットで実現することが可能と
なりました。そこで、一括保護と
分割保護の機能を 1 枚の CPU 基
板（メインリレー）に集約し、電
圧要素のみで動作する事故検出
（FD）用の CPU 基板（フェイル
セイフリレー）と合わせて 1 ユ
ニット構成としました（第 2 図 
(b) 参照）。それぞれの基板が
MX、FDXを動作させることでト
リップ指令を出力する仕様となっ
ています。

3. 信頼度評価
（１）リレー装置構成の変更　　
　　（１ユニット化）
　第 2図に示したとおり、リレー
装置の仕様見直しに伴っては、リ
レーユニットと電源がそれぞれ 1
台削減されること以外、電気量の
入力からトリップに至るまでの構
成に大きな変更はありません。電
源ユニットの削減は、誤動作への
影響はなく、また、部品点数の減
少により誤不動作率は改善されま
す。

（２）メイン・FD構成への変更
　メイン・FD 構成は、線路保護
リレーや単母線保護リレーなどに
広く適用されています。しかし、
FD リレーは電圧要素のみで動作
するため、メインリレーが誤動作
側に故障しているときに外部事故
が発生すると、リレー装置が誤動

作するリスクがあります。そのた
め、従来仕様と比較して信頼度の
低下が懸念されます。そこで、保
護リレーの信頼度解析に用いられ
る状態遷移図（第 3 図）や部品
ごとの故障率データを活用した信
頼度評価を実施しました。
　ここで、状態遷移図とは、保護
リレーが系統に導入されてから廃
止される間に置かれる状態の遷移
を図で表したもので、今回の検討
では誤動作故障中の滞在率 B を
求めるために活用しています。ま
た、式 (1) に示される誤動作率 q
は、リレーが導入されている全時
間帯の中で誤動作する時間率を表
しており、誤動作故障率λと誤動

作故障が発見される時間率νで求
められます。
　常時監視機能等のディジタルリ
レーの機能を考慮の上、誤動作率
への影響を外部事故時のリレー応
動も含めて評価した結果、仕様見
直しにより上昇する誤動作率Δq
は 2.63×10-13 と非常に小さな値
となりました。したがって、当初
懸念された信頼度低下は発生しな
いことが確認できました。このこ
とは、電協研で報告されている
ディジタルリレー誤動作率 q の
実績値が 2.20×10-4 であること
からも明らかと考えられます。
　以上のことから、複母線用の保
護リレーにメイン・FD 構成を適
用しても問題ないということが確
認できました。

4. コスト削減効果と今後の
取組み

　本稿で述べたリレーユニット統
合によるハードウェア削減のほ
か、リレー単体の見直しによるソ
フトウェア削減により、1 装置あ
たり現単価の約 8.0 % に相当す
るコスト削減となり、装置信頼度
を下げることなくコスト削減を実
現することが可能となりました。
　今後、平成 28 年度下期に初号
機が納入される予定です。

第2図　リレー装置の構造と基本構成

(b)　新仕様

(a)　従来仕様

第 1図　
母線保護リレーの
保護対象（複母線方式）
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電線や変圧器などが接続されて構
成されています。そのため、母線
で系統事故が発生した場合はその
影響範囲が大きくなることから、
高速な事故除去が可能な母線保護
リレーを設置しています。また、
停電区間を極小化する必要性か
ら、保護対象となる母線が複母線
方式の場合には、電流差動リレー
方式による一括保護、分割保護の
2 要素構成とし、事故母線を確実
に選択遮断できるようにしていま
す（第 1図参照）。
　従来の装置では、一括保護と分
割保護はそれぞれ独立したユニッ
ト構成としていましたが、今回、
これらの機能を統合して1ユニッ
ト構成にすることを検討しまし
た。その結果、信頼度を維持しつ
つリレー装置のコスト削減を実現
できたので、報告します。

2. 母線保護リレー装置の構造
と基本構成

（１）従来仕様
　アナログリレーや導入当初の
ディジタルリレーでは、リレーユ
ニット（RU）だけでなく入力変
換器や CT 本体も一括保護、分割
保護それぞれに設けられていまし
た。その後、故障率が十分低いこ
とや常時監視機能による異常検出
が可能となっていることなどか

ら、CT 本体と入力変換器を共用
した構造となりました（第 2 図 
(a) 参照）。一方、リレーユニット
は、一括保護ユニット・分割保護
ユニットの 2 ユニット構成であ

り、それぞれのユニットが B87X
（一括）と B87X（分割）を動作
させトリップ指令を出力する仕様
となっています。

（２）新仕様
　ディジタルリレー導入当初の
CPU では、1 ユニットで複母線
保護を実現することは技術的に困
難であったため、前述のような装
置構成としていましたが、CPU
処理能力の向上により、一括保護・
分割保護の 2 つの演算処理を 1
ユニットで実現することが可能と
なりました。そこで、一括保護と
分割保護の機能を 1 枚の CPU 基
板（メインリレー）に集約し、電
圧要素のみで動作する事故検出
（FD）用の CPU 基板（フェイル
セイフリレー）と合わせて 1 ユ
ニット構成としました（第 2 図 
(b) 参照）。それぞれの基板が
MX、FDXを動作させることでト
リップ指令を出力する仕様となっ
ています。

3. 信頼度評価
（１）リレー装置構成の変更　　
　　（１ユニット化）
　第 2図に示したとおり、リレー
装置の仕様見直しに伴っては、リ
レーユニットと電源がそれぞれ 1
台削減されること以外、電気量の
入力からトリップに至るまでの構
成に大きな変更はありません。電
源ユニットの削減は、誤動作への
影響はなく、また、部品点数の減
少により誤不動作率は改善されま
す。

（２）メイン・FD構成への変更
　メイン・FD 構成は、線路保護
リレーや単母線保護リレーなどに
広く適用されています。しかし、
FD リレーは電圧要素のみで動作
するため、メインリレーが誤動作
側に故障しているときに外部事故
が発生すると、リレー装置が誤動

作するリスクがあります。そのた
め、従来仕様と比較して信頼度の
低下が懸念されます。そこで、保
護リレーの信頼度解析に用いられ
る状態遷移図（第 3 図）や部品
ごとの故障率データを活用した信
頼度評価を実施しました。
　ここで、状態遷移図とは、保護
リレーが系統に導入されてから廃
止される間に置かれる状態の遷移
を図で表したもので、今回の検討
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間帯の中で誤動作する時間率を表
しており、誤動作故障率λと誤動

作故障が発見される時間率νで求
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　常時監視機能等のディジタルリ
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への影響を外部事故時のリレー応
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となりました。したがって、当初
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か、リレー単体の見直しによるソ
フトウェア削減により、1 装置あ
たり現単価の約 8.0 % に相当す
るコスト削減となり、装置信頼度
を下げることなくコスト削減を実
現することが可能となりました。
　今後、平成 28 年度下期に初号
機が納入される予定です。

執筆者

第 3図　状態遷移図および
誤動作率 qの一般式

（電協研第 59巻第 1号 3-3 節参照）

執 筆 者：奥田　拓也
所 　 属：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
主な業務：系統保護リレーの研究開発に従事

（研究に携わった人）
系統制御グループ：三宅　翔太
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系統事故時の系統解析用太陽光発電モデルの開発

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（NW･系統）

2012年の電力固定価格買い取り制度（以下、FIT: Feed in Tariff）の導入以降、全国的に太陽光発電（以下、PV: 
Photovoltaic Generator）の連系台数が急増しています。このような系統に関しての詳細検討を行うために
は、PV応答を正確に表現したシミュレーションモデルが必要となりますが、これまでのモデルでは電圧を参照し
ての動作が十分ではありませんでした。そこで本研究では、系統事故発生時の系統解析のためのPVモデルを開
発しましたので、その動作検証と合わせて紹介します。

1. 研究の背景とねらい
　これまで、PV 連系系統の解析
を行う際には、需給バランスを考
慮して発電機側から見た需要量を
減らすことにより、PV の連系を
模擬していました。一方で系統事
故時の解析といった瞬間的な変動
について検討する場合、マイナス
負荷による模擬では、十分な精度
は得られません。加えて、FIT の
導入以前は、系統事故にともなう
瞬時電圧低下（以下、瞬低）発生
時の応答に関しての規程が無く、
モデルを作成することも困難でし
た。しかし、FIT 導入以降、系統
連系規程において事故時の運転継
続 性（以 下、FRT : Fault Ride 
Through）が要件化され、瞬低
発生時の PV の応答が具体的に定
められました。
　そこで本稿では、当社の系統解
析に用いられている電中研開発の
系統過渡解析プログラム（Y 法）
にて、FRT を具備した PV モデル
を作成しましたので、これについ
て報告します。

2. ＦＲＴについて
　FRT とは、系統事故時の一斉脱
落による系統崩壊を防ぐことを目
的に作られたもので、系統連系規
程においては、「継続時間 0.3 秒
以内の瞬低では、残電圧に応じて
運転継続もしくは出力ゼロ制御
（以下、GB：Gate Block）をし、
電圧復帰後にそれぞれ決められた
時間内で出力を事故前の 80% 以
上まで回復すること」を定めてい
ます（第１図参照）。
　また、2017 年度以降に連系す
る場合は、電圧復帰後の立ち上が
り時間などの要件が異なります
（第１表参照）。

3. PV モデル
　今回作成したＰＶモデルは、
FRT 機能に関して①,②に、これ
以外の系統解析に影響を与える可
能性のある機能を③,④に示しま
す （第２図参照）。
①動作判定部
　ノードの電圧を参照し、運転継
続か GB かを判定します。GB と
判定した場合には、電圧復帰を検
出するまで出力をゼロに制御し、
電圧復帰の検出後に立ち上がり指
令を出します。ただし、瞬低が
0.3 秒以上継続した場合には、系
統から切離します。
②立ち上り制御部
　電圧回復後の立ち上りを制御する
ものです。立ち上りは一次遅れの関
数で制御しており、時定数を変更す

ることにより、電圧復帰後の立ち上
り時間を変更することができます。
③力率制御部
　PV を一定の力率で運転させる
制御です。有効出力と無効出力を
指定することで力率を設定できま
す。また、連系制約および容量制
約を設けてあり、制約条件を逸脱
する場合には、無効出力のみを抑
制します。
④単独運転検出（Ry動作判定）

　事故除去後の単独運転状態を検
出して PV を切離す機能です。能
動式単独運転検出は、系統の周波
数に対して変動を与え、単独運転
状態の場合、この変動が大きくな
ることを利用した検出方式です 
（周波数フィードバック方式）。

4. PV モデルの動作確認
　第４図に示した一機無限大母線
系統モデルの A・B の点において、
三相地絡事故を発生させ、作成し
た PV モデルの動作確認を行いま
す。動作確認にあたって、FRT の
立ち上がり時間などのパラメータ
は、2017 年度以降の要件（第１表
参照）に準じた値を設定しています。

4.1 至近端事故の場合
　第４図の A 点で事故を起こし
た場合の残電圧を第５図、PV 出
力を第６図に示します。第５図よ
り電圧が 20％のラインを下回っ
ています。この時、第６図にて
PV は GB し、電圧復帰後 1.0 秒
で事故前出力の 80％以上まで出
力回復することが確認できます。
4.2 遠方事故の場合
　第４図の B 点で事故を起こし
た場合の残電圧を第７図、PV 出
力を第８図に示します。事故点を
遠方にしたので、残電圧は 20％
のラインよりも大きく、第８図の
ように PV は瞬低発生中も運転を
継続し、電圧復帰後 0.1 秒で事
故前出力の 80％以上まで出力回

復することが確認できます。
　以上のシミュレーション結果よ
り、今回作成した PV モデルが、
FRT 要件（３ .ＰＶモデルに示す
①,②）を満たす動作をしている
ことが確認できました。３．ＰＶ
モデルに示す③,④については頁
制約上割愛します。

5. 今後の予定
　これまでの取り組みで、系統事
故発生にともなう瞬低時の応答を
表現したＰＶモデルを作成したこ
とで、確からしい系統解析をする
ことが可能となりました。
　今後は、関西基幹系統において
PV が大量連系された場合の影響
評価を実施して行く予定です。

第１図 .瞬低に対する FRT 要件（2017年 4月以降連系）

第２図 . FRT を具備した PVモデル概要図

第１表 . 系統連系規程における FRT 要件

(b). 残電圧 規定値以上(a). 残電圧 規定値以下
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1. 研究の背景とねらい
　これまで、PV 連系系統の解析
を行う際には、需給バランスを考
慮して発電機側から見た需要量を
減らすことにより、PV の連系を
模擬していました。一方で系統事
故時の解析といった瞬間的な変動
について検討する場合、マイナス
負荷による模擬では、十分な精度
は得られません。加えて、FIT の
導入以前は、系統事故にともなう
瞬時電圧低下（以下、瞬低）発生
時の応答に関しての規程が無く、
モデルを作成することも困難でし
た。しかし、FIT 導入以降、系統
連系規程において事故時の運転継
続 性（以 下、FRT : Fault Ride 
Through）が要件化され、瞬低
発生時の PV の応答が具体的に定
められました。
　そこで本稿では、当社の系統解
析に用いられている電中研開発の
系統過渡解析プログラム（Y 法）
にて、FRT を具備した PV モデル
を作成しましたので、これについ
て報告します。

2. ＦＲＴについて
　FRT とは、系統事故時の一斉脱
落による系統崩壊を防ぐことを目
的に作られたもので、系統連系規
程においては、「継続時間 0.3 秒
以内の瞬低では、残電圧に応じて
運転継続もしくは出力ゼロ制御
（以下、GB：Gate Block）をし、
電圧復帰後にそれぞれ決められた
時間内で出力を事故前の 80% 以
上まで回復すること」を定めてい
ます（第１図参照）。
　また、2017 年度以降に連系す
る場合は、電圧復帰後の立ち上が
り時間などの要件が異なります
（第１表参照）。

3. PV モデル
　今回作成したＰＶモデルは、
FRT 機能に関して①,②に、これ
以外の系統解析に影響を与える可
能性のある機能を③,④に示しま
す （第２図参照）。
①動作判定部
　ノードの電圧を参照し、運転継
続か GB かを判定します。GB と
判定した場合には、電圧復帰を検
出するまで出力をゼロに制御し、
電圧復帰の検出後に立ち上がり指
令を出します。ただし、瞬低が
0.3 秒以上継続した場合には、系
統から切離します。
②立ち上り制御部
　電圧回復後の立ち上りを制御する
ものです。立ち上りは一次遅れの関
数で制御しており、時定数を変更す

ることにより、電圧復帰後の立ち上
り時間を変更することができます。
③力率制御部
　PV を一定の力率で運転させる
制御です。有効出力と無効出力を
指定することで力率を設定できま
す。また、連系制約および容量制
約を設けてあり、制約条件を逸脱
する場合には、無効出力のみを抑
制します。
④単独運転検出（Ry動作判定）

　事故除去後の単独運転状態を検
出して PV を切離す機能です。能
動式単独運転検出は、系統の周波
数に対して変動を与え、単独運転
状態の場合、この変動が大きくな
ることを利用した検出方式です 
（周波数フィードバック方式）。

4. PV モデルの動作確認
　第４図に示した一機無限大母線
系統モデルの A・B の点において、
三相地絡事故を発生させ、作成し
た PV モデルの動作確認を行いま
す。動作確認にあたって、FRT の
立ち上がり時間などのパラメータ
は、2017 年度以降の要件（第１表
参照）に準じた値を設定しています。

4.1 至近端事故の場合
　第４図の A 点で事故を起こし
た場合の残電圧を第５図、PV 出
力を第６図に示します。第５図よ
り電圧が 20％のラインを下回っ
ています。この時、第６図にて
PV は GB し、電圧復帰後 1.0 秒
で事故前出力の 80％以上まで出
力回復することが確認できます。
4.2 遠方事故の場合
　第４図の B 点で事故を起こし
た場合の残電圧を第７図、PV 出
力を第８図に示します。事故点を
遠方にしたので、残電圧は 20％
のラインよりも大きく、第８図の
ように PV は瞬低発生中も運転を
継続し、電圧復帰後 0.1 秒で事
故前出力の 80％以上まで出力回

復することが確認できます。
　以上のシミュレーション結果よ
り、今回作成した PV モデルが、
FRT 要件（３ .ＰＶモデルに示す
①,②）を満たす動作をしている
ことが確認できました。３．ＰＶ
モデルに示す③,④については頁
制約上割愛します。

5. 今後の予定
　これまでの取り組みで、系統事
故発生にともなう瞬低時の応答を
表現したＰＶモデルを作成したこ
とで、確からしい系統解析をする
ことが可能となりました。
　今後は、関西基幹系統において
PV が大量連系された場合の影響
評価を実施して行く予定です。

執筆者

第３図 . 能動式単独運転検出の原理

第４図 . 一機無限大母線モデル

第５図 . A 点事故時ノード電圧の時間推移 第７図 . B 点事故時ノード電圧の時間推移

第８図 . B 点事故時の PV出力時間推移第６図 . A 点事故時の PV出力時間推移

執 筆 者：田中　基寛
所 　 属：研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（NW･系統）
（現在：電力流通事業本部　系統制御グループ）
主な業務：電力系統解析業務に従事
連 絡 先：社用 97-7042　外線：050-7104-2418

（研究に携わった人）
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（NW･系統）：羽田野　伸彦
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続流遮断型アークホーンの改良研究

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

架空送電線路の電気事故の約70%は落雷に起因しており、安定供給のニーズに応えるためには、低コストで
効果的な雷害対策が必要です。77kV系統では、酸化亜鉛型避雷装置（※1）ならびに続流遮断型アークホーン
（※2）が導入され、雷害対策としての効果が確認されています。続流遮断型アークホーンには短絡電流遮断型
と地絡電流遮断型がありますが、それぞれに低コスト化や強度向上などが求められています。本研究ではこれ
らの課題を解決するため、続流遮断型アークホーンを改良しましたので紹介します。

1. 背景および目的
　77kV の架空送電用の雷害対策
の続流遮断型アークホーンには、
1 線地絡電流を遮断できる地絡電
流遮断型（以降、地絡型）と短絡
電流も遮断できる短絡電流遮断型
（以降、短絡型）の続流遮断型アー
クホーンがあります。
　短絡型は、酸化亜鉛型避雷装置
との価格優位性が小さく、また事
故電流を遮断しても事故発生位相
などの条件により短絡リレーが先
に動作する場合があり適用範囲が
限られています。
　一方、地絡型に短絡電流が流れ
ると弱点部が放圧し遮断性能が消失
する場合があり、取替えが必要とな
ることから、短絡電流が流れても破
壊しないことが求められています。

　本研究では、現行の短絡型を改
良することで進めました。なお、
短絡型の課題の解決を目標とする
とともに、改良後の短絡型を地絡
型へ適用できるような性能および
低コスト化を目標としました。

2. 改良品の概要
　改良品をがいし連に取り付けた
状態を写真1に、改良品の仕様な
らびに現行の短絡型と地絡型の仕
様を第1表に示します。改良品の
遮断部は、現行短絡型の2本から
1 本とすることで 1 相当たりのコ
ストを 60%～80% に低減でき
る見込みです。地絡型に対しては
コスト増加となりますが、短絡電
流が流れても破壊しないため、取
り替え費用が低減できます。

　遮断部の構造変更により遮断電
流値は現行の 10kA から 7kA に
低下しましたが、遮断時間は現行
の 1.0 サイクルから 0.5 サイク
ルに短縮し、短絡リレーとの協調
改善が図れ、より事故を防止でき
るようになりました。また、遮断
電流値を超える大電流が流れた際
の遮断部の耐破壊性能は、現行の
10kA から 31.5kA（77kV 系統
最大短絡容量）に向上しました。

3. 改良品の主な特徴
（１）遮断部の構造変更
　遮断部は、2本から 1本にする
ことで長くなり、遮断動作時に遮
断部の内部圧力が大きく上昇し、
10kA 以下の電流値において破壊
や金具の変形が発生しました。こ
の対策として遮断部に圧力開放穴
を設置しました。これにより写真
2 のように圧力開放穴からアーク
ジェットの一部が噴出し、内部圧
力を低減させることで遮断部の破
壊および金具の変形が抑制できま
した。その影響により、遮断部先
端から噴出するアークジェットも
弱まるため、遮断電流値が 7kA
に低下しましたが、遮断部構造を
工夫することで遮断時間は 1.0
サイクルから 0.5 サイクルに短
縮できました。

（２）招弧ホーンの設置
　遮断電流値を超える大電流が流
れた場合は、続流を遮断できずに
アークジェットを噴出し続けるた
め開放穴や先端穴が大きくなるな
どの遮断部損傷や金具の大きな変
形が発生しました。この対策とし
て写真 1 のような招弧ホーンを設
置しました。大電流の場合に 0.5
～1.0 サイクル程度で写真 3 のよ
うに遮断部で噴出するアークを招
弧ホーンに移行させることができ、
遮断部の損傷および金具の大きな
変形の抑制、31.5kA における遮
断部の破壊が解消できました。

4. 各種性能試験結果
（１）遮断性能試験
　短絡事故時の電流値は変電所か
らの距離によって変わるため、
7kA 以下と地絡電流 465A で遮
断性能を確認しました。なお、電

気事故が同一鉄塔で発生すること
を想定し繰り返し 3 回試験を実
施した結果、7kA において、3
回とも 0.5 サイクル以内で遮断
することができました。ただし、
電流値 1kA においては 3 回目で
1.0 サイクルでの遮断となったた
め、仕様は 0.5 サイクル以内を 2
回としています。
　また、7kA を 3 回遮断後に地絡
電流を遮断することができ、短絡事
故後に同一遮断部で地絡事故が発生
した場合でも対応できることを確認
しました。さらに、遮断電流値を超
えますが、がいし等の設備損傷がな
いケースとしての 20kA を 1 回印
加後においても、地絡電流を遮断す
ることが確認できました。

（２）耐破壊性能試験
　遮断電流値 7kA を超える電流
が流れた場合において、31.5kA
まで遮断部の破壊がないことが確
認できました。

（3）電気性能試験
　改良品を取り付けたがいし装置
において、絶縁協調試験、臨界通
絡電圧試験、開閉サージ耐電圧試
験、50% 閃絡電圧試験を実施し
た結果、電気的な性能に問題ない
ことを確認しています。

5. まとめ
　本研究にて、続流遮断型アーク
ホーンを改良し、耐破壊性能の向
上、リレーとの協調性の向上、コ
スト削減の可能性が確認できまし
た。
　今後は、実線路において試験採
用を実施していく予定です。
　最後に、本研究を共同で実施し
てきました一般財団法人電力中央
研究所、日本カタン株式会社をは
じめとする関係各位に深く感謝申
し上げます。

第1表 改良品ならびに現行品の仕様

写真 1　改良品のがいし装置 
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ルに短縮し、短絡リレーとの協調
改善が図れ、より事故を防止でき
るようになりました。また、遮断
電流値を超える大電流が流れた際
の遮断部の耐破壊性能は、現行の
10kA から 31.5kA（77kV 系統
最大短絡容量）に向上しました。

3. 改良品の主な特徴
（１）遮断部の構造変更
　遮断部は、2本から 1本にする
ことで長くなり、遮断動作時に遮
断部の内部圧力が大きく上昇し、
10kA 以下の電流値において破壊
や金具の変形が発生しました。こ
の対策として遮断部に圧力開放穴
を設置しました。これにより写真
2 のように圧力開放穴からアーク
ジェットの一部が噴出し、内部圧
力を低減させることで遮断部の破
壊および金具の変形が抑制できま
した。その影響により、遮断部先
端から噴出するアークジェットも
弱まるため、遮断電流値が 7kA
に低下しましたが、遮断部構造を
工夫することで遮断時間は 1.0
サイクルから 0.5 サイクルに短
縮できました。

（２）招弧ホーンの設置
　遮断電流値を超える大電流が流
れた場合は、続流を遮断できずに
アークジェットを噴出し続けるた
め開放穴や先端穴が大きくなるな
どの遮断部損傷や金具の大きな変
形が発生しました。この対策とし
て写真 1 のような招弧ホーンを設
置しました。大電流の場合に 0.5
～1.0 サイクル程度で写真 3 のよ
うに遮断部で噴出するアークを招
弧ホーンに移行させることができ、
遮断部の損傷および金具の大きな
変形の抑制、31.5kA における遮
断部の破壊が解消できました。

4. 各種性能試験結果
（１）遮断性能試験
　短絡事故時の電流値は変電所か
らの距離によって変わるため、
7kA 以下と地絡電流 465A で遮
断性能を確認しました。なお、電

気事故が同一鉄塔で発生すること
を想定し繰り返し 3 回試験を実
施した結果、7kA において、3
回とも 0.5 サイクル以内で遮断
することができました。ただし、
電流値 1kA においては 3 回目で
1.0 サイクルでの遮断となったた
め、仕様は 0.5 サイクル以内を 2
回としています。
　また、7kA を 3 回遮断後に地絡
電流を遮断することができ、短絡事
故後に同一遮断部で地絡事故が発生
した場合でも対応できることを確認
しました。さらに、遮断電流値を超
えますが、がいし等の設備損傷がな
いケースとしての 20kA を 1 回印
加後においても、地絡電流を遮断す
ることが確認できました。

（２）耐破壊性能試験
　遮断電流値 7kA を超える電流
が流れた場合において、31.5kA
まで遮断部の破壊がないことが確
認できました。

（3）電気性能試験
　改良品を取り付けたがいし装置
において、絶縁協調試験、臨界通
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上、リレーとの協調性の向上、コ
スト削減の可能性が確認できまし
た。
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執筆者

写真 2 遮断動作状況写真 写真 3 招弧ホーン動作状況写真

執 筆 者：粟津　隼人
所 　 属：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
主な業務：絶縁技術担当

※1　酸化亜鉛素子の電圧電流特性の非線形性により電圧上昇を抑制し故障電流を遮断する装置。
※2　アークホーンの先端に取り付けた有機絶縁材料の遮断部から、高速・高圧・高温のアーク

ジェットを噴出することにより続流を遮断する装置。
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77kV簡易型完全乾式気中終端接続箱の適用評価

電力流通事業本部　電力システム技術センター　地中送電グループ

CVケーブル用気中終端接続箱は、磁器がい管等を用い、その内部に絶縁油を充填する構造が一般的ですが、
施工時間短縮およびコスト低減を可能にする、がい管と電界緩和機能を一体化した簡易型気中終端接続箱に
ついて、屋外設置を想定した風圧荷重ならびに屋外暴露に対する影響評価を実施したため、その結果を報告し
ます。

1. はじめに
　CV ケーブル用気中終端接続箱
は、磁器がい管等を用い、その内
部に絶縁油を充填する構造が一般
的ですが、施工時間短縮およびコ
スト低減のニーズの高まりから、
磁器がい管を使用せず、かつ内部
に絶縁油を充填する必要のない完
全乾式化が望まれています。
　そこで、当社とビスキャスは共
同で、がい管と電界緩和機能を一
体化した簡易型気中終端接続箱
（以下、簡易型 EB-A）について、
これまでに組立作業性や初期特
性、長期電気特性ならびに地震時
の影響評価を目的とした加振試験
など各種特性を確認してきまし
た。さらに、今回は屋外設置を想
定し、風圧荷重ならびに、屋外暴
露に対する影響評価を実施したた
め、その結果を報告します。

2. 簡易型 EB-A の構造および
特徴

　簡易型 EB-A の構造を第１図
に示します。また、その構造お
よび主な特長は以下の項目が挙
げられます。
•内部に電界緩和のため、導電
シリコーンゴム製ストレス
コーンを配置し、その外周を
絶縁シリコーンゴムにて一体
成形した構造で、絶縁油を使
用しない完全乾式型である。
•ケーブル絶縁体上にゴムがい

管が装着され、その自己収縮
力によって絶縁界面を形成す
る構造であり、部品点数が少
なく、施工時間短縮およびコ
スト低減が可能である。
•外被のひだ枚数の変更によっ
て、軽汚損用から重汚損用ま
での対応が可能である。
•接続部は組立後に移動するこ
とが可能であり、停電時間の
短縮が可能である。

3. 風圧荷重に対する影響評価
　簡易型 EB-A は、磁器がい管の
気中終端箱とは異なり自立性がな
く、接続導体（銅板）などにより
支持します。
　そこで、強風発生時の簡易型
EB-A の変位量やケーブル絶縁体

とゴムがい管界面の面圧変動に対
する電気特性への影響について、
実機を用いた風洞試験を実施しま
した。
　その試験時の供試品配置を写真
1 に示します。なお、供試ケーブ
ルは 77kV 250mm2 CVSS を用
いました。試験時の風速は、風速
40m/s（電気設備技術基準第 58
条甲種風圧荷重相当）とし、試験
時間は20分間としました。また、
接続導体（銅板）の厚さおよび方
向を変化させ計6つの支持パター
ンにて実施しました。
　その結果、銅板厚さ 20mm で
は最大変位量は 10mm となり、
標準的な気中終端箱の必要最小相
間距離を下回ることはありません
でした。

　また、ケーブル絶縁体とゴムが
い管界面の面圧変動は、いずれの
支 持 パ タ ー ン に お い て も、
0.01MPa 未満と軽微であり、許
容最低面圧 0.05MPa を下回るこ
とはありませんでした。よって、
風圧荷重に対して、電気特性への
影響はないと考えます。

4. 屋外暴露に対する影響評価
　屋外において簡易型 EB-A の
ゴムがい管表面は太陽光に晒さ
れる環境にあります。そのため、
実機ゴム材料を用いた屋外暴露
試験（23 ヶ月）および促進耐候
性試験（1000 時間、屋外暴露
12.2 年相当）によるケーブル絶
縁体とゴムがい管界面への面圧
影響を評価しました。
　なお、評価はゴム材料の引張
り応力伸び測定およびゴム材料
断面の顕微鏡観察により実施し
ました。
　その結果、ゴム材料の引張り
応力伸びについては、ゴム材料
の試料厚さ 30mm のうち、最外
層 2mm の部分のみ第２図に示
す変化が生じていたものの、そ
の下側の層では変化は確認され
ませんでした。また、ゴム材料
断面の顕微鏡観察では、最外層
2mm のうち 1mm 以下の範囲
で薄い変色が確認され(第３図 )、
屋外暴露の影響は外層から
1mm以下と想定されます。
　仮にゴムがい管のストレス
コーン部分近傍の厚さ 1mm の
ゴムが、面圧に寄与しなくなっ
た場合においては、その面圧低
下は 0.006％と微小であり、電
気特性への影響はないと考えま
す。

5. まとめ
　簡易型 EB-A の風圧荷重ならび
に屋外暴露に対する面圧等への影
響を評価しました。その結果、面
圧等への影響は微小であり、電気
特性に影響はないと考えられま
す。

　今後は、課題となっているゴム
材料自身の電気特性および外被の
汚損特性評価を実施し、恒久設備
への展開を検討していきます。
　最後に、本研究にご協力頂いた
（株）ビスキャスの皆様方に、厚
くお礼を申し上げます。

第1図　簡易型 EB-A の構造
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部に絶縁油を充填する構造が一般
的ですが、施工時間短縮およびコ
スト低減のニーズの高まりから、
磁器がい管を使用せず、かつ内部
に絶縁油を充填する必要のない完
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　そこで、当社とビスキャスは共
同で、がい管と電界緩和機能を一
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露に対する影響評価を実施したた
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に示します。また、その構造お
よび主な特長は以下の項目が挙
げられます。
•内部に電界緩和のため、導電
シリコーンゴム製ストレス
コーンを配置し、その外周を
絶縁シリコーンゴムにて一体
成形した構造で、絶縁油を使
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実機を用いた風洞試験を実施しま
した。
　その試験時の供試品配置を写真
1 に示します。なお、供試ケーブ
ルは 77kV 250mm2 CVSS を用
いました。試験時の風速は、風速
40m/s（電気設備技術基準第 58
条甲種風圧荷重相当）とし、試験
時間は20分間としました。また、
接続導体（銅板）の厚さおよび方
向を変化させ計6つの支持パター
ンにて実施しました。
　その結果、銅板厚さ 20mm で
は最大変位量は 10mm となり、
標準的な気中終端箱の必要最小相
間距離を下回ることはありません
でした。

　また、ケーブル絶縁体とゴムが
い管界面の面圧変動は、いずれの
支 持 パ タ ー ン に お い て も、
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断面の顕微鏡観察により実施し
ました。
　その結果、ゴム材料の引張り
応力伸びについては、ゴム材料
の試料厚さ 30mm のうち、最外
層 2mm の部分のみ第２図に示
す変化が生じていたものの、そ
の下側の層では変化は確認され
ませんでした。また、ゴム材料
断面の顕微鏡観察では、最外層
2mm のうち 1mm 以下の範囲
で薄い変色が確認され(第３図 )、
屋外暴露の影響は外層から
1mm以下と想定されます。
　仮にゴムがい管のストレス
コーン部分近傍の厚さ 1mm の
ゴムが、面圧に寄与しなくなっ
た場合においては、その面圧低
下は 0.006％と微小であり、電
気特性への影響はないと考えま
す。

5. まとめ
　簡易型 EB-A の風圧荷重ならび
に屋外暴露に対する面圧等への影
響を評価しました。その結果、面
圧等への影響は微小であり、電気
特性に影響はないと考えられま
す。

　今後は、課題となっているゴム
材料自身の電気特性および外被の
汚損特性評価を実施し、恒久設備
への展開を検討していきます。
　最後に、本研究にご協力頂いた
（株）ビスキャスの皆様方に、厚
くお礼を申し上げます。

執筆者

第 2図　風洞試験時の供試品配置 第 3図　ゴム材料断面の顕微鏡観察結果

写真 1　風洞試験時の供試品配置

執 筆 者：西島　慎二
所 　 属：電力流通事業本部　電力システム技術センター　地中送電グループ
主な業務：地中送電線の技術業務に従事

（研究に携わった人）
電力流通事業本部　電力システム技術センター　地中送電グループ：浅井　洋平
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架空配電系統における電柱間距離の分解能をもつパルス波の伝搬特性測定

電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

当社では、架空配電系統における地絡事故点探査として、高電圧の直流パルスを配電線に印加し、事故電流方向を確認
する手法を採用していますが、この手法は事故点発見までの探査作業等に多くの労力を要するという課題があります。
そこで、現在、事故探査業務の省力化を目的に事故点を標定する手法について検討を進めております。今回、基礎検討と
して、短波長のパルス波を架空配電系統へ入射し、その反射波から事故点までの距離を求める手法について適用の可能
性を検証するため、模擬配電系統を用いてパルス波の伝搬特性を実測しましたので、その概要を紹介します。

1. 背景と目的
　当社では、配電系統の供給信頼
度向上のために配電自動化システ
ムや自動区分開閉器を導入し、停
電区間の縮小や、健全区間の早期
送電を図っています。しかし、事
故点の確定には、現場に出動して
作業を行う必要があります。従来
の探査手法は、停電区間に高電圧
の直流パルスを入射し、事故点へ
流入する事故電流を検知する手法
を採用していますが、この手法は
事故点発見まで、区間切り分けや
柱上探査に多くの労力を要すると
いう課題があります。
　そこで、現在、事故探査業務の
省力化を目的として、事故点を標
定する手法を検討しており、本研
究では、その基礎検討として、地
中配電系統の事故点探査などに適
用されている短波長パルス波を架
空配電系統へ入射し、事故点のイ
ンピーダンス変化による反射波か
ら事故点の距離を求める手法につ
いて、適用の可能性を検証するこ
ととしました。
　今回は、模擬配電系統を用いて、
パルス波を架空配電系統に入射し
た場合の伝搬特性を実測しました
ので、その概要を紹介します。

2. 模擬配電系統の伝搬特性試験
　架空配電系統のパルス波の伝搬
特性を簡易的に確認するため、第

1 図に示す設備構成で 50m 程度
先の末端開放点（⑥）の反射波を
測定しました。測定方法はパルス
ジェネレータ（以下、PGという。）
により配電線 2 線間にパルス波
を 入 力 し、オ シ ロ ス コ ー プ
（30MHz の LPF を設定）を用い
て測定しました。このとき、PG
からの入力パルス波は、パルス幅
10ns としました。なお、入射側
に再反射防止のため整合回路を挿
入しました。
　測定結果を第 2 図に示します。

50m 程度先の末端（⑥）からの
反射波よりパルス波が配電線を伝
搬することを確認しました。一方
で、末端反射波までに各電柱位置
（①～⑤）に対応する反射波が見
られました。この反射波は波形変
化や装柱状態から電線と電線を支
持する腕金との間の静電容量によ
るものとわかりました。今後、本
手法の適用にあたっては、装柱状
況による反射特性の考慮が必要と
考えられます。

3. 実規模配電系統の特性試験
　次に、実規模（亘長約 1300m）
の系統で伝搬特性を確認しまし
た。系統構成を第3図に示します。
第 3 図では、分岐（分岐点 A、
B）と末端開放（末端 A、B）を
2 箇所作成し、2 節と同様の条件
で測定しました。PG のパルス幅
は 100ns としました。　測定結
果を第 4 図に示します。系統の
分岐箇所でインピーダンスが 1/2
となるため、分岐点 A、B の 2
箇所で反射波が現われました（入
射直後と 6000ns 付近）。また、
末端 A、B の開放点からの反射波
もそれぞれ 7000ns と 9500ns
付近に現われ、実規模大の配電系
統でも本方法での測定が可能であ
ることがわかりました。なお、パ
ル ス 波 の 伝 搬 速 度 は 約
2.93×108m/s でした。

4. 模擬事故点による反射特性試験
　次に、実規模配電系統で短絡・
断線・地絡事故を模擬し、その事

故点からの反射特性を測定しまし
た。系統構成を第5図に示します。
末端の開放端までは約 700m と
し、測定点から 332m の地点に
各事故を模擬しました。測定方法
はこれまでと同様の条件とし、
PG のパルス幅は 50ns としまし
た。
　測定結果を第 6 図に示します。
短絡・断線・地絡事故のそれぞれ
反射し、短絡事故と地絡事故は入
射波と逆位相、断線事故は入射波
と同位相で 2300ns 付近に現わ
れました。この波形変化点より推
測される事故点までの距離は約
336m（誤差約 4m）となり、本
測定手法により比較的高い精度で
標定できることを確認しました。

5. まとめ
　架空配電系統における事故点標
定手法の基礎検討として、模擬配電
系統での実測を行い、パルス波の伝
搬特性および各設備での反射特性を
明らかにしました。特に、反射特性
には装柱より生じる静電容量が影響
することがわかりました。
　また、実規模での配電系統にお
いてもパルス波が伝搬することを確
認しました。さらに、模擬事故点に
よる反射波から高い精度で事故点を
標定できることを確認しました。
　今後は、実系統に近い複雑な系
統において検証を実施し、適用に
向けた課題を確認する予定です。

第2図　模擬配電系統の特性測定結果

第 1図　模擬配電系統の設備構成
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架空配電系統における電柱間距離の分解能をもつパルス波の伝搬特性測定

1. 背景と目的
　当社では、配電系統の供給信頼
度向上のために配電自動化システ
ムや自動区分開閉器を導入し、停
電区間の縮小や、健全区間の早期
送電を図っています。しかし、事
故点の確定には、現場に出動して
作業を行う必要があります。従来
の探査手法は、停電区間に高電圧
の直流パルスを入射し、事故点へ
流入する事故電流を検知する手法
を採用していますが、この手法は
事故点発見まで、区間切り分けや
柱上探査に多くの労力を要すると
いう課題があります。
　そこで、現在、事故探査業務の
省力化を目的として、事故点を標
定する手法を検討しており、本研
究では、その基礎検討として、地
中配電系統の事故点探査などに適
用されている短波長パルス波を架
空配電系統へ入射し、事故点のイ
ンピーダンス変化による反射波か
ら事故点の距離を求める手法につ
いて、適用の可能性を検証するこ
ととしました。
　今回は、模擬配電系統を用いて、
パルス波を架空配電系統に入射し
た場合の伝搬特性を実測しました
ので、その概要を紹介します。

2. 模擬配電系統の伝搬特性試験
　架空配電系統のパルス波の伝搬
特性を簡易的に確認するため、第

1 図に示す設備構成で 50m 程度
先の末端開放点（⑥）の反射波を
測定しました。測定方法はパルス
ジェネレータ（以下、PGという。）
により配電線 2 線間にパルス波
を 入 力 し、オ シ ロ ス コ ー プ
（30MHz の LPF を設定）を用い
て測定しました。このとき、PG
からの入力パルス波は、パルス幅
10ns としました。なお、入射側
に再反射防止のため整合回路を挿
入しました。
　測定結果を第 2 図に示します。

50m 程度先の末端（⑥）からの
反射波よりパルス波が配電線を伝
搬することを確認しました。一方
で、末端反射波までに各電柱位置
（①～⑤）に対応する反射波が見
られました。この反射波は波形変
化や装柱状態から電線と電線を支
持する腕金との間の静電容量によ
るものとわかりました。今後、本
手法の適用にあたっては、装柱状
況による反射特性の考慮が必要と
考えられます。

3. 実規模配電系統の特性試験
　次に、実規模（亘長約 1300m）
の系統で伝搬特性を確認しまし
た。系統構成を第3図に示します。
第 3 図では、分岐（分岐点 A、
B）と末端開放（末端 A、B）を
2 箇所作成し、2 節と同様の条件
で測定しました。PG のパルス幅
は 100ns としました。　測定結
果を第 4 図に示します。系統の
分岐箇所でインピーダンスが 1/2
となるため、分岐点 A、B の 2
箇所で反射波が現われました（入
射直後と 6000ns 付近）。また、
末端 A、B の開放点からの反射波
もそれぞれ 7000ns と 9500ns
付近に現われ、実規模大の配電系
統でも本方法での測定が可能であ
ることがわかりました。なお、パ
ル ス 波 の 伝 搬 速 度 は 約
2.93×108m/s でした。

4. 模擬事故点による反射特性試験
　次に、実規模配電系統で短絡・
断線・地絡事故を模擬し、その事

故点からの反射特性を測定しまし
た。系統構成を第5図に示します。
末端の開放端までは約 700m と
し、測定点から 332m の地点に
各事故を模擬しました。測定方法
はこれまでと同様の条件とし、
PG のパルス幅は 50ns としまし
た。
　測定結果を第 6 図に示します。
短絡・断線・地絡事故のそれぞれ
反射し、短絡事故と地絡事故は入
射波と逆位相、断線事故は入射波
と同位相で 2300ns 付近に現わ
れました。この波形変化点より推
測される事故点までの距離は約
336m（誤差約 4m）となり、本
測定手法により比較的高い精度で
標定できることを確認しました。

5. まとめ
　架空配電系統における事故点標
定手法の基礎検討として、模擬配電
系統での実測を行い、パルス波の伝
搬特性および各設備での反射特性を
明らかにしました。特に、反射特性
には装柱より生じる静電容量が影響
することがわかりました。
　また、実規模での配電系統にお
いてもパルス波が伝搬することを確
認しました。さらに、模擬事故点に
よる反射波から高い精度で事故点を
標定できることを確認しました。
　今後は、実系統に近い複雑な系
統において検証を実施し、適用に
向けた課題を確認する予定です。

執筆者

第 5図　模擬事故点による反射特性の測定回路第 3図　分岐系統を含む実規模配電系統の測定回路

第 6図　模擬事故点による反射特性の測定結果第 4図　分岐系統を含む実規模配電系統の測定結果

執 筆 者：大恵　慎平
所 　 属：電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
主な業務：配電自動化設備の開発に従事
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スポットネットワーク系統の系統解析ツールの開発

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（ＮＷ・系統）

スポットネットワーク（以下、SNW）供給エリアにおいて、3回線SNW負荷（以下、3SNW負荷）と2回線SNW負
荷（以下、2SNW負荷）あるいは常予備方式受電や配電塔の1回線負荷が混在する系統においては、各回線の電
圧バランスが不揃いになる傾向があり、近年の省エネ進展により軽負荷時に回生電力が重畳すると瞬時的な逆
潮流が発生してプロテクタ遮断器の不要動作が発生する可能性があります。このようなケースを未然防止する
ため、現場事業所でも利用できるSNW系統解析ツールを開発したので紹介します。

1. 研究の背景とねらい
　SNW 受電方式は、主に都心部
で高い供給信頼度が要求される大
型のビルにおいて、過去から採用
されてきました。SNW 受電方式
の特長としては、以下のとおりと
なります。第 1 図に示すように
変電所から引き出される 2～ 3
回線（主に 3回線）で受電します。
各引込線と変圧器の間には、受電
用断路器のみを設置し、二次側に
は変圧器ごとにプロテクタ遮断器
（プロテクタヒューズと併せて、
ネットワークプロテクタと言う）
を設置します。その負荷側をひと
つのネットワーク母線に接続し、
その母線に接続された、いくつか
の幹線によって、ビル内の各負荷
に供給します。次に述べるプロテ
クタ遮断器の動作により、1 回線
で停電が発生しても、残りの正常
な回線からの受電で供給支障が発
生しません。
　プロテクタ遮断器の 3 つの動
作について説明します。
①無電圧投入
　一次側（系統側）が充電状態で
あり、二次側（ネットワーク母線
側）が無電圧の場合、プロテクタ
遮断器が自動投入します。新設時
や、工事・点検等での停電後の復
電の際に自動的に投入します。
②逆電力遮断
　一次側が停電した場合に、残り

の健全な回線からネットワーク母
線を介して供給される電力が停電
回線に流れるため、逆電力を検出
して、プロテクタ遮断器が開放し
ます。系統側の事故や工事・点検
等による停電により、自動的に開
放します。
③差電圧（過電圧）投入
　②のように 1 回線のプロテク
タ遮断器の開放時に、一次側・二
次側とも充電状態で故障が発生し
ていない場合に、プロテクタ遮断
器が自動投入します。系統側事故
の解消あるいは工事・点検等の完
了により、系統側が復電した際に、
自動的に投入します。
　この 3 つの動作により、停電・
復電操作が自動化されており運用
が容易といった特長があります。
　しかしながら、
SNW 負荷に供給す
る回線間の電圧バラ
ンスに不揃いが存在
すると、軽負荷時に
逆潮流が生じて、逆
電力遮断によりプロ
テクタ遮断器が開放
し、開放により逆電
力が無くなると差電
圧投入によりプロテ
クタ遮断器が投入す
ることを繰り返す、
いわゆるポンピング
現象が発生する可能

性があります。また、昨今の省エ
ネ意識の高まりから、自家発導入
による軽負荷状態が継続し、エレ
ベータの動作による回生電力の発
生により、瞬時的な逆潮流が発生
し、プロテクタ遮断器が開放する
事象も発生しています。
　そこで、このような事象を未然
に防止する場合や、実際に発生し
てしまった場合に、現場事業所で
解析が可能となるように、高度な
潮流計算プログラムを修得せずと
も、誰にでも使用できる SNW系
統解析ツールを開発しました。

2. 解析ツールの選択
（１）CALDGの概要
　電力中央研究所では、配電系統
の運用を支援するために、配電線

の電圧管理、不平衡管理、配電線
事故時運用および保護リレー応動
評価を総合的に解析可能な『配電
系統統合解析ツール』の開発を行っ
ています。その開発の一環として、
配電線の電圧管理［三相平衡計算］
の対応で、Windows 上で動作し、
GUI（グラフィカル・ユーザー・
インターフェース）により操作が
容易、さらには配電線の電圧制御
（送出電圧・SVR・SVC）、SC の制
御および分散型電源の電圧制御機
能を模擬可能な『分散型電源を含
む配電線電圧解析プログラム
（CALDG）』を開発中です。第 2図
にCALDGの概要を示します。
　この CALDG を SNW 系統解析
ツールとして採用するよう検討し
たところ、次項に述べる課題が判
明したため、その解決策について
検討しました。

（２）CALDG 採用の際の課題と
　　 解決方法
a.SNW系統構成が入力（描画）不可
　CALDG は、樹枝状配電線であ
る 6kV 配電系統の解析ツールと
して開発されているため、系統の
入力画面（描画画面）が格子状で
固定となっており、3SNW 負荷
を複数接続する際に系統同士の交
差を表現できません（第 3図）。
b. データファイルへの直接入力に
　よるデータ書換で対応
　幹線系統部分のみを CALDG
本体で作成し、交差となる分岐系
統部分は、データファイルへの直
接入力によるデータ書換で対応す
ることにより SNW系統の解析を
実現しました（第 4図）。
c.SNW系統ごとにパッケージ化
　主に3回線で一括りとなるSNW
系統を SNW 系統ごとに研究所で

パッケージとして作成し、現場事
業所に配布することとしました。
d. 解析ケースごとの負荷量の設定
　現場事業所では、解析したい
ケースごとの各お客さま負荷量の
みを設定するだけで、容易に解析
が可能です。

3. さいごに
　現在、現場事業所向けの配布・
説明会の準備中であり、準備完了
次第すみやかに開催し、現場事業
所で解析できる体制を構築する予
定です。

第1図　
スポット
ネットワーク
受電方式



R&D NEWS KANSAI  2016.9  No.487 13

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（ＮＷ・系統）
スポットネットワーク系統の系統解析ツールの開発
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性があります。また、昨今の省エ
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解析が可能となるように、高度な
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も、誰にでも使用できる SNW系
統解析ツールを開発しました。
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能を模擬可能な『分散型電源を含
む配電線電圧解析プログラム
（CALDG）』を開発中です。第 2図
にCALDGの概要を示します。
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ツールとして採用するよう検討し
たところ、次項に述べる課題が判
明したため、その解決策について
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a.SNW系統構成が入力（描画）不可
　CALDG は、樹枝状配電線であ
る 6kV 配電系統の解析ツールと
して開発されているため、系統の
入力画面（描画画面）が格子状で
固定となっており、3SNW 負荷
を複数接続する際に系統同士の交
差を表現できません（第 3図）。
b. データファイルへの直接入力に
　よるデータ書換で対応
　幹線系統部分のみを CALDG
本体で作成し、交差となる分岐系
統部分は、データファイルへの直
接入力によるデータ書換で対応す
ることにより SNW系統の解析を
実現しました（第 4図）。
c.SNW系統ごとにパッケージ化
　主に3回線で一括りとなるSNW
系統を SNW 系統ごとに研究所で

パッケージとして作成し、現場事
業所に配布することとしました。
d. 解析ケースごとの負荷量の設定
　現場事業所では、解析したい
ケースごとの各お客さま負荷量の
みを設定するだけで、容易に解析
が可能です。

3. さいごに
　現在、現場事業所向けの配布・
説明会の準備中であり、準備完了
次第すみやかに開催し、現場事業
所で解析できる体制を構築する予
定です。
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架空電線路や建築物に風が当たって掛かる力を風圧荷重と呼びます。配電設備では強度計算に用いる風圧荷重
区分が決められており、「人家の連なる場所」では風速の低減を考慮した丙種風圧荷重を適用します。しかし、人家
の連なりや風速低減を定量的に判断する方法がありませんでした。そこで、安全かつ合理的な設計のために、風圧
荷重区分を判定する方法の確立を目指して、電力中央研究所、東京電力、中部電力と研究に取り組んでいます。

1. 研究の背景とねらい
　配電設備の設計における風圧荷重
条件は、電気設備の技術基準により
甲乙丙の３種類に分類されています。
丙種風圧荷重は、甲種風圧荷重の0.5
倍を用いますが、丙種適用対象は「人
家が多く連なっている場所に施設す
る架空電線路」と謳われているのみ
で、定量的な判断基準は示されてい
ません。そのため、各電力部・事業
所では、これまでの経験に基づいて、
風圧荷重区分を定めていますが、こ
れを技術的な背景に基づいて、定量
的に判定できることが望まれます。
　一方、電力設備の中でも、送電用
鉄塔では耐風設計の適正化に関する
研究と標準化の歴史が長く、過去か
ら電力用規格 (JEC-127) を定めて運
用しつつ、最新の知見に基づいた改
訂が繰り返されて来ました。また、   
配電設備と同様に風圧荷重を受ける
建築物についても建築基準法と風荷
重指針が何度か改正されています。
そこで、最新の気象・流体等に関す
る技術を活用して、配電設備に影響
する風の振る舞いを明らかにして、
その知見を基に、風圧荷重区分を適
切に選定できれば、設備の安全と設
計合理化の両者に役立つと考えて取
り組みを始めました。

2. 上空の風と地上の風
（１）粗度と風速
　風は地面の摩擦を受けるため、一
般的に上空では強く、地上に近づく

につれて弱くなります。その変化の
度合いは、地表面の粗度（樹木や建
物などによる凹凸の程度）によって
異なります（第1図）。送電用鉄塔設
計標準 JEC-TR-00007 の設計風速で
は、この地上高と粗度の影響を考慮
しています。粗度は、直接的に測る
ことができない尺度ですが、例えば
建築物荷重指針ではⅠからⅣの粗度
区分と地表面の状況（田畑、住宅地等）
が対応付けされています。また、海
岸線や建物の連なりの端部を考えれ
ば、風向によって風上側の地表面粗
度が違ってくるため、粗度の影響も
風向別に考慮することが望まれます。

（２）国内各地の最大風速
　JEC-127 送電用支持物設計標準や
建築基準法では、国内各地の風速の違
いを考慮した基準風速マップ（第2図）
を参照した上で、粗度による風速低減
を考慮しています。基準風速マップは、
全国の気象台等で過去に観測された年

最大風速に基づいて再現期間 50 年に
換算された最大風速（10分間平均値）
を市町村別の分布として示していま
す。これまでに襲来した台風による風
速が反映されて、最大風速も各地で異
なる大きさになります。

（3）街区における風速低減
　配電設備は地上高が低く、住宅
や森林の遥か上空に位置する送電鉄
塔と比較すると、建物や樹木による
風速低減の影響を大きく受けます。
そのため、配電設備の風荷重を考え
るには、街区の影響も含めた配電線
の高さにおける風速を知る必要があ
ります。そこで、電力中央研究所に
おいて風洞実験と、気流解析コード
を用いたシミュレーションを繰り返
して、風速の低減効果を評価してい
ます（第 3 図）。建物を模擬したブ
ロックを並べた街区モデルを使った
実験により、街区内に入ると建物に
近い高さの風速は急速に減衰するこ

とが示されています（第 4 図）。さ
まざまな配置での風速低減効果の定
量化にも取り組んでいます。

（4）地形による影響
　地形の起伏は、局所的な風速に
影響します。水平に流れている風
が上り斜面にかかると、斜面の上
部では風速が増加します。そのた
め地面の傾斜（方向・大きさ）と
風向の関係を考えて、増速の補正
を行う必要があります。

（5）設計風速と風圧荷重
　風圧荷重は、風速の２乗に比例
するため、風速 40m/ 秒におけ
る甲種風圧荷重の 1/2 を適用す
る丙種風圧荷重は、風速 28m/
秒に相当します。従って、配電設
備高さの最大風速が 28m/ 秒以
下の地点であれば、丙種風圧荷重
を適用できることになります。

3. 設計風速算定法の検討
（１）算定法（案）の構成
　これまでに得られた知見を基に
検討している配電設備の設計（最
大）風速算定法を紹介します。
基準風速マップを用いて、送電鉄
塔と同様の方法で上空（地上高さ
数 十 m）の 風 速 を 求 め ま す
（Step1）。このときは、風上側に
数 km の範囲で粗度の影響を考慮
します。得られた上空風速を基に、
風上側 100m 範囲の建物有無に
応じた地上高さの影響を考慮して
地上高さ 12m における風速を算
定します（Step2）。さらに、周辺
の地形の 10m メッシュの標高を
用いて地形（傾斜）による風速増
加を反映して設計風速とします。

（２）算定法（案）のプログラム試作
　実際の電柱や地点について設計
風速を求めるには、データベースと
計算プログラムが必要になります。
　基本風速マップは、JEC-TR-00007
に全国版が掲載されています。また、
粗度区分マップは、国土交通省から
公表されている土地利用細分メッ
シュデータを基に、田、森林、建物

用地等の分類から粗度区分へ対応付
けすることが可能です。地形の起伏
については、国土地理院から公開さ
れている数値標高モデルが利用でき
ます。これらの情報をデータベース
化して風速算定手法と組み合わせた
プログラムは、電力中央研究所で試
作されています。このプログラムに
より、任意地点を指定して、地上高
さ 12m での設計風速を風向別に計
算すると共に、風圧荷重区分のマッ
プ化も出来るようになりました。

4. 今後の取り組み
　本研究で検討した設計風速算定
法により実際の地形や電柱位置の
風圧荷重区分を試算することが可
能となりますが、現状の風圧荷重
区分からの変化を把握した上で、
実務への適用性や導入方法を検討
することが必要です。今年度から
は、これまで研究を進めてきた電
力中央研究所、東京電力、中部電
力に加え、新たに５電力会社が参
画して、より充実した体制となり、
実用化に向けた取り組みを進めて
行きます。

第1図　地上高さと風速の関係 第 2図　基準風速マップの例
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（１）粗度と風速
　風は地面の摩擦を受けるため、一
般的に上空では強く、地上に近づく

につれて弱くなります。その変化の
度合いは、地表面の粗度（樹木や建
物などによる凹凸の程度）によって
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ことができない尺度ですが、例えば
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区分と地表面の状況（田畑、住宅地等）
が対応付けされています。また、海
岸線や建物の連なりの端部を考えれ
ば、風向によって風上側の地表面粗
度が違ってくるため、粗度の影響も
風向別に考慮することが望まれます。

（２）国内各地の最大風速
　JEC-127 送電用支持物設計標準や
建築基準法では、国内各地の風速の違
いを考慮した基準風速マップ（第2図）
を参照した上で、粗度による風速低減
を考慮しています。基準風速マップは、
全国の気象台等で過去に観測された年

最大風速に基づいて再現期間 50 年に
換算された最大風速（10分間平均値）
を市町村別の分布として示していま
す。これまでに襲来した台風による風
速が反映されて、最大風速も各地で異
なる大きさになります。

（3）街区における風速低減
　配電設備は地上高が低く、住宅
や森林の遥か上空に位置する送電鉄
塔と比較すると、建物や樹木による
風速低減の影響を大きく受けます。
そのため、配電設備の風荷重を考え
るには、街区の影響も含めた配電線
の高さにおける風速を知る必要があ
ります。そこで、電力中央研究所に
おいて風洞実験と、気流解析コード
を用いたシミュレーションを繰り返
して、風速の低減効果を評価してい
ます（第 3 図）。建物を模擬したブ
ロックを並べた街区モデルを使った
実験により、街区内に入ると建物に
近い高さの風速は急速に減衰するこ

とが示されています（第 4 図）。さ
まざまな配置での風速低減効果の定
量化にも取り組んでいます。

（4）地形による影響
　地形の起伏は、局所的な風速に
影響します。水平に流れている風
が上り斜面にかかると、斜面の上
部では風速が増加します。そのた
め地面の傾斜（方向・大きさ）と
風向の関係を考えて、増速の補正
を行う必要があります。

（5）設計風速と風圧荷重
　風圧荷重は、風速の２乗に比例
するため、風速 40m/ 秒におけ
る甲種風圧荷重の 1/2 を適用す
る丙種風圧荷重は、風速 28m/
秒に相当します。従って、配電設
備高さの最大風速が 28m/ 秒以
下の地点であれば、丙種風圧荷重
を適用できることになります。

3. 設計風速算定法の検討
（１）算定法（案）の構成
　これまでに得られた知見を基に
検討している配電設備の設計（最
大）風速算定法を紹介します。
基準風速マップを用いて、送電鉄
塔と同様の方法で上空（地上高さ
数 十 m）の 風 速 を 求 め ま す
（Step1）。このときは、風上側に
数 km の範囲で粗度の影響を考慮
します。得られた上空風速を基に、
風上側 100m 範囲の建物有無に
応じた地上高さの影響を考慮して
地上高さ 12m における風速を算
定します（Step2）。さらに、周辺
の地形の 10m メッシュの標高を
用いて地形（傾斜）による風速増
加を反映して設計風速とします。

（２）算定法（案）のプログラム試作
　実際の電柱や地点について設計
風速を求めるには、データベースと
計算プログラムが必要になります。
　基本風速マップは、JEC-TR-00007
に全国版が掲載されています。また、
粗度区分マップは、国土交通省から
公表されている土地利用細分メッ
シュデータを基に、田、森林、建物

用地等の分類から粗度区分へ対応付
けすることが可能です。地形の起伏
については、国土地理院から公開さ
れている数値標高モデルが利用でき
ます。これらの情報をデータベース
化して風速算定手法と組み合わせた
プログラムは、電力中央研究所で試
作されています。このプログラムに
より、任意地点を指定して、地上高
さ 12m での設計風速を風向別に計
算すると共に、風圧荷重区分のマッ
プ化も出来るようになりました。

4. 今後の取り組み
　本研究で検討した設計風速算定
法により実際の地形や電柱位置の
風圧荷重区分を試算することが可
能となりますが、現状の風圧荷重
区分からの変化を把握した上で、
実務への適用性や導入方法を検討
することが必要です。今年度から
は、これまで研究を進めてきた電
力中央研究所、東京電力、中部電
力に加え、新たに５電力会社が参
画して、より充実した体制となり、
実用化に向けた取り組みを進めて
行きます。

執筆者

第 3図　風洞実験の様子

提供：電力中央研究所

第 4図　街区内の風速低減例
（Ｈ：建物高さ）
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第 6図　地上高さによる大気層の区分と風速算定法の考え方

第 5図　地形による風速増加
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送電線保護リレーの100MbpsのIPネットワークへの適用に関する研究

研究開発室　技術研究所　情報通信技術研究室

電力系統全体の供給信頼度確保において重要な役割を担っている送電線保護リレーシステムには、PCM（Pulse 
Code Modulation：パルス符号変調） 電流差動保護リレー（PCMリレー）が広く使用されています。PCMリレーは
事故区間判定には優れていますが、伝送路に対する性能要件が厳しく設定されており現在は専用の通信回線を使用
しています。一方、通信網は汎用性かつ経済性により優れたIP化が進められており、リレーにおける伝送路のIP化に
よる共用についても検討されています。今回は、現在の電力保安用IP網で主に適用されている100Mbpsを用いた
送電線保護リレーの実用化手法について、株式会社東芝と技術検証を通して確認しましたので、ご紹介します。

1. 背景とねらい
　PCM リレーは自端と相手端で
高精度に同期させる必要がありま
すが、同期制御の仕組み上、伝送
路における遅延や遅延変動が同期
精度に直接影響を与えるため、送
電線保護時間に空白（リレーロッ
ク）を生じかねません。このため
伝送路に対して厳しい性能要件
（「伝送遅延時間」と「同期精度」）
が規定されており、現在は専用線
が適用されていますが、1Gbps
の回線帯域を持つ IP 網への適用
性ついて検討が進められた結果、
高度な統計処理を同期制御に実装
したリレーを使用することによ
り、1Gbps の IP 網への収容が可
能であることが確認されました。
　一方で、当社の電力保安用 IP
網は主に 100Mbps で構成され
ているため、リレー収容に向けて
新たに 1Gbps の IP 機器を導入
する必要がありますが、現場の厳

しい設置環境に適用可能な
1Gbps 対応の IP 機器は価格が高
止まりしており、新規に設備構築
するとコスト増要因となってしま
い ま す。こ の た め、も し
100Mbps の回線帯域の IP 網を
リレーの伝送路として用いること
ができれば、より経済性の高い設
備形成が可能となります。そこで、
今回、100Mbps の IP 網へのリ
レー収容の実現性や実用化手法に
ついて技術検証を実施しました。

2. 研究概要と検証内容
（１）100Mbps 化に伴う検討
　今回、100Mbps 化に伴う伝送
遅延拡大による影響を考慮し、リ
レーにおける統計処理の仕組みを
再精査しました。
　また、限られた回線帯域を有効
に活用するため、リレー間でやり
取りするイーサネットフレーム
（フレーム）の量やサイズ、その

送出間隔についても、より最適な
値を見極めることにしました。
　同様に、回線帯域が狭まる分だ
け、リレー回線の収容可能数にも
制約が出てきます。そこで、今後
のリレー導入計画をベースとし
て、より現実的なリレー回線を収
容したケースでの負荷構成モデル
を検討しました。

（２）検証環境
　リレー用の IP 網は現在の電力
保安用 IP 網との設備共用をター
ゲットとしていることから、今回
検証用の IP 網構成も実網と同様
の 3階層の網構成としました（第
1図）。
　次に、IP 網に重畳すべき負荷
量は、「L2網内」と「支社内」、「支
社跨ぎ」それぞれについて、送電
線系統を考慮したリレー回線の収
容時における最大負荷量を算定し
負荷構成モデルとしました（同）。

　これらを踏まえて、競合負荷と
して 500 対向を超えるリレー模
擬負荷を用意して IP 網に重畳す
るなど、実態に即した検証環境を
構築しました。

（3）検証項目
　上記で構築した検証環境におい
て、「L2 網内」、「支社内」、「支社
跨ぎ」それぞれ、リレー検証区間
を設定し（第 2 図）、第 1 表に示
す各検証項目を実施することとし
ました。

（4）伝送路要件
　リレーの伝送路に対する性能要
件のうち、「伝送遅延時間」は適用
される IP 機器や光ファイバ、伝送
装置の遅延より机上算定可能である
ため実網設計時の考慮事項として扱
い、今回は検証対象外としました。
一方、「同期精度」の良否判定基準
値は、280㎲以内と設定しました。

3. 検証結果と研究成果
　今回の検証試験実施時の様子は
写真1、写真2の通りです。
　今回の検証試験の結果、特定の
条件下における不具合（第 3 表）
を除けば、同期精度の性能要件を
充足しており、100Mbps の IP 網
を適用したリレーの実用性が確認
されました（第2表）。

　特に、回線帯域が狭い 100Mbps
の IP 網でリレーの求める高い同期
精度を確保する上での重要な鍵は、
負荷量の抑制であり、そのために
はリレーの送出するフレーム量や
フレームサイズを縮小することが
非常に効果的であることが明確と
なりました。
　なお、今回確認された不具合に
ついても、その後の詳細調査の結果、
原因が明らかとなっており、十分
対策可能と判断しています。

4. まとめ
　今回の検証結果を通して、
100Mbps の IP 網であってもリ
レーに適用可能であることが確認
できました。
　また、さらに狭帯域なマイクロ
無線伝送路への適用の可能性につ
いても一定の目途が得られました。
　本稿は、株式会社東芝との共同
研究成果です。関係各位には、こ
の場を借りてお礼申し上げます。

第1図 IP 網構成と負荷構成のモデル化 第 2図 リレーの検証区間
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高精度に同期させる必要がありま
すが、同期制御の仕組み上、伝送
路における遅延や遅延変動が同期
精度に直接影響を与えるため、送
電線保護時間に空白（リレーロッ
ク）を生じかねません。このため
伝送路に対して厳しい性能要件
（「伝送遅延時間」と「同期精度」）
が規定されており、現在は専用線
が適用されていますが、1Gbps
の回線帯域を持つ IP 網への適用
性ついて検討が進められた結果、
高度な統計処理を同期制御に実装
したリレーを使用することによ
り、1Gbps の IP 網への収容が可
能であることが確認されました。
　一方で、当社の電力保安用 IP
網は主に 100Mbps で構成され
ているため、リレー収容に向けて
新たに 1Gbps の IP 機器を導入
する必要がありますが、現場の厳

しい設置環境に適用可能な
1Gbps 対応の IP 機器は価格が高
止まりしており、新規に設備構築
するとコスト増要因となってしま
い ま す。こ の た め、も し
100Mbps の回線帯域の IP 網を
リレーの伝送路として用いること
ができれば、より経済性の高い設
備形成が可能となります。そこで、
今回、100Mbps の IP 網へのリ
レー収容の実現性や実用化手法に
ついて技術検証を実施しました。

2. 研究概要と検証内容
（１）100Mbps 化に伴う検討
　今回、100Mbps 化に伴う伝送
遅延拡大による影響を考慮し、リ
レーにおける統計処理の仕組みを
再精査しました。
　また、限られた回線帯域を有効
に活用するため、リレー間でやり
取りするイーサネットフレーム
（フレーム）の量やサイズ、その

送出間隔についても、より最適な
値を見極めることにしました。
　同様に、回線帯域が狭まる分だ
け、リレー回線の収容可能数にも
制約が出てきます。そこで、今後
のリレー導入計画をベースとし
て、より現実的なリレー回線を収
容したケースでの負荷構成モデル
を検討しました。

（２）検証環境
　リレー用の IP 網は現在の電力
保安用 IP 網との設備共用をター
ゲットとしていることから、今回
検証用の IP 網構成も実網と同様
の 3階層の網構成としました（第
1図）。
　次に、IP 網に重畳すべき負荷
量は、「L2網内」と「支社内」、「支
社跨ぎ」それぞれについて、送電
線系統を考慮したリレー回線の収
容時における最大負荷量を算定し
負荷構成モデルとしました（同）。

　これらを踏まえて、競合負荷と
して 500 対向を超えるリレー模
擬負荷を用意して IP 網に重畳す
るなど、実態に即した検証環境を
構築しました。

（3）検証項目
　上記で構築した検証環境におい
て、「L2 網内」、「支社内」、「支社
跨ぎ」それぞれ、リレー検証区間
を設定し（第 2 図）、第 1 表に示
す各検証項目を実施することとし
ました。

（4）伝送路要件
　リレーの伝送路に対する性能要
件のうち、「伝送遅延時間」は適用
される IP 機器や光ファイバ、伝送
装置の遅延より机上算定可能である
ため実網設計時の考慮事項として扱
い、今回は検証対象外としました。
一方、「同期精度」の良否判定基準
値は、280㎲以内と設定しました。

3. 検証結果と研究成果
　今回の検証試験実施時の様子は
写真1、写真2の通りです。
　今回の検証試験の結果、特定の
条件下における不具合（第 3 表）
を除けば、同期精度の性能要件を
充足しており、100Mbps の IP 網
を適用したリレーの実用性が確認
されました（第2表）。

　特に、回線帯域が狭い 100Mbps
の IP 網でリレーの求める高い同期
精度を確保する上での重要な鍵は、
負荷量の抑制であり、そのために
はリレーの送出するフレーム量や
フレームサイズを縮小することが
非常に効果的であることが明確と
なりました。
　なお、今回確認された不具合に
ついても、その後の詳細調査の結果、
原因が明らかとなっており、十分
対策可能と判断しています。

4. まとめ
　今回の検証結果を通して、
100Mbps の IP 網であってもリ
レーに適用可能であることが確認
できました。
　また、さらに狭帯域なマイクロ
無線伝送路への適用の可能性につ
いても一定の目途が得られました。
　本稿は、株式会社東芝との共同
研究成果です。関係各位には、こ
の場を借りてお礼申し上げます。
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第 1表 主な検証確認項目

第 3表 検証時に発生した不具合とその原因、対策

第 2表 検証試験結果
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写真 2　検証試験の様子（IP 網）

写真 1　検証試験の様子（リレー）
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蓄電池連携による「連続デマンド制御」の精度向上と高度化

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

近年、電力需給の逼迫を受け、ピーク電力の抑制は供給側と需要家側の双方において重要な関心事となっていま
す。しかし建物では、デマンド制御に伴い機器の急なON/OFFを行うと、室内環境が悪化し、居住者の不快感が
高まることが懸念されます。そこで本研究では、ビル管理員が不在である一般的な中小規模建物を対象として、
デマンドを緩やかに制御して室内環境の急激な変化を抑えながらデマンド抑制を達成する「連続デマンド制御」
の開発を目指しています。本報では、「連続デマンド制御」に蓄電池として電気自動車（Electric Vehicle、以下
EV）を組み合わせ、柔軟性を向上させた連携制御手法の概要と、その検証結果について報告します。

1. はじめに
　本研究では、ビル管理員が不在
である一般的な中小規模建物を対
象として、室内環境を急激に変化
させることなく、デマンドを抑制
できる｢連続デマンド制御｣を開発
し、2013 年 9 月号で報告しまし
た。本制御は、蓄電池と連携させ
ることで、室内環境の変化を緩和
することができるとともに、ピー
クカットやデマンド抑制に、より
柔軟に対応することが期待されま
す。

2. 蓄電池連携連続デマンド制
御およびシステムの概要

　第１図に 30 分デマンド時限に
おける連続デマンド制御の概要図
を示します。本制御では、積算電
力量と目標上（下）限値を比較し、
デマンドレベルを上（下）させま
す。また、現在と微小時間（t1）
前の積算電力量の増分から 30 分
経過時点の予測デマンド値を求
め、その値が緊急対応設定値を超
過した時には、1分に 1レベルの
速度でデマンドレベルを上げま
す。各レベルに、空調室外機出力
や室内温度、照度を段階的に設定
することで、緊急対応設定値を越
えない範囲でデマンドを緩やかに
制御し、室内環境の急激な変化を
抑えることができます。本報では、

蓄電池を連携させることで、より
柔軟な制御が可能となるよう改善
を行いました。第２図に連続デマ
ンド制御と連携する場合の蓄電池
の制御手法を示します。ここでは、
連続デマンド制御システムに、新
たに蓄電池として EV と EV 充放
電装置を追加し、制御 PLC の連
続デマンド制御に蓄電池制御を連
携させた例を紹介します。第３図
に、蓄電池制御と連携した連続デ
マンド制御システムの概要図を示
します。

3. 連続デマンド制御の検証
3.1 制御設定値
　2016 年 1 月 5 日～ 1 月 29
日の冬期に蓄電池制御と連携した
連続デマンド制御の検証を実施し
ました。1月 5日～ 1月 12 日を
制御無効日に、1 月 13 日～ 1 月
29 日を制御有効日にして、デマ
ンドの推移を比較しました。緊急
対応設定値は、制御無効期間の最
大値 165kWの約 10%低減を目
指して 150kW に設定しました
が、デマンドレベルが高く推移し、
室内環境の悪化が懸念されたた
め、1 月 18 日から 155kW に変
更しています。第１表に連続デマ
ンド制御の空調・照明制御テーブ
ルを、第２表に蓄電池の設定値を
示します。廊下や窓際など常時は

人の滞在しない場所から優先的に
負荷抑制を行い、執務室など常時
人の滞在する場所の負荷抑制を極
力避ける設定としています。また、
各レベルが極力均等に負荷抑制効
果を持つよう配慮しています。
3.2 検証結果
　第４図に、制御有効日の代表日
と し て、1 月 22 日 11:30 ～
12:00 の制御状況を示します。
第４図上図は緊急対応設定値と
30 分デマンド時限内の積算電力
量、デマンドレベルの推移を、下
図は EV の相対的な充電率 SOC
(State Of Charge)[％] と充放電
電力を示しています。11:50 に
積算電力量が目標上限線を超過し
ている状態で、デマンドレベルが

5（L1）に上昇し、EV が放電を
開始しています（第４図上図 a）。
EV 放電時間 (11:50 ～ 11:59)
において、仮に EV からの放電が
無かった場合を想定すると、予測
デマンド値が緊急対応設定値を上
回っており、デマンドレベルが高
くなる条件が成立していました。
従って、EV の放電によりデマン
ドレベルの上昇を抑制できている
と言えます。第５図に検証期間の
各日最大デマンド値と外気温度平

均を示します。外気温度は、空調
運転時間である 8:00 ～ 18:00
の平均値を示します。制御有効日
の最大デマンドは 150.8kW（1
月 22 日 16:00）となり、制御無
効日の最大デマンド 165.4kW
（1 月 12 日 9:30）に対して、
14.6kW( 約 9%) のデマンド低
減効果がみられました。また、制
御有効日において、デマンド目標
値を超過した日はなく、制御によ
り確実にデマンドを抑制できてい
ることを確認できました。

4. まとめ
　本報では、これまでに開発した
連続デマンド制御と蓄電池との連
携制御手法を開発し、蓄電池とし
て EV を使用した実証実験結果か
ら、確実にデマンドを緊急対応設
定値以下に抑制できることを確認
しました。今後は、さらなる精度
向上と、複数建物での制御を目指
していく予定です。

第１図　連続デマンド制御の概要図

第２図　制御連携時の蓄電池制御手法

第３図　EV連携デマンド制御のシステム図

充放電の開始（停止）判断
（1）放電開始判断

a.非ピークカット時間帯
条件①が満たされた場合に放電を開始
①現在積算電力量が目標上限線を上回り、かつ、
デマンドレベルがL1（設定値）以上のとき
b.ピークカット時間帯
デマンドの急な変化にも迅速に対応して
デマンド抑制が図れるように、条件②でも
放電を開始
②予測デマンド値が緊急対応設定値を上回ったとき

（2）充電開始判断
条件③が満たされた場合に充電を開始
③現在積算電力量が目標下限線を下回り、かつ、
デマンドレベルがL2（設定値）以下のとき



空調範囲 制御対象 レベル0 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6 レベル7 レベル8 レベル9 レベル10
室外機

室内機(半分)、小部屋 22.0℃ 22.0℃ 22.0℃ 21.5℃ 21.5℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 20.5℃ 20.5℃ 停止
室内機(半分) 22.0℃ 21.5℃ 21.5℃ 21.5℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 20.5℃ 20.5℃ 停止 停止
室外機
室内機 停止(半分) 停止(半分) 停止(半分) 停止(半分)

自販機・湯沸し 室内機 22.0℃ 22.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 21.0℃ 停止 停止 停止
室外機

室内機(半分) 22.0℃ 22.0℃ 21.5℃ 21.5℃ 21.0℃ 21.0℃ 20.5℃ 20.5℃ 20.5℃ 20.5℃ 停止
室内機(半分) 22.0℃ 21.5℃ 21.5℃ 21.0℃ 21.0℃ 20.5℃ 20.5℃ 20.5℃ 20.5℃ 停止 停止

※着色箇所は、当該レベルにおいて空調設定値等が変わることを意味します。

レベル0 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6 レベル7 レベル8 レベル9 レベル10

1/3間引き 1/3間引き 1/3間引き 2/3間引き 2/3間引き 2/3間引き 2/3間引き 2/3間引き 2/3間引き 2/3間引き

食堂

執務室

外気処理機

会議室
廊下・ELVホール
自販機・湯沸し

照明範囲
執務室 壁際/ロッカー
執務室 営業所員座席

制御設定項目 設定値
放電開始デマンドレベル(L1)
充電開始デマンドレベル(L2)
ピークカット時間 9時～14時
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土木建築室　建築設備エネルギーグループ
蓄電池連携による「連続デマンド制御」の精度向上と高度化

1. はじめに
　本研究では、ビル管理員が不在
である一般的な中小規模建物を対
象として、室内環境を急激に変化
させることなく、デマンドを抑制
できる｢連続デマンド制御｣を開発
し、2013 年 9 月号で報告しまし
た。本制御は、蓄電池と連携させ
ることで、室内環境の変化を緩和
することができるとともに、ピー
クカットやデマンド抑制に、より
柔軟に対応することが期待されま
す。

2. 蓄電池連携連続デマンド制
御およびシステムの概要

　第１図に 30 分デマンド時限に
おける連続デマンド制御の概要図
を示します。本制御では、積算電
力量と目標上（下）限値を比較し、
デマンドレベルを上（下）させま
す。また、現在と微小時間（t1）
前の積算電力量の増分から 30 分
経過時点の予測デマンド値を求
め、その値が緊急対応設定値を超
過した時には、1分に 1レベルの
速度でデマンドレベルを上げま
す。各レベルに、空調室外機出力
や室内温度、照度を段階的に設定
することで、緊急対応設定値を越
えない範囲でデマンドを緩やかに
制御し、室内環境の急激な変化を
抑えることができます。本報では、

蓄電池を連携させることで、より
柔軟な制御が可能となるよう改善
を行いました。第２図に連続デマ
ンド制御と連携する場合の蓄電池
の制御手法を示します。ここでは、
連続デマンド制御システムに、新
たに蓄電池として EV と EV 充放
電装置を追加し、制御 PLC の連
続デマンド制御に蓄電池制御を連
携させた例を紹介します。第３図
に、蓄電池制御と連携した連続デ
マンド制御システムの概要図を示
します。

3. 連続デマンド制御の検証
3.1 制御設定値
　2016 年 1 月 5 日～ 1 月 29
日の冬期に蓄電池制御と連携した
連続デマンド制御の検証を実施し
ました。1月 5日～ 1月 12 日を
制御無効日に、1 月 13 日～ 1 月
29 日を制御有効日にして、デマ
ンドの推移を比較しました。緊急
対応設定値は、制御無効期間の最
大値 165kWの約 10%低減を目
指して 150kW に設定しました
が、デマンドレベルが高く推移し、
室内環境の悪化が懸念されたた
め、1 月 18 日から 155kW に変
更しています。第１表に連続デマ
ンド制御の空調・照明制御テーブ
ルを、第２表に蓄電池の設定値を
示します。廊下や窓際など常時は

人の滞在しない場所から優先的に
負荷抑制を行い、執務室など常時
人の滞在する場所の負荷抑制を極
力避ける設定としています。また、
各レベルが極力均等に負荷抑制効
果を持つよう配慮しています。
3.2 検証結果
　第４図に、制御有効日の代表日
と し て、1 月 22 日 11:30 ～
12:00 の制御状況を示します。
第４図上図は緊急対応設定値と
30 分デマンド時限内の積算電力
量、デマンドレベルの推移を、下
図は EV の相対的な充電率 SOC
(State Of Charge)[％] と充放電
電力を示しています。11:50 に
積算電力量が目標上限線を超過し
ている状態で、デマンドレベルが

5（L1）に上昇し、EV が放電を
開始しています（第４図上図 a）。
EV 放電時間 (11:50 ～ 11:59)
において、仮に EV からの放電が
無かった場合を想定すると、予測
デマンド値が緊急対応設定値を上
回っており、デマンドレベルが高
くなる条件が成立していました。
従って、EV の放電によりデマン
ドレベルの上昇を抑制できている
と言えます。第５図に検証期間の
各日最大デマンド値と外気温度平

均を示します。外気温度は、空調
運転時間である 8:00 ～ 18:00
の平均値を示します。制御有効日
の最大デマンドは 150.8kW（1
月 22 日 16:00）となり、制御無
効日の最大デマンド 165.4kW
（1 月 12 日 9:30）に対して、
14.6kW( 約 9%) のデマンド低
減効果がみられました。また、制
御有効日において、デマンド目標
値を超過した日はなく、制御によ
り確実にデマンドを抑制できてい
ることを確認できました。

4. まとめ
　本報では、これまでに開発した
連続デマンド制御と蓄電池との連
携制御手法を開発し、蓄電池とし
て EV を使用した実証実験結果か
ら、確実にデマンドを緊急対応設
定値以下に抑制できることを確認
しました。今後は、さらなる精度
向上と、複数建物での制御を目指
していく予定です。

執筆者

第４図　代表日（1月22日）における制御状況（デマンド時限）

第５図　最大デマンド値と外気温度平均

第１表　連続デマンド制御 空調・照明制御テーブル

第２表　蓄電池の設定値

執 筆 者：山口　麻有
所 　 属：土木建築室　
　　　　　建築設備エネルギーグループ
主な業務：建築設備に関する研究・保全に従事
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甲斐川発電所水槽における３次元数値計算を活用した空気吸込渦の防止対策

研究開発室　技術研究所　土木技術研究室

甲斐川発電所の水槽では、水槽の下流側にある鉛直管の被り水深が不足し、空気吸込渦が発生しています。空気吸
込渦は水槽の水面から鉛直管に空気を引き込み、水車発電機の振動などを引き起こす恐れがあるため問題となって
います。本研究では最新の研究成果を活用し渦防止対策の検討を行い、時間的に変化の大きい流れ場を詳細に解析
できるLES(Large-Eddy Simulation)法を用いた3次元数値計算により、渦防止桁の評価を行いました。計算結果
に基づき、現地において渦防止桁を設置し、空気吸込渦を防止することにより、電力の安定供給に寄与しました。

1. はじめに
　甲斐川発電所の水槽では水槽の
下流側にある鉛直管の被り水深が
不足し、空気吸込渦が発生してい
ます。空気吸込渦は水槽の水面か
ら鉛直管に空気を引き込み、水車
発電機の振動などを引き起こす恐
れがあるため問題となっています。
これまでに水力発電施設の空気吸
込渦の研究は行われており、模型
実験を主体とした研究が行われて
います。一方、数値計算により水
力発電施設の空気吸込渦を予測す
る試みが行われていますが、近年、
著しく発展している、時間的に変

化の大きい流れ場を詳細に解析で
きる LES 法を適用した事例はほと
んどありません。本研究では甲斐
川発電所の水槽に発生する空気吸
込渦を対象に、最新の研究成果を
活用し渦防止対策の検討を行いま
した。また、LES 法を用いた 3 次
元数値計算により渦防止桁の評価
を行いました。計算結果に基づき、
現地において渦防止桁を設置し、
空気吸込渦を防止することにより、
電力の安定供給に寄与しました。

2. 渦防止対策前の現地観測
　甲斐川発電所は第 1 図に示すよ

うな水路式の水力発電施設で、ダ
ム貯水池から導水路に水を引き込
み、水槽、鉛直管を経て、発電を
行い河川に放流する構造となって
います。ダム水位はほぼ一定の状
態で、水槽水位は h=0.00m 付近
で運転を行っています。甲斐川発
電所の水槽付近の平面図を第 2 図
に示します。流量 Q=5.27m3/sec
において、図中の破線で囲った箇
所に空気吸込渦に発達する恐れの
ある渦が発生しています。第 5 図
(a) に渦防止対策前の現地観測結果
を示していますが、直径 1m 程度
の渦が繰り返し発生しています。

3. 渦防止対策の検討
　最新の研究成果を活用し、渦
防止対策の検討を行いました。
水槽水位が一定で運用されるこ
と か ら、渦 防 止 桁（H 形 鋼
（300×300）、1 本）を採用しま
した。
　渦防止桁の設置位置は、渦の防
止効果が大きいとされる、第 2
図の図中の太い赤線で示す鉛直管
に近い位置とし、水面近傍に設置
しました。

4. LES 法を用いた 3 次元数値
計算による渦防止桁の評価

　第 3 図に再現範囲および計算
格子、第 1 表に計算ケースを示
します。LES 法を用いた 3 次元
数値計算結果から、渦防止桁設置
後は第 4図 (b) に示すように、最
も安全側である最大使用水
量 Q=8.35m3/sec、水 槽 水 位
h=-0.20m においても、渦防止
桁により水槽の空気吸込渦が防止
され、流況が安定していることが
確認されました。計算結果に基づ
き、現地においては水面振動を考
慮し、若干断面が大きい渦防止桁
（H 形鋼（400×400）、1 本）を
設置しました。

5. 渦防止対策後の現地観測
　第 5図 (b) に渦防止対策後の現
地観測結果を示します。渦防止桁
により空気吸込渦が防止され、水
槽の流況が安定していることがわ
かります。第 4 図の計算結果は
第 5 図の現地観測結果と比較し、
厳密に条件は一致していません
が、空気吸込渦の発生位置や大き
さなど、流れ場を概ね再現してい
ることがわかります。

6. まとめ
　甲斐川発電所の水槽に発生する
空気吸込渦を対象に、最新の研究
成果を活用し渦防止対策の検討を
行いました。LES 法を用いた 3
次元数値計算結果から、渦防止桁
により水槽の空気吸込渦が防止さ
れ、流況が安定していることが確
認されました。また、数値計算結
果と現地観測結果との比較から、

空気吸込渦を含む流れ場が概ね再
現されており、LES 法を用いた 3
次元数値計算の有用性が示されま
した。計算結果に基づき、現地に
おいて渦防止桁を設置し、空気吸
込渦を防止することにより、電力
の安定供給に寄与しました。今後、
さらなる現場への適用が期待され
ます。

第2図　甲斐川発電所　水槽付近　平面図

第 1図　甲斐川発電所　縦断面図

第 3図　再現範囲および計算格子

第 1表　計算ケース
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研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
甲斐川発電所水槽における３次元数値計算を活用した空気吸込渦の防止対策

1. はじめに
　甲斐川発電所の水槽では水槽の
下流側にある鉛直管の被り水深が
不足し、空気吸込渦が発生してい
ます。空気吸込渦は水槽の水面か
ら鉛直管に空気を引き込み、水車
発電機の振動などを引き起こす恐
れがあるため問題となっています。
これまでに水力発電施設の空気吸
込渦の研究は行われており、模型
実験を主体とした研究が行われて
います。一方、数値計算により水
力発電施設の空気吸込渦を予測す
る試みが行われていますが、近年、
著しく発展している、時間的に変

化の大きい流れ場を詳細に解析で
きる LES 法を適用した事例はほと
んどありません。本研究では甲斐
川発電所の水槽に発生する空気吸
込渦を対象に、最新の研究成果を
活用し渦防止対策の検討を行いま
した。また、LES 法を用いた 3 次
元数値計算により渦防止桁の評価
を行いました。計算結果に基づき、
現地において渦防止桁を設置し、
空気吸込渦を防止することにより、
電力の安定供給に寄与しました。

2. 渦防止対策前の現地観測
　甲斐川発電所は第 1 図に示すよ

うな水路式の水力発電施設で、ダ
ム貯水池から導水路に水を引き込
み、水槽、鉛直管を経て、発電を
行い河川に放流する構造となって
います。ダム水位はほぼ一定の状
態で、水槽水位は h=0.00m 付近
で運転を行っています。甲斐川発
電所の水槽付近の平面図を第 2 図
に示します。流量 Q=5.27m3/sec
において、図中の破線で囲った箇
所に空気吸込渦に発達する恐れの
ある渦が発生しています。第 5 図
(a) に渦防止対策前の現地観測結果
を示していますが、直径 1m 程度
の渦が繰り返し発生しています。

3. 渦防止対策の検討
　最新の研究成果を活用し、渦
防止対策の検討を行いました。
水槽水位が一定で運用されるこ
と か ら、渦 防 止 桁（H 形 鋼
（300×300）、1 本）を採用しま
した。
　渦防止桁の設置位置は、渦の防
止効果が大きいとされる、第 2
図の図中の太い赤線で示す鉛直管
に近い位置とし、水面近傍に設置
しました。

4. LES 法を用いた 3 次元数値
計算による渦防止桁の評価

　第 3 図に再現範囲および計算
格子、第 1 表に計算ケースを示
します。LES 法を用いた 3 次元
数値計算結果から、渦防止桁設置
後は第 4図 (b) に示すように、最
も安全側である最大使用水
量 Q=8.35m3/sec、水 槽 水 位
h=-0.20m においても、渦防止
桁により水槽の空気吸込渦が防止
され、流況が安定していることが
確認されました。計算結果に基づ
き、現地においては水面振動を考
慮し、若干断面が大きい渦防止桁
（H 形鋼（400×400）、1 本）を
設置しました。

5. 渦防止対策後の現地観測
　第 5図 (b) に渦防止対策後の現
地観測結果を示します。渦防止桁
により空気吸込渦が防止され、水
槽の流況が安定していることがわ
かります。第 4 図の計算結果は
第 5 図の現地観測結果と比較し、
厳密に条件は一致していません
が、空気吸込渦の発生位置や大き
さなど、流れ場を概ね再現してい
ることがわかります。

6. まとめ
　甲斐川発電所の水槽に発生する
空気吸込渦を対象に、最新の研究
成果を活用し渦防止対策の検討を
行いました。LES 法を用いた 3
次元数値計算結果から、渦防止桁
により水槽の空気吸込渦が防止さ
れ、流況が安定していることが確
認されました。また、数値計算結
果と現地観測結果との比較から、

空気吸込渦を含む流れ場が概ね再
現されており、LES 法を用いた 3
次元数値計算の有用性が示されま
した。計算結果に基づき、現地に
おいて渦防止桁を設置し、空気吸
込渦を防止することにより、電力
の安定供給に寄与しました。今後、
さらなる現場への適用が期待され
ます。

執筆者

第 4図　計算結果

(a) 渦防止対策前
(Q=8.35m3/sec、h=-0.20m)

(b) 渦防止対策後
(Q=8.35m3/sec、h=-0.20m)

第 5図　現地観測結果

(b) 渦防止対策後
(Q=6.85m3/sec、h=-0.15m)

渦防止桁渦防止桁

(a) 渦防止対策前
(Q=5.27m3/sec、h=-0.07m)

執 筆 者：久末　信幸
所 　 属：研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
主な業務：発電施設の気液混相流の数値流体解析に関する研究に従事

（研究に携わった人）
和歌山電力部田辺電力所：青山　頌
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ＩＨ調理器の特長を活かした高効率換気システムの研究（その３）

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）

昨今、家庭分野の省エネルギーが求められるなか、家庭の調理用換気扇については、ガスコンロ仕様の換気量と
なっているため、ＩＨ調理器にとっては過剰な換気量となり、居住空間への外気導入量増加に伴う空調負荷増大
の要因となっています。本研究では、ＩＨ調理器に適した低換気量な換気システムを考案し、試作機の製作・評
価・改良を行ってきました。本報告では、Ｈ２７年度の最終結果について紹介します。

1. 研究の目的
　昨今の電力需給が厳しいなか、
家庭分野においても省エネルギー
が課題となっています。現在の家
庭用調理換気扇は、ＩＨ調理器に
とっては過剰換気となっており、
排気量と同量の外気が導入される
居住空間では、空調負荷の増大要
因になっています。そこで本研究
では、ＩＨ調理器に適した低換気
量な換気システムを考案すること
で外気導入量を削減し、居住空間
の空調負荷削減を図ることとしま
した。

2. システムの検討
（１）同時給排気方式の採用
　本換気システムでは、低換気量
化を図るため同時給排気方式を採
用しました。そのイメージ図を第
１図に示します。熱源近傍で排気
と給気を行なうことで局所換気エ
リアを形成し、ＬＤＫ（居住空間）
へ導入される外気量を低減するも
のです。

（２）過年度試作機の課題
　過年度試作機（Ｈ２６年）を写
真１に示します。これまでの課題

としては、①コンパクト化、②実用
的な構造検討であります。
①コンパクト化・・現状の換気扇
厚 み 150mm で は 分 厚 く
100mm程度への薄型化が必要

②実用的な構造検討
（ａ）捕集効率の向上
（ｂ）給気口が高さ1mmスリッ
ト形状とシビアな構造なため、
実用的な構造に改良が必要

（3）Ｈ２７年試作機の設計
　Ｈ２７年試作機の設計のイメー
ジ図を第２図に示します。
①コンパクト化
薄型シロッコファンの採用によ
り厚みを 150mm から 100mm
に変更

②実用的な構造検討
（ａ）上部傾斜構造の採用
換気扇の上部を可倒式として、
ＩＨ鍋上空で効率的に捕集でき
る構造

（ｂ）ＩＨ本体排気の処理
調理排気の捕集を阻害するＩＨ
本体排気の上昇気流に給気を当
てることで方向を変えて、効率
的に捕集する構造

（4）Ｈ２７年試作機の製作
　Ｈ２７年試作機の構造図を第３図
に示します。換気扇本体の厚みを
100mm とし、給気・排気ファンを
左右１組ずつ内蔵し、換気扇本体上
部は最大１５度まで傾斜できる構造
としています。
　次に、写真２にＨ２７年試作機の
写真を示します。換気性能が最大に
なるように、給気量・排気量、給気角度、
傾斜角度等の調整を施しています。

3. 換気性能評価
　本システムの換気性能評価方法
として、水蒸気捕集率で評価しま
した。水蒸気捕集率とは、鍋に水
を入れて沸騰させて、その鍋から
発生する水蒸気量のうち、どの程

度換気扇で捕捉できるかを実験で
測定したものです。
　第４図に換気性能のグラフを示し
ます。ここでは、水蒸気捕集率
80％に必要な換気量を求めて、従
来換気扇と比較しております。
　結 果 で は、従 来 換 気 扇 の
350m3/h に対して、Ｈ２６年試作機
で 150m3/h（排 気 量 240m3/h、
給気量 90m3/h）約 57％の削減、Ｈ
２７年試作機では 130m3/h（排気
量 250m3/h、給 気 120m3/h）約
63％の換気量削減効果を確認しま
した。また、この換気量削減により、
実ＬＤＫ空間２３帖で冷房／暖房
時のエアコン消費電力を測定した
結果、従来換気扇に比べて、冷房・

暖房平均で約２０% のエアコン消
費電力が削減できました。

4. まとめ
　ＩＨ調理器に適した低換気量な
高効率換気システムを考案して、
Ｈ２７年度の最終試作機をもっ
て、基本コンセプトを確立し、実
用レベルの換気性能と省エネル
ギー性を確認いたしました。今後
につきましては、新たな電化厨房
キッチン（第５図）の実現にむけ
て、本換気システムの情報発信を
行っていく予定であります。
　なお、本研究は広島工業大学の清
田誠良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。

第２図　Ｈ２７年試作機のイメージ図写真１　過年度試作機（Ｈ２６年試作機）

第１図　同時給排気方式のイメージ図

課題① コンパクト化 課題②　実用的な構造検討
換気扇の厚み150mm 給気口1mmのスリット
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研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
ＩＨ調理器の特長を活かした高効率換気システムの研究（その３）

1. 研究の目的
　昨今の電力需給が厳しいなか、
家庭分野においても省エネルギー
が課題となっています。現在の家
庭用調理換気扇は、ＩＨ調理器に
とっては過剰換気となっており、
排気量と同量の外気が導入される
居住空間では、空調負荷の増大要
因になっています。そこで本研究
では、ＩＨ調理器に適した低換気
量な換気システムを考案すること
で外気導入量を削減し、居住空間
の空調負荷削減を図ることとしま
した。

2. システムの検討
（１）同時給排気方式の採用
　本換気システムでは、低換気量
化を図るため同時給排気方式を採
用しました。そのイメージ図を第
１図に示します。熱源近傍で排気
と給気を行なうことで局所換気エ
リアを形成し、ＬＤＫ（居住空間）
へ導入される外気量を低減するも
のです。

（２）過年度試作機の課題
　過年度試作機（Ｈ２６年）を写
真１に示します。これまでの課題

としては、①コンパクト化、②実用
的な構造検討であります。
①コンパクト化・・現状の換気扇
厚 み 150mm で は 分 厚 く
100mm程度への薄型化が必要
②実用的な構造検討
（ａ）捕集効率の向上
（ｂ）給気口が高さ1mmスリッ
ト形状とシビアな構造なため、
実用的な構造に改良が必要

（3）Ｈ２７年試作機の設計
　Ｈ２７年試作機の設計のイメー
ジ図を第２図に示します。
①コンパクト化
薄型シロッコファンの採用によ
り厚みを 150mm から 100mm
に変更
②実用的な構造検討
（ａ）上部傾斜構造の採用
換気扇の上部を可倒式として、
ＩＨ鍋上空で効率的に捕集でき
る構造

（ｂ）ＩＨ本体排気の処理
調理排気の捕集を阻害するＩＨ
本体排気の上昇気流に給気を当
てることで方向を変えて、効率
的に捕集する構造

（4）Ｈ２７年試作機の製作
　Ｈ２７年試作機の構造図を第３図
に示します。換気扇本体の厚みを
100mm とし、給気・排気ファンを
左右１組ずつ内蔵し、換気扇本体上
部は最大１５度まで傾斜できる構造
としています。
　次に、写真２にＨ２７年試作機の
写真を示します。換気性能が最大に
なるように、給気量・排気量、給気角度、
傾斜角度等の調整を施しています。

3. 換気性能評価
　本システムの換気性能評価方法
として、水蒸気捕集率で評価しま
した。水蒸気捕集率とは、鍋に水
を入れて沸騰させて、その鍋から
発生する水蒸気量のうち、どの程

度換気扇で捕捉できるかを実験で
測定したものです。
　第４図に換気性能のグラフを示し
ます。ここでは、水蒸気捕集率
80％に必要な換気量を求めて、従
来換気扇と比較しております。
　結 果 で は、従 来 換 気 扇 の
350m3/h に対して、Ｈ２６年試作機
で 150m3/h（排 気 量 240m3/h、
給気量 90m3/h）約 57％の削減、Ｈ
２７年試作機では 130m3/h（排気
量 250m3/h、給 気 120m3/h）約
63％の換気量削減効果を確認しま
した。また、この換気量削減により、
実ＬＤＫ空間２３帖で冷房／暖房
時のエアコン消費電力を測定した
結果、従来換気扇に比べて、冷房・

暖房平均で約２０% のエアコン消
費電力が削減できました。

4. まとめ
　ＩＨ調理器に適した低換気量な
高効率換気システムを考案して、
Ｈ２７年度の最終試作機をもっ
て、基本コンセプトを確立し、実
用レベルの換気性能と省エネル
ギー性を確認いたしました。今後
につきましては、新たな電化厨房
キッチン（第５図）の実現にむけ
て、本換気システムの情報発信を
行っていく予定であります。
　なお、本研究は広島工業大学の清
田誠良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５図　新たな電化厨房キッチン写真２　設置写真

第４図　換気性能の比較第３図　構造図

執 筆 者：堀田　和孝
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：空調・換気に関する研究に従事
連 絡 先：社用：97-7237
　　　　　外線：050-7104-2626
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EMSのための超音波気体流量計測に関する研究（その２）

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）

ビルや工場における省エネや電力ピーク低減のために、エネルギー使用量を「見える化」して管理するエネルギ
ー管理システム（EMS：Energy Management System)が注目されています。既設設備のガスエネルギー管
理では、簡易に使用量を計測する技術が求められています。超音波による気体流量計測技術について、2015年
1月号に引き続き、最新の研究状況について紹介します。

1. 研究の背景
　効率的な省エネや電力ピーク低
減方策のひとつとして EMS が注
目されています。EMS では各種
センサを用いてエネルギー消費量
を「見える化」し、IT 技術など
によりシステマチックに管理する
ことで、効率的にエネルギー消費
の低減を図ります。
　ビルや工場では、熱源としてガ
スもよく用いられています。特に
既設設備でガスの見える化を行う
場合、配管を加工して流量計を挿
入する必要がある場合があります
が、ガス漏れの懸念のため、ガス
管工事が容易ではない場合もあり
ます。このため、容易にガス流量
を計測できる手法があると便利で
す。
　配管を加工することなく流量を
計測する技術として、配管外付式
（クランプオン式）の超音波流量
計があります。私たちはこれまで、
クランプオン式の超音波流量計に
ついて研究してきており、本誌の
2015 年 1 月号などでも紹介して
きました。その研究内容の最新状
況について紹介します。

2. 超音波気体流量計測の課題
　超音波流量計にはいくつかの方
式があります。私たちは、配管工
事をすることなく流量を計測でき
るクランプオン式の超音波流量計
に着目しています。しかし、クラ

ンプオン式の超音波流量計は、配
管の外側から超音波信号を打ち込
み、内部気体に超音波を伝播させ、
再度配管の外側から超音波を受信
する方式です。この方式の場合は、
配管を介して超音波を送受信する
ため、内部気体に効率的に超音波
を打ち込み、受信することが必要
になります。また、金属配管を回
り込んで伝播する超音波がノイズ
となってしまい、内部気体中を伝
播する超音波が識別できなくなる
ことが大きな課題です。この、ク
ランプオン式超音波流量計におけ
る気体流量計測の課題について
は、前回に説明したとおりです。
　本報告では、内部ガス中を伝播
する超音波と、金属配管を回り込
む超音波を区別し、内部気体中を
伝播する超音波信号を抽出する手
法について説明します。なお、本
手法の詳細は参考文献に記載して
おりますので、ご興味のある方は
そちらをご覧下さい。

3. 超音波信号の抽出
　超音波が物質内部を伝播する速
度（音速）は物質ごとに決まって
います。一般に固体では伝播速度
が速く、気体では遅くなります。
例えば金属（鋼）では音速は約
6000m/s なのに対して、気体（空
気）では約 340m/s であり、約
18 倍も音速が異なります。私た
ちは、この音速の違いをうまく

使って、内部気体中を伝播する超
音波信号を抽出することを考えま
した。
　この手法のイメージを第１図に
示します。クランプオン式超音波
流量計の場合は一対の超音波セン
サを配管外側に設置します。一方
の超音波センサから超音波を発生
させ、他方の超音波センサで受信
します。本研究では、いわゆる「伝
播時間差法」による計測を想定し
ているため、超音波は配管の軸方
向に対して斜めになるように超音
波を打ち込みます。打ち込んだ超
音波がどのように伝播するかを考
えます。発生した超音波はまず金
属の配管内を伝わります。ここで、
金属と内部気体の境界で、反射す
る超音波と透過する超音波に分か
れます。反射した超音波は金属配
管内で反射を繰り返しながら、反
対側に到達します（第１図の①）。
一方で、透過した超音波は内部気
体を伝播して、再度反対側で受信
されます（第１図の②）。また、①
の金属管内を伝播する超音波は、
配管軸方向に対して斜めに伝播し
ているので、そのまま斜めに伝播
し続け、配管の端部などで反射し
て戻ってきます（第１図の③）。
この①～③が混在してしまうと、
②の超音波が識別できなくなって
しまいます。
　ここで、音速の違いをうまく活
用して①～③を識別することを考

えます。受信側の超音波センサで
信号が受信される順番を考えま
す。金属を伝播する超音波は速い
ため、まず①の超音波が最初に受
信されます。内部気体中を伝播す
る超音波は遅いので、①よりも遅
れて②が計測されます。ここで、
計測箇所と配管端部を離します。
すると、③の反射点が遠くなるた
め、伝播するのに時間がかかりま
す。配管端部までの距離を十分に
離すと、③は②よりも遅れて到達
することになります。このように
して、①、②、③の順番で超音波信
号が分離されて計測されます。こ
のようにすることで、目的とする
②の超音波を抽出することができ
ます。

4. 超音波信号の確認
　配管内部の気体を伝播する超音
波信号②を確認する手法を第２図
に示します。第２図では配管内部
にボール紙などの障害物を挿入し
ます。障害物が挿入されると、②
のガス中を伝播する超音波が遮断
されます。一方で、金属配管を伝
播する超音波①、③は変化しませ
ん。このため、配管内部に障害物
を挿入することで変化する信号が
②の内部気体を伝播する超音波の
信号であることが確認できます。
　実際に障害物を配管内部に挿入
した結果、特定の信号のみが発生
したり消滅したりしたため、これ
が②の超音波信号であることが確
認されました。
　このように、内部気体中を伝播
する超音波信号が確認できたこと
は、クランプオン式の超音波流量
計では大きな成果であると考えて
います。

5. 今後の予定
　現在、クランプオン式による気
体流量計測技術についての検討を
継続して行っています。低圧気体
でも配管を加工することなく流量
を計測する技術の確立を目指して
います。

6. 謝辞
　本研究は、福井大学の長宗高樹
准教授ならびに有限会社ニューセ

ンサー開発と共同で研究を行って
います。関係各位に感謝の意を表
します。
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EMSのための超音波気体流量計測に関する研究（その２）

1. 研究の背景
　効率的な省エネや電力ピーク低
減方策のひとつとして EMS が注
目されています。EMS では各種
センサを用いてエネルギー消費量
を「見える化」し、IT 技術など
によりシステマチックに管理する
ことで、効率的にエネルギー消費
の低減を図ります。
　ビルや工場では、熱源としてガ
スもよく用いられています。特に
既設設備でガスの見える化を行う
場合、配管を加工して流量計を挿
入する必要がある場合があります
が、ガス漏れの懸念のため、ガス
管工事が容易ではない場合もあり
ます。このため、容易にガス流量
を計測できる手法があると便利で
す。
　配管を加工することなく流量を
計測する技術として、配管外付式
（クランプオン式）の超音波流量
計があります。私たちはこれまで、
クランプオン式の超音波流量計に
ついて研究してきており、本誌の
2015 年 1 月号などでも紹介して
きました。その研究内容の最新状
況について紹介します。

2. 超音波気体流量計測の課題
　超音波流量計にはいくつかの方
式があります。私たちは、配管工
事をすることなく流量を計測でき
るクランプオン式の超音波流量計
に着目しています。しかし、クラ

ンプオン式の超音波流量計は、配
管の外側から超音波信号を打ち込
み、内部気体に超音波を伝播させ、
再度配管の外側から超音波を受信
する方式です。この方式の場合は、
配管を介して超音波を送受信する
ため、内部気体に効率的に超音波
を打ち込み、受信することが必要
になります。また、金属配管を回
り込んで伝播する超音波がノイズ
となってしまい、内部気体中を伝
播する超音波が識別できなくなる
ことが大きな課題です。この、ク
ランプオン式超音波流量計におけ
る気体流量計測の課題について
は、前回に説明したとおりです。
　本報告では、内部ガス中を伝播
する超音波と、金属配管を回り込
む超音波を区別し、内部気体中を
伝播する超音波信号を抽出する手
法について説明します。なお、本
手法の詳細は参考文献に記載して
おりますので、ご興味のある方は
そちらをご覧下さい。

3. 超音波信号の抽出
　超音波が物質内部を伝播する速
度（音速）は物質ごとに決まって
います。一般に固体では伝播速度
が速く、気体では遅くなります。
例えば金属（鋼）では音速は約
6000m/s なのに対して、気体（空
気）では約 340m/s であり、約
18 倍も音速が異なります。私た
ちは、この音速の違いをうまく

使って、内部気体中を伝播する超
音波信号を抽出することを考えま
した。
　この手法のイメージを第１図に
示します。クランプオン式超音波
流量計の場合は一対の超音波セン
サを配管外側に設置します。一方
の超音波センサから超音波を発生
させ、他方の超音波センサで受信
します。本研究では、いわゆる「伝
播時間差法」による計測を想定し
ているため、超音波は配管の軸方
向に対して斜めになるように超音
波を打ち込みます。打ち込んだ超
音波がどのように伝播するかを考
えます。発生した超音波はまず金
属の配管内を伝わります。ここで、
金属と内部気体の境界で、反射す
る超音波と透過する超音波に分か
れます。反射した超音波は金属配
管内で反射を繰り返しながら、反
対側に到達します（第１図の①）。
一方で、透過した超音波は内部気
体を伝播して、再度反対側で受信
されます（第１図の②）。また、①
の金属管内を伝播する超音波は、
配管軸方向に対して斜めに伝播し
ているので、そのまま斜めに伝播
し続け、配管の端部などで反射し
て戻ってきます（第１図の③）。
この①～③が混在してしまうと、
②の超音波が識別できなくなって
しまいます。
　ここで、音速の違いをうまく活
用して①～③を識別することを考

えます。受信側の超音波センサで
信号が受信される順番を考えま
す。金属を伝播する超音波は速い
ため、まず①の超音波が最初に受
信されます。内部気体中を伝播す
る超音波は遅いので、①よりも遅
れて②が計測されます。ここで、
計測箇所と配管端部を離します。
すると、③の反射点が遠くなるた
め、伝播するのに時間がかかりま
す。配管端部までの距離を十分に
離すと、③は②よりも遅れて到達
することになります。このように
して、①、②、③の順番で超音波信
号が分離されて計測されます。こ
のようにすることで、目的とする
②の超音波を抽出することができ
ます。

4. 超音波信号の確認
　配管内部の気体を伝播する超音
波信号②を確認する手法を第２図
に示します。第２図では配管内部
にボール紙などの障害物を挿入し
ます。障害物が挿入されると、②
のガス中を伝播する超音波が遮断
されます。一方で、金属配管を伝
播する超音波①、③は変化しませ
ん。このため、配管内部に障害物
を挿入することで変化する信号が
②の内部気体を伝播する超音波の
信号であることが確認できます。
　実際に障害物を配管内部に挿入
した結果、特定の信号のみが発生
したり消滅したりしたため、これ
が②の超音波信号であることが確
認されました。
　このように、内部気体中を伝播
する超音波信号が確認できたこと
は、クランプオン式の超音波流量
計では大きな成果であると考えて
います。

5. 今後の予定
　現在、クランプオン式による気
体流量計測技術についての検討を
継続して行っています。低圧気体
でも配管を加工することなく流量
を計測する技術の確立を目指して
います。

6. 謝辞
　本研究は、福井大学の長宗高樹
准教授ならびに有限会社ニューセ

ンサー開発と共同で研究を行って
います。関係各位に感謝の意を表
します。

7. 参考文献
　H.Nishiguchi, T.Sawayama, 
and K.Nagamune, Journal of 
Control, Measurement, and 
System Integration, Vol. 9, 
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固体酸化物形電解セルを用いるエネルギー変換･貯蔵に関する研究

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

再生可能エネルギー大量導入時の出力変動吸収や余剰電力貯蔵が可能な技術の一つとして、固体酸化物形電解セ
ル（SOEC）によるエネルギー変換・貯蔵が挙げられます。我々は、SOEC技術の基礎的知見を得るために、噴霧熱分
解法で合成した酸化ニッケル（NiO）とセリア系酸化物（GDC）の複合微粒子をカソードとするセルを用いてCO2を
電解した結果、電流密度が機械混合したカソードのセルの1.6倍以上に向上しました（1.6V時）。電極ミクロ構造解
析の結果、複合微粒子カソードではNiとGDCと気孔がより均一に分散し、お互いが緊密に接触して長い界面を形
成していることが分かりました。このような電極ミクロ構造によって優れた電解性能が得られたと考えられます。

1. 研究の背景
　近年、太陽光発電や風力発電等
の再生可能エネルギーの導入が進
められています。しかし、今後、
これらの大量導入に対応するため
には、出力変動の吸収や余剰電力
の貯蔵が可能なエネルギー変換・
貯蔵システムの導入が必要と考え
られます。そのようなシステムの
うち有望なものの一つに、電気エ
ネルギーを化学エネルギーに変換
する固体酸化物形電解セル
（Solid Oxide Electrolysis Cell: 
SOEC）が挙げられます。
　第 1 図に、SOEC の基本構成
と電解反応の概略を示します。セ
ルはカソード／電解質／アノード
の固体部材で構成されます。カ
ソードに水や CO2 を導入して電
解を行うと、水素や COが生成し
ます。一方、対極であるアノード
では酸素が生成します。
　再生可能エネルギーを用いて水
を電解する場合、得られる水素は

化石燃料由来ではありません。ま
た、CO2 と水を同時に電解すれ
ば（共電解）、温室効果ガスであ
る CO2 の固定化手段となるとと
もに、得られる COと水素の混合
ガスは様々な合成燃料や化学品の
製造において重要な原料として使
用可能となります。
　SOEC は、通常高温作動（600
～ 1000℃）のため、効率よく電
気エネルギーを化学エネルギーに
変換できます。現在の多くの蓄電
池はエネルギーを電池内部の電極
活物質に蓄えるのに対して、
SOEC では、セル外部に比較的安
価な化学物質としてエネルギーを
蓄え、貯蔵量はセルサイズに制約
されません。貯蔵した燃料ガスを
用いて燃料電池発電を行えば、一
種の蓄電池のように可逆的なエネ
ルギー変換･貯蔵システムが構築
可能です。
　我々は、SOEC に関する要素技
術の検討として、SOEC カソード

のミクロ構造と電解性能の関係を
調べました。具体的には、カソー
ド材料として酸化ニッケルとセリ
ア系酸化物の複合微粒子を当社の
噴霧熱分解技術を用いて合成し、
これをカソードに用いたセルで
CO2 電解試験を実施した結果を
紹介します。

2. 結果
　本研究で用いた噴霧熱分解装置
の概略を第 2 図に示します。こ
れ を 用 い て、酸 化 ニ ッ ケ ル
NiO と セ リ ア 系 酸 化 物
Ce0.9Gd0.1O1.95（GDC）か ら な
る複合微粒子を合成しました
（NiO：GDC=70：30wt 比）。第
3 図に、微粒子断面の集束イオン
ビーム－走査型電子顕微鏡（集束
イオンビーム照射による試料表面
エッチングと電子顕微鏡観察を組
み合わせたもの：以後 FIB-SEM）
像を示しますが、濃い灰色部分
（NiO）と薄い灰色部分（GDC）

のコア･シェル構造を有すること
を確認しました。比較のために、
NiO 粒子と GDC 粒子をボールミ
ルによって機械的に混合した粒子
も作製しました。
　これらのカソード材料を電解質
基板（イットリア安定化ジルコニ
ア： ( Y 2O 3) 0 . 0 8 ( Z rO 2) 0 . 9 2  、
厚 み 500μm）に 焼 き 付 け
ました。また、アノードとして
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 （GDC 中
間層付与）を用いました。本報告
では、用いた粒子が噴霧熱分解複
合微粒子の場合、複合微粒子カ
ソードならびに複合微粒子セルと
呼び、機械混合粒子の場合は機械
混合カソード・セルと呼びます。
　電解特性の一例として、第 4
図に CO2 電解時の電流－電圧特
性を示します。カソードに 45％
CO2－10％水素－窒素混合ガス、
アノードに酸素を流し、1000℃
で電解を行った結果、複合微粒子
セルの電圧 1.6V 時の電流密度
は、機械混合セルの 1.6 倍以上
に向上しました。
　このような性能向上が見られた
理由を調べるために、電解前のカ
ソード（あらかじめ 1000℃、
H2/N2 雰囲気下で 1 h 還元処理
済み）のミクロ構造を分析しまし
た。第 5 図に、FIB-SEM 像を 3
次元再構築した結果を示します。
これにより、構成物質の体積比率、
平均粒径、表面積、孤立相の比率、
接触面積、3 相界面長等のミクロ

構造に関する定量的な情報が得ら
れます。その結果、複合微粒子セ
ルの方が Ni と GDC の表面積や
GDC と気孔の接触面積が大きく、
一方、電気化学反応に寄与しない
孤立した GDC 相が少ないことが
分かりました。また、Ni と GDC
と気孔の 3 相が接するすべての
界面の長さ（3 相界面長）は約

1.5 倍であり、全界面長から孤立
3相界面を除いた活性 3相界面長
は約 3 倍あることがわかりまし
た（第 6図）。

3. まとめ
　以上述べたように、複合微粒子
セルの方が Ni と GDC と気孔が
均一に分散してお互いがより緊密
に接触して長い界面を形成するこ
とがわかりました。その結果、よ
り多くの活性な反応場を有し、優
れた電解特性を与えると考えられ
ます。我々はこの検討に加えて、
セルの安定性評価や劣化抑制、ガ
ス組成の影響解析等を実施中で
す。引き続き、新たなエネルギー
変換･貯蔵システムとしての
SOEC 電解技術に関する技術的知
見を集積していく予定です。

4. 謝辞
　本研究は、京都大学江口研究室
と共同で行っています。関係各位
に感謝いたします。

第2図 噴霧熱分解装置の概略第 1図　SOECによる電解
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研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
固体酸化物形電解セルを用いるエネルギー変換･貯蔵に関する研究

1. 研究の背景
　近年、太陽光発電や風力発電等
の再生可能エネルギーの導入が進
められています。しかし、今後、
これらの大量導入に対応するため
には、出力変動の吸収や余剰電力
の貯蔵が可能なエネルギー変換・
貯蔵システムの導入が必要と考え
られます。そのようなシステムの
うち有望なものの一つに、電気エ
ネルギーを化学エネルギーに変換
する固体酸化物形電解セル
（Solid Oxide Electrolysis Cell: 
SOEC）が挙げられます。
　第 1 図に、SOEC の基本構成
と電解反応の概略を示します。セ
ルはカソード／電解質／アノード
の固体部材で構成されます。カ
ソードに水や CO2 を導入して電
解を行うと、水素や COが生成し
ます。一方、対極であるアノード
では酸素が生成します。
　再生可能エネルギーを用いて水
を電解する場合、得られる水素は

化石燃料由来ではありません。ま
た、CO2 と水を同時に電解すれ
ば（共電解）、温室効果ガスであ
る CO2 の固定化手段となるとと
もに、得られる COと水素の混合
ガスは様々な合成燃料や化学品の
製造において重要な原料として使
用可能となります。
　SOEC は、通常高温作動（600
～ 1000℃）のため、効率よく電
気エネルギーを化学エネルギーに
変換できます。現在の多くの蓄電
池はエネルギーを電池内部の電極
活物質に蓄えるのに対して、
SOEC では、セル外部に比較的安
価な化学物質としてエネルギーを
蓄え、貯蔵量はセルサイズに制約
されません。貯蔵した燃料ガスを
用いて燃料電池発電を行えば、一
種の蓄電池のように可逆的なエネ
ルギー変換･貯蔵システムが構築
可能です。
　我々は、SOEC に関する要素技
術の検討として、SOEC カソード

のミクロ構造と電解性能の関係を
調べました。具体的には、カソー
ド材料として酸化ニッケルとセリ
ア系酸化物の複合微粒子を当社の
噴霧熱分解技術を用いて合成し、
これをカソードに用いたセルで
CO2 電解試験を実施した結果を
紹介します。

2. 結果
　本研究で用いた噴霧熱分解装置
の概略を第 2 図に示します。こ
れ を 用 い て、酸 化 ニ ッ ケ ル
NiO と セ リ ア 系 酸 化 物
Ce0.9Gd0.1O1.95（GDC）か ら な
る複合微粒子を合成しました
（NiO：GDC=70：30wt 比）。第
3 図に、微粒子断面の集束イオン
ビーム－走査型電子顕微鏡（集束
イオンビーム照射による試料表面
エッチングと電子顕微鏡観察を組
み合わせたもの：以後 FIB-SEM）
像を示しますが、濃い灰色部分
（NiO）と薄い灰色部分（GDC）

のコア･シェル構造を有すること
を確認しました。比較のために、
NiO 粒子と GDC 粒子をボールミ
ルによって機械的に混合した粒子
も作製しました。
　これらのカソード材料を電解質
基板（イットリア安定化ジルコニ
ア： ( Y 2O 3) 0 . 0 8 ( Z rO 2) 0 . 9 2  、
厚 み 500μm）に 焼 き 付 け
ました。また、アノードとして
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 （GDC 中
間層付与）を用いました。本報告
では、用いた粒子が噴霧熱分解複
合微粒子の場合、複合微粒子カ
ソードならびに複合微粒子セルと
呼び、機械混合粒子の場合は機械
混合カソード・セルと呼びます。
　電解特性の一例として、第 4
図に CO2 電解時の電流－電圧特
性を示します。カソードに 45％
CO2－10％水素－窒素混合ガス、
アノードに酸素を流し、1000℃
で電解を行った結果、複合微粒子
セルの電圧 1.6V 時の電流密度
は、機械混合セルの 1.6 倍以上
に向上しました。
　このような性能向上が見られた
理由を調べるために、電解前のカ
ソード（あらかじめ 1000℃、
H2/N2 雰囲気下で 1 h 還元処理
済み）のミクロ構造を分析しまし
た。第 5 図に、FIB-SEM 像を 3
次元再構築した結果を示します。
これにより、構成物質の体積比率、
平均粒径、表面積、孤立相の比率、
接触面積、3 相界面長等のミクロ

構造に関する定量的な情報が得ら
れます。その結果、複合微粒子セ
ルの方が Ni と GDC の表面積や
GDC と気孔の接触面積が大きく、
一方、電気化学反応に寄与しない
孤立した GDC 相が少ないことが
分かりました。また、Ni と GDC
と気孔の 3 相が接するすべての
界面の長さ（3 相界面長）は約

1.5 倍であり、全界面長から孤立
3相界面を除いた活性 3相界面長
は約 3 倍あることがわかりまし
た（第 6図）。

3. まとめ
　以上述べたように、複合微粒子
セルの方が Ni と GDC と気孔が
均一に分散してお互いがより緊密
に接触して長い界面を形成するこ
とがわかりました。その結果、よ
り多くの活性な反応場を有し、優
れた電解特性を与えると考えられ
ます。我々はこの検討に加えて、
セルの安定性評価や劣化抑制、ガ
ス組成の影響解析等を実施中で
す。引き続き、新たなエネルギー
変換･貯蔵システムとしての
SOEC 電解技術に関する技術的知
見を集積していく予定です。

4. 謝辞
　本研究は、京都大学江口研究室
と共同で行っています。関係各位
に感謝いたします。
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～公開公報とその活用法～
当社の知的財産権について（第２回）

研究開発室　知的財産グループ

１. はじめに
　前回は、特許に関する基礎知識と、当社が保有して
いる特許の現状について紹介しました。
　第２回となる今回は、特許情報の探し方と、特許情
報の活用方法について解説します。

２. 特許はなぜ公開されるのか
　特許を出願すると１年半後に「公開特許公報」が発
行され、内容が公開されます。また、特許が登録され
ると「特許公報」が発行されます。これらは、Web
上で確認することができます。
　本来、研究開発で得た成果は秘密にすべきなのに、
特許はなぜ公開されてしまうのでしょうか。それは、
特許制度が技術的アイデアを公開する代償として最長
２０年間その技術を独占できるという仕組みで成り
立っているからです。
　公開された特許情報を調べることは、主に次のこと
に役立つと言われています。
（1） 重複研究の防止
　これから研究しようとしている技術が既に世の中に
あることがわかれば、研究をやめるか、方向性を変え
る判断ができます。
（2） 課題解決への手がかり
　取り組んでいる課題の解決策の手がかりが得られる
ことがあります。また、特定の技術分野における会社
ごとの特許出願件数は、パートナーを選ぶ際の判断材
料の一つになります。
（3） 事業リスクの把握と回避
　新規事業を始める際は、事業の障害となり得る他社
の特許の有無を確認し、有る場合は回避策を検討した
り、ライセンスを受ける等の対応が必要です。

３. 公開公報の構成
　公開特許公報と特許公報の内容はほとんど同じです
ので、公開特許公報（以下、単に「公報」と呼びます）
を基に第１図で説明します。
　フロントページには「出願番号と出願日」、「公開番
号と公開日」、「国際特許分類」、「出願人」、「発明者」、「発

明の名称」などが書かれています。次ページ以降には
「特許請求の範囲」、「解決手段」、「実施例」などがあ
ります。
　また、公報の最後の方には特許の内容を説明する図
面が掲載されています。

4. 公報の検索方法
　独立行政法人　工業所有権情報・研修館が運営して
いる Web サービス「特許情報プラットフォーム」
（J-PlatPat）により、誰でも無料で公報を検索するこ
とができます。
　まず、J-PlatPat に移動してください（Yahoo や
Google で検索すると最初に表示されます）。

　簡易的な検索であれば、第２図に示すJ-PlatPatトッ
プページの検索窓にキーワードを入力するだけで検索
できます。
　より詳しい検索をしたい場合には第２図の左上にあ
る「特許・実用新案」をクリックし、表示されるメニュー
から第３図に示す「特許・実用新案テキスト検索」を
選択してください。　

　例えば当社の特許を探す場合は、第４図に示す画面
で検索項目の欄を「出願人／権利者」に変え、検索キー
ワード欄に「関西電力」と入力して「キーワードで検索」
のボタンを押します。
　検索結果を絞り込む場合は二行目の欄を使い、検索
項目欄で「出願日」や「発明者」などを選択すること
により、AND条件で検索されます。検索項目欄で「公
報全文（書誌を除く）」を選べば、全文検索すること
もできます。
　絞り込みの条件をさらに増やしたい時は、検索キー
ワード欄右下にある「追加」をクリックします。

　紙面の都合により詳細は割愛しますが、公報には発
明を技術的特徴によって細かく分類した国際特許分類
（ＩＰＣ）やＦＩ、Ｆタームという記号が付けられてい
ます。これらを活用することによってさらに高度な検
索ができます。J-PlatPat のヘルプページにマニュア
ルがありますので、興味のある方はご覧ください。

5. 公報の読み方
　公報はフロントページから順に読んでいってももち
ろん良いのですが、独特の言い回しが使われることが
多い【特許請求の範囲】を理解するのは初心者には少
しハードルが高いと思います。公報の内容を効率よく
理解するには、次の順番で読むことをお勧めします。
①フロントページの【要約】を見てみましょう。要約
と代表図面を見れば発明の概略を知ることができま
す。

②【背景技術】から【発明が解決しようとする課題】
を見てください。このあたりに、従来の技術とその
問題点が書かれており、最後の方に「本発明は・・・・・
を目的とする。」と書かれた箇所があるはずです。
つまりこの付近をしっかり読めば、どんな目的でな
された発明なのかを把握できるのです。 

③【課題を解決するための手段】を見てください。こ
こには【特許請求の範囲】の内容とその補足説明が
記載されています。発明の背景と目的を把握した後
で読めば、かなり理解できるようになっているので
はないでしょうか。

④【発明の実施の形態】や【実施例】の項目には、発
明の実施の状況が図面も含めて具体的に説明されて
おり、発明全体の理解を深めるのに役立ちます。

　慣れてくれば、①から④の中でも濃淡をつけて読む
コツがつかめると思いますので、ぜひ実際の公報を手
に取って試してください。
　今回は、「公開公報とその活用法」について紹介し
ました。次回は、「商標」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２図～第４図は、J-Platpat ホームページからの引用です。

第１図　公開特許公報の例

次ページ以降
など
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いる特許の現状について紹介しました。
　第２回となる今回は、特許情報の探し方と、特許情
報の活用方法について解説します。

２. 特許はなぜ公開されるのか
　特許を出願すると１年半後に「公開特許公報」が発
行され、内容が公開されます。また、特許が登録され
ると「特許公報」が発行されます。これらは、Web
上で確認することができます。
　本来、研究開発で得た成果は秘密にすべきなのに、
特許はなぜ公開されてしまうのでしょうか。それは、
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２０年間その技術を独占できるという仕組みで成り
立っているからです。
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に役立つと言われています。
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る判断ができます。
（2） 課題解決への手がかり
　取り組んでいる課題の解決策の手がかりが得られる
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された発明なのかを把握できるのです。 

③【課題を解決するための手段】を見てください。こ
こには【特許請求の範囲】の内容とその補足説明が
記載されています。発明の背景と目的を把握した後
で読めば、かなり理解できるようになっているので
はないでしょうか。

④【発明の実施の形態】や【実施例】の項目には、発
明の実施の状況が図面も含めて具体的に説明されて
おり、発明全体の理解を深めるのに役立ちます。

　慣れてくれば、①から④の中でも濃淡をつけて読む
コツがつかめると思いますので、ぜひ実際の公報を手
に取って試してください。
　今回は、「公開公報とその活用法」について紹介し
ました。次回は、「商標」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２図～第４図は、J-Platpat ホームページからの引用です。

第２図　J-Platpat トップページ

第３図　テキスト検索画面へ

第４図　キーワード入力画面
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公益社団法人 腐食防食学会  技術賞受賞

技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

1. 授賞式および受賞者
　平成28年5月26日、茨城県つくば国際会議場で（公
社）腐食防食学会「材料と環境 2016」におきまして、
学会各賞（貢献賞、論文賞、技術賞）の授賞式があり、
技術研究所　京研究員が技術賞を受賞しました。
（共同受賞者）
　中森　正治（株式会社高温腐食・防食テクノサーチ）
　石橋　　修（大阪富士工業株式会社）
　黒川　一哉（苫小牧工業高等専門学校校長
　　　　　　　；北海道大学名誉教授）

2. （公社）腐食防食学会の概要
　本学会は、材料全般の腐食防食に関する研究の促進
および技術の普及をめざし，技術者間の交流・提携の
場を提供する国内唯一の機関であります。

3. （公社）腐食防食学会技術賞の概要
　本技術賞は、腐食防食の分野において優れた成果を
上げ、工業技術の発展に著しく貢献した者に贈られる
ものです。
　受賞技術は、『高温耐食・耐摩耗溶射材料の開発』
に対するものです。
（特許第 5584161 号　溶射材料　特許登録済み）

4. 受賞対象となった功績
　本技術は、微粉炭燃焼ボイラ火炉壁に発生する慢性
的な腐食損傷事象について、その発生要因を詳細に調
査することで、既存の対策を凌駕する新たな高温耐食・
耐摩耗溶射材料を開発したものであります。
　この溶射材料は舞鶴発電所１号ボイラにおける 6
年の暴露試験においても異常が認められず、十分な耐
久性・実用性を有することが確認されています。　
　発電設備における永年の腐食課題の解決に資する工
業技術を提供した功績は大きく、調査から実用化に至
る技術の詳細についても学会などでその都度公表して
おり、技術の普及にも貢献していることを評価されま
した。現在、本技術は、当社設備のみならず、他社に
も採用されており、ボイラ設備の長期安定運転の信頼
性確保を担っています。

5. 今後の取り組み等
　火力機器は、より一層の高効率化に伴い、高温化と
燃料多様化が進んでいくことが予測できます。そのた
め、使用材料は、過酷な環境にさらされることになり、
表面処理技術（溶射技術など）が必要不可欠になりま
す。引き続き、研究開発を進め、最先端のプラント開
発技術に寄与していきたいと考えています。

執筆者名：京　将司
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人工光合成に関する研究動向

技術研究所　先進技術研究室

1. はじめに
　人工光合成は太陽光エネルギーを化学エネルギー
（物質）へ変換する技術です。地球温暖化の防止に生
かせるほか、燃料電池の原料になる水素を効率よく製
造できるようになり、国内でも、近年多くの大学・企
業が取り組んでいます。2014 年 8月に経済産業省が
公表した「エネルギー関係技術開発ロードマップ」で
は、国の長期的な目標を定めたうえで、2050 年まで
の施策が集約されていますが、人工光合成技術は
2022 年からの実証試験がスケジューリングされてい
ます。ここでは、人工光合成分野で実施されている研
究開発について概略を紹介します。

2. 人工光合成とは
　植物で行われている光合成（天然光合成）は太陽光
エネルギーを利用して、水と二酸化炭素から、酸素と
糖を得るシステムであり、光エネルギーの化学エネル
ギーへの変換（明反応）と化学エネルギーによる二酸
化炭素の有機物への変換（暗反応）の 2 段階からな
ります。人工光合成とは、天然光合成を部分的にでは
ありますが、人工的に実現し、光エネルギーを駆動力
として、水と二酸化炭素から有機物を作るようシステ
ムを構築するものです。また、広義には水から水素を
作ることも人工光合成に含まれます（第１図）。

　人工光合成を達成するために実施されている研究は
大きく 3 つに分けられます。まず、天然光合成の明
反応部分を模倣する研究として、Ⅰ太陽光を効率的に
捕集して反応中心に集める技術の開発（①光捕集アン

テナ）。Ⅱ太陽光（可視光）と水から酸素と水素を取り
出す技術の開発（②水素製造、③酸素製造、④水分解（②
と③を併せ持つ））、そして、明反応と暗反応の両方を
模擬するⅢ太陽光と水と CO2 から有機物をつくる技
術の開発（⑤CO2 還元）があります。Ⅱ太陽光（可視光）
と水から酸素と水素を取り出す技術の開発、について
は３つの技術要素が含まれるため、人工光合成の研究
開発は、全体として①～⑤の 5 つの技術区分に分け
ることができます。

3. 研究の動向
　水と二酸化炭素から有機物を作るシステムの構築に
ついては、自動車や家電メーカー等が研究開発に参入
しています。一方、水素製造の分野は、国のエネルギー
政策の観点からの後押しがもあり、NEDO 等におい
てプロジェクトが実施されています。各技術区分につ
いての技術シーズや課題を示したのが第２図です。研

究としては、基礎的段階のものが多く、実用化にはま
だ時間を要する技術領域という位置づけと考えられま
すが、ソーラー水素が求められている社会的背景等か
ら、今後の技術開発は一層加速するものと思われます。

執筆者名：田中　聡
第１図　天然光合成と人工光合成

第２図　人工光合成研究の技術区分、技術シーズ、主な課題
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社内案内

１. 電気学術振興賞（進歩賞）
　電気学術振興賞（進歩賞）は，一般社団法人電気学
会が、電気に関する学術・技術に於いて新規な概念・
理論・材料・デバイス・システム・方式等を新たに提
案或いはこれ等の提案を実証した者，および電気に関
する製品・設備等を新たに完成又は改良し，顕著な成
果をあげた者を対象に表彰するもので、昭和 17 年に
設定されて以来、本年で第 72 回と歴史のあるもので
す。当社の受賞は 5 年ぶりですが、進歩賞 9 件のう
ち当社から 3件が受賞しました。
　表彰式は，平成 28年 5月 27 日の電気学会第 104
回通常総会において行われました。

２. 受賞項目の概要（衛星画像を活用した広域
太陽光発電予測システムの開発）

　再生可能エネルギーとして普及が進んでいる太陽光
発電ですが、天候による日射変動で発電出力が大きく
変化する特徴があります。そこで、広い範囲に分散し
て設置されている太陽光発電設備の出力を予測する技
術開発に取り組みました。
　衛星画像に写る雲から地上の日射量分布を推定する
技術と上空の風データを使って雲の動きを予測する技
術を組み合わせた日射量分布推定技術を開発して
H27 年 11 月には第 63 回電気科学技術奨励賞を受賞
しています（R&D News KANSAI 1 月号に掲載）。

　今回は、この技術を用いて得られる日射分布に太陽
光発電設備の地理的分布データを重ね合わせて広域の
太陽光発電出力を推定することにより、リアルタイム
から 3 時間先までの出力予測が可能な技術を開発し
ました。さらに試作システムにより H26 年 10 月か
ら H27 年 2 月まで 5ヶ月間の試験運用と性能評価を
経て、広域太陽光発電出力予測システムとして実用化
したことで、進歩賞を受賞しました。
　本システムは、H28 年 3 月から関西電力・中央給
電指令所にて運用開始しており、さらに気象工学研究
所では他電力会社・発電事業者向けのサービスを展開
し始めています。

３. 受賞項目の概要（新しい運用体制を実現する
500kV制御所システムの開発、実用化）

　関西電力管内の複数の５００ｋＶ電気所を遠隔監視
制御するためのシステムで、基幹系統の運転業務に求
められる重要性と将来の環境変化にも柔軟に対応でき
るよう、これまでにない「３運転拠点＋２サーバ拠点」
の構成（第 2 図）としたシステムを開発し、平成２６
年２月より運用を開始しています。
　このシステムでは、異なる地点に設置されたサーバ
拠点間のデータを常に一致化するとともに、運転拠点

は接続するサーバ拠点を任意に選択できることに加
え、操作卓単位で所管するエリアを切替・拡大可能と
し、被災害時のバックアップ機能を充実させるなど
ミッションクリティカルなシステムに必要とされる機
能を有しています。
　また、複数の拠点で構成される大規模システムであ
りながら、サーバの仮想化技術を適用することでハー
ドウエア点数を削減し、構築および維持に必要なコス
トを抑制するとともに、仮想化するサーバのグルーピ
ングを最適化することで集約に対するシステムの信頼
度を確保しています。
　さらには電力系統変更などで生じるデータベースの
メンテナンスをシステム設置箇所に出向く事なく保全
箇所から遠隔で実施できるような環境を構築し、保全
業務の負担軽減を図っています。

4. 受賞項目の概要（低ロス系新型コンポジット
電線の開発）

　架空送電線における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、発電所で発電した電気を効率的に使用する
ために極めて有効です。
　今回、流通設備の送電損失低減に貢献することを目
的に、低ロス系新型電線の開発を行いました。開発し
た電線は、従来の電線における大部分の張力を担う鋼
心に変え、軽量で引張強度の高い炭素繊維を採用する
ことで鋼心部の径を細くし、細くした分アルミ断面積
を増加させることで電線外径が同等の従来電線より
20% 以上の抵抗低減を達成いたしました。機械的強
度は従来電線と同等以上を確保しています。
　さらに、被覆部分でアルミ断面積を増加させるとと
もに、異なる材料のイオン化傾向の違いによる電解腐
食を発生させず耐腐食性能も向上しており、信頼性の
高い新たな電線を開発いたしました。

（左より須羽（関西電力），篠崎（関西電力），高田（㈱気象工学研究所））

第72回 電気学術振興賞（進歩賞）を受賞
衛星画像を活用した広域太陽光発電予測システムの開発
　篠崎孝一、須羽泰行（関西電力）　高田望（㈱気象工学研究所）
新しい運用体制を実現する500kV制御所システムの開発、実用化
　安場久人（関西電力）　高木浩（三菱電機㈱）　岸田淳（㈱かんでんエンジニアリング）
低ロス系新型コンポジット電線の開発
　表智康（関西電力）　長野宏治、辻俊伸（㈱ジェイ・パワーシステムズ）

第１図　衛星画像を活用した広域太陽光発電予測システム
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的に、低ロス系新型電線の開発を行いました。開発し
た電線は、従来の電線における大部分の張力を担う鋼
心に変え、軽量で引張強度の高い炭素繊維を採用する
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（左より安場（関西電力），岸田（㈱かんでんエンジニアリング））

（表（関西電力））

第２図　システム構成図

第３図　ACSR/ACと新型電線の断面比較
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関西電力（研究開発室）
〒530-8270
大阪市北区中之島3丁目6番16号
TEL. 06-6441-8821
大阪市営地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」から
徒歩約5分
京阪中之島線「渡辺橋駅」から徒歩約3分
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関西電力

技術研究所
〒661-0974
兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番20号
TEL. 06-6491-0221
阪急電鉄神戸線「園田駅」から徒歩約15分
JR「尼崎駅」より阪神バス「近松公園」から
徒歩約5分
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