
R & D  N E W S  K A N S A I

巻 頭 言
研究大学における
電力系博士人材育成の新時代へ
～人材需給ミスマッチに応える全国卓越大学院構想～

研究紹介
日射強度と電力潮流の共分散を利用した
太陽光発電出力推定手法（その3）  他

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

● “R&D  News Kansai”についてのお問い合わせ、またはお気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。
　関西電力株式会社 研究開発室 研究企画グループ：前田　剛志
　TEL. 050-7104-0495    FAX. 06-6441-9864　　   E-mail:research@kepco.co.jp
●インターネット『URL～http://www.kepco.co.jp/→研究開発情報→R&D  News Kansai』にて掲載内容を
　ご覧いただくことが出来ますのでご利用ください。

2017年9月号　vol.491

発行所　関西電力株式会社　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（代） FAX. 06-6441-9864
◆本誌に記載されている記事、写真等の無断掲載、複写、転載を禁じます。

・この冊子は再生紙を使用しています。

●

●

サントリービル●

●朝日新聞

●アバンザ堂島

大阪マルビル

阪神百貨店

JR 東西線
国道 2 号線

京阪中之島線

福島駅

新福島駅
阪 神

東海道本線

JR 大阪駅

梅田駅
梅
田
駅

JR北新地駅

渡辺橋駅 大江橋駅
渡
辺
橋

大
江
橋

堂島川

土佐堀川

地
下
鉄

四
ツ
橋
線

地
下
鉄

御
堂
筋
線

西
梅
田
駅

御
堂
筋

淀
屋
橋
駅

四
ツ
橋
筋

肥
後
橋
駅

な
に
わ
筋

福島駅

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

●

●

J O Yホーム
センター●

マクドナルド

尼崎上坂部局〶 ○文

○文

〶

〶尼崎次屋局

園田駅阪急神戸線
百合学院高

尼崎小中島局

小園小

山幹通り

スーパー
マルハチ

東署

東海道本線

尼崎駅

塚
口
駅

福
知
山
線

山
陽
新
幹
線

名神高速道路

近松公園
○

技術研究所

R&D 
2017.September
Vol.4919

R&D
 N

EW
S KAN

SAI　
　

2017年
9月

号
　

Vol.491



R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.491 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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）

日射強度と電力潮流の共分散を利用した太陽光発電出力推定手法（その3）……P2

研究大学における電力系博士人材育成の新時代へ
～人材需給ミスマッチに応える全国卓越大学院構想～ …………………………………P1

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

プロセスバスを適用した保護リレーシステムの開発研究 ………………………P4

電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

架空配電系統の事故点標定へのパルスレーダ方式の適用研究 …………………P6

電力流通事業本部　電力システム技術センター　変電グループ

550kV 4点切りGCBの劣化調査 ……………………………………………………P8

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室

第一原理分子動力学計算によるCO2吸収容量の予測…………………………… P10

研究開発室　技術研究所　発電技術研究室

火力発電所における海水系統汚損生物の出現時期特定 ……………………… P12

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

関電病院における地中熱利用ヒートポンプシステムの長期運転実績 ……… P14

研究開発室　技術研究所　土木技術研究室

貯水槽におけるスロッシング荷重の評価 ……………………………………… P16

10 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）

スマートメーターを用いた熱中症予防システムに関する研究 ……………… P20

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）

サーマルマネキンを用いた暖房空間の快適性評価法に関する研究 ………… P18

バーチャルパワープラント（VPP）実証 関西ＶＰＰプロジェクト　～H28年度の実証概要～… P22

エネルギーハーベスティング技術について …………………………………… P23

当社の知的財産権について（第６回）～特許調査のコツ（その１）～ ……………… P24

巻 頭 言

研究紹介

トピックス

ミニ解説

R&D NEWS KANSAI  2017.9   No.491

C O N T E N T S
　理工系研究大学の役割は、社会が要望する高度人材
を研究と教育を通して輩出することにある。著者は、産
業界からの理工系人材輩出のニーズに応えうる研究
人材を我々大学が輩出できているのだろうかと自問し
てきた。その疑問に答えてくれるかのように、2017年
3月に文科省と経産省が合同で、理工系の人材需給の
ミスマッチに対して興味深い報告書（理工系人材育成
に関する産学官円卓会議への報告）を公表した。産業
界の全53業種の技術系職種人材約1万人（20歳以上
～45歳未満）を対象としたアンケート結果に基づく報
告である。企業における現在の業務で重要な専門分野
として選択者が多いのが、機械、電気、土木、ITであり、
企業ニーズが高い。一方、企業における事業の展開・成
長に重要な専門分野とされているのは、機械、電気、情
報、エネルギーであり、イノベーションニーズが高いと
いう結果になっている。
　著者の専門分野である電力・電気機器系に対して
は、以下の3点が述べられていた。
①研究室で学んだ専門分野と企業の業務で重要な専

門分野との合致率は高い（約90％以上）。
②イノベーションニーズが高い。
③企業ニーズが高い分野にもかかわらず輩出されてい

る研究者数の割合が少ない。
上記をまとめると、1つのアンケートの結果ではある
が、大学での電力・エネルギー系の研究・教育は、就職
後の業務でも有効であり、イノベーションニーズもあ
るが、研究人材は十分に供給できていないということ
になる。
　研究大学の研究人材育成のカギは、博士人材の育成
と輩出にある。どの教員と話をしても、博士課程学生が
複数いる研究室は活気があり、研究のアクティビティ
も極めて高いが、博士学位取得への意欲や能力はある
にも関わらず、学費・生活費の経済面から博士課程進
学を諦める優秀な修士学生は少なくないと聞く。博士
の学位を有していることは、世界の舞台で最先端の研

究活動や密な人材交流を行うための前提条件となって
いる現実を今の修士学生は十分に理解している。
　前述の研究人材需給ニーズ報告や、生活費相当額の
経済的支援ニーズに応えるかのように、文部科学省は
来年度から博士人材育成のための大学院教育プログ
ラム（卓越大学院（仮称））を開始する。同じ研究領域・
分野等に取り組む大学院が機関を超えて連携し、我が
国でその分野での卓越した1つの大学院「卓越大学院

（仮称）」となる、世界最高水準の研究力を具備した博
士人材（知のプロフェッショナル）を育成するための大
学院教育プログラムを形成し、文科省が高度人材育成
にかかる経費を10年間に亘り支援するものである。養
成したい人材像や参画機関の実情に応じた適切な連
携方法によって、大学オリジナルな博士人材育成構想
を公募の上、採択する。大学本部のコミットメントと確
実な実践に向けた計画の策定が必要であることから、
研究大学にとっては、強みの分野での博士人材育成の
場（社会人博士号取得も含む）を構築できるかどうか
の極めて重要な案件となっている。
　今年度は、我が国の全ての研究大学の博士人材育成
スキーム構築の大きな転機となるであろう。とりわけ、
企業ニーズとイノベーションニーズが高いと評価され
ている電力・エネルギー系分野においては、これを強み
とする全国の研究大学が卓越大学院という形で1つに
なり、今後の日本の電力系高度博士人材育成の中心的
役割を担う好機と捉えるべきであろう。電力・エネル
ギー分野の研究課題は山積みされている。オールジャ
パンでの電力系博士人材育成プログラムの構築を
願ってやまない。

1994 年　早稻田大学理工学研究科博士後期課程修了・博士（工学）
2009 年　早稻田大学  先進理工学部・同研究科  教授
2009 年　同大学  先進グリッド技術研究所  所長
2012 年　同大学  スマート社会技術融合研究機構 ACROSS  機構長

早稲田大学大学院  先進理工学研究科教授
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1. 研究のねらい
　PV大量導入時においても、電力
流通設備の事故（故障）による停電
を迅速に復旧させるためには、真の
電力需要を、リアルタイム（オンラ
イン）で正確に把握する必要があり
ます。電力会社では、変電所等で送
電線、配電線に流れる電力潮流、つ
まり、真の電力需要からPV発電出
力を差し引いた量を計測しており、
PV発電出力を把握すれば真の電
力需要を計算できます。そこで、
我々は、「高精度なオンラインPV発
電出力推定手法」の開発を目的と
して、変電所などで測定した電力
潮流（有効電力）と日射計などで測
定した日射強度から、PV発電出力
を推定する手法を開発しました。
　提案手法は、電力潮流データと日
射強度データを必要としますが、先
行文献では、その時間分解能（デー
タ収集のサンプリング周期）は1秒
でした。しかし、提案手法の実用化
を視野に入れた場合、容易に、かつ、
低コストで利用できるデータの時
間分解能は、これよりも低いと想定
されます。たとえば、既存の監視制
御システム（SCADA）等から入手で
きる電力潮流データの時間分解能
は1分～5分程度です。また、広域の
日射強度を低コストで把握できる

「衛星画像を利用した日射強度推定
手法」では、ひまわり8号を利用した
場合、その時間分解能は2.5分です。

このような背景から、測定データの
時間分解能と提案手法の推定精度
の関係を明らかにする必要があり
ます。そこで、本稿では、2014年1月
～12月の1年間の実測データを利
用して、測定データの時間分解能と
提案手法の推定精度の関係を分析
した結果についてご説明致します。

2. 提案手法の概要
　一般的な電力系統のモデル図を
第1図に示します。ここで、P(t)は変
電所で測定される電力潮流の有効
電力（以下、“電力潮流”）、PPV(t)は
電力系統に連系されているすべて
のPVの発電出力合計値の有効電
力（以下、“PV発電出力”）、PL(t)は
電力系統内の電力需要合計値の有
効電力（以下、“電力需要”）、SR(t)

は電力系統周辺の日射強度です。
電力潮流P(t)は変電所に設置され
た計測器で、日射強度SR(t)は電力
系統の近くに設置された日射計で
測定できるものとします。開発手
法は、PL(t)が未知の場合に、P(t)と
SR(t)のみを利用して、PPV(t)を推定
する手法です。
　まずは、第1図から、
P(t)=PL(t)-PPV(t) ......................(1)
が成り立つことがわかります。次
に、下記の3つの仮定を行います。
(a) PV発電出力PPV(t)は、日射強度

SR(t)に概ね比例し、
PPV(t) =w.SR(t+τS)+ε(t) .....(2)
が成り立つという仮定。（wは
日射強度をPV発電出力に変
換する変換係数、τSはSR(t)の
変動が日射計設置点からPVま

で伝搬する時間、ε(t) はその他
の要因により発生する時間的
外乱。）

(b) 短い時間スケールにおいて、PL(t)
とε(t)の変動が、それぞれSR(t)
の変動と相関がないという仮定。

(c) (1)式と(2)式において、時間的な
定常性が成立するという仮定。

 このような仮定の下では、先行文
献でご説明したように、伝搬時間τS

は、Coνt [SR(t),P(t+τ)]が最小値を
とるτ から推定でき、変換係数wは、

w^=-
       Coνt [SR(t),P(t)]

         Coνt [SR(t),SR(t+τS)] 
......(3)

を用いて推定することができます。
そして、最後に、PPV(t)の推定値P^PV(t)
は、(2)式の近似式である、
P^PV(t)=~w^ .SR(t+τS)....................(4)
から推定することができます。

3. 時間分解能と精度の関係分析
　今回の検証でも、先行文献の検
証で利用した電力系統で実測され
たデータを利用しました。なお、分
析対象日は、2014年1月1日～
2014年12月31日の1年間のう
ち、土日、祝日、特殊日（年末年始、
ゴールデンウィーク、盆）を除き、さ
らに、測定データに異常値が含ま
れていなかった延べ85日間とし、
分析対象時間は8時～16時としま
した。そして、提案手法の推定精度
と時間分解能の関係を明らかにす
るために、データを間引くことで、
時間分解能を10秒から900秒まで
10秒刻みで変化させ、PV発電出力
の推定値P^PV(t)と計測値PPV(t)に関
するRMSE（二乗平均平方根誤差）
を計算し、第2図中に黒い丸印（〇）
で図示しました。
　第2図から、時間分解能が50秒
まではRMSEが比較的小さいこと

がわかりますが、60秒ではRMSE
が大きくなっていることがわかり
ます。この誤差の要因ですが、詳細
に分析したところ、時間分解能が
低い場合には、伝搬時間τSの推定
誤差が大きくなることが主要因で
あることが判明しました。そこで、
次のように提案手法を改良するこ
とにしました。
　平均的な雲の移動速度は概ね
30m/s程度であり、また、今回の日
射計設置点とPV設置点の間の距
離は1km以内であるため、伝搬時
間τSは概ね30秒以内となります。
よって、時間分解能が60秒以上の
ように低い場合には、τSは1サンプ
リング以内で収まってしまうため、

改良手法としてτS=0という近似を
導入することにしました。改良手法
のRMSEを、第2図中に、赤い三角
形（△）で図示します。第2図から、
改良手法では、推定精度が著しく
向上していることが確認できます。

4. おわりに
　今回の検証結果から、提案手法で
あれば、時間分解能が50秒程度、そ
の改良手法であれば、時間分解能が
270秒程度までの測定データを利
用しても、比較的高い推定精度を維
持できることがわかりました。今後
は、提案手法の実用化を目指して、
その推定精度とPV導入率などとの
関係を明らかにする予定です。

執筆者

日射強度と電力潮流の共分散を利用した太陽光発電出力推定手法（その3）

第 1 図　一般的な電力系統のモデル図

第 2 図　様々な時間分解能における RMSE

執 筆 者：安並　一浩
所 　 属：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）
主な業務：系統解析、需給制御に関する研究、
 太陽光発電に関する研究に従事

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）
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）

日射強度と電力潮流の共分散を利用した太陽光発電出力推定手法（その3）

地球温暖化問題の顕在化、エネルギーセキュリティ、化石燃料の枯渇などの観点から、太陽光発電（以下、
“PV”）をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進が求められております。ゆえに、今後、PVが、分散型電
源として、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、電力系統、配電系統に様々な影響を与える
ことが憂慮されております。このような背景から、PV大量導入時には、PV発電出力をより高精度に推定する
ことが求められているため、「変電所などで測定した電力潮流と日射強度から、PV発電出力を推定する手法」

（以下、“提案手法”）を開発し、R&D News Kansai 平成29年1月号（以下、“先行文献”）でご紹介しました。
本稿では、測定データの時間分解能と提案手法の推定精度の関係を分析しましたので、ご紹介致します。
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1. 研究のねらい
　PV大量導入時においても、電力
流通設備の事故（故障）による停電
を迅速に復旧させるためには、真の
電力需要を、リアルタイム（オンラ
イン）で正確に把握する必要があり
ます。電力会社では、変電所等で送
電線、配電線に流れる電力潮流、つ
まり、真の電力需要からPV発電出
力を差し引いた量を計測しており、
PV発電出力を把握すれば真の電
力需要を計算できます。そこで、
我々は、「高精度なオンラインPV発
電出力推定手法」の開発を目的と
して、変電所などで測定した電力
潮流（有効電力）と日射計などで測
定した日射強度から、PV発電出力
を推定する手法を開発しました。
　提案手法は、電力潮流データと日
射強度データを必要としますが、先
行文献では、その時間分解能（デー
タ収集のサンプリング周期）は1秒
でした。しかし、提案手法の実用化
を視野に入れた場合、容易に、かつ、
低コストで利用できるデータの時
間分解能は、これよりも低いと想定
されます。たとえば、既存の監視制
御システム（SCADA）等から入手で
きる電力潮流データの時間分解能
は1分～5分程度です。また、広域の
日射強度を低コストで把握できる

「衛星画像を利用した日射強度推定
手法」では、ひまわり8号を利用した
場合、その時間分解能は2.5分です。

このような背景から、測定データの
時間分解能と提案手法の推定精度
の関係を明らかにする必要があり
ます。そこで、本稿では、2014年1月
～12月の1年間の実測データを利
用して、測定データの時間分解能と
提案手法の推定精度の関係を分析
した結果についてご説明致します。

2. 提案手法の概要
　一般的な電力系統のモデル図を
第1図に示します。ここで、P(t)は変
電所で測定される電力潮流の有効
電力（以下、“電力潮流”）、PPV(t)は
電力系統に連系されているすべて
のPVの発電出力合計値の有効電
力（以下、“PV発電出力”）、PL(t)は
電力系統内の電力需要合計値の有
効電力（以下、“電力需要”）、SR(t)

は電力系統周辺の日射強度です。
電力潮流P(t)は変電所に設置され
た計測器で、日射強度SR(t)は電力
系統の近くに設置された日射計で
測定できるものとします。開発手
法は、PL(t)が未知の場合に、P(t)と
SR(t)のみを利用して、PPV(t)を推定
する手法です。
　まずは、第1図から、
P(t)=PL(t)-PPV(t) ......................(1)
が成り立つことがわかります。次
に、下記の3つの仮定を行います。
(a) PV発電出力PPV(t)は、日射強度

SR(t)に概ね比例し、
PPV(t) =w.SR(t+τS)+ε(t) .....(2)
が成り立つという仮定。（wは
日射強度をPV発電出力に変
換する変換係数、τSはSR(t)の
変動が日射計設置点からPVま

で伝搬する時間、ε(t) はその他
の要因により発生する時間的
外乱。）

(b) 短い時間スケールにおいて、PL(t)
とε(t)の変動が、それぞれSR(t)
の変動と相関がないという仮定。

(c) (1)式と(2)式において、時間的な
定常性が成立するという仮定。

 このような仮定の下では、先行文
献でご説明したように、伝搬時間τS

は、Coνt [SR(t),P(t+τ)]が最小値を
とるτ から推定でき、変換係数wは、

w^=-
       Coνt [SR(t),P(t)]

         Coνt [SR(t),SR(t+τS)] 
......(3)

を用いて推定することができます。
そして、最後に、PPV(t)の推定値P^PV(t)
は、(2)式の近似式である、
P^PV(t)=~w^ .SR(t+τS)....................(4)
から推定することができます。

3. 時間分解能と精度の関係分析
　今回の検証でも、先行文献の検
証で利用した電力系統で実測され
たデータを利用しました。なお、分
析対象日は、2014年1月1日～
2014年12月31日の1年間のう
ち、土日、祝日、特殊日（年末年始、
ゴールデンウィーク、盆）を除き、さ
らに、測定データに異常値が含ま
れていなかった延べ85日間とし、
分析対象時間は8時～16時としま
した。そして、提案手法の推定精度
と時間分解能の関係を明らかにす
るために、データを間引くことで、
時間分解能を10秒から900秒まで
10秒刻みで変化させ、PV発電出力
の推定値P^PV(t)と計測値PPV(t)に関
するRMSE（二乗平均平方根誤差）
を計算し、第2図中に黒い丸印（〇）
で図示しました。
　第2図から、時間分解能が50秒
まではRMSEが比較的小さいこと

がわかりますが、60秒ではRMSE
が大きくなっていることがわかり
ます。この誤差の要因ですが、詳細
に分析したところ、時間分解能が
低い場合には、伝搬時間τSの推定
誤差が大きくなることが主要因で
あることが判明しました。そこで、
次のように提案手法を改良するこ
とにしました。
　平均的な雲の移動速度は概ね
30m/s程度であり、また、今回の日
射計設置点とPV設置点の間の距
離は1km以内であるため、伝搬時
間τSは概ね30秒以内となります。
よって、時間分解能が60秒以上の
ように低い場合には、τSは1サンプ
リング以内で収まってしまうため、

改良手法としてτS=0という近似を
導入することにしました。改良手法
のRMSEを、第2図中に、赤い三角
形（△）で図示します。第2図から、
改良手法では、推定精度が著しく
向上していることが確認できます。

4. おわりに
　今回の検証結果から、提案手法で
あれば、時間分解能が50秒程度、そ
の改良手法であれば、時間分解能が
270秒程度までの測定データを利
用しても、比較的高い推定精度を維
持できることがわかりました。今後
は、提案手法の実用化を目指して、
その推定精度とPV導入率などとの
関係を明らかにする予定です。
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源として、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、電力系統、配電系統に様々な影響を与える
ことが憂慮されております。このような背景から、PV大量導入時には、PV発電出力をより高精度に推定する
ことが求められているため、「変電所などで測定した電力潮流と日射強度から、PV発電出力を推定する手法」
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1. 背景および目的
　近年、高度経済成長期に設置し
た多数の保護リレーが更新時期を
迎えており、工事物量の増加に伴
うマンパワー不足が大きな課題と
なっています。そのため、マンパ
ワーのピーク削減や工事の効率化
が求められています。このような状
況の中、制御ケーブルの削減や停
電時間の短縮を実現するための一
手法として、国際規格IEC 61850
で規定されているプロセスバスの
適用が提案されています（1）。これ
により、停電時間の短縮や制御
ケーブルが大幅に削減できるとの
試算から、当社ではプロセスバス
を適用した保護リレーシステムの
適用に向けた検討を進めていま
す。本稿では、試作装置を用いたマ
ルチベンダ接続による検証試験を
実施したのでその結果を報告しま
す。

2. プロセスバス適用システム
　プロセスバス適用システムは、
既 存 の 保 護 リレ ー の 入 出 力 部

（MU : Merging Unit）と演算部
（IED : Intelligent Electronic 
Device）をハード的に分離し、それ
らをIEC 61850のプロセスバスの
ネットワークで結合した構成と
なっています（第1図参照）。MUは
VT、CTや主機器等から出力される
アナログデータをディジタルデー
タに変換して出力し、IEDは、それ
らの中から必要なデータを用いて

リレー演算を行います。このシステ
ムは、異メーカ（ベンダ）間の結合
であるマルチベンダ接続とするこ
とで柔軟なシステム構築が可能と
なることや、コストダウン等のメ
リットが得られます。そこで、既存
の保護リレーと同等の性能や動作
時間を確保するため、国内外の規
格を考慮したMUのアナログ入出
力部の特性やIEDとMU各装置の
動作時間の規定が提案されていま
す（1）。

3. MU試作装置とIED模擬装置
　MUは、入力変換器から取り込
んだ電圧・電流をSampled Value
(SV)データとして出力し、L2SW
を介してIEDへ送信します。なお、
SVデータはIEC61850-9-2LEに
準拠した仕様として試作しました。
また、IEDは各メーカのMUから出
力されるSVデータを受信し、既存
のソフトウェアを用いて演算でき

ればよいため、方向距離リレー要
素（44SX1、44SM）のみの構成と
してPC上で模擬しました。

4. マルチベンダ接続試験
　本試験では、3社のMU試作装置
とIED模擬装置をマルチベンダ接
続した状態で評価を行いました。
（１）誤差確認試験
　試験器からMUに定格電流・電圧
の正弦波交流を印加し以下の項目
について確認しました。

•MUから3.75°周期で送出され
るSVデータをIEDで連続的に
受信可能であること。

•IEDで受信したSVデータから
振幅値・位相を算出し、それぞ
れの値が規定の精度を満たす
こと。

　また、将来的に対向型リレーへの
適用が考えられることから、規定値
は参考文献(1)の規定の1/2である
許容誤差±0.5%（定格100%入力
時）としました。その結果、いずれの
IED模擬装置もSVデータをロスな
く連続的に受信でき、また、第1表に
示す試験結果の通り、いずれの組み
合わせにおいても規定値を満たす
ことが確認できました。
（２）差電流試験
　各IED模擬装置が受信したSV
データを比較して差電流について
定常状態および過渡状態（位相0°、
5.0A急変）の評価を行いました。た
だし、各SVデータは非同期なので、
位相・振幅値を線形補正していま

す。第2図に示すとおり、3.75°デー
タではMUの立ち上がり時間特性
の違いから瞬時値で1A以上の差電
流が発生していますが、既存のリ
レー演算と同様に加算平均および
ディジタルフィルタを適用し、一般
的に使用される30°データで算出
すると最大でも0.028Aの差電流
となりました。これは、当社におけ
る抵抗接地系PCM電流差動保護リ
レーの最小整定値以下であり、今後
の対向型リレーへの適用に向けて
良好な知見が得られました。ただ
し、適用するにあたっては、同期制
御方法などのさらなる検討が必要
と考えています。
（３）総合動作試験
　本試験では、まず、RTDS（Real 
Time Digital Simulator）にて模擬
した試験系統を用いて試験ケース

（送電線3φS事故）を実施し、その
事故電流・電圧を各MU（1台）に入
力させ、MUから送出されるSVデー
タを各IED模擬装置で受信します。
受信データを用いて既存のソフト
ウェアである方向距離リレーによ
りオフライン演算し、リレーの特性
･動作判定の評価を行いました。第
2表に、代表としてX社製IEDの動作
時間の試験結果を示します。また、
Y、Z社製IEDも同様の結果が得られ
ており、どのメーカのMU-IEDを組
み合わせても、内外部単純事故時に
は既存の保護リレーソフトウェアで

問題なく動作することが確認でき
ました。また、システム全体の動作
時間も規定を満たすことを確認で
きました。今後は、本試験で取り
扱っていないCT飽和や多重事故な
ど保護リレーが過渡的に動作する
ケースを検証する必要があると考
えています。

5. おわりに
　IED模擬装置とMU試作装置を
用いたマルチベンダ接続による検
証試験を実施し、良好な知見・結果
を得る事ができました。今後はIED
とMUの詳細仕様の検討および試
作装置の製作を行う予定です。

6. 参考文献
（1） 電気協同研究：「新しい通信技
術を活用した保護リレーシステム
の設計合理化」、第71巻、第1号

（2015）
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当社の電力設備においては、高度経済成長期に設置した多数の機器が更新時期を迎えており、今後の工事量増
加に伴うマンパワーのピーク削減や工事の効率化が求められています。そこで、制御ケーブルの削減や停電時
間の短縮を実現するための手法のひとつとして、国際規格IEC61850に規定されているプロセスバスを適用し
た保護リレーシステム（以下、プロセスバス適用システム）の開発を検討しています。今回、試作装置・模擬装置
によるマルチベンダ接続の検証試験を実施したのでその結果を報告します。
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1. 背景および目的
　近年、高度経済成長期に設置し
た多数の保護リレーが更新時期を
迎えており、工事物量の増加に伴
うマンパワー不足が大きな課題と
なっています。そのため、マンパ
ワーのピーク削減や工事の効率化
が求められています。このような状
況の中、制御ケーブルの削減や停
電時間の短縮を実現するための一
手法として、国際規格IEC 61850
で規定されているプロセスバスの
適用が提案されています（1）。これ
により、停電時間の短縮や制御
ケーブルが大幅に削減できるとの
試算から、当社ではプロセスバス
を適用した保護リレーシステムの
適用に向けた検討を進めていま
す。本稿では、試作装置を用いたマ
ルチベンダ接続による検証試験を
実施したのでその結果を報告しま
す。

2. プロセスバス適用システム
　プロセスバス適用システムは、
既 存 の 保 護 リレ ー の 入 出 力 部

（MU : Merging Unit）と演算部
（IED : Intelligent Electronic 
Device）をハード的に分離し、それ
らをIEC 61850のプロセスバスの
ネットワークで結合した構成と
なっています（第1図参照）。MUは
VT、CTや主機器等から出力される
アナログデータをディジタルデー
タに変換して出力し、IEDは、それ
らの中から必要なデータを用いて

リレー演算を行います。このシステ
ムは、異メーカ（ベンダ）間の結合
であるマルチベンダ接続とするこ
とで柔軟なシステム構築が可能と
なることや、コストダウン等のメ
リットが得られます。そこで、既存
の保護リレーと同等の性能や動作
時間を確保するため、国内外の規
格を考慮したMUのアナログ入出
力部の特性やIEDとMU各装置の
動作時間の規定が提案されていま
す（1）。

3. MU試作装置とIED模擬装置
　MUは、入力変換器から取り込
んだ電圧・電流をSampled Value
(SV)データとして出力し、L2SW
を介してIEDへ送信します。なお、
SVデータはIEC61850-9-2LEに
準拠した仕様として試作しました。
また、IEDは各メーカのMUから出
力されるSVデータを受信し、既存
のソフトウェアを用いて演算でき

ればよいため、方向距離リレー要
素（44SX1、44SM）のみの構成と
してPC上で模擬しました。

4. マルチベンダ接続試験
　本試験では、3社のMU試作装置
とIED模擬装置をマルチベンダ接
続した状態で評価を行いました。
（１）誤差確認試験
　試験器からMUに定格電流・電圧
の正弦波交流を印加し以下の項目
について確認しました。

•MUから3.75°周期で送出され
るSVデータをIEDで連続的に
受信可能であること。

•IEDで受信したSVデータから
振幅値・位相を算出し、それぞ
れの値が規定の精度を満たす
こと。

　また、将来的に対向型リレーへの
適用が考えられることから、規定値
は参考文献(1)の規定の1/2である
許容誤差±0.5%（定格100%入力
時）としました。その結果、いずれの
IED模擬装置もSVデータをロスな
く連続的に受信でき、また、第1表に
示す試験結果の通り、いずれの組み
合わせにおいても規定値を満たす
ことが確認できました。
（２）差電流試験
　各IED模擬装置が受信したSV
データを比較して差電流について
定常状態および過渡状態（位相0°、
5.0A急変）の評価を行いました。た
だし、各SVデータは非同期なので、
位相・振幅値を線形補正していま

す。第2図に示すとおり、3.75°デー
タではMUの立ち上がり時間特性
の違いから瞬時値で1A以上の差電
流が発生していますが、既存のリ
レー演算と同様に加算平均および
ディジタルフィルタを適用し、一般
的に使用される30°データで算出
すると最大でも0.028Aの差電流
となりました。これは、当社におけ
る抵抗接地系PCM電流差動保護リ
レーの最小整定値以下であり、今後
の対向型リレーへの適用に向けて
良好な知見が得られました。ただ
し、適用するにあたっては、同期制
御方法などのさらなる検討が必要
と考えています。
（３）総合動作試験
　本試験では、まず、RTDS（Real 
Time Digital Simulator）にて模擬
した試験系統を用いて試験ケース

（送電線3φS事故）を実施し、その
事故電流・電圧を各MU（1台）に入
力させ、MUから送出されるSVデー
タを各IED模擬装置で受信します。
受信データを用いて既存のソフト
ウェアである方向距離リレーによ
りオフライン演算し、リレーの特性
･動作判定の評価を行いました。第
2表に、代表としてX社製IEDの動作
時間の試験結果を示します。また、
Y、Z社製IEDも同様の結果が得られ
ており、どのメーカのMU-IEDを組
み合わせても、内外部単純事故時に
は既存の保護リレーソフトウェアで

問題なく動作することが確認でき
ました。また、システム全体の動作
時間も規定を満たすことを確認で
きました。今後は、本試験で取り
扱っていないCT飽和や多重事故な
ど保護リレーが過渡的に動作する
ケースを検証する必要があると考
えています。

5. おわりに
　IED模擬装置とMU試作装置を
用いたマルチベンダ接続による検
証試験を実施し、良好な知見・結果
を得る事ができました。今後はIED
とMUの詳細仕様の検討および試
作装置の製作を行う予定です。
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間の短縮を実現するための手法のひとつとして、国際規格IEC61850に規定されているプロセスバスを適用し
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1. 背景と目的
　現在の配電系統は、自動区分開
閉器と配電自動化システムの導入
により、事故区間の特定と健全区
間への早期送電が図れています
が、特定された事故区間とはいえ、
その区間の中にある事故点を特定
するには、現場での線路巡視や課
電探査が必要となっており、時間
とマンパワーを要しています。
　そこで、本研究では、停電時間の
短縮と省力化を目的として、架空
配電系統における事故点標定に、
パルスレーダ方式の適用を検討す
ることとしました。
　架空配電線路に差動注入したパ
ルス波は、事故点だけでなく線路
の分岐や装柱によるインピーダン
スの不整合でも反射するため、事
故点を特定するには、複数の反射
波から事故点を特定する必要があ
ります。
　今回、事故後の波形から事故前
の波形を差し引くことで事故点以
外の反射波を取り除き、事故点の
変化を抽出する手法を検討、事故
前（6.6kV通電状態）と事故後（停
電状態）を再現した実験により有
効性を検証しましたので、その内
容を紹介します。

2. 事故点の変化を抽出する原理
　本手法は、事故前と事故後の測
定波形の差し引きにより、事故に
よる線路上の寄生容量†の変化を、

事故点の変化として抽出するとい
うものです。
　開閉器箇所での1線地絡事故を
モデルに、その原理を説明します。
　第1図に示す等価回路のとおり、
分布定数‡で表現される線路の間
には、事故が起きる前、開閉器箱体
を介して約80pF程度の寄生容量
が2つ直列に存在しますが、事故が
起きた後は、地絡相の寄生容量が1
つ短絡された状態に等しくなると
考えられます。
　線路に注入する入射波と事故点
における電流反射係数の式から、
事故前と事故後の反射波の様相を
明らかにします。入射するパルス
波と、事故点の反射係数を複素周
波数領域で表した式を、以下に示
します。

　式2に、事故前と事故後の寄生容
量を代入し、式1と掛け合わせて差
分をとることで、第2図のとおり、
事故点の変化を抽出できることが
わかります。
† 物理構造に起因する電気的結合のこと。

‡ 特性インピーダンスZ0の集中定数回

路が、梯子状に結合された近似等価

回路のこと。

3. 実験による有効性の検証
　本手法の有効性を明らかにする
ため、亘長約1kmの試験用配電線
路で行った実験結果を紹介しま
す。

　試験系統は第3図の通り、測定点
を電柱No.18の自動区分開閉器
際、事故点の模擬を電柱No.29の
手動開閉器際としました。

（１）事故前  通電状態での測定
　事故前の測定結果を第4図に示
します。測定結果は、商用周波数に
同期した状態で取得した複数回の
データを平均化したものです。はじ
めに現れる入射波のあと、複数の
反射波が観測されており、時間軸
上に見られるのは、電柱No.19の
電線引き留め箇所、電柱No.27、
29の手動開閉器箇所からの反射
波です。

（２）事故後  停電状態での測定
　事故後の測定結果を第5図に示
します。約4.0μsの位置に事故点
の変化があるはずですが、事故点
より手前の反射波が大きいため、
このままでは事故点を特定できな
いことがわかります。

（３）差分波形による事故点標定
　前述の事故前と事故後の測定波
形を重ねたものを第6図に、その差
分波形を第7図に示します。
　通電状態の波形は、負荷電流に
よる商用周波の上にパルス波が重
畳した状態となっているため、商用
周波成分を取り除いたあと、停電
状態の波形と比較することとしま
した。
　検証の結果、事故前と事故後の
差し引きにより約4.0μsの位置に
明らかな事故点の変化を抽出でき
ており、パルス性の微小信号で
あっても6.6kV通電状態と停電状
態の測定波形を比較することで、
事故点を特定できることが明らか
となりました。

4. まとめ
　今回、架空配電系統における事故
点標定法として、事故前後の測定波
形の差し引きにより現れる線路上
の寄生容量の変化を、事故点の変化
として抽出すること検討し、その有
効性を実験的に明らかにすること
ができました。
　今後は、実系統での検証も行い、
適用に向けた研究を進めるととも
に、事故に至る前に、寄生容量の変
化を捉える事故予兆への活用など
も検討する予定です。
　最後に、本研究を進めるにあた
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架空配電系統の事故点標定へのパルスレーダ方式の適用研究

当社では、事故発生時の停電時間の短縮と省力化を目的として、架空配電系統にパルス波を注入し、入射波と
反射波の時間差から事故点までの距離を標定することを検討していますが、架空配電系統に注入したパルス波
は、事故点だけでなく線路の分岐や装柱によるインピーダンスの不整合でも反射するため、複数の反射波の中
から、事故点の反射波を特定することが課題となっています。今回、事故前と事故後の測定波形の差し引きによ
り事故点以外からの反射波を取り除き、事故点を特定することを目指し、事故前（6.6kV通電状態）と事故後
（停電状態）を再現した実験により有効性を検証しましたので、その内容を紹介します。

3研究紹介
( )32112)(

ststst

r

m
si eee

st
II −−− +−−×
∆

=

00

00

si

sr
si

Z
1

Z'
1sC

Z
1

Z'
1sC

I
I

Γ
++

−+
==

)(

)(
)(



試験用変電所
123

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30 30E2

30E3

30W3

30W4

4

事故点
模擬箇所

:測定箇所
:電線引き留め箇所
:電線引き通し箇所
:手動開閉器（投入）
:手動開閉器（開放）
:自動区分開閉器（投入）
:自動区分開閉器（開放）

事故前：投入（負荷電流20A）
事故後：開放

 

 

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

0 1 2 3 4 5

Vo
lta

ge
[m

V
]

Time[μs]

事故後 事故前

 

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20

0 1 2 3 4 5

Vo
lta

ge
[m

V
]

Time[μs]

A相 B相

電柱 No.19 
電線引き留め箇所 

電柱 No.27,29 
手動開閉器箇所 

 

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

0 1 2 3 4 5

Vo
lta

ge
[m

V
]

Time[μs]

A相 B相

事故点より手前の反射波 

 

-10

-5

0

5

10

0 1 2 3 4 5

Vo
lta

ge
[m

V
]

Time[μs]

差分波形

抽出した事故点の変化 

447m 
453.7m( 6.7m)

2.93×108m/s 

R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.4916 R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.491 7

1. 背景と目的
　現在の配電系統は、自動区分開
閉器と配電自動化システムの導入
により、事故区間の特定と健全区
間への早期送電が図れています
が、特定された事故区間とはいえ、
その区間の中にある事故点を特定
するには、現場での線路巡視や課
電探査が必要となっており、時間
とマンパワーを要しています。
　そこで、本研究では、停電時間の
短縮と省力化を目的として、架空
配電系統における事故点標定に、
パルスレーダ方式の適用を検討す
ることとしました。
　架空配電線路に差動注入したパ
ルス波は、事故点だけでなく線路
の分岐や装柱によるインピーダン
スの不整合でも反射するため、事
故点を特定するには、複数の反射
波から事故点を特定する必要があ
ります。
　今回、事故後の波形から事故前
の波形を差し引くことで事故点以
外の反射波を取り除き、事故点の
変化を抽出する手法を検討、事故
前（6.6kV通電状態）と事故後（停
電状態）を再現した実験により有
効性を検証しましたので、その内
容を紹介します。

2. 事故点の変化を抽出する原理
　本手法は、事故前と事故後の測
定波形の差し引きにより、事故に
よる線路上の寄生容量†の変化を、

事故点の変化として抽出するとい
うものです。
　開閉器箇所での1線地絡事故を
モデルに、その原理を説明します。
　第1図に示す等価回路のとおり、
分布定数‡で表現される線路の間
には、事故が起きる前、開閉器箱体
を介して約80pF程度の寄生容量
が2つ直列に存在しますが、事故が
起きた後は、地絡相の寄生容量が1
つ短絡された状態に等しくなると
考えられます。
　線路に注入する入射波と事故点
における電流反射係数の式から、
事故前と事故後の反射波の様相を
明らかにします。入射するパルス
波と、事故点の反射係数を複素周
波数領域で表した式を、以下に示
します。

　式2に、事故前と事故後の寄生容
量を代入し、式1と掛け合わせて差
分をとることで、第2図のとおり、
事故点の変化を抽出できることが
わかります。
† 物理構造に起因する電気的結合のこと。

‡ 特性インピーダンスZ0の集中定数回

路が、梯子状に結合された近似等価

回路のこと。

3. 実験による有効性の検証
　本手法の有効性を明らかにする
ため、亘長約1kmの試験用配電線
路で行った実験結果を紹介しま
す。

　試験系統は第3図の通り、測定点
を電柱No.18の自動区分開閉器
際、事故点の模擬を電柱No.29の
手動開閉器際としました。

（１）事故前  通電状態での測定
　事故前の測定結果を第4図に示
します。測定結果は、商用周波数に
同期した状態で取得した複数回の
データを平均化したものです。はじ
めに現れる入射波のあと、複数の
反射波が観測されており、時間軸
上に見られるのは、電柱No.19の
電線引き留め箇所、電柱No.27、
29の手動開閉器箇所からの反射
波です。

（２）事故後  停電状態での測定
　事故後の測定結果を第5図に示
します。約4.0μsの位置に事故点
の変化があるはずですが、事故点
より手前の反射波が大きいため、
このままでは事故点を特定できな
いことがわかります。

（３）差分波形による事故点標定
　前述の事故前と事故後の測定波
形を重ねたものを第6図に、その差
分波形を第7図に示します。
　通電状態の波形は、負荷電流に
よる商用周波の上にパルス波が重
畳した状態となっているため、商用
周波成分を取り除いたあと、停電
状態の波形と比較することとしま
した。
　検証の結果、事故前と事故後の
差し引きにより約4.0μsの位置に
明らかな事故点の変化を抽出でき
ており、パルス性の微小信号で
あっても6.6kV通電状態と停電状
態の測定波形を比較することで、
事故点を特定できることが明らか
となりました。

4. まとめ
　今回、架空配電系統における事故
点標定法として、事故前後の測定波
形の差し引きにより現れる線路上
の寄生容量の変化を、事故点の変化
として抽出すること検討し、その有
効性を実験的に明らかにすること
ができました。
　今後は、実系統での検証も行い、
適用に向けた研究を進めるととも
に、事故に至る前に、寄生容量の変
化を捉える事故予兆への活用など
も検討する予定です。
　最後に、本研究を進めるにあた
り、終始ご指導を賜りました京都大
学　和田教授、久門准教授、松嶋助
教に深く感謝申し上げます。
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から、事故点の反射波を特定することが課題となっています。今回、事故前と事故後の測定波形の差し引きによ
り事故点以外からの反射波を取り除き、事故点を特定することを目指し、事故前（6.6kV通電状態）と事故後
（停電状態）を再現した実験により有効性を検証しましたので、その内容を紹介します。

3研究紹介
( )32112)(

ststst

r

m
si eee

st
II −−− +−−×
∆

=

00

00

si

sr
si

Z
1

Z'
1sC

Z
1

Z'
1sC

I
I

Γ
++

−+
==

)(

)(
)(



 

R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.4918 R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.491 9

1. 劣化調査対象機器
　対象機器の外観写真および内部
構造を第1図に、運用履歴を第1表
に示します。このような背景から、
測定データの時間分解能と提案手
法の推定精度の関係を明らかにす
る必要があります。そこで、本稿で
は、2014年1月～12月の1年間の
実測データを利用して、測定データ
の時間分解能と提案手法の推定精
度の関係を分析した結果について
ご説明致します。

2. 劣化調査結果
　劣化調査の部位は、遮断器とし
ての通電性能や開閉性能などの機
能喪失の恐れがある部位を選定
し、解体調査を実施しました。

（1）事前確認、事前測定
・フランジ部の発錆や外観に顕

著な異常なし。
・タンク内に有害な異物（金属

異物など）はなし。
・主回路接触抵抗ならびに開閉

特性は良好。

（2）接触子（銀めっき磨耗とグリー
ス劣化）調査

　GCBにおける通電性能を大き
く左右する接触子の各部位（主固
定/主可動コンタクト、パッファ
シリンダ/フィンガーコンタクト

（第2図））それぞれの摺動部と非
摺動部の銀めっきの膜厚測定を
実施し磨耗量を算出しました。非
摺動部を初期値100%として算
出した磨耗量（%）の平均値を第
2表に示します。その結果、フィン

ガ ー コ ン タ クト 部 の 磨 耗 量 が
95％と最も大きいことが確認さ
れました。
　これは、開閉動作時にパッファ
シリンダと摺動するストローク
が長いことから顕著な磨耗に繋
がったと推測されます。
　次に、接触子（銀めっき）磨耗を
促進する要因となるグリースの劣
化を調査しました。まず、赤外線
分光法にて化学的な変化を確認
したところ、酸化生成物を示唆す
るスペクトルが確認され、経年に
よる基油の酸化反応が表れてい
ました。また、油分率の状況につい
て確認した結果、当該部の油分率
は35～40wt.%であり、これはグ
リースの一般的な潤滑性能限界
である油分率50wt.%以下であ
ることからグリース劣化が進展し
ている結果となりました。

（3）Ｏリングの劣化調査
　ガス圧ならびに油圧の気密性能
を維持するＯリングの劣化を把握す
るため、ガスシール用28点、油圧

シール用24点を採取し圧縮永久歪
を測定しました。その結果、電協研第
70巻第2号で報告されているＯリン
グの劣化指標である圧縮永久歪率

（シール限界値：ガスシール用80%、
油圧シール用85%）を一部超えてい
るものはあったものの、ガス漏れお
よび油漏れが発生している部位はな
く、平均値ではシール限界値を下回
る結果となりました。（第3表）
　また、各種指標による評価を実
施しました。まず、Ｏリングの圧縮
永久歪の進展は酸化の影響を受け
るため、外気との接触面積が劣化
速度に影響を与えると考え、線径
別評価を実施しました。
　結果は第4表の通りであり、線径の
違いによる劣化進展傾向への影響は
見られなかったことから、今回の調査
では、他の要因が支配的であったと
考えられます。
　そこで、Ｏリングの酸化反応は日
射熱等の温度上昇により反応が促

進されることに着目し、評価した結
果を第4図に示します。タンク上部
と下部に設置されたＯリングを比較
した結果、日射熱による劣化進展の
促進を示唆する結果となりました。

3. まとめと今後の予定
　今回、37年間運用した550kV 
GCBにおいて劣化調査を実施し、
通電性能および機密性能に大きく

影響するGCB摺動接触子の銀めっ
き、グリース、Ｏリングなどの劣化
の進展が確認されました。
　今回の得られたデータを基に、
今後の更なる経年に伴う劣化の進
展、部品供給力や故障時の対応力、
更には更新物量の平準化などを総
合的に考慮し、適切な更新時期、保
全施策の検討・実施を進めていき
ます。

執筆者

550kV 4点切りGCBの劣化調査

第 1 図　劣化調査対象機器（550kV）の
　外観写真と内部構造　

第 2 図　劣化調査対象接触子

第 2 表　接触子の銀めっき磨耗量
調査結果          

第 1 表　劣化調査対象機器の運用履歴

第 3 表　Ｏリング圧縮永久歪全体評価結果

第 3 図 パッファシリンダ部および
 フィンガーコンタクト部の
 銀めっき面磨耗状態
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550kV 4点切りGCBの劣化調査

当社では、1977年頃から1983年にかけて550kV系統に接続されるガス絶縁遮断器（GCB）として三菱電機
製油圧操作形4点切りGCBを設置し運用をしてきました。本機器は、納入後、約40年を迎える高経年機器であ
り、今後の継続使用による性能低下・不具合発生が懸念されています。
今回、安定した電力供給の継続を目的とした適切な設備更新時期を見出すために除却機器を活用した劣化調
査を実施しましたので報告します。
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1. 劣化調査対象機器
　対象機器の外観写真および内部
構造を第1図に、運用履歴を第1表
に示します。このような背景から、
測定データの時間分解能と提案手
法の推定精度の関係を明らかにす
る必要があります。そこで、本稿で
は、2014年1月～12月の1年間の
実測データを利用して、測定データ
の時間分解能と提案手法の推定精
度の関係を分析した結果について
ご説明致します。

2. 劣化調査結果
　劣化調査の部位は、遮断器とし
ての通電性能や開閉性能などの機
能喪失の恐れがある部位を選定
し、解体調査を実施しました。

（1）事前確認、事前測定
・フランジ部の発錆や外観に顕

著な異常なし。
・タンク内に有害な異物（金属

異物など）はなし。
・主回路接触抵抗ならびに開閉

特性は良好。

（2）接触子（銀めっき磨耗とグリー
ス劣化）調査

　GCBにおける通電性能を大き
く左右する接触子の各部位（主固
定/主可動コンタクト、パッファ
シリンダ/フィンガーコンタクト

（第2図））それぞれの摺動部と非
摺動部の銀めっきの膜厚測定を
実施し磨耗量を算出しました。非
摺動部を初期値100%として算
出した磨耗量（%）の平均値を第
2表に示します。その結果、フィン

ガ ー コ ン タ クト 部 の 磨 耗 量 が
95％と最も大きいことが確認さ
れました。
　これは、開閉動作時にパッファ
シリンダと摺動するストローク
が長いことから顕著な磨耗に繋
がったと推測されます。
　次に、接触子（銀めっき）磨耗を
促進する要因となるグリースの劣
化を調査しました。まず、赤外線
分光法にて化学的な変化を確認
したところ、酸化生成物を示唆す
るスペクトルが確認され、経年に
よる基油の酸化反応が表れてい
ました。また、油分率の状況につい
て確認した結果、当該部の油分率
は35～40wt.%であり、これはグ
リースの一般的な潤滑性能限界
である油分率50wt.%以下であ
ることからグリース劣化が進展し
ている結果となりました。

（3）Ｏリングの劣化調査
　ガス圧ならびに油圧の気密性能
を維持するＯリングの劣化を把握す
るため、ガスシール用28点、油圧

シール用24点を採取し圧縮永久歪
を測定しました。その結果、電協研第
70巻第2号で報告されているＯリン
グの劣化指標である圧縮永久歪率

（シール限界値：ガスシール用80%、
油圧シール用85%）を一部超えてい
るものはあったものの、ガス漏れお
よび油漏れが発生している部位はな
く、平均値ではシール限界値を下回
る結果となりました。（第3表）
　また、各種指標による評価を実
施しました。まず、Ｏリングの圧縮
永久歪の進展は酸化の影響を受け
るため、外気との接触面積が劣化
速度に影響を与えると考え、線径
別評価を実施しました。
　結果は第4表の通りであり、線径の
違いによる劣化進展傾向への影響は
見られなかったことから、今回の調査
では、他の要因が支配的であったと
考えられます。
　そこで、Ｏリングの酸化反応は日
射熱等の温度上昇により反応が促

進されることに着目し、評価した結
果を第4図に示します。タンク上部
と下部に設置されたＯリングを比較
した結果、日射熱による劣化進展の
促進を示唆する結果となりました。

3. まとめと今後の予定
　今回、37年間運用した550kV 
GCBにおいて劣化調査を実施し、
通電性能および機密性能に大きく

影響するGCB摺動接触子の銀めっ
き、グリース、Ｏリングなどの劣化
の進展が確認されました。
　今回の得られたデータを基に、
今後の更なる経年に伴う劣化の進
展、部品供給力や故障時の対応力、
更には更新物量の平準化などを総
合的に考慮し、適切な更新時期、保
全施策の検討・実施を進めていき
ます。
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550kV 4点切りGCBの劣化調査

第 1 図　劣化調査対象機器（550kV）の
　外観写真と内部構造　

第 2 図　劣化調査対象接触子

第 2 表　接触子の銀めっき磨耗量
調査結果          

第 1 表　劣化調査対象機器の運用履歴

第 3 表　Ｏリング圧縮永久歪全体評価結果

第 3 図 パッファシリンダ部および
 フィンガーコンタクト部の
 銀めっき面磨耗状態

第 4 表　線径別Ｏリング圧縮永久歪評価結果

第 4 図　日射別Ｏリング（ガスシール用）の評価結果

執 筆 者：古賀　雄貴
所 　 属：電力流通事業本部　電力システム技術センター　変電グループ
主な業務：変電関係技術の業務に従事

（研究に携わった人）
電力システム技術センター：村田　政文

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

550kV 4点切りGCBの劣化調査

当社では、1977年頃から1983年にかけて550kV系統に接続されるガス絶縁遮断器（GCB）として三菱電機
製油圧操作形4点切りGCBを設置し運用をしてきました。本機器は、納入後、約40年を迎える高経年機器であ
り、今後の継続使用による性能低下・不具合発生が懸念されています。
今回、安定した電力供給の継続を目的とした適切な設備更新時期を見出すために除却機器を活用した劣化調
査を実施しましたので報告します。
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1. 背景
　地球温暖化防止の観点から二酸
化炭素（CO2）の排出を抑制するこ
とが世界的に求められています。火
力発電所から排出される排ガスに
はCO2が含まれており、これを回収
するために循環プロセスによる化
学吸収法が用いられます。この手
法では、CO2吸収液としてアミン水
溶液が使用されます。アミン水溶
液に必要な特性は、吸収できる
CO2の量（CO2吸収容量）が多いこ
と、CO2を放出させるエネルギーが
小さいこと、CO2を速く吸収し、速
く放出することなどです。そのた
め、循環プロセスに最適な特性を
もつアミンを探索する研究が精力
的におこなわれています。

2. アミンとCO2の化学反応
　アミン水溶液のCO2吸収容量の
実験から、１級アミンと２級アミン
の多くは、反応式（1）に示されるよ
うにCO2との反応によりカーバ
メートイオン（RR’-NCOO－）と水
素化アミン（RR’-NH2+）に変化し
ます。ここで、RとR’は炭素鎖です。
CO2の吸収過程では反応式（1）の

他に、反応式（2）-（6）の反応が起き
ます。定数K（2）からK（6）は実験によ
り測定できますが、平衡定数K（1）は
直接、実験で測定できません。その
ため、さまざまなアミン水溶液の濃
度と温度で測定したCO2吸収容量
から逆算して、平衡定数K（1）が決め
られています。
　１級と２級アミンとCO2の反応
について２種類の反応機構が提案
されています。１つはアミンとCO2

が結合して、反応中間体である
ア ミ ン ･ ツ ヴ ィ ッ タ ー イ オ ン

（AMZW）が生成する機構であり、
もう１つはAMZWが生成しない
機構です。さまざまなアミンについ
て、どちらの反応機構で反応が進
むのか調べられていますが、CO2

吸収速度の測定手法による差異や
測定結果の誤差が大きく、実験的
にAMZWを観測できないため、議
論が続いています。

3. 計算方法
　近年の計算機能力の発展によ
り、水溶液中の化学反応を原子・分
子レベルから解明することが可能
となってきています。その代表的

な手法が、第一原理分子動力学
（Ab initio molecular dynamics: 
AIMD）計算です。この計算は、化
学結合を支配している電子状態を
精確に計算しながら、原子核の運
動 を 予 測 します 。し た が って 、
AMZWが水溶液中で安定なのか
を調べることができます。AIMD計
算は、統計力学の手法と結びつけ
て、化学反応の自由エネルギーを
計算することもできます。化学反
応の自由エネルギーは、平衡定数
そのものですので、実験で測定で
きない平衡定数K（1）を直接計算で
きます。つまり、計算によりCO2吸
収容量を予測できます。
　本研究では、ベンチマークとして
代表的な１級アミンであるモノエ
タノールアミン（以下、MEA。（1）
式で、R=HOCH2CH2-、R’=Hに対
応。）と代表的な２級アミンである
ジエタノールアミン（以下、DEA。

（1）式で、R =R’= HOCH2CH2-に
対応。）を使って、アミン水溶液中
でのCO2の反応機構の解明とCO2

吸収容量の予測に取り組みまし
た。

4.水溶液中でAMZWは安定か？
　第 １ 図 は 水 溶 液 中 の M E A
ツ ヴ ィ ッ タ ー イ オ ン（ 以 下 、
MEAZW）とDEAツヴィッターイ
オン（以下、DEAZW）についての
AIMD計算のスナップショットを
示します。MEAZWの窒素原子に
結合した水素はすぐさま脱離し
て、MEAカーバメートイオンとヒ
ドロニウムイオンに変化しました。
一方、DEAZWは、何も変化しませ
んでした。この結果から、MEAZW
は安定ではないが、DEAZWは安
定であることがわかりました。

5.CO2吸収容量曲線
　次にMEA水溶液とDEA水溶液
についてCO2との反応の自由エネ
ルギーを計算しました。第２図は自
由エネルギー計算で得られた平衡
定数K（1）を用いて（K（2）からK（6）は
実験値を使用）、気液平衡および化
学平衡を計算した結果を示しま
す。MEA水溶液とDEA水溶液の

CO2吸収容量の予測曲線が、おお
むね実験結果を再現していること
がわかります。

6.今後の課題
　アミンの濃度を高めた場合や温
度を高めた場合でも、AIMD計算
はCO2吸収容量を予測できるのか
調べる必要があります。

執筆者

第一原理分子動力学計算によるCO2吸収容量の予測

青、赤、灰、白色の球はそれぞれ窒素、酸素、炭素、水素原子を示します。反応に関与しない水分子は“くの字”で表されています。

MEAでは、R＝HOCH2CH2-とR’=Hであり、DEAでは、R＝R’＝HOCH2CH2-です。
［　　］は各反応種の濃度、Pco2は気相のCO2分圧を表します。

アミン水溶液中の反応

第 1 図　温度 300Kでの水溶液中の MEAZW と DEAZW の AIMD 計算のスナップショット

第 2 図　温度 300 K での MEA 水溶液と DEA 水溶液の CO2 吸収容量曲線

執 筆 者：窪田　善之
所 　 属：研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室
主な業務：第一原理分子動力学計算および自由エネルギー計算を
 用いた材料研究に従事

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室
研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室

第一原理分子動力学計算によるCO2吸収容量の予測

火力発電所から排出される二酸化炭素（CO2）を効率的に回収するために、アミン水溶液を用いた技術の確立
に取り組んでいます。本研究では、第一原理分子動力学計算と自由エネルギー計算を結合させることにより、
アミン水溶液へのCO2吸収性能を予測した研究成果の概要をお知らせします。
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CO2吸収容量の予測曲線が、おお
むね実験結果を再現していること
がわかります。

6.今後の課題
　アミンの濃度を高めた場合や温
度を高めた場合でも、AIMD計算
はCO2吸収容量を予測できるのか
調べる必要があります。
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第４図　南港の小型フジツボ

第８図　小型フジツボの幼生出現カレンダー

第７図　二枚貝の幼生出現カレンダー

第１図　南港の二枚貝

第５図　姫路第一の小型フジツボ第２図　姫路第一の二枚貝

第６図　相生の小型フジツボ第３図　相生の二枚貝
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1. 背景
　火力発電所の海水設備における
貝やフジツボなどの付着生物によ
る汚損は、最悪の場合、発電支障に
つながる被害をもたらします。それ
らのうち、ムラサキイガイ（Mytilus 
galloprovincialis）やミドリイガイ

（Perna　viridis）などの二枚貝は、
水路に多く付着し、水路の閉塞な
どを引き起こします。また、サンカ
クフジツボ（Balanus trigonus）な
どの小型フジツボが復水器細管に
付着した場合、海水漏洩などの被
害をもたらします。そのような被害

を防止するために、貝やフジツボ幼
生を付着、成長させないための対
策を実施していますが、発電所ごと
の幼生出現時期に関する調査はほ
とんど行われておらず、適切な時
期に効果的な対策が実施できてい
るか分からないところがありまし

た。このことから、効果的な対策を
適切な時期に行って頂くことを目
的として、当社の火力発電所が所
在する各海域において、2年間の幼
生出現調査を実施しました。

2. 方法
　幼生のサンプリング場所は、南
港、姫路第一、相生の各火力発電所
の取水口で実施しました。期間は
2013年12月から2015年11月ま
での2年間で、頻度は南港は月2
回、他は最初の1年間は月2回、2年
目は月1回としました。サンプリン
グはプランクトンネット（口径
300mm、ネット地13XX）で水面
から鉛直5m引きとしました。捕集
物は、ナイロンフィルター（目合い
100μm）上で洗浄し、残渣をエタ
ノールに浸漬し、冷暗所で保存し
ました。幼生の定量は野方らの方
法※1、2を用いて、DNA抽出、および
リアルタイムPCRによる定量を行
い、DNA量を幼生個数に換算しま
した。小型フジツボはサンカクフジ
ツ ボ 、ジ ロ ス ジ フ ジ ツ ボ

（Fistulobalanus albicostatus）、
タテジマフジツボ（ B a l a n u s 
amphitrite）、アメリカフジツボ

（Balanus eburneus）、ヨーロッパ
フジツボ（Balanus improvises）
を個別に定量し、その合計で表し
ました。

3.結果および考察
　各発電所における幼生の出現状
況は、図1から６のとおりでした。
出現量については、各年によって
大きく異なりましたが、出現時期に
関して年毎の差は大きくありませ
んでした。本結果を、発電所での生
物付着防止対策の実施タイミング

が一目で分かるよう、図７、８のと
おり「幼生出現カレンダー」を作成
しました。

4.謝辞
　本件について、現場のサンプリ
ングを実施していただいた南港発
電所、御坊発電所、姫路第一発電
所、相生発電所、赤穂発電所の計画
課のみなさまに感謝申し上げま
す。

※1　財団法人電力中央研究所,フジツボ種判
定用プライマーセットとこれを利用した
フジツボ幼生の種判定方法及び定量方
法,特開2010-99063号, 2010-05-06

※2　財団法人電力中央研究所,海水性二枚貝
検出用プライマーセットとこれを利用し
た海水性二枚貝幼生の検出・定量方法,
特開2011-97922号, 2011-05-19
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火力発電所における海水系統汚損生物の出現時期特定

火力発電所の海水系統で問題となる貝やフジツボなどの汚損生物について、現場での対策時期や頻度の検討
に必要となる幼生（付着する前の浮遊ステージ）出現時期の調査を2年間実施しました。そして、その結果を分
かりやすいようにまとめた「幼生出現カレンダー」を作成しました。
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1. はじめに
　地中熱利用ヒートポンプシステ
ムとは、地中熱交換器と水熱源
ヒートポンプで構成される空調用
熱源システムです。ヒートポンプの
熱源水は地中に埋設したＵチュー
ブと呼ばれるパイプ（以下、地中熱
交換器）内を循環することによって
採放熱します。地中の温度は年間
を通じて変動が少ないため、ヒート
ポンプを空気熱源方式に較べて高
効率で運転できるほか、夏季は地
中に放熱するため都市部のヒート
アイランド現象を緩和できるメ
リットがあります。

2. システム概要
　本システムでは一般的によく採用さ
れるボアホール（BH）型に加え、建物建
設時に同時施工することで掘削コストの
低減が可能となる地中連壁（SMW）利
用型および杭基礎利用型を含む3方式の
熱交換器を併用しています。また、二次
側は水蓄熱槽に接続し、製造した冷温熱
は病院建物の冷暖房に利用しています。
第1図にシステム系統図を示します。

3. 冬季暖房運転実績
　冬季暖房運転条件を第1表に示
します。なお、2014年度は3月17
日から4月16日は機器の通信異常
のため運転停止となっています。

　第2図から第4図に熱源機運転時
における熱源水の各熱交換器出入
口温度の推移（週平均）を示します。
各熱交換器出入口温度は徐々に低
下している様子がわかります。これ
は運転時の冷熱が地中に蓄えられ
たためです。また、各熱交換器の入
口温度はどの年も同じくらいでし
たが、出口温度では差がありまし
た。これは、各熱交換器を通る熱源
水の流速を変化させたので、それに
伴い各熱交換器の熱交換性能が変
化したことが要因と考えられます。
　第5図に熱源機運転時における
熱源機の単体COPの推移（週平
均）を示します。熱源水温度の低下

に伴いCOPは徐々に低下していま
す。また、COPはどの年も運転開始
直後は約4.3、運転終了時は約3.9
と同じくらいの値で推移し、期間平
均では約4.0と機器定格COP（暖
房運転:3.9）を上回りました。

4. 夏季冷房運転実績
　夏季冷房運転条件を第2表に示
します。なお、2015年度のSMW
系統は15週目以降、不具合のため
流量が0となっています。
　第6図から第8図に熱源機運転
時における熱源水の各熱交換器出
入口温度の推移（週平均）を示しま
す。各熱交換器の出入口温度は
徐々に上昇している様子がわかり
ます。2015年度は全体的に出入口
温度が高く、他の年と比較して約1
～3℃の上昇を示しています。
　第9図に熱源機運転時における熱
源機の単体COPの推移（週平均）を示
します。熱源水温度の上昇に伴い
COPは徐々に低下しています。期間
平均では2014年度と2016年度は約
4.0であったのに対し、2015年度約
3.8と機器定格COP（冷房運転:3.8）
は上回ったものの他の年と比較して
やや低い傾向になりました。2015年
度と2016年度は、各熱交換器の流量
設定はほとんど同じでしたが、COPの

推移に差がありました。その要因とし
ては、第10図に示したボアホール系
統付近の地中温度を見てもわかるよ
うに、2015年度の地中温度が高く、そ
の影響を受けたことが考えられます。

5. まとめ
　本報では、2013年度冬季から2016
年度夏季までの3年間における地中熱

ヒートポンプシステムの運転性能の検
証結果を報告しました。2015年度の夏
季以外は同程度のCOPで推移してお
り、竣工時からの性能が維持できている
ことが分かります。引き続き長期的な運
転・評価を行いつつ、より詳細な運転性
能の評価に取組んでいきます。今後は、
この評価を活用し当該設備における最
適運用方法を構築していきます。
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第 1図　システム系統図

第 2図　ボアホール系統　熱源水出入口温度（T11,T12）

第 3図　SMW系統　熱源水出入口温度中（T13,T14）

第 4図　杭基礎系統　熱源水出入口温度（T15,T16）

第 5図　熱源機単体COP

第 1表　冬季運転条件

第 10図　ボアホール系統付近の地中温度

第 2表　夏季運転条件

第 6図　ボアホール系統　熱源水出入口温度（T11,T12）

第 9図　熱源機単体COP

第 8図　杭基礎系統　熱源水出入口温度（T15,T16）

第 7図　SMW系統　熱源水出入口温度（T13,T14）
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地中熱利用ヒートポンプシステムは未利用エネルギーの有効な活用手法として近年注目されていますが、普及に
あたっては設計段階での採放熱量の予測の困難さや割高な導入コストといった課題を有しています。そこで、新
関西電力病院において、都市部での今後の地中熱活用を見据えた研究として、地中熱ヒートポンプシステムを試
験的に導入し、その性能を検証しています。本報告では、導入した地中熱利用システムの冬季・夏季における3年
間の運転性能検証の結果について報告します。

7研究紹介

他の年と
比較して
高い

2015 20162014

徐々に上昇

徐々に低下

徐々に低下

徐々に低下



R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.491 R&D NEWS KANSAI  2017.9  No.49114 15

1. はじめに
　地中熱利用ヒートポンプシステ
ムとは、地中熱交換器と水熱源
ヒートポンプで構成される空調用
熱源システムです。ヒートポンプの
熱源水は地中に埋設したＵチュー
ブと呼ばれるパイプ（以下、地中熱
交換器）内を循環することによって
採放熱します。地中の温度は年間
を通じて変動が少ないため、ヒート
ポンプを空気熱源方式に較べて高
効率で運転できるほか、夏季は地
中に放熱するため都市部のヒート
アイランド現象を緩和できるメ
リットがあります。

2. システム概要
　本システムでは一般的によく採用さ
れるボアホール（BH）型に加え、建物建
設時に同時施工することで掘削コストの
低減が可能となる地中連壁（SMW）利
用型および杭基礎利用型を含む3方式の
熱交換器を併用しています。また、二次
側は水蓄熱槽に接続し、製造した冷温熱
は病院建物の冷暖房に利用しています。
第1図にシステム系統図を示します。

3. 冬季暖房運転実績
　冬季暖房運転条件を第1表に示
します。なお、2014年度は3月17
日から4月16日は機器の通信異常
のため運転停止となっています。

　第2図から第4図に熱源機運転時
における熱源水の各熱交換器出入
口温度の推移（週平均）を示します。
各熱交換器出入口温度は徐々に低
下している様子がわかります。これ
は運転時の冷熱が地中に蓄えられ
たためです。また、各熱交換器の入
口温度はどの年も同じくらいでし
たが、出口温度では差がありまし
た。これは、各熱交換器を通る熱源
水の流速を変化させたので、それに
伴い各熱交換器の熱交換性能が変
化したことが要因と考えられます。
　第5図に熱源機運転時における
熱源機の単体COPの推移（週平
均）を示します。熱源水温度の低下

に伴いCOPは徐々に低下していま
す。また、COPはどの年も運転開始
直後は約4.3、運転終了時は約3.9
と同じくらいの値で推移し、期間平
均では約4.0と機器定格COP（暖
房運転:3.9）を上回りました。

4. 夏季冷房運転実績
　夏季冷房運転条件を第2表に示
します。なお、2015年度のSMW
系統は15週目以降、不具合のため
流量が0となっています。
　第6図から第8図に熱源機運転
時における熱源水の各熱交換器出
入口温度の推移（週平均）を示しま
す。各熱交換器の出入口温度は
徐々に上昇している様子がわかり
ます。2015年度は全体的に出入口
温度が高く、他の年と比較して約1
～3℃の上昇を示しています。
　第9図に熱源機運転時における熱
源機の単体COPの推移（週平均）を示
します。熱源水温度の上昇に伴い
COPは徐々に低下しています。期間
平均では2014年度と2016年度は約
4.0であったのに対し、2015年度約
3.8と機器定格COP（冷房運転:3.8）
は上回ったものの他の年と比較して
やや低い傾向になりました。2015年
度と2016年度は、各熱交換器の流量
設定はほとんど同じでしたが、COPの

推移に差がありました。その要因とし
ては、第10図に示したボアホール系
統付近の地中温度を見てもわかるよ
うに、2015年度の地中温度が高く、そ
の影響を受けたことが考えられます。

5. まとめ
　本報では、2013年度冬季から2016
年度夏季までの3年間における地中熱

ヒートポンプシステムの運転性能の検
証結果を報告しました。2015年度の夏
季以外は同程度のCOPで推移してお
り、竣工時からの性能が維持できている
ことが分かります。引き続き長期的な運
転・評価を行いつつ、より詳細な運転性
能の評価に取組んでいきます。今後は、
この評価を活用し当該設備における最
適運用方法を構築していきます。
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関電病院における地中熱利用ヒートポンプシステムの長期運転実績

第 1図　システム系統図

第 2図　ボアホール系統　熱源水出入口温度（T11,T12）
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第 4図　杭基礎系統　熱源水出入口温度（T15,T16）

第 5図　熱源機単体COP

第 1表　冬季運転条件

第 10図　ボアホール系統付近の地中温度

第 2表　夏季運転条件
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あたっては設計段階での採放熱量の予測の困難さや割高な導入コストといった課題を有しています。そこで、新
関西電力病院において、都市部での今後の地中熱活用を見据えた研究として、地中熱ヒートポンプシステムを試
験的に導入し、その性能を検証しています。本報告では、導入した地中熱利用システムの冬季・夏季における3年
間の運転性能検証の結果について報告します。
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1. 実施内容
（1） 模型実験
　写真１に実験状況を例示します。実
験は、三次元振動台に貯水槽模型を固
定し、所定水位まで注水した後、延長方
向に40秒間加振を行い、壁面に作用す
る動水圧を計測しました。模型はアクリ
ル製で、断面形状は矩形と円形の２種
類（第１図）とし、円形模型にはインバー
トを設けました。貯水槽長は１ｍと２ｍ
の２種類とし、合計4種類の模型を用い
て断面形状や貯水槽長による差異を確
認しました。各断面形状の動水圧計測
点は、第１図中の黒丸で示した箇所で
す。第１表に実験条件を示します。貯水
槽長（1m・2m）と水深（0.515m）に応
じた1次モード固有周波数とそれに比
べ十分に高い周波数である5.0Hzで加
振を行いました。なお、本検討は予備実
験において周波数を変化させて加振を
行い、顕著な共振が生じる周波数を1次
モード固有周波数としました。地震動の
加速度は、1次モード固有周波数のケー
スでは、水面が模型天井へ到達する程
度の大きさとし、高周波数のケースでは

50gal程度としました。高周波数の場合
は、水面が微振動する程度であり、水位
変動はほとんど生じませんでした。

（2） 数値計算
　数値波動水槽CADMAS-SURFを用
い模型実験の再現計算を行いました。
本検討は、地震時外力を加速度として
考慮できるようにプログラムを改変し
ました。動水圧の計算結果と実験値を
比較し、モデルの妥当性を検証しまし
た。さらに長さ約100mの大延長トン
ネルを想定した現地スケール試計算を
実施し、基準地震動作用時の冷却水の
挙動と壁面の作用荷重を評価しまし

た。第２図に現地スケールの試計算に
用いた貯水槽モデル、基準地震動を示
します。

2. 主要な結果
（1） 模型実験
　１次モード固有周波数で加振した場
合の最大動水圧pmax鉛直分布を第３
図に示します。いずれのケースも実験
結果は、底面付近に比べ上方で大きく、
静水面付近で最大となります。これは、
Housner理論の揺動圧（式（1）;図中破
線）と同様のcosh型分布形状であるこ
とから、スロッシングに伴う揺動圧が
卓越します。 ただし、矩形模型（第３図

（a））ではHousner理論と実験値が良
好に一致しているものの、円形模型（第
３図（b））では、両ケースに差異が認め
られます。これは本実験では、水面が天
井へ到達する程度の振動を与えたこと
が原因と考えられ、水面から天井まで
の距離が大きい円形模型（第３図（b））
の水位変動が微小振幅を仮定した
Housner理論の適用範囲を超えてい
た可能性があります。このことから、固
有周波数に相当する地震動の共振が
発生する状況に対してHousner理論
を適用する場合は、水面変動量に注意
が必要です。

　次に、高周波数（5.0Hz）で加振した
場合の動水圧最大値pmax鉛直分布を
第４図に示します。いずれのケースも、
静水面付近では動水圧が小さく、底面
に 近 づ く ほ ど 大 き く な り ま す 。
Housner理論の衝撃圧（式（2）;図中破
線）、Westergaard式の動水圧（式（3）;
図中実線）で求められた圧力は、分布形
状や大きさが実験結果と良好に一致し
ていることから、高周波数の地震動に
対しては、断面形状や貯水槽長に関わ
ら ず 、H o u s n e r 理 論（ 衝 撃 圧 ）・
Westergaard式による評価が可能で
す。なお、高周波数の場合は、１次モード
固有周波数より10倍前後大きな加速度
で加振しているにも関わらず、両ケース
の動水圧は、同程度の大きさでした。

（2） 数値計算
　CADMAS-SURFによる模型実験の
再現計算から得られた最大動水圧
pmaxの鉛直分布を第５図に示しま
す。１次モード固有周波数と高周波数

（5.0Hz）の両ケースとも計算結果は、
最大圧力を良好に再現できています。
特に、円形の1次モード固有周波数は、
前述のとおり水面変動が大きいため、
Housner理論では再現性が不十分で
あったのに対してCADMAS-SURF計
算結果は良好な再現性が認められます。
このことから、断面形状や地震周波数に
関わらずCADMAS-SURFによって冷
却水の挙動や動水圧を評価できます。

　次に、貯水槽長約100mの大延長トン
ネルを想定した現地スケール試計算で得
られた最大動水圧鉛直分布を第６図に示
します。大延長トンネルの固有周波数が低
いため、基準地震動作用時の最大動水圧
は、初期静水圧と同程度であり、大きな動
水圧が作用しない結果を得られました。

3.まとめ
　地震動周波数が貯水槽の固有周波
数と一致する場合、断面形状に関わら
ずスロッシングによる揺動圧が卓越し
ます。この際、動水圧の鉛直分布形状
は、Housner理論（式（1））で評価でき
るものの、共振により大きな水面変動
が生じる場合には、理論の適用範囲に
注意が必要です。
　次に、地震動周波数が貯水槽の固有
周波数に比べ高い場合は、断面形状に
関わらず、加速度に比例する動水圧が
卓越します。この場合の動水圧は、既存
の 評 価 方 法（ H o u s n e r 理 論・
Westergaard式の両式）で評価が可
能です。なお、大きな加速度であっても
壁面に作用する動水圧は小さいです。 
　最後に、地震時に作用する外力を考慮
できるように改変したCADMAS-SURF
によって断面形状や地震周波数に関わ
らず、冷却水の挙動や動水圧が再現で
きます。なお、大延長トンネルを想定し
た現地スケール試計算の結果、貯水槽
の固有周波数より高い周波数の基準地
震動による動水圧は、初期静水圧と同
程度であり、大きな動水圧が作用しな
い結果を得られました。

執筆者

貯水槽におけるスロッシング荷重の評価

執 筆 者：丸屋　孝広
所 　 属：研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
主な業務：土木鋼構造物補修技術の研究およびスノージャム認証技術の研究に従事

（研究に携わった人）
技術研究所　土木技術研究室　シニアリサーチャー：有光　　剛
原子力事業本部　原子力技術部門土木建築技術グループ：村上　考輝

研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
研究開発室　技術研究所　土木技術研究室

貯水槽におけるスロッシング荷重の評価

原子力発電所において貯水槽を設置し、大量の冷却水を貯水する場合、地震時の貯水挙動や内部壁面へ作用する荷重の評価が必要で
す。大延長トンネル内部に貯水する場合、断面形状が円形であることが考えられるほか、地震動周波数に比べ、トンネル固有周波数が極
端に低い構造となることも考えられます。しかし、それらの条件に対する既存評価方法の適用性は不明です。そこで本検討は、貯水槽を
対象に断面形状や地震動周波数による地震時の荷重特性の差異を把握するため、模型実験を行いました。また、現地スケール検討のた
め、三次元数値流体解析モデルを用いて模型実験の再現計算を行い、計算モデルの妥当性の検証と現地スケールの試計算を行いました。
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（a） 矩形模型 （b） 円形模型
第１図　貯水槽模型の断面形状

写真１　実験状況

第２図　現地スケールの貯水槽
　　　　モデルと基準地震動

第１表　実験条件

第４図　最大圧力の鉛直分布（高周波数:5.0Hz）

第３図　最大圧力の鉛直分布
　　　　（1次モード）

第 6 図　現地スケール試計算結果
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第５図　CADMAS-SURF による
　　　　動水圧計算結果と実験値の比較
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1. 実施内容
（1） 模型実験
　写真１に実験状況を例示します。実
験は、三次元振動台に貯水槽模型を固
定し、所定水位まで注水した後、延長方
向に40秒間加振を行い、壁面に作用す
る動水圧を計測しました。模型はアクリ
ル製で、断面形状は矩形と円形の２種
類（第１図）とし、円形模型にはインバー
トを設けました。貯水槽長は１ｍと２ｍ
の２種類とし、合計4種類の模型を用い
て断面形状や貯水槽長による差異を確
認しました。各断面形状の動水圧計測
点は、第１図中の黒丸で示した箇所で
す。第１表に実験条件を示します。貯水
槽長（1m・2m）と水深（0.515m）に応
じた1次モード固有周波数とそれに比
べ十分に高い周波数である5.0Hzで加
振を行いました。なお、本検討は予備実
験において周波数を変化させて加振を
行い、顕著な共振が生じる周波数を1次
モード固有周波数としました。地震動の
加速度は、1次モード固有周波数のケー
スでは、水面が模型天井へ到達する程
度の大きさとし、高周波数のケースでは

50gal程度としました。高周波数の場合
は、水面が微振動する程度であり、水位
変動はほとんど生じませんでした。

（2） 数値計算
　数値波動水槽CADMAS-SURFを用
い模型実験の再現計算を行いました。
本検討は、地震時外力を加速度として
考慮できるようにプログラムを改変し
ました。動水圧の計算結果と実験値を
比較し、モデルの妥当性を検証しまし
た。さらに長さ約100mの大延長トン
ネルを想定した現地スケール試計算を
実施し、基準地震動作用時の冷却水の
挙動と壁面の作用荷重を評価しまし

た。第２図に現地スケールの試計算に
用いた貯水槽モデル、基準地震動を示
します。

2. 主要な結果
（1） 模型実験
　１次モード固有周波数で加振した場
合の最大動水圧pmax鉛直分布を第３
図に示します。いずれのケースも実験
結果は、底面付近に比べ上方で大きく、
静水面付近で最大となります。これは、
Housner理論の揺動圧（式（1）;図中破
線）と同様のcosh型分布形状であるこ
とから、スロッシングに伴う揺動圧が
卓越します。 ただし、矩形模型（第３図

（a））ではHousner理論と実験値が良
好に一致しているものの、円形模型（第
３図（b））では、両ケースに差異が認め
られます。これは本実験では、水面が天
井へ到達する程度の振動を与えたこと
が原因と考えられ、水面から天井まで
の距離が大きい円形模型（第３図（b））
の水位変動が微小振幅を仮定した
Housner理論の適用範囲を超えてい
た可能性があります。このことから、固
有周波数に相当する地震動の共振が
発生する状況に対してHousner理論
を適用する場合は、水面変動量に注意
が必要です。

　次に、高周波数（5.0Hz）で加振した
場合の動水圧最大値pmax鉛直分布を
第４図に示します。いずれのケースも、
静水面付近では動水圧が小さく、底面
に 近 づ く ほ ど 大 き く な り ま す 。
Housner理論の衝撃圧（式（2）;図中破
線）、Westergaard式の動水圧（式（3）;
図中実線）で求められた圧力は、分布形
状や大きさが実験結果と良好に一致し
ていることから、高周波数の地震動に
対しては、断面形状や貯水槽長に関わ
ら ず 、H o u s n e r 理 論（ 衝 撃 圧 ）・
Westergaard式による評価が可能で
す。なお、高周波数の場合は、１次モード
固有周波数より10倍前後大きな加速度
で加振しているにも関わらず、両ケース
の動水圧は、同程度の大きさでした。

（2） 数値計算
　CADMAS-SURFによる模型実験の
再現計算から得られた最大動水圧
pmaxの鉛直分布を第５図に示しま
す。１次モード固有周波数と高周波数

（5.0Hz）の両ケースとも計算結果は、
最大圧力を良好に再現できています。
特に、円形の1次モード固有周波数は、
前述のとおり水面変動が大きいため、
Housner理論では再現性が不十分で
あったのに対してCADMAS-SURF計
算結果は良好な再現性が認められます。
このことから、断面形状や地震周波数に
関わらずCADMAS-SURFによって冷
却水の挙動や動水圧を評価できます。

　次に、貯水槽長約100mの大延長トン
ネルを想定した現地スケール試計算で得
られた最大動水圧鉛直分布を第６図に示
します。大延長トンネルの固有周波数が低
いため、基準地震動作用時の最大動水圧
は、初期静水圧と同程度であり、大きな動
水圧が作用しない結果を得られました。

3.まとめ
　地震動周波数が貯水槽の固有周波
数と一致する場合、断面形状に関わら
ずスロッシングによる揺動圧が卓越し
ます。この際、動水圧の鉛直分布形状
は、Housner理論（式（1））で評価でき
るものの、共振により大きな水面変動
が生じる場合には、理論の適用範囲に
注意が必要です。
　次に、地震動周波数が貯水槽の固有
周波数に比べ高い場合は、断面形状に
関わらず、加速度に比例する動水圧が
卓越します。この場合の動水圧は、既存
の 評 価 方 法（ H o u s n e r 理 論・
Westergaard式の両式）で評価が可
能です。なお、大きな加速度であっても
壁面に作用する動水圧は小さいです。 
　最後に、地震時に作用する外力を考慮
できるように改変したCADMAS-SURF
によって断面形状や地震周波数に関わ
らず、冷却水の挙動や動水圧が再現で
きます。なお、大延長トンネルを想定し
た現地スケール試計算の結果、貯水槽
の固有周波数より高い周波数の基準地
震動による動水圧は、初期静水圧と同
程度であり、大きな動水圧が作用しな
い結果を得られました。

執筆者

貯水槽におけるスロッシング荷重の評価

執 筆 者：丸屋　孝広
所 　 属：研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
主な業務：土木鋼構造物補修技術の研究およびスノージャム認証技術の研究に従事

（研究に携わった人）
技術研究所　土木技術研究室　シニアリサーチャー：有光　　剛
原子力事業本部　原子力技術部門土木建築技術グループ：村上　考輝

研究開発室　技術研究所　土木技術研究室
研究開発室　技術研究所　土木技術研究室

貯水槽におけるスロッシング荷重の評価

原子力発電所において貯水槽を設置し、大量の冷却水を貯水する場合、地震時の貯水挙動や内部壁面へ作用する荷重の評価が必要で
す。大延長トンネル内部に貯水する場合、断面形状が円形であることが考えられるほか、地震動周波数に比べ、トンネル固有周波数が極
端に低い構造となることも考えられます。しかし、それらの条件に対する既存評価方法の適用性は不明です。そこで本検討は、貯水槽を
対象に断面形状や地震動周波数による地震時の荷重特性の差異を把握するため、模型実験を行いました。また、現地スケール検討のた
め、三次元数値流体解析モデルを用いて模型実験の再現計算を行い、計算モデルの妥当性の検証と現地スケールの試計算を行いました。
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（a） 矩形模型 （b） 円形模型
第１図　貯水槽模型の断面形状

写真１　実験状況

第２図　現地スケールの貯水槽
　　　　モデルと基準地震動

第１表　実験条件

第４図　最大圧力の鉛直分布（高周波数:5.0Hz）

第３図　最大圧力の鉛直分布
　　　　（1次モード）

第 6 図　現地スケール試計算結果

..（2）

................（3）

........（1）

第５図　CADMAS-SURF による
　　　　動水圧計算結果と実験値の比較
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カテゴリー 若年男性 若年女性 中年男性 中年女性 高齢男性 高齢女性

被験者記号 YM1 YM2 YF1 YF2 MM1MM2 MF1 MF2 EM1 EM2 EF1 EF2

年齢
（才） 22 22 22 22 49 42 46 43 73 62 69 63

身長
（cm） 174 172 160 162 159 172 160 167 167 167 154 159

体重
（kg） 63.4 65.4 53.4 58.6 62.6 69.4 53.1 55 63.8 61.7 50.9 63.5

BMI 20.9 22.1 20.9 22.5 24.8 23.5 20.7 19.7 22.9 22.1 21.5 25.1

体表面積
（ｍ2） 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7

体脂肪率
（%） 14 18.9 29.1 30.4 23.7 25.7 29.9 28.6 28.5 26.1 34.3 32.9

TM予熱時 準備時 中低温 低温 中高温 高温
21℃ 21℃ 21℃ 14℃ 25℃ 30℃

相対湿度 成り行き

時刻

室温

50％RH

9:10サーマルマネキンの余熱開始　12:10被験者入室
※低温条件14℃は、実際は17℃程度の温度が形成された
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1. はじめに
　エアコンを使用した暖房では、エ
ネルギー消費量を抑えて、快適な温
熱環境を形成することができます。
エアコンメーカー各社は、暖房機能
を中心として、床温度や人の位置な
どをセンシングして気流の温度や
向きをコントロールする機能を搭載
するなど、工夫を凝らした製品を開
発しています。一方、エアコンによる
暖房はマイナスイメージが先行して
おり、快適性の面から積極的に使い
たくないといった声が聞こえます。
このマイナスイメージを払拭するに
は、快適性評価の結果を示すことが
一つの方法です。しかしながら一般
的な快適性評価法である被験者実
験は、コストや時間的な制約があり
ます。またエアコンは次々と新機種
が登場しており、結果の更新が求め
られます。したがってお客さまにエ
アコンによる暖房の快適性の情報
を発信し続けるためには、被験者実
験に代わる簡単な快適性評価法が
必要です。そこで本研究はサーマル
マネキンを用いて被験者実験と同
様に暖房空間の快適性を評価する
方法を確立することを目指し、被験
者実験の結果に基づく快適性指標
の可能性の確認を行いました。

2. 基礎技術用語
（1） 等価温度
　サーマルマネキンの計測値であ
る「表面からの顕熱放熱量」と「表
面温度」、ならびに「表面から環境
までの熱抵抗値」で示されます（式
１、第1図）。顕熱放熱量が考慮され
ているため、発汗を伴わないときす

なわち暖房時の体感温度に近い指
標です。なお本報告では、全身の等
価温度を検討対象としました。

（2） サーマルマネキン
　人体の形状と皮膚温度を模擬し、
周辺環境の対流と放射による顕熱放
熱量と表面温度を計測するマネキン
型の計測器です（第2図）。本研究では
体温が36.4℃に維持される条件で
表面温度を計算し、その値になるよ
う制御するモードで運転しました。

（3） 温冷感申告値
　暑さ、寒さの程度を数値で示す指
標です（第3図）。本研究では、被験
者に温冷感をISO7730の7段階温
冷感スケールの寒い（-3）から、暑い

（+3）によって、１分毎に申告させま
した。なお本報告では、全身温冷感
申告値を検討対象とし、快適範囲を
±0.5以内として評価しました。
　
3.被験者実験
　被験者を約３時間にわたり、低
温 1 4 ℃、中 低 温 2 1 ℃、中 高 温

25℃、高温30℃の４段階の温度条
件に暴露しました（第4図）。実験は
被験者一名ずつ行いました。被験
者とサーマルマネキンを温熱環境
が制御できる実験室に配置し、そ
れぞれ温冷感申告と等価温度を測
定しました（第5図）。温熱環境は、
温度、湿度、風速などを測定しまし
た。被験者は若年層男女、中年層男
女、高齢層男女の6群で、各群2名
の計12名でした（第1表）。

4. 実験結果
（1） 等価温度
　サーマルマネキンが計測した全
身等価温度の全実験の結果を第6
図に示します。13：30～14：30の
低温の過程に最大で1℃程度の差
が見られたものの、12回の実験で
ほとんど同一の温熱環境が形成さ
れていました。

（2） 等価温度と温冷感申告値
　全身等価温度と全身温冷感申告
値の関係を第7図に示します。温冷
感申告値の特性として、「温冷感申告

値の変化幅」、「寒い側・暑い側への変
化量のバランス」、「快適範囲（温冷感
申告値±0.5以内）の申告が得られ
る温度の幅」、「寒い側・暑い側へと変
化する温度帯」が想定され、それが変
化のパターンの差となると考えられ
ます。結果をみると、年齢層、男女と
いった属性による特性は顕著ではな
く、個々の被験者の特性が表れてい
るように思われます。

（3） 温冷感申告値が
　　快適範囲となる等価温度
　全身温冷感申告値が快適範囲

（±0.5以内）となる全身等価温度
の平均値、最大値、最小値、標準偏
差を第8図に示します。快適範囲と
なるときの全身等価温度の幅は、
1℃未満の被験者から15℃に及ぶ
被験者までが存在していました。
若年男性・中年女性が狭く、若年女
性、中年男性が広くなっています。
高齢層は若年層と温冷感覚が異な
り暑さや寒さに対する感度が低い
という報告がありますが、本研究
の高齢被験者は、快適範囲となる
ときの全身等価温度の幅が比較的
狭かったものの、他の属性の被験
者に比べて突出した傾向はみられ
ませんでした。また、若年男性は快
適範囲が20～21℃程度となって

いますが、その他の被験者には共
通の快適範囲23～24℃程度が存
在していることがわかりました。

5.考察
　前述の被験者共通の快適範囲
は、快適性指標とみなすことができ
ます。すなわちサーマルマネキンを
用いて暖房空間を評価する場合、
全身等価温度23～24℃を快適性
指標とする可能性が示されました。

6.まとめ
　本研究ではサーマルマネキンを
用いて被験者実験と同様に暖房
空間を評価できる可能性を示しま
した。
　今後は、エアコンによる暖房の省
エネ性や快適性に関する研究に引
き続き取り組み、お客さまのお役に
立つ情報を発信していく予定です。
　本報告は神戸大学高田暁准教授
とともに行った研究成果です。ここ
に厚く御礼申し上げます。

執筆者

サーマルマネキンを用いた暖房空間の快適性評価法に関する研究

執 筆 者：石黒　晃子
所 　 属：研究開発室　技術研究所　
 エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
主な業務：住宅の温熱環境とエネルギーに関する研究に従事

（研究に携わった人）
関電不動産開発株式会社：古賀　修

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）
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）

サーマルマネキンを用いた暖房空間の快適性評価法に関する研究

お客さまに対してエアコンによる暖房の快適性を発信しつづけるためには、被験者実験に代わる快適性評価法が
必要です。その確立に向けた取組みについてご紹介します。
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第 3 図　温冷感申告値（ 7段階温冷感スケール）

第 2 図　サーマルマネキン

第８図　全身温冷感申告値が快適範囲となる
　　　　全身等価温度（全被験者）
　　　 ［平均値/標準偏差/最大値・最小値］

第 1 表　被験者属性

第 4 図　実験スケジュールと設定室温

第 5 図　実験室のレイアウトと測定位置（左：平面図、右：断面図）

第７図　全身等価温度と全身温冷感申告値
　　　　（全被験者）

第６図　全身等価温度（全被験者）

第１図　等価温度の模式図
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カテゴリー 若年男性 若年女性 中年男性 中年女性 高齢男性 高齢女性

被験者記号 YM1 YM2 YF1 YF2 MM1MM2 MF1 MF2 EM1 EM2 EF1 EF2

年齢
（才） 22 22 22 22 49 42 46 43 73 62 69 63

身長
（cm） 174 172 160 162 159 172 160 167 167 167 154 159

体重
（kg） 63.4 65.4 53.4 58.6 62.6 69.4 53.1 55 63.8 61.7 50.9 63.5

BMI 20.9 22.1 20.9 22.5 24.8 23.5 20.7 19.7 22.9 22.1 21.5 25.1

体表面積
（ｍ2） 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7

体脂肪率
（%） 14 18.9 29.1 30.4 23.7 25.7 29.9 28.6 28.5 26.1 34.3 32.9

TM予熱時 準備時 中低温 低温 中高温 高温
21℃ 21℃ 21℃ 14℃ 25℃ 30℃

相対湿度 成り行き

時刻

室温

50％RH
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1. はじめに
　エアコンを使用した暖房では、エ
ネルギー消費量を抑えて、快適な温
熱環境を形成することができます。
エアコンメーカー各社は、暖房機能
を中心として、床温度や人の位置な
どをセンシングして気流の温度や
向きをコントロールする機能を搭載
するなど、工夫を凝らした製品を開
発しています。一方、エアコンによる
暖房はマイナスイメージが先行して
おり、快適性の面から積極的に使い
たくないといった声が聞こえます。
このマイナスイメージを払拭するに
は、快適性評価の結果を示すことが
一つの方法です。しかしながら一般
的な快適性評価法である被験者実
験は、コストや時間的な制約があり
ます。またエアコンは次々と新機種
が登場しており、結果の更新が求め
られます。したがってお客さまにエ
アコンによる暖房の快適性の情報
を発信し続けるためには、被験者実
験に代わる簡単な快適性評価法が
必要です。そこで本研究はサーマル
マネキンを用いて被験者実験と同
様に暖房空間の快適性を評価する
方法を確立することを目指し、被験
者実験の結果に基づく快適性指標
の可能性の確認を行いました。

2. 基礎技術用語
（1） 等価温度
　サーマルマネキンの計測値であ
る「表面からの顕熱放熱量」と「表
面温度」、ならびに「表面から環境
までの熱抵抗値」で示されます（式
１、第1図）。顕熱放熱量が考慮され
ているため、発汗を伴わないときす

なわち暖房時の体感温度に近い指
標です。なお本報告では、全身の等
価温度を検討対象としました。

（2） サーマルマネキン
　人体の形状と皮膚温度を模擬し、
周辺環境の対流と放射による顕熱放
熱量と表面温度を計測するマネキン
型の計測器です（第2図）。本研究では
体温が36.4℃に維持される条件で
表面温度を計算し、その値になるよ
う制御するモードで運転しました。

（3） 温冷感申告値
　暑さ、寒さの程度を数値で示す指
標です（第3図）。本研究では、被験
者に温冷感をISO7730の7段階温
冷感スケールの寒い（-3）から、暑い

（+3）によって、１分毎に申告させま
した。なお本報告では、全身温冷感
申告値を検討対象とし、快適範囲を
±0.5以内として評価しました。
　
3.被験者実験
　被験者を約３時間にわたり、低
温 1 4 ℃、中 低 温 2 1 ℃、中 高 温

25℃、高温30℃の４段階の温度条
件に暴露しました（第4図）。実験は
被験者一名ずつ行いました。被験
者とサーマルマネキンを温熱環境
が制御できる実験室に配置し、そ
れぞれ温冷感申告と等価温度を測
定しました（第5図）。温熱環境は、
温度、湿度、風速などを測定しまし
た。被験者は若年層男女、中年層男
女、高齢層男女の6群で、各群2名
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4. 実験結果
（1） 等価温度
　サーマルマネキンが計測した全
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（2） 等価温度と温冷感申告値
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値の変化幅」、「寒い側・暑い側への変
化量のバランス」、「快適範囲（温冷感
申告値±0.5以内）の申告が得られ
る温度の幅」、「寒い側・暑い側へと変
化する温度帯」が想定され、それが変
化のパターンの差となると考えられ
ます。結果をみると、年齢層、男女と
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く、個々の被験者の特性が表れてい
るように思われます。
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　　快適範囲となる等価温度
　全身温冷感申告値が快適範囲

（±0.5以内）となる全身等価温度
の平均値、最大値、最小値、標準偏
差を第8図に示します。快適範囲と
なるときの全身等価温度の幅は、
1℃未満の被験者から15℃に及ぶ
被験者までが存在していました。
若年男性・中年女性が狭く、若年女
性、中年男性が広くなっています。
高齢層は若年層と温冷感覚が異な
り暑さや寒さに対する感度が低い
という報告がありますが、本研究
の高齢被験者は、快適範囲となる
ときの全身等価温度の幅が比較的
狭かったものの、他の属性の被験
者に比べて突出した傾向はみられ
ませんでした。また、若年男性は快
適範囲が20～21℃程度となって

いますが、その他の被験者には共
通の快適範囲23～24℃程度が存
在していることがわかりました。
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　前述の被験者共通の快適範囲
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用いて暖房空間を評価する場合、
全身等価温度23～24℃を快適性
指標とする可能性が示されました。

6.まとめ
　本研究ではサーマルマネキンを
用いて被験者実験と同様に暖房
空間を評価できる可能性を示しま
した。
　今後は、エアコンによる暖房の省
エネ性や快適性に関する研究に引
き続き取り組み、お客さまのお役に
立つ情報を発信していく予定です。
　本報告は神戸大学高田暁准教授
とともに行った研究成果です。ここ
に厚く御礼申し上げます。

執筆者

サーマルマネキンを用いた暖房空間の快適性評価法に関する研究
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サーマルマネキンを用いた暖房空間の快適性評価法に関する研究

お客さまに対してエアコンによる暖房の快適性を発信しつづけるためには、被験者実験に代わる快適性評価法が
必要です。その確立に向けた取組みについてご紹介します。
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第 3 図　温冷感申告値（ 7段階温冷感スケール）

第 2 図　サーマルマネキン

第８図　全身温冷感申告値が快適範囲となる
　　　　全身等価温度（全被験者）
　　　 ［平均値/標準偏差/最大値・最小値］

第 1 表　被験者属性

第 4 図　実験スケジュールと設定室温

第 5 図　実験室のレイアウトと測定位置（左：平面図、右：断面図）

第７図　全身等価温度と全身温冷感申告値
　　　　（全被験者）

第６図　全身等価温度（全被験者）

第１図　等価温度の模式図
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1. 研究の背景とねらい
　わが国の65才以上の高齢単身
者世帯は2015年6月時点で624
万世帯あり、毎年、約20万世帯ず
つ増加してきました。この傾向は
今後も続くものと予測されてい
ます。このような状況の中、介護
施設に入居することなく、自宅で
独居生活をおくる高齢者はます
ます増加するものと予想されま
す。このため、独居高齢者ができ
るだけ長い期間、自宅で生活をお
くることができるような社会環
境の整備が求められています。ま
た、近年、猛暑によって住居内で
気づかれずに熱中症で亡くなる
高齢者も多く、社会問題となって
います。
　一方、一般家庭へのスマート
メーターの導入が進んでいます。
スマートメーターから送られる
電力量データを用いて宅内のエ
アコンの動作状況を推定できれ
ば、アメダス等から得られる外気
温データを参照して、外気温が高
いにも関わらず、宅内のエアコン
が動作していない場合には、熱中
症に対する注意を促す警報を発
報して熱中症を未然に防ぐシス
テムを構築することができるも
のと期待されます。そこで、この
考え方に基づいて、スマートメー
ターによって計測される世帯の
総電力量データから宅内のエア
コンの動作状況を推定するシス

テム（熱中症予防システム）を考
案しました。

2. 熱中症予防システムの
　 アルゴリズム
　ここで検討したシステムは、被
見守り世帯の夏のロードカーブ
から春（中間期）の平均的なロー
ド カ ー ブ を 差 し 引 い た 差 分 の
ロードカーブをエアコンのロード
カーブと見なし、外気温のデータ
を参照して、外気温が高いにも関
わらず、エアコンが動作していな
かった場合には熱中症に対する
注意を居住者に促すシステムで
す。そのアルゴリズムの概要を以
下に記載します。

3.評価に用いたデータ
　このアルゴリズムを用いて、世
帯の総電力量（30分値）から宅内
のエアコンの動作状況を推定で
きるかどうかを評価するため、大
阪大学から使用許諾を得た「大阪
大 学 工 学 研 究 科 住 宅 用 エ ネ ル
ギー計測調査データ（’98～’05）」
を使用しました。ここでは、この
うちけいはんな学研都市の集合
住宅4世帯の2004年の計測デー
タを使用しました。この4世帯の
世帯人数はいずれも4人であり、
保 有 するエアコンは 1 台 で す 。
データには世帯の総電力量なら
びにエアコンの消費電力量の30
分値と近隣の外気温データが含
まれています。

4. 評価方法および結果
 エアコンを使用していない春の期
間（4月16日～5月31日）につい
て、世帯の1日の平均的なロード
カーブ（30分間電力量の日変化）
を算出し、その世帯の1日の基準
ロードカーブとしました。また、夏
の期間（6月1日～9月30日）の1日
ごとのロードカーブから基準の
ロードカーブを差し引きし、差分の
ロードカーブを算出しました。　
　差分のロードカーブとエアコ
ンの動作状況を判定するための
閾値との比較からエアコンの動
作状況を推定しました。この推定
結果を実際のエアコンの動作状
況と比較して、推定結果の正否を
評価しました。なお、ここでは、エ
ア コ ン の 実 際 の 消 費 電 力 が
50Wh/30分以上のとき、エアコ
ンは動作したとしています。
　例として、第1図に、ある世帯
について求めた基準ロードカー
ブと夏の1日のロードカーブを示
します。このロードカーブから基
準ロードカーブを差し引いた差
分のロードカーブとエアコンの
ロードカーブとを比較したもの
が第2図です。図内には外気温の
時間推移も併記しています。
　第2図において、あらかじめ設
定した閾値（例では200Wh/30
分)を超えた時にエアコンが動作
したと推定し、推定結果を実際の
エアコンの動作と比較して正解
率を算出しました。一方、閾値未
満の場合には、エアコンは不動作
と推定して、同様に、その正解率
を算出しました。
　4世帯のデータで評価を行った
結果、基準ロードカーブとエアコ
ン動作閾値を適切に設定するこ

とで、動作推定および不動作推定
ともに90%程度の高い正解率が
得られました。

5.今後の計画
　家庭の消費電力量を使用した
熱中症予防システムの実現可能
性はあると考えられたことから、
平成28年度よりプロト機を試作
し、単身高齢者5世帯を対象に実

証実験を行っています。今後は、
基準ロードカーブの自動設定ア
ルゴリズムやエアコン動作判定
のための閾値設定方法について
検討していきたいと思います。

6.おわりに
　本研究は関東学院大学と共同
で実施しました。関係者の方々に
は深く感謝いたします。

執筆者

スマートメーターを用いた熱中症予防システムに関する研究

執 筆 者：野瀬　崇
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：高齢者見守りシステムの研究に従事

（研究に携わった人）
エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）：堀田　和孝

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）
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）

スマートメーターを用いた熱中症予防システムに関する研究

近年、猛暑によって住居内で気づかれずに熱中症で亡くなる高齢者も多く、社会問題になっています。一
方、一般家庭へのスマートメーターの導入が進んでいる中、家庭の消費電力量データを用いて宅内のエ
アコンの動作状況を推定できれば、外気温が高いにも関わらず、宅内のエアコンが動作していない場合
に、熱中症に対する注意を促す警報を発報することが可能となります。そこで本研究では、家庭の消費
電力量データから宅内のエアコンの動作状況を推定し、熱中症を予防するシステムを検討しましたので
報告します。
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第 1 図　基準ロードカーブと夏のロードカーブの例

第 2 図　差分のロードカーブ、エアコン消費電力
　　　　および外気温の日変化の例

（アルゴリズムの概要）

A = エアコンを使用していない時期の平均的なロードカーブ
　　（基準ロードカーブ）
B = 夏の日ごとのロードカーブ
C = B ‒ A = 差分のロードカーブ　
C ≧ 閾値 1 : エアコン動作、C ＜ 閾値 1 : エアコン不動作
D = 外気温のカーブ
D ≧ 閾値 2 : 外気温が高い、D ＜ 閾値 2 : 外気温が高くない
C ≧ 閾値 1 かつ D ≧ 閾値 2 : 気温が高い時にエアコン動作
C ＜ 閾値 1 かつ D ≧ 閾値 2 : 気温が高い時にエアコン不動作
　　　　　　　　　　　　　　　⇒ 熱中症に対する警報を発報
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スマートメーターを用いた熱中症予防システムに関する研究

近年、猛暑によって住居内で気づかれずに熱中症で亡くなる高齢者も多く、社会問題になっています。一
方、一般家庭へのスマートメーターの導入が進んでいる中、家庭の消費電力量データを用いて宅内のエ
アコンの動作状況を推定できれば、外気温が高いにも関わらず、宅内のエアコンが動作していない場合
に、熱中症に対する注意を促す警報を発報することが可能となります。そこで本研究では、家庭の消費
電力量データから宅内のエアコンの動作状況を推定し、熱中症を予防するシステムを検討しましたので
報告します。

10研究紹介

第 1 図　基準ロードカーブと夏のロードカーブの例

第 2 図　差分のロードカーブ、エアコン消費電力
　　　　および外気温の日変化の例

（アルゴリズムの概要）

A = エアコンを使用していない時期の平均的なロードカーブ
　　（基準ロードカーブ）
B = 夏の日ごとのロードカーブ
C = B ‒ A = 差分のロードカーブ　
C ≧ 閾値 1 : エアコン動作、C ＜ 閾値 1 : エアコン不動作
D = 外気温のカーブ
D ≧ 閾値 2 : 外気温が高い、D ＜ 閾値 2 : 外気温が高くない
C ≧ 閾値 1 かつ D ≧ 閾値 2 : 気温が高い時にエアコン動作
C ＜ 閾値 1 かつ D ≧ 閾値 2 : 気温が高い時にエアコン不動作
　　　　　　　　　　　　　　　⇒ 熱中症に対する警報を発報
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トピックス

１. 関西 VPP プロジェクト
　再生可能エネルギーの普及拡大と電力システム改革
の進展により、再生可能エネルギーの活用と需給調整
方法などが課題になっています。そこで、蓄電池をは
じめとした需要家側機器（リソース）を、インターネッ
トを経由して一括制御し、需給調整力を持つ発電所の
ように機能させるバーチャルパワープラント（Virtual 
Power Plant ; VPP）が、注目されています。
　平成 28 年度、当社は、経済産業省資源エネルギー
庁の補助事業である「ＶＰＰ構築実証事業」に申請、
採択され、「関西ＶＰＰプロジェクト」を開始しました。
実証事業を通じてリソースを統合的に制御するために
必要なシステムを構築し、新たなエネルギーマネジメ
ント手法の実現を目指します。

２.Ｈ28 年度の成果
　ＶＰＰでは、大型蓄電池をはじめとする多様なリ
ソースの活用が考えられます。関西ＶＰＰ（特に関西
電力が深く関わる主プロジェクト）では、H28 年度に、
大型蓄電池、家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュー
ト ; EQ）、電気自動車（EV）の３種類を制御しました。

（関連プロジェクトとして家庭用蓄電池等も制御）ＶＰ
Ｐシステムは各種サーバ（統合サーバ、大型蓄電池サー
バ、EVPS［電気自動車電源入切スイッチ］サーバ、
EQ サーバ）と GW（ゲートウェイ）、リソースからなり、
これを第１図に示します。
　H28 年度は、実証に必要なリソース機器の設置Ｖ
ＰＰシステムの統合サーバからリソースまでのシステ
ム全体を構築し、統合サーバから来た指令通りに各リ
ソースが動作することを確認しました。

３. 関西ＶＰＰ主プロジェクト
　関西ＶＰＰは、分散した多数の“リソース”、同種
のリソースの群を遠隔監視・制御する“リソースサー
バ”、リソースサーバ群を統合し系統運用者等との取
引等のサービスを行う“統合サーバ”の３段階から構
成されます。サーバ間の通信プロトコルは、世界的標
準の OpenADR を使います。しかし、リソースは
OpenADR で動かないのが普通で、例えば、EQ は

ECHONET Lite を、大型蓄電池は Modbus/TCP を
使います。そのために、各リソースとリソースサーバ
との間には、OpenADR と各リソースを制御する信
号とを変換するゲートウェイ（GW）を設置します。

４. 事業化を目指して
　現在、ＶＰＰは諸方面から注目されており、各種の
取り組みもされていますが、関西ＶＰＰを事業として
成立させるためには、多様なリソースを数多く束ねて
量（調整量）と質（反応速度、応答率）を確保し、
受注するサービスに応じてリソース群をうまく活用し
ていくことが必要です。今後は、束ねるリソースの種
類、量の拡大を進め、技術面、ビジネス面での課題
を解決しながら、事業化を目指します。

執筆者名：園田　敏雄

１. はじめに
　エネルギーハーベスティング（EH) 技術とは、周
りの環境から微小なエネルギーを収穫（ハーベスト）
して、電力に変換する技術であり、別名「環境発電
技術」と呼ばれています。得られる電力は微小なため、
電力会社が供給する商用電源とは別物です。光・熱（温
度差）・振動・電波など様々な形態で環境中に存在す
るエネルギーを電力に変換する EH 技術は、充電・
取替・燃料補給なしで長期間エネルギー供給が可能な
電源として、モノのインターネット IoT（Internet 
of things）の実現に必須の技術といわれています。

２.EH について
　環境中のエネルギーの存在形態が様々であるため
に、それらを電気エネルギーに変換する技術も多様
です。したがって、ひとくちに EH といっても、そ
の中には様々な技術が含まれています。具体的には、
おもに第 1 表にあげたような技術が各種研究開発の
対象となっています。
　このような EH 技術は各種装置の低消費電力化が
進むとともに、用途が広がり、日本のメーカが電卓、
腕時計などを相次いで製品化しました。これらは、
いずれも、スタンドアロンで動く製品ですが、その後、
今世紀に入り、無線技術の低消費電力化が進展した
ことで、無線ネットワークの自立電源駆動が可能と
なりました。

３.EH 技術のアプリケーション事例
（1）振動発電
　英国のサウスイースタン鉄道などでは、列車車両
の輪軸に Perpetuum 社が開発したセンサーを取
り付け、輪軸と軸受の状態監視を実施し、信頼性の
向上と保守の効率化を目指しています（第 1 図参
照）。このセンサーは列車の振動により発電する EH
の振動発電技術による電力で作動し、測定、データ
送信を行っているので、電源配線が不要で単純なシ
ステム構成となり取り付け時間の短縮化など多くの
利点があります。

（2）太陽電池
　米国の BigBelly Solar 社が開発したスマートご
み箱は EH 技術である太陽電池を電源としており、
内部の蓄積状況を知らせる機能とごみを自動的に圧
縮する機能があります。これにより、ごみが溜まっ
たごみ箱のみを選択して収集計画を立てることがで
きるほか、収集ルートの最適化による作業時間の短
縮や燃料代の削減、ごみ収集従事者の人員配置や
ごみ箱設置場所の最適化などが行えます。

４.EH の今後
　EH 技術により環境から得られるクリーンな電力
と無線技術の低消費電力化により、電池不要の IoT
実現に向かっており、EH 技術の今後さらなる発展
に期待が寄せられています。

執筆者名：川野　光伸

関西ＶＰＰプロジェクト　～H28年度の実証概要～
バーチャルパワープラント（VPP）実証 ミニ解説 エネルギーハーベスティング技術について

第１表　主なエネルギーハーベスティング技術

第１図　関西ＶＰＰ（主プロジェクトのみ）

第１図　輪軸に取り付けた振動発電デバイス
　　　　（写真：Perpetuum 社提供）
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環境中のエネルギー 主なエネルギーハーベスティング技術

力学的エネルギー

熱エネルギー

電波エネルギー

光エネルギー

その他

振動発電、圧電発電、電磁誘導、
静電誘導など

熱電発電、熱磁気発電、熱電子発電
など

レクテナ

各種太陽電池

バイオ燃料電池、微生物燃料電池など
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研究開発室　知的財産グループ

ミニ解説

１. はじめに
　今回は特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使っ
た特許情報の調査のコツについて解説します。
　特許調査は研究開発や新規事業開発などの計画、
実施段階で重要な内容なので、２回に分けて紹介しま
す。なお、J-PlatPat へのアクセス方法は、本誌
2016 年 9 月号で掲載しました、「当社の知的財産権
について（第２回）～公開公報とその活用法～」をご
覧ください。

２. 特許調査の目的
　特許調査は既に検討されている技術を知る一つの方
法であり、主に以下のような場面で行います。
①研究や技術開発の計画段階（技術動向調査）
　研究などを行うにあたり、研究テーマに対してあら
かじめ調査を行うことで研究の重複の防止に役立ちま
す。また、既存の研究、発明をヒントに新しいアイデ
アを思いつくこともあります。
②発明を出願する段階（先行技術調査）
　新規性や進歩性の有無を確認し、その発明が特許
として認められるかどうかを調査することで、権利化
の見込みのない無駄な出願を防ぐことができます。
③新規事業に活用する段階（特許侵害調査）
　自社の新規事業の内容が他社の特許を侵害してい
ないかを調査します。侵害になりそうな権利が存在す
る場合は、事業内容の見直しや、ライセンス交渉など
を検討します。

３. 特許情報の公開と調査
　調査の対象となる特許情報の主なものには、出願か
ら１年半後の出願公開時に公開される「公開特許公
報」と、特許登録後（出願から４～５年後）に公開
される「特許公報」があり、J-PlatPat で検索するこ
とができます。
　技術動向や先行技術の調査は、先に公開される「公
開特許公報」に基づいて行うのがコツです。ただし、
出願公開前の特許は調べることができないので、既に
出願されているものがあり得ることに注意が必要で
す。

　また、特許侵害調査など確定した権利を確認する
場合には「特許公報」を検索します。

４. 調査方法
　J-PlatPat を使った特許調査の方法には以下のよう
なものがあり、既知の情報や、調査事項によって使い
分けます。
［特許番号を直接入力し検索］
　特定の案件に関する出願経過情報や権利状況を
確認する場合
［キーワードによる検索］
　技術動向調査、先行技術調査や特定企業の動向
調査などを行う場合
［特許分類記号による検索］　
　技術動向の調査や先行技術調査を行う場合

5. 特許番号を直接入力し検索
　例えば、出願した特許に対して先行例を元に拒絶
理由が通知された場合や、他人から特許権侵害の警
告を受けた場合など、特定の案件の特許番号がわかっ
ている場合に、特許・実用新案番号照会画面において、
特定の案件の特許番号を入力して検索します。特許
番号には下表のものがあります。

6. キーワードによる検索
　特許・実用新案テキスト検索画面において、種別、
検索項目とキーワードを組み合わせて、特許情報を検
索します。
　種別は３．で説明した公開情報を考慮して選択しま
す。　
　検索項目は要約、請求の範囲、公報全文、出願人、
発明者など明細書や書誌情報に記載される項目を選
択し、それにあったキーワードを入力します。
　例えば、種別を公開特許公報とし、検索項目を要

約＋請求の範囲として、調査対象となる技術項目や
発明内容などのキーワードを入力することで技術動向
調査や先行技術調査などが行えます。
　また、検索項目を出願人／権利者として、企業名
をキーワードとして入力すれば企業動向調査などを行
うことができます。

７. キーワードによる検索のメリット、デメリット
　キーワードによる検索には、通常の用語を用いる
ので取り掛かりが容易で、新しい技術分野でも検索
できるなどのメリットがあります。
　反面、キーワードの選択によっては、調べたいも
の以外の文献が検索されるノイズや、検索漏れによっ
て、調査が十分に行えない可能性があります。
　ノイズの例として、例えば電力メーターについて
調べる際に、キーワードを単に「メーター」とした
のでは、パラメーターといった調査対象外のものも
検索されてしまいます。そのため、入力するキーワー
ドを狭義の内容に絞ったり、複数の検索項目とキー
ワードを AND 条件で組み合わせて情報を絞り込む
などの工夫をすることで、できるだけノイズを減ら
す必要があります。　　　
　また、検索漏れの例として、種別を公開特許公報、
検索項目を要約＋請求の範囲とし、キーワードを「電
力メーター」、「電力メータ」で検索した場合のそれ
ぞれの該当件数は下表のようになります（該当件数
は本稿執筆時点）。

　検索方式が部分一致検索となっており、「電力メー
タ」と入力した場合、「電力メーター」も検索するこ
とができますが、逆に「電力メーター」と入力した
場合には、「電力メータ」は検索できず、検索漏れが
発生してしまいます。
　上記のように複数の表記が考えられるものとして、

・送り仮名（取り替え、取替え、取替）
・漢字とひらがな表記（碍子とがいし）
・異なる表記（取り替え、取り換え、交換）
・日本語と外国語（管とパイプ）
・分子名と分子式（二酸化炭素と CO2）
などがあり、入力の仕方によって、検索結果が変わっ
てくることが考えられますので、思いつく表記は漏
れなく入力するのが検索の精度を高めるためのコツ
です（例えば、キーワードとして、「電力メーター」「電
力メータ」双方をOR条件で入力する）。
　しかし、キーワードによる検索だけでは、調査漏
れを完全に防ぐことは難しいため、技術調査などに
おいて、キーワードによる検索から関係ありそうな
特許情報を抽出し、そこに記載されている特許分類
記号を用いて、特許分類による検索につなげていく
などの工夫が必要です。詳しくは次号で解説します。

８.まとめ
　今回は主にキーワードによる検索による特許調査
について説明しました。調査方法にはそれぞれ特徴
があり、その特徴をふまえて特許調査を行うことが
必要です。特許調査には経験も必要ですので、どん
どんトライしてみてください。
　次回は、特許調査のコツ（その２）として、特許
分類記号による特許調査について解説します。

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

～特許調査のコツ（その１）～
当社の知的財産権について（第６回）

キーワード

電力メーター

電力メータ

該当件数

36件

262件

出願番号

公開番号

登録番号

特許を出願した際に付与される。

出願公開される際に付与される。

特許登録された段階で付与される。
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研究開発室　知的財産グループ

ミニ解説

１. はじめに
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覧ください。
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　特許調査は既に検討されている技術を知る一つの方
法であり、主に以下のような場面で行います。
①研究や技術開発の計画段階（技術動向調査）
　研究などを行うにあたり、研究テーマに対してあら
かじめ調査を行うことで研究の重複の防止に役立ちま
す。また、既存の研究、発明をヒントに新しいアイデ
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　反面、キーワードの選択によっては、調べたいも
の以外の文献が検索されるノイズや、検索漏れによっ
て、調査が十分に行えない可能性があります。
　ノイズの例として、例えば電力メーターについて
調べる際に、キーワードを単に「メーター」とした
のでは、パラメーターといった調査対象外のものも
検索されてしまいます。そのため、入力するキーワー
ドを狭義の内容に絞ったり、複数の検索項目とキー
ワードを AND 条件で組み合わせて情報を絞り込む
などの工夫をすることで、できるだけノイズを減ら
す必要があります。　　　
　また、検索漏れの例として、種別を公開特許公報、
検索項目を要約＋請求の範囲とし、キーワードを「電
力メーター」、「電力メータ」で検索した場合のそれ
ぞれの該当件数は下表のようになります（該当件数
は本稿執筆時点）。

　検索方式が部分一致検索となっており、「電力メー
タ」と入力した場合、「電力メーター」も検索するこ
とができますが、逆に「電力メーター」と入力した
場合には、「電力メータ」は検索できず、検索漏れが
発生してしまいます。
　上記のように複数の表記が考えられるものとして、

・送り仮名（取り替え、取替え、取替）
・漢字とひらがな表記（碍子とがいし）
・異なる表記（取り替え、取り換え、交換）
・日本語と外国語（管とパイプ）
・分子名と分子式（二酸化炭素と CO2）
などがあり、入力の仕方によって、検索結果が変わっ
てくることが考えられますので、思いつく表記は漏
れなく入力するのが検索の精度を高めるためのコツ
です（例えば、キーワードとして、「電力メーター」「電
力メータ」双方をOR条件で入力する）。
　しかし、キーワードによる検索だけでは、調査漏
れを完全に防ぐことは難しいため、技術調査などに
おいて、キーワードによる検索から関係ありそうな
特許情報を抽出し、そこに記載されている特許分類
記号を用いて、特許分類による検索につなげていく
などの工夫が必要です。詳しくは次号で解説します。

８.まとめ
　今回は主にキーワードによる検索による特許調査
について説明しました。調査方法にはそれぞれ特徴
があり、その特徴をふまえて特許調査を行うことが
必要です。特許調査には経験も必要ですので、どん
どんトライしてみてください。
　次回は、特許調査のコツ（その２）として、特許
分類記号による特許調査について解説します。

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