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崇城大学生物生命学部　応用生命科学科　教授

宮坂　均

　私は関西電力に平成５年4月から平成26年3月まで
の21年間在職し、研究開発室・環境技術研究セン
ターでさまざまな環境関係の研究をしました。今思い
返して、関西電力の印象を一言で言うなら「おおらか
な会社」だったと思います。「無用の用」という言葉が
ありますが、これを受け入れる素地のある会社でし
た。在職中に私は100編以上の論文や解説文を発表
しました。その多くがすぐに実用化に結びつくもので
はなかったのですが、それを「なんとなく会社にいい
ことをしている」と受けとめてくれた懐の深さがあり
ました。
　私は生物学を専門とし、現在は大学で教育と研究を
しています。自然科学分野の人間としては変っている
かもしれませんが、荘子の「機械あれば、必ず機事あ
り。機事あれば必ず機心あり」という言葉が好きです。
これは、「道具（機械）があるとその道具が生活に必ず
関わってくる（機事）。そうなると必ず道具に頼る心（機
心）が生じる」という意味に解釈されています。機械が
あれば機心が生じるというのは、当たっていると思い
ます。それではその結果、人間はより幸せになるか、あ
るいは人間として向上するかという問題があります。
　以下は一つの例です。私の母親は昭和の戦争末期
から昭和40年代まで看護婦をしていました。母が言う
には昭和30年代までの入院患者には、医師や看護
婦、その他の病院職員から一目置かれるなにか一芸
に秀でた人がたくさんいたそうです。入院生活で有り
余る時間を利用して読書、短歌俳句、手芸、工作、など
の趣味に打ち込んだためです。ところが、昭和40年代
以降、入院患者の多くがこれと言った取り柄のない只
の人になりました。理由は明らかでテレビが病院に
入って、みなテレビを観て過ごすようになったからで
す。これはテレビという機械によって生じた機心によ
り、人間の質が向上せずにむしろ劣化した現象と言え
るでしょう。

　ひるがえって現在の状況をみると、機械はとうとう
我々の脳にまで及んできました。いわゆる人工知能

（Artificial Intelligence: AI）です。今、囲碁のAIは
トップクラスの棋士に勝つレベルまで来ています。碁
のトップ棋士は天才的な人たちですから、私を含めた
多くの凡夫凡婦が近い将来さまざまな分野でAIに勝
てなくなるのは火を見るより明らかです。といってAI
の開発を止めたら競争に負けますからだれも止めら
れません。「人工知能の性能が全人類の知性の総和を
越える時点」がシンギュラリティと呼ばれ、2045年こ
ろにそれが来ると言われています。今後AIという機械
によって人間に生じる機心は、おそらく前述のテレビ
の比ではない急速な人間の劣化をもたらすことが予
測されます。
　無駄な抵抗かもしれませんが、AIに勝てないまで
も、せめて負けにくいことを考えて実行（研究）するの
がこれからの人類の課題だと私は考えます。私は今、
微生物の農業・水産業への利用について研究していま
す。生物は刻々と変動する周辺環境と複雑に関係して
混沌としたゆらぎを有する性質がありますから、その
二つの組み合わせ（生物が生物に及ぼす影響）は、AI
に勝てないまでも負けにくいことを期待しています。
　「AIに勝てないまでも、せめて負けにくいこと」を考
える上で、「無用の用」もひとつのキーワードではない
でしょうか。

大阪大学薬学部卒業（薬学博士）、キッセイ薬品工業（株）、
米国National Institute of Environmental Sciences 
(NIEHS)ポストドクトラルフェロー、関西電力（株）環境技
術研究センター勤務を経て、平成26年4月より崇城大学

（旧・熊本工業大学）生物生命学部応用生命科学科教授。平
成30年4月より球磨焼酎粕で培養する光合成細菌の販売
を行う崇城大学学生ベンチャー（株）Ciamo（しあも）非常
勤顧問。

略  歴
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第4図　2015年8月4日（平日・火曜日）の
シミュレーション結果

第1図　蓄電池監視制御システム

第2図　需給解析モデル

第3図　2015年5月5日（祝・火曜日）の
シミュレーション結果
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家庭用蓄電池を活用した周波数制御の実現に向けた取組み
1研 究 紹 介

1．背景とねらい
　電気の品質を保つため、電力の
需給バランスを常にとり、周波数を
一定に保つ必要があります。現在
は中央給電指令所から火力や水力
といった発電機の出力を制御する
ことで、需給バランスを保っていま
す。
　VPPは新たな調整力としての活
用が期待されており、特に将来的に
普及拡大が想定される各家庭等の
分散型蓄電池は有力なデバイスの
一つです。しかし、分散型蓄電池は
数万台規模で束ねて高速に制御し
なければ、調整力として必要な容量
を確保することが困難であるため、
VPP実証事業に参画し、技術開発
に取り組んでいます。この技術の確
立により、蓄電池を調整力として活
用できれば、より少ない量の調整力
で効率的に周波数制御を行うこと
ができると考えています。また、蓄
電池を保有する需要家も調整力を
提供する新たなプレーヤーとなる
ことができるため、経済的メリット
を得られる機会にもつながるもの
と考えています。

2．蓄電池群監視制御システム
　蓄電池を活用したVPPの実現の
ために、第１図に示すような蓄電池
群監視制御システムの開発を行っ
ています。蓄電池群監視制御シス

テムは、中央給電指令所から既存
の発電所と同じように制御指令を
受けとります。受け取った制御指令
に基づき、各需要家のリソースの状
態（充電残量やエネルギーマネジメ
ントによる使用状況等）に応じて制
御量を配分します。それぞれのリ
ソースが配分された指令に基づき
充放電を行うことで、あたかも１つ
の発電所の出力を制御しているか
のように周波数調整効果を得るこ
とができると考えています。　

3．蓄電池の周波数制御への活用
が系統に与える効果の検討

　蓄電池は火力発電機等と比較す
ると、出力の継続時間に制限があり
ますが、非常に高速に出力を変化
させることができます。
　この蓄電池の特長を上手く活用

すると、より少ない量の調整力で
LFC（負荷周波数制御）による周波
数調整ができるのではないかと考
え、シミュレーションでより効果的
な制御方式を検討しました。

4．周波数制御シミュレーション
による検討

（1）シミュレーションモデル
　需給解析モデルは、当社が独自
に開発したモデルをベースに、電気
学会技術報告第1386号の需給・周
波数制御システムモデルの考え方
を取り入れて作成しました（第2
図）。開発のプラットフォームには
MATLAB/Simulinkを用いまし
た。発電機モデルは、2015年度の
電力中央研究所と共同研究で開発
したもので、当社発電機の動きを再
現しています。

　今回さらに、蓄電池制御モデル
を新たに追加したシミュレーション
モデルを作成しました。
　中央給電指令所は地域要求量
（Area　Requirement）を元に、各
発電機への制御指令を演算します
が、蓄電池にはARの内、比較的短周
期の変動成分を抽出して制御信号
として与える制御方式としました。

（2）シミュレーションの内容
　蓄電池の効果を把握するため
に、蓄電池を使用しないケース
（ベースケース）と蓄電池モデルの
LFC容量と同容量の火力プラント
のLFCを不使用としたケース（同容
量ケース）の1秒毎のARを計算し、
標準偏差比率で比較しました。
　さらに、同容量ケースからLFCを
使用している火力プラントを１台ず
つ「LFC不使用」とし、周波数調整で
きる発電プラントの台数を減らした
ケース（削減ケース）について計算・
比較しました。
評価対象日：
・2015年5月5日13時～15時
・2015年8月4日2時～4時
蓄電池モデルLFC容量：60MW

（3）シミュレーション結果
　5月の同容量ケースはベース
ケースに対する標準偏差比率が
77.6％で制御効果が高いことがわ
かります。また、合計8台の削減

ケースにおいても、ベースケースに
対する標準偏差比率は82.3%であ
り、ベースケースより少ないLFC調
整力量で周波数制御が可能でした
（第3図）。8月の場合についても同
様のシミュレーションを実施し(第4
図）、5月と概ね同様の傾向が得ら
れました。

（4）まとめ
　電中研との共同研究成果である
シミュレーションモデルに蓄電池制
御モデルを加えたモデルを作成し
ました。このモデルを活用したシ
ミュレーションにより、蓄電池を活
用することで、発電機のみでLFC制
御を行うよりも、少ない量の調整力
で、周波数制御ができる可能性を
見出しました。

（5）課題
　電源構成など条件が異なる複数

の日においてもシミュレーションを
行うことで蓄電池の有効性を粒さ
に確認していく必要性があります。

5．今後の取組み
　引き続き平成30年度需要家側
エネルギーリソースを活用した
バーチャルパワープラント構築実
証事業に参画し、システムの構築と
検証に取り組み、新たなエネルギー
システムの創造を実現したいと考
えております。

池田　隆晴
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）
系統計画・解析に関する研究に従事
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電力流通事業本部　電力流通企画部門　事業計画グループ
新規事業開発に従事
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需要家に分散設置された様々なリソースを統合的に制御することで、あたかも一つの発電所のように機能させ
るバーチャルパワープラント（VPP）の取組みに注目が集まっております。今回、「平成29年度需要家側エネルギ
ーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業」の一環として、数万台規模の家庭用蓄電池を束
ねて高速に制御することで、周波数制御に活用する技術の開発に取り組み、それにより得られる効果をシミュレ
ーションにより確認しましたのでご紹介いたします。

家庭用蓄電池を活用した周波数制御の実現に
向けた取組み



第4図　2015年8月4日（平日・火曜日）の
シミュレーション結果

第1図　蓄電池監視制御システム

第2図　需給解析モデル

第3図　2015年5月5日（祝・火曜日）の
シミュレーション結果
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家庭用蓄電池を活用した周波数制御の実現に向けた取組み
1研 究 紹 介
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シミュレーションモデルに蓄電池制
御モデルを加えたモデルを作成し
ました。このモデルを活用したシ
ミュレーションにより、蓄電池を活
用することで、発電機のみでLFC制
御を行うよりも、少ない量の調整力
で、周波数制御ができる可能性を
見出しました。
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に確認していく必要性があります。
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　引き続き平成30年度需要家側
エネルギーリソースを活用した
バーチャルパワープラント構築実
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写真1　繰り返し載荷試験状況図

第1図　ひび割れ伸展メカニズム

第2図　ひび割れ量の推移

第3図　金蓋裏面点検の概要
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経年金蓋の劣化傾向に関する調査
2研究紹介

1．背景
　平成18年10月以降、当社の人
孔金蓋（材質：ねずみ鋳鉄製、蓋形
状：かまぼこ型）にひび割れ異常が8
件発生しています。これらの金蓋は
いずれも車道に設置されており、金
蓋上を車両が通過することで、金蓋
に繰り返し荷重が加わり、ひび割れ
が発生・伸展していくと考えられま
す。このようなひび割れ異常を放置
すると金蓋の全破断に至り、公衆災
害に繋がる恐れがあります。そこ
で、経年金蓋の劣化傾向を把握す
るため、繰り返し載荷試験を実施
し、適切な点検基準や点検周期に
ついて検討を行いました。

2．ひび割れ伸展メカニズム
　これまでひび割れが発生した金
蓋はいずれも経年３０年を超えたも
のばかりでした。これらのひび割れ
が発生した金蓋を調査した結果、ひ
び割れの初期段階として、車両の通
行による発生応力が一番高い金蓋
裏面のリブ部にひびが入ると考え
られます。また、この金蓋に繰り返
し荷重が加わることでひび割れが
伸展し、金蓋表面にまでひび割れが
発生し、さらに繰り返し荷重が加わ
ると、ひび割れが拡大し全破断に至
ると考えられます。このひび割れ伸
展メカニズムの概要を第１図に示し
ます。このように、金蓋裏面のリブ

部のヘアークラックを基点としてひ
び割れが伸展していくことが確認
されています。

3．経年金蓋の繰り返し載荷試験
　金蓋の裏面ひび割れ発生からど
れくらいの期間で全破断に至る可
能性があるのか確認するため、以
下の条件で繰り返し載荷試験を実
施し、ひび割れの伸展状況を確認し
ました。
・試料：経年46年の金蓋（裏面に

19mmのヘアークラックが
あるもの）

・試験荷重：70kN
・繰り返し回数：1,314万回（6年相当）
 試験荷重は25tトラックの後輪荷
重50kNと衝撃係数1.4により設定

しており、繰り返し回数はアスファ
ルト舗装要綱に基づくD交通の大
型車の通行量3,000台／日を用い
て設定しています。試験状況写真
を写真１に示します。

4．試験結果
　試験の結果として得られたひび
割れ量の推移を第２図に示しま
す 。試 験 前 に 確 認 さ れ て い た
19mmのヘアークラックについ
ては５年相当が経過した時点で、
51mmまでクラックの伸展が確
認されたものの、以降はひび割れ
の伸展が見られませんでした。ま
た、試験中に発生したクラックに
ついては追加で６年相当となるよ
うに繰り返し載荷試験を実施しま
したが、120mmまでクラックの
伸展が見られたものの、表面まで
貫通することはありませんでし
た。
　以上の結果から、実荷重相当で
の繰り返し載荷試験においては
金蓋裏面のひび割れ開始から６年
相当分の載荷で金蓋の全破断に
至らないことを確認できました。
したがって、定期点検時（１回／６
年）に金蓋裏面のひび割れの有無
を確認することで、表面ひび割れ
前までに計画的な改修が可能と
なり、潜在的なリスクを解消でき
ることが分かりました。

5．金蓋裏面点検工具開発
　定期点検における金蓋の裏面
点検を導入するにあたり、作業安
全性を確保した上で、金蓋を反転
させ、金蓋裏面のリブ部を目視に
よって確認できる金蓋回転工具
の開発を行いました。金蓋裏面点
検および回転工具の概要を第３
図に示します。このような工具を
用いることで、安全かつ素早く金
蓋の裏面点検が可能となりまし
た。

6．まとめ
　今回、これまでの経年金蓋の撤
去品調査結果に基づき金蓋のひ
び割れ伸展メカニズムの推定を

行い、実荷重相当の繰り返し載荷
試験により金蓋裏面のひび割れ
発生から全破断に至るまで６年以
上の猶予があることを確認しまし
た。この結果から、今後は定期点
検において金蓋裏面点検を実施
し、計画的に改修を行うこととし
ました。また、裏面点検の導入に

あたり、安全に金蓋を反転させる
工具の開発を行いました。
　最後に、本件についてご協力を
いただきました笠井鋳工（株）様
に厚くお礼申し上げます。

蒲原　聖治
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
地中送電技術、設備に関する研究開発に従事

執 筆 者
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人孔金蓋は一般道路上にある設備であり、ひび割れ異常を放置すると金蓋の全破断に至り、重大な公衆災害に繋
がる可能性があります。しかしながら、金蓋がひび割れ始めてから全破断に至るまでの猶予期間がどの程度ある
のか分かっていないため、異常発見の都度、金蓋の取替を実施しています。そこで、金蓋ひび割れ伸展メカニズム
および、ひび割れから全破断に至る期間に関する調査を行い、適切な点検基準や点検周期について検討を行いま
したので、その概要について紹介します。

経年金蓋の劣化傾向に関する調査
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耐腐食型ＯＰＧＷの開発研究
研究紹介 3

1．背景と目的
　近年、OPGWにおいて、腐食等
に起因する通信障害が弊社管内
で発生しております。それらの障
害は、OPGWの中心にあるアルミ
管（光ファイバを収納する保護管）
が腐食により劣化し、穴が空くこと
により浸水し、冬場に凍結すること
や、腐食生成物により押し潰され

（以下、圧潰）、光ファイバが圧迫
（第１図）されることにより引き起こ
されます。これを補修するために
はOPGWの構造上、数ｋｍ単位で
張替えが必要となり、コストがか
かっています。
　以上の点を踏まえ、耐腐食性に
優れたOPGWを開発し、通信障
害の低減および補修コストの削減

を図ることとしました。また、
OPGWの仕様は各電力会社で異
なっているものの、他電力におい
ても腐食に起因した通信障害が発
生していることから、8電力会社共
同で開発しております。

2．耐腐食型ＯＰＧＷの構造
　腐食は、海塩粒子等が海岸近く
に架線されたOPGWに付着する
ことにより発生します。架空線であ
る以上OPGWに付着する海塩粒
子を避けることができませんが、
アルミ管の孔食や腐食生成物によ
る圧潰を回避または低減すること
ができれば通信障害の低減が期
待できます。そこで、第2図に示す
とおり、従来のアルミ管に代わり

耐腐食性能および強度が高いス
テンレス管（以下、SUS管）を採用
することとしました。さらに、SUS
管とOPGW外層のアルミ被覆が
直に触れることによる異種金属接
触腐食（※1）を防ぐため、SUS管にア
ルミ覆を施しております。また、従
来のOPGWは、繊維強化プラス
チックを用いて光ファイバを拘束
し、補強していましたが、アルミ覆
SUS管内に光ファイバを拘束せず
に挿入し、その隙間に緩衝材とし
て粘性を有したグリースを充填さ
せた構造としております。これによ
り、アルミ覆SUS管内には光ファイ
バ以外の固形材料がないため、腐
食生成物による管の大きな変形
があっても光ファイバが圧迫され
ることを防ぎ、通信障害の低減が
期待できます。

3．各種性能確認結果
（1）引張試験
　外層のアルミ覆鋼線とアルミ覆
SUS管を撚り合わせた完成形状
（より線）において引張試験を実施
した結果、従来のOPGWと同等の

結果が得られています。また、設計
上の最大引張荷重においても
OPGWに著しい通信障害は発生
しませんでした。

（2）疲労特性
　振動試験装置を用いて、耐腐食
型OPGWに繰り返し振動を与え
ることで疲労特性を評価したとこ
ろ、従来のアルミ管よりもアルミ
覆SUS管が光ファイバを保護する
管として振動疲労に強いことを示
唆する結果が得られています。

4．腐食加速試験
　実際に腐食生成物による圧潰に
対して通信障害を低減できるかを
確認するために、2017年7月から
腐食加速試験設備を用いて耐腐
食性能を評価しております。試験

開始から7.5ヶ月時点で、通信障
害は発生しておりません。また、供
試品の一部を取り出し外観を確認
したところ、第3図に示すように、
白い腐食生成物が発生していまし
たが、圧潰によるアルミ覆SUS管
の変形はありませんでした。
　腐食加速試験は、2019年3月
まで実施し、従来のアルミ管に対
して、耐腐食性能が向上している
のかを評価する予定です。

5．まとめ
　今後は、耐腐食性能の向上を確
認するだけではなく、SUS管内に
侵入した水が凍結膨張することに
より発生する通信障害に対して
も、試験を実施して性能を確認す
る予定です。すべての試験評価が
終了後、実線路において試験採用
を実施していく予定です。なお、本
研究は北海道電力株式会社、東北
電力株式会社、東京電力パワーグ
リッド株式会社、中部電力株式会
社、中国電力株式会社、沖縄電力
株式会社、電源開発株式会社、住
友電気工業株式会社と共同で実
施しております。

※1　異種金属接触腐食
金属は、腐食環境で自己より電極電位
の高い金属と接触した場合に、著しい
腐食を受けます。これは両金属の接触
により局部電池が形成され電気化学的
腐食が起きるためです。

杉本　幸薫
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
電線技術担当

執 筆 者
所 　 属

主な業務

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

光ファイバ複合架空地線（以下OPGW）は、電気を送る架空送電線を直撃雷から守る架空地線の機能と光通信の
機能を兼ね備えたもので、送電線網を利用した通信システムを構築しております。しかし、弊社管内ではOPGW
の通信障害がたびたび発生しており、その原因の約半数は、腐食等に起因したものになっております。そこで、本
研究では、従来のOPGWに比べて腐食に強い耐腐食型ＯＰＧＷの開発をすすめています。

耐腐食型ＯＰＧＷの開発研究
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写真１　ＣＴの施設状況

写真2　施工状況

第１表　現行ＣＴからの主な仕様変更点

第1図　新ＣＴの構造検討
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端子ブロック形計器用低圧変流器（ＣＴブロック）の開発
研究紹介 4

1．開発のねらい
　写真１のとおり、現在使用してい
るＣＴの設置高さは、一部施設方法
を除き、地表上２．５ｍ以上と定めら
れており、組み合わせて使用する計
器とは電線で接続されています。
　組み合わせる計器や電線は、ＣＴ
の定格負担内に収める必要がある
ため、ＣＴの設置箇所は限定されま
すが、当社で使用しているＣＴは比
較的大型で、設置スペースを確保
することが困難な場合があります。
また、質量も約１８ｋｇと重く、高所で
のＣＴ取替時の作業性および安全

性に課題がありました。
　計器取替作業においても､電線
挿抜時の短絡や接続時の結線誤り
などの重大リスクがあるとともに、
ＣＴ焼損防止のためＣＴ二次側を専
用工具により短絡する必要がある
など、時間もコストも大きく掛かる
といった課題がありました。

2．開発コンセプト
　新ＣＴの開発コンセプトを検討す
るにあたり、他電力で同様のニーズ
がないか調査しました。その結果、
２００Ａ単独計器や２５０Ａ単独計器
など、総数が少ない大容量計器の
置き換え需要があることを確認し
ました。スケールメリットを得るた
め、大容量計器の置き換えにも対
応可能なことも要求仕様とし検討
を開始しました。
　まず、大容量計器と変流器付計

器の双方に対応可能なよう、既存
のスマートメーターと一体化が可
能な構造とすることを第一に検討
を進めました。一体化構造とするこ
とで、設置スペースの縮小にも繋
がり、お客さまにもメリットがあり
ます。

3．開発概要
（1）基本仕様・一体化構造検討
　第１図に新ＣＴの構造検討した結
果を示します。
　一体化構造に必要な二次端子構
造については、計器交換時の結線
誤りが撲滅できる、棒端子構造を採
用することとしました。
　一次側については、大容量単独
計器の置き換えにも十分対応可能
なよう３００Ａ定格および６端子構造
（端子ブロック形）とし、電線は
200mm２まで対応可能としました。

　また、ＣＴ二次側短絡機能を搭載
することで、専用工具を必要とせ
ず、容易に計器無停電取替工事が
可能な構造としました。
　耐候性能については、二次端子
部分があるため、ＣＴ単体では屋内
仕様となりますが、計器と組み合わ
せて普通耐候相当の注水性能を有
することとしました。

（2）ＣＴ小型化検討
　検討した一体化構造とするには、
ＣＴをより小型化する必要があり、
それには、ＣＴ素子と鉄心をより小
さくする必要があります。電子式計
器の実態を踏まえ、定格負担を５Ｖ
Ａから２ＶＡに小さくすることで、ＣＴ
小型化および低コスト化を目指し
ました。
　ＣＴ素子と鉄心を小型化すること
で影響する誤差特性については、
特定検定への適合および大容量計
器の置き換えにも対応可能なよう、
３００Ａでは必要としない２００Ａに対
する低電流域の試験点を追加しま
した。通常の試験点に２００Ａに対す
る低電流域を含めた広範囲の合成
誤差特性に適合するには、鉄心特
性のばらつきも十分考慮する必要
があります。ばらつきについては工
程能力指数Ｃｐｋを算出し、仕様に
対する裕度を十分考慮しました。
　あわせて、耐電流についても評
価しました。２ＶＡでの試験はこれま
でになく、発熱による二次巻線の断
線や損傷を考慮し、二次巻線の断
面積を増やした数パターンで評価
を実施し、最適な二次巻線径を選
定しました。

（3）ＣＴ二次側短絡機能の搭載
　容易にＣＴ二次側短絡できる機
能を搭載しました。これにより、専用
工具が不要となること、また高所作
業も必要なくなるため、安全性、作

業性が大きく向上することになりま
した。

4．作業性検証
　開発品の作業性検証を行いまし
た。一次電線径を２００ｓｑまで対応
可能としたことで、太い電線によっ
ては、電線の癖により、二次端子（棒
端子構造）付近が前傾する事象を
確認しました。約20年と長期使用
が必要なため、二次端子付近に過
度な力が加わらないよう、二次端子
構造の改良を行い、対策前より可
動領域が広がるとともに、強度を向
上しました。

5．成果とその活用
　端子ブロック形計器用低圧変流
器と現行ＣＴの主な仕様変更点を
第1表、施工状況を写真2に示しま
す。平成２９年８月より現場への導入
を開始しました。
　また、一部の他電力会社につい
ても、本開発品を採用いただき、導
入を開始しています。
　なお、本開発品については特許取
得済みです（特許第6247128号）。

6．今後の取り組み
　導入後の評価を実施します。
　また、本用品のように電力大で仕
様共通化を進め、さらなるコスト低
減を目指します。

角田　貴彦
電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ
計量装置関連機器の開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

電力流通事業本部　ネットワーク技術高度化グループ

低圧120Aを超過する大容量箇所については、電力会社によって単独計器にて計量する単独計器方式と計器用
変流器（以下、ＣＴ）と変成器付計器（以下、計器）を組み合わせて計量する変流器付計器方式に分かれており、当社
は変流器付計器方式を採用しています。ＣＴと計器は計量法の規制対象であり、それぞれに有効期限が定められ
ているため、その有効期限内での取替えが義務付けされています。現在使用しているＣＴの取替作業には、作業
性、安全性の課題があるとともに、設置スペース上の課題もあることから、その課題解決を図るとともに、電力大
で使用可能な「端子ブロック形計器用低圧変流器」を開発しましたので紹介します。

端子ブロック形計器用低圧変流器（ＣＴブロック）の開発
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第4図　増速計算有無の差異（サンプル）第1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　「メッシュ単位」「電柱単位」風速計算の違いと、風圧区分変更のリスク

第2図　地上高さと風速の関係

第3図　地形による風速増加
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配電設備における合理的な風圧荷重算定手法の適用に向けた取組について
5研究紹介

1．研究の背景とねらい
　配電設計における風圧荷重条件にお
いて、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、大半の事業所では、安
全サイドの考え方も有って、管内全域
を甲種扱いとするような運用が常でし
た。そこで、耐風設計の適正化に関する
研究や送電用鉄塔設計に係る知見を
ベースに、最新の気象・流体等に関する
技術を活用して、配電設備の地点毎の
風圧荷重区分を適切に判定する手法
の確立に取組んでいます。

2．設計風速算定手法について
（1）設計風速算定のステップ
　2016.9月号のR&D NEWS KANSAI
でもご紹介した、設計風速算定のステッ
プにつき、第１図にておさらいします。

【①→②】風速の鉛直方向分布は、第２
図に示すように、地表面の摩擦により地
表面に近づくほど弱まり、その変化の
度合いは地表面の粗度（地表面の凹凸
の程度）により異なります。送電用鉄塔
設計標準JEC-TR-00007に示される風
向別基本風速マップを用いて、このよ
うな地域別の風速低減状況を模した設
計風速を算定し、上空（地上高さ数十
m）の風速を求めます。このとき、風上
側に数kmの範囲で粗度（地表面の凹
凸の程度）の影響を考慮します。

【②→③】得られた上空風速を基に、風
上側100m範囲の建物有無の影響を
考慮して、地上高さ12m（高圧線高さ）
における風速を算定します。

【③→④】第３図に示すとおり、地形の起
伏は、局所的な風速に影響し、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、算定地点周辺の地形

の10mメッシュの標高を用い、地形（傾
斜）による増速効果を補正して最終的
な設計風速とします。

（2）風圧区分算定ツール
　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。
 JEC-TR-00007に全国版が掲載され
ている「基本風速マップ」、国土交通省
から公表されている土地利用区分細分
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し
た「粗度区分マップ」、国土地理院から
公開されている数値標高モデルを参考
とした「小地域の起伏状況」等の情報を

データベース化し、前述の風速算定を
行う「風圧区分算定ツール（以下、算定
ツールと記す）」が電力中央研究所によ
り試作されています。本算定ツールに
より、任意地点での地上高さ12mでの
最大風速を８方向の風向別に計算し、
風圧荷重区分を定量的に判定すること
が可能となりました。

（3）増速計算の有無
　算定ツールでは、様々なユーザー
ニーズに配慮し、第３図でふれた増速計
算の有無が指定出来ます。ちなみに、
増速計算“有”の場合は、10mメッシュ
単位の標高データという相当量のデー
タを参照するため、精緻な計算結果が
得られる一方、計算負荷（＝時間）も飛
躍的に増加します。
　第４図に、増速計算有無の対比サン
プルとして、某事業所での計算結果例
を示します。図はある風向での計算結
果で３色に塗り分けられていますが、こ
の内青色のエリアが、８方向の風向別
計算のいずれも丙種風圧加重適用可
という結果を示しています。左図が増
速計算無、右図が増速計算有の場合で
すが、増速計算有の場合は、特に山間
地の設計風速算定結果が厳しくなり、
電柱本数にして１割ほど丙種適用可能
な電柱が減ずる結果でした。実際に事
業所毎の地域別風圧区分を算定する
際には、多少計算時間を要しても、増速
計算「有」の厳し目の算定結果を参照す
べきと言えそうです。

（4）風速計算の限界と改善方策案
　さて、本算定ツールでは、さらに

「100mメッシュ単位の風速計算」と「電
柱単位の風速計算」が選択出来ます。

第５図に示すとおり、メッシュ単位の計
算では当該100mメッシュの中心座標
一点についてのみ風速計算を行い、電
柱単位の計算では、電柱座標毎に風速
計算を行います。
　各事業所での風圧区分判定結果の
活用シーンを想定すると、建柱の都度
本ツールを用いる様なやり方は、煩雑
で実用的で無いと考えます。既存の電
柱毎の風速計算を一通り実施した後、
100mメッシュ毎に同一メッシュ内に存
在する電柱の風圧区分算定結果を参
照し、全電柱が丙種適用であれば当該
100mメッシュを丙種適用メッシュとす
る（１本でも甲種判定の電柱があれば、
甲種適用メッシュとする）ような手法が
一案として考えられますが、このような
手法は簡便性が有る一方、先々のある
タイミングで風圧区分の再計算を行っ
た時、第５図のように、若干ながら新柱
による風圧区分の変更リスクが存在し
てしまいます。
　そこで、このような先々の風圧区分

変更リスクのヘッジ手法として、あらか
じめ各100mメッシュの中心と四隅の５
点にダミー柱の電柱座標を生成し、既
存の電柱データと併せて設計風速を
試算してみました。つまり、既存の電柱
の数倍の密度で人為的に厳し目の評価
に誘導する訳ですが、某事業所での試
算結果では、丙種判定の100mメッシュ
数が95%に、電柱本数は96%に減ずる
結果で、想定内の、適度に厳しい評価と
なることを確認済です。

3．さいごに
　目視出来ない風の強さを定量的に
算出し、風圧区分を判定する本手法は、
電柱強度の見直しによるコスト低減に
直結する、非常に魅力的な効率化方策
です。現在、本手法の根幹を成す「基本
風速マップ」の見直し作業会が別途立
ち上がっており、同作業会の動向に注
視しつつ、引き続き本店運用Ｇ、システ
ムＧと、本手法のシステム実装に向け
た検討を継続して行きます。

竹内　晶生
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）
配電設備における合理的な風圧荷重算定手法他、
ネットワーク技術部門に関する研究に従事

電力流通事業本部　ネットワーク技術運用グループ　　真鍋　智哉

執 筆 者
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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（ネットワーク・系統）

配電設計の支持物強度計算等に用いる風圧荷重区分において、従来は「丙種風圧荷重」適用の根拠となる人家
の連なりや風速低減の程度を定量評価する手法が無かったため、これを客観的かつ合理的に判定する手法の確
立を目指し、電力中央研究所や電力各社と研究に取組んでいます。

配電設備における合理的な風圧荷重算定手法の
適用に向けた取組について
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配電設備における合理的な風圧荷重算定手法の適用に向けた取組について
5研究紹介

1．研究の背景とねらい
　配電設計における風圧荷重条件にお
いて、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、大半の事業所では、安
全サイドの考え方も有って、管内全域
を甲種扱いとするような運用が常でし
た。そこで、耐風設計の適正化に関する
研究や送電用鉄塔設計に係る知見を
ベースに、最新の気象・流体等に関する
技術を活用して、配電設備の地点毎の
風圧荷重区分を適切に判定する手法
の確立に取組んでいます。

2．設計風速算定手法について
（1）設計風速算定のステップ
　2016.9月号のR&D NEWS KANSAI
でもご紹介した、設計風速算定のステッ
プにつき、第１図にておさらいします。

【①→②】風速の鉛直方向分布は、第２
図に示すように、地表面の摩擦により地
表面に近づくほど弱まり、その変化の
度合いは地表面の粗度（地表面の凹凸
の程度）により異なります。送電用鉄塔
設計標準JEC-TR-00007に示される風
向別基本風速マップを用いて、このよ
うな地域別の風速低減状況を模した設
計風速を算定し、上空（地上高さ数十
m）の風速を求めます。このとき、風上
側に数kmの範囲で粗度（地表面の凹
凸の程度）の影響を考慮します。

【②→③】得られた上空風速を基に、風
上側100m範囲の建物有無の影響を
考慮して、地上高さ12m（高圧線高さ）
における風速を算定します。

【③→④】第３図に示すとおり、地形の起
伏は、局所的な風速に影響し、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、算定地点周辺の地形

の10mメッシュの標高を用い、地形（傾
斜）による増速効果を補正して最終的
な設計風速とします。

（2）風圧区分算定ツール
　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。
 JEC-TR-00007に全国版が掲載され
ている「基本風速マップ」、国土交通省
から公表されている土地利用区分細分
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し
た「粗度区分マップ」、国土地理院から
公開されている数値標高モデルを参考
とした「小地域の起伏状況」等の情報を

データベース化し、前述の風速算定を
行う「風圧区分算定ツール（以下、算定
ツールと記す）」が電力中央研究所によ
り試作されています。本算定ツールに
より、任意地点での地上高さ12mでの
最大風速を８方向の風向別に計算し、
風圧荷重区分を定量的に判定すること
が可能となりました。

（3）増速計算の有無
　算定ツールでは、様々なユーザー
ニーズに配慮し、第３図でふれた増速計
算の有無が指定出来ます。ちなみに、
増速計算“有”の場合は、10mメッシュ
単位の標高データという相当量のデー
タを参照するため、精緻な計算結果が
得られる一方、計算負荷（＝時間）も飛
躍的に増加します。
　第４図に、増速計算有無の対比サン
プルとして、某事業所での計算結果例
を示します。図はある風向での計算結
果で３色に塗り分けられていますが、こ
の内青色のエリアが、８方向の風向別
計算のいずれも丙種風圧加重適用可
という結果を示しています。左図が増
速計算無、右図が増速計算有の場合で
すが、増速計算有の場合は、特に山間
地の設計風速算定結果が厳しくなり、
電柱本数にして１割ほど丙種適用可能
な電柱が減ずる結果でした。実際に事
業所毎の地域別風圧区分を算定する
際には、多少計算時間を要しても、増速
計算「有」の厳し目の算定結果を参照す
べきと言えそうです。

（4）風速計算の限界と改善方策案
　さて、本算定ツールでは、さらに

「100mメッシュ単位の風速計算」と「電
柱単位の風速計算」が選択出来ます。

第５図に示すとおり、メッシュ単位の計
算では当該100mメッシュの中心座標
一点についてのみ風速計算を行い、電
柱単位の計算では、電柱座標毎に風速
計算を行います。
　各事業所での風圧区分判定結果の
活用シーンを想定すると、建柱の都度
本ツールを用いる様なやり方は、煩雑
で実用的で無いと考えます。既存の電
柱毎の風速計算を一通り実施した後、
100mメッシュ毎に同一メッシュ内に存
在する電柱の風圧区分算定結果を参
照し、全電柱が丙種適用であれば当該
100mメッシュを丙種適用メッシュとす
る（１本でも甲種判定の電柱があれば、
甲種適用メッシュとする）ような手法が
一案として考えられますが、このような
手法は簡便性が有る一方、先々のある
タイミングで風圧区分の再計算を行っ
た時、第５図のように、若干ながら新柱
による風圧区分の変更リスクが存在し
てしまいます。
　そこで、このような先々の風圧区分

変更リスクのヘッジ手法として、あらか
じめ各100mメッシュの中心と四隅の５
点にダミー柱の電柱座標を生成し、既
存の電柱データと併せて設計風速を
試算してみました。つまり、既存の電柱
の数倍の密度で人為的に厳し目の評価
に誘導する訳ですが、某事業所での試
算結果では、丙種判定の100mメッシュ
数が95%に、電柱本数は96%に減ずる
結果で、想定内の、適度に厳しい評価と
なることを確認済です。

3．さいごに
　目視出来ない風の強さを定量的に
算出し、風圧区分を判定する本手法は、
電柱強度の見直しによるコスト低減に
直結する、非常に魅力的な効率化方策
です。現在、本手法の根幹を成す「基本
風速マップ」の見直し作業会が別途立
ち上がっており、同作業会の動向に注
視しつつ、引き続き本店運用Ｇ、システ
ムＧと、本手法のシステム実装に向け
た検討を継続して行きます。
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の連なりや風速低減の程度を定量評価する手法が無かったため、これを客観的かつ合理的に判定する手法の確
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第2図　開発した間欠受信方法

第3図　制御シーケンス

写真１　開発した機器

第1図　IoTの全体構成 写真２　無線鉄塔設置の親機

写真3　お客さま宅設置の子機
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ＩＴ戦略室　通信技術グループ（技術開発）

低消費電力長距離無線技術を活用した遠隔データ収集／制御システムの開発とフィールド検証
研究紹介 6

1．はじめに
　IoTは、第１図のように主にネッ
トワークサーバ（センターサー
バ）、ゲートウェイ（親機）、デバイ
ス（子機）で構成されます。今回の
検証では、子機はガスや水道の
メータへの接続を想定しており、
通信方式としては、電気のスマー
トメータと比較して、データ収集
や制御に必要な通信速度や頻度
よりも電池駆動のため消費電力
が重要となります。そのため、子
機～親機間には、低消費電力で長
距離通信が可能なLPWA技術の
中から実用化が進みつつある
LoRaを採用し、親機からセンター
サーバ間は、3G/LTEを使用する
こととしました。

2．LoRa機器の開発
（1）遠隔データ収集／
　　制御システムの開発
　開発した遠隔データ収集／制
御システムでは、メータの検針
データ等を定期的に送信する機
能のほか、操作者が任意のタイミ
ングでメータの制御や検針デー
タを要求できるような機能を実装
しました。ここで、子機が任意のタ
イミングでセンターサーバからの
要求を受け付ける方式として、
データ送信時以外は常時受信待

ち受け状態とする「常時受信方
式」もありますが、この場合、子機
の消費電力が膨大となり、低消費
電力の要件が満足できません。そ
こで、LoRaでは標準策定中でし
たが、子機の消費電力を抑えたう
えで任意のタイミングに近い形
でデータ要求が可能となる「間欠
受信方式」に対応した機器を他社
に先駆けて開発しました。また、住
宅密集地など多数のメータが設
置されているエリアにおいても、
検針時の輻輳や遅延を抑えるた

めに、親機はアンテナを8本具備
することで複数の周波数に同時
対応できる構成としました。

（2）開発した間欠受信方式
　本方式では、第２図に示すよう
に、メータの制御や検針値の確認
が120秒以内に終了するように、
間欠時間を標準の128秒から40
秒に短縮しました。また、親機は同
時に10台まで同じエリアに設置す
ることを想定して、各親機はあら
かじめ設定された同期信号送信
区間を10分割して、同期信号を発
信する方式としました。本方式を
用いることによって、同一エリアで
複数の親機が設置できるため、冗
長構成による通信信頼度向上が
可能となりました。また、子機の受
信待受の消費電力を低減しつつ、
任意のタイミングでセンターサー
バから複数の子機へのデータ送
信が可能となりました。

3．フィールド検証
（1）フィールド検証の概要
　開発した機器にて、岩谷産業
(株 )の協力のもと、福知山（京
都）、高島（滋賀）、柏原（兵庫）各エ

リア約30軒ずつのLPガスメータ
に子機を接続して遠隔検針・制御
試験を実施しました。なお、約30
軒は親機から半径約3ｋｍ以内で
ランダムに抽出し、親機は関西電
力の変電所や営業所にある無線
鉄塔などに取り付けました。

（2）フィールド検証の結果
　約4ヶ月の検証期間において、
検針日当日にメータから検針値
を複数回自動で送信してセン
ターサーバで受信できる確率「月
次検針率」は、約99％（故障端末
等を除く）となりました。
　また、センターサーバから操作
者が遠隔で制御してメータ情報
の取得や弁の開閉操作をする成
功率「随時制御率」は、約84％と
なりました。制御率が検針率より
低くなる理由は、第３図で示すよ
うにセンターサーバより遠隔で制
御するために、シーケンスが多い
（検針の2～4倍）ことがあげられ
ます。

（3）随時制御率の向上策
　制御率向上策の一つとして、送
信回数の最適化が考えられます。

これは、センターサーバより遠隔
制御できなかった場合に、複数回
センターサーバより自動的に制
御信号を送信するものです。
フィールド検証においても、制御
できなかった子機に再度送信す
ることで、制御率が約93％まで向
上しました。送信回数をさらに増
やせば成功率も向上しますが、制
御までに時間を要するという課題
がありますので、引き続き、親機
の送信出力を上げるなどの方策
と組み合せて、最適化を図る予定
です。

4．まとめと今後の予定
　開発したLoRa機器において、間
欠時間や送信回数の最適化など
を行うことで、親機より3ｋｍ以内
のお客さま宅の検針率が約99％、
制御率が約93％と高い品質で通
信可能なことがわかりました。
　今後、得られた知見を本格サー
ビス向けのシステム開発に活かし
ていく予定です。

ＩＴ戦略室　通信技術グループ（技術開発）

近年、あらゆるモノがインターネットにつながり、新たな価値を創出するIoT(Internet of Things)が注目され
ており、その背景には長距離通信・低消費電力・低コストという特長をもったLPWA(Low Power Wide Area：
低消費電力長距離無線)技術の実用化があります。特に、LPWA技術の一つであるLoRaは免許が不要で双方向
通信が可能なため、関西電力では(株)エネゲートと共同でLoRa機器を開発し、岩谷産業(株)協力のもと、お客さ
ま宅にてLPガスの遠隔データ収集／制御試験(フィールド検証)を行ったため報告します。

低消費電力長距離無線技術を活用した遠隔データ収集
／制御システムの開発とフィールド検証

小林　直樹
ＩＴ戦略室　通信技術グループ（技術開発）
IoT、次期配電自動化に関する通信技術開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務



第2図　開発した間欠受信方法

第3図　制御シーケンス

写真１　開発した機器

第1図　IoTの全体構成 写真２　無線鉄塔設置の親機

写真3　お客さま宅設置の子機

子機 親機

R&D NEWS KANSAI   2018.6   No.494 13R&D NEWS KANSAI   2018.6   No.49412

ＩＴ戦略室　通信技術グループ（技術開発）

低消費電力長距離無線技術を活用した遠隔データ収集／制御システムの開発とフィールド検証
研究紹介 6

1．はじめに
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映像からの事象検知の取り組み（スノージャム発生検知）
7研究紹介

1．背景と目的
　スノージャム現象は水力発電所
の導水路に雪が溶けずにジャムの
ように水に混じりあって流れる現象
で、これが導水路を埋めてしまうと
水が溢れて公衆災害や設備事故、
発電停止につながる可能性がある
ため、これを検知したいというニー
ズがあります。
　これまでのスノージャム検知とし
ては監視カメラによる直視の他、超

音波式、光学式、圧電形検知方式な
どがありますが、その検知精度に加
えて、いずれもスノージャム検知の
ための専用設備であり機械装置と
しての設備コストの問題がありま
す。
　監視カメラは既設のカメラが既
にあり、有効に活用したいという考
えは従来からありましたが、その映
像には昼夜を含めた日照条件や、
晴天、荒天などの気象条件が反映

されるため、一般的には画像処理に
よるスノージャム検知は難しいとさ
れていました。
　この研究では日照条件、気象条
件に左右されないスノージャム検
知をオープンソースにより実現す
る手法について取り組んでいます。

2．検証に用いたツール
　映像取得、検知用のツール（第２
図）を岸田川発電所に設置しまし
た。
　パソコンにＵＳＢカメラを接続し、
検知すればメールを送信します。
 ソフトウェアは、いずれもオープン
ソースを使用し、言語としてはＰｙｔｈ
ｏｎで記述、画像処理はＯｐｅｎＣＶな
どを用いています。
　ＯｐｅｎＣＶは、これまで多くのプ
ログラム行数を費やしていた画像
処理を関数化し、様々な画像処理
をライブラリ化したものです。
　Ｐｙｔｈｏｎの特徴に、多くのライブ
ラリが用意されていることがありま
すが、この中には画像処理に不可
欠な行列計算に強いＮｕｍｐｙや機

械学習、ディープラーニングのライ
ブラリもありＯｐｅｎＣＶとの組み合
わせで様々な画像処理を簡単に行
なう事ができます。

3．検証した画像処理技術
（1）サーモグラフィー＋動体検知
　当初想定として、水路上で雪と水
に温度差があると考え、サ―モカメ
ラで撮影した画像を雪の部分が識
別できる白黒の２値化画像に変換
し、フレーム間差分による動体検知
を試みましたが、スノージャムが発
生しても水面に温度差が発生しな
かった為、上手くいきませんでした。

（2）輝度ヒストグラムによる検知
　一般的な画像比較方法として利
用されている手法で、画像の各画
素の明るさをＸ軸、画素の数をＹ軸
とした輝度ヒストグラムによる比較
を行います。
　検知はスノージャム発生時の画
像を1枚用意し、他の映像のフレー
ム毎にヒストグラム同士の相関係
数（類似度）を求めて閾値で判定し
ますが、適切な閾値によりスノー
ジャム発生を検知出来ることが確
認できました。

（3）ディープラーニング
　最近の動向として、画像に対する
ディープラーニング手法であるＣＮ
Ｎが盛んですが、ＣＮＮで作成した
学習済モデルによる検知も検証し
ました。ディープラーニングのライ
ブラリとしては、これもオープン
ソースであるＣｈａｉｎｅｒを使用して
学習を行なっています。
　写真３，４は検知時のもので、ス
ノージャム（昼、夜）とそれ以外の３
状態を判定するモデルになってお
り、学習に用いた画像は５２２９５枚、
学習精度は９８．６％になります。
　ディープラーニングは、まだ試行
錯誤中ですが、検知精度の向上が
今後の課題になります。

4．今後の取り組み
　Ｈ３０年度は、実用化を目指した
検証、検知精度向上に取り組む予
定です。

　テーマとするスノージャム検知
では、必要な検知を行なった上で誤
検知しないことが重要であり、精度
向上の取り組みも誤検知しないこ
とが目標になります。
　これまでの２年間の取り組みで
も複数の検知方法を試行錯誤する
ことにより幾つかの手法を実現す
ることが出来ました。（一部の手法
は特許申請手続き中）
　Ｈ３０年度取り組みでは、単独手
法での精度向上だけでなく、これま
でに得た手法も含めて、複数の手
法組み合わせによる精度向上も検
討していきたいと考えています。
　また取組では画像処理の活用と
して変電所内への鳥侵入、石炭コ
ンベアベルト不具合検知など他へ
の適用も検討しています。
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研究開発室　技術研究所　情報通信技術研究室
画像処理技術の適用化に関する研究に従事
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現在、画像処理技術はＯＰＥＮＣＶなどオープンソースとして公開され、簡単に利用できるものとなっています。
この研究では、これらオープンソースを利用して、映像の中から、そこに映りこんでいる事象を検知することに
取り組みました。検知対象は水力発電所で冬季に発生するスノージャム現象とし、映像取得、検知用のカメラを
朝来電力所管内の岸田川発電所の水槽に設置、そこで得られた映像に対する検証の結果、映像からスノージャ
ム現象発生を検知することが可能であることを確認できました。
Ｈ３０年度は岸田川に加え、黒部川水系の北又堰堤も対象として実用化に向けた検証を行なう予定です。
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この研究では、これらオープンソースを利用して、映像の中から、そこに映りこんでいる事象を検知することに
取り組みました。検知対象は水力発電所で冬季に発生するスノージャム現象とし、映像取得、検知用のカメラを
朝来電力所管内の岸田川発電所の水槽に設置、そこで得られた映像に対する検証の結果、映像からスノージャ
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Ｈ３０年度は岸田川に加え、黒部川水系の北又堰堤も対象として実用化に向けた検証を行なう予定です。

映像からの事象検知の取り組み
（スノージャム発生検知）
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設備故障をすばやく検知し
速やかな修繕・改善対応に
つなげる。
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エネルギー利用の適正化を図る。
エネルギーマネジメント活動の
支援を行う。
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監視データ監視データ
1時間電力量［kWh］

1日積算電力量［kWh/日］

判定要否判定日時に
関する条件

基準値
要

不具合あり
（TRUE）

不具合なし
（FALSE）

不要

判定式による
判定

不具合発生時の処理
（メール通知など）

調整係数

R&D NEWS KANSAI   2018.6   No.494 17R&D NEWS KANSAI   2018.6   No.49416

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

電力量上下限監視による建築設備不具合の自動検知手法の開発
8研究紹介

1．はじめに
　本研究では、用途別電力量計測シ
ステムに不具合自動検知機能を付
加することで、建物管理者不在の建
物の設備機器故障や、不適切な運
用を早期発見・改善し、省エネル
ギーと施設運用停止リスクの軽減
を目指しています。既報では、不具
合自動検知システムを試験運用し
ましたが、全データを対象としたた
め、検知数が多く、監視項目の絞り
込みと、建物の実運用に即した合理
的な運用方法の検討が課題でした。

2．不具合監視方法の整理
（1）監視方法の整理
　第1図に不具合検知のフローを示し
ます。本報告では簡素化のため、監視
方法を1時間電力量、1日積算電力量

（以下、監視対象データと称する）の上

限監視および下限監視のみとしまし
た。上限監視、下限監視により監視で
きる不具合をそれぞれ第1表にて整理
しました。監視のタイミングは、1時間
電力量に関しては「平日」「休日」の2区
分、1日積算電力量に関しては「夏期」

「冬期」「中間期」それぞれに対して「平
日」「休日」の6区分とし、判定式（上限、
下限の2区分）と監視のタイミング（計
8区分）から、1計測ポイントに対して最
大16種類の閾値設定が可能です。判
定は、1時間電力量に関しては毎時、1
日積算電力量に対しては、1日1回実
施します。監視に際しては、監視対象
機器の特性に応じて、第1表に整理し
た目的ごとに閾値を設定します。閾値
は、「基準値」×「調整係数」とし、「基準
値」は監視期間の区分に合わせて、1
時間電力量については年間の最大
値、1日積算電力量については監視期

間ごとの最大値としました。また、「調
整係数」は、過去データを参考にした
初期値を設定した後、試運用期間中に
最適化チューニングを実施しました。

（2）監視方法の整理
　第2表の通り、目的に応じて2種類
の通知方法を設定しました。
①日報通知：1日分の不具合情報を

まとめて毎日9時10分にメールに
て自動通知します。

②月報通知：月間の不具合情報をま
とめて月1回、メールにて自動通
知します。

　設備故障は、見逃さないよう①日
報通知とし、速やかな修繕・改善対
応につなげます。早期対応の必要性
が低い項目や、消し忘れ等の運用不
具合は②月報通知とし、エネルギー
管理上の気付きを与えます。

3．当社事業所における運用実績
（1）月報による不具合検知事例
　個別空調の休日稼動（第2図）や、
空調機電力量の増加（第3図）を検
知しました。月報では、日報よりも小
さな閾値を設定しているため、わず
かな負荷の増加や休日稼動等も検
知し、エネルギー管理上の気付きを
与えます。運用不具合が継続する場

合は、設備 管理者が建物使用者に
対して運用改善提案を行います。

（2）日報による不具合検知事例
a.電気温水器の故障停止
　当該建物では12/7に電気温水器
が故障し、以降運用を停止していま
した。電気温水器の故障を検知でき
ました（第4図）。

b.給水ポンプの利用量増加
　2月以降、上限監視により加圧給
水ポンプ（氷蓄熱槽補給水ポンプ）の
不自然な電力増加が検知されまし
た。現地では同系統の給水設備を工
事用水として利用しており、設備の特
殊な運用を検知できました（第5図）。

4．まとめと今後の予定
　本報告では、不具合自動検知シス
テムに関して、目的に応じた日報と
月報の使い分け、監視項目の絞込
みを検討し、実稼働中の事務所建物
でその有効性を確認した結果を報
告しました。今後は、設備更新や運
用変化に応じた閾値変更のルール
化について検討する予定です。

山口　麻有
土木建築室　建築設備エネルギーグループ
建築設備に関する研究・保全に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

土木建築室　建築設備エネルギーグループ

近年、省エネルギーへの取り組みの必要性から、建物のエネルギー消費量計測が実施される事例が多く見られ
ます。本研究では、これらの電力量計測データを活用し、建物における各種建築設備の故障や不具合、運用状況
の監視を自動的に行うシステム（以下、不具合自動検知システムと称する）を開発してきました。既報（2014年9
月号）では、検知対象とする不具合の分類と監視方法の整理の過程、および実稼働中の事務所建物における試
験運用結果について報告しました。本報告では、省コスト化を目的として、既報の検討内容をベースに監視方法
の簡素化と実運用に向けての検討を行った結果を報告します。

電力量上下限監視による建築設備不具合の
自動検知手法の開発
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第1図　実験ボックス

第2図　局所暖房領域（左）と温度分布（右）

：局所暖房領域

【エアコン設定】
風速：強、風向：下方向かつ左右方向は中央

エアコン

写真1　環境試験室（巽実験センター ｅ住まい探求館）

エアコン

エアコン
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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）

高機能エアコンによる温熱環境改善効果
9研究紹介

1．これまでの成果
　本研究では、住宅の暖冷房消費
エネルギー基準におけるルームエ
アコンの評価方法の開発を継続し
てきました。現行の省エネ基準の評
価方法や、デュアルコンプレッサタ
イプの機器効率評価方法は、本研
究の大きな成果です。
　現行の評価方法の施行後、エア
コンの大容量化への対応や、新機
能を搭載したエアコンの性能検証
なども実施してきました。

2．エネルギー消費効率COPを
用いた新しい評価方法の概要

　エネルギー消費効率COPとは成
績係数とも呼ばれ、Coefficient Of 
Performanceの頭文字をとったも
のです。特に冷暖房機器の省エネ
ルギー性能を表す際に使われ、式
にするとCOP＝冷暖房能力(kW)÷
消 費 電 力（ k W ）です。例えば 、
COP=３である場合、その製品は消
費する電力量に対し３倍の冷暖房
能力を発揮していることになりま
す。
　現行の評価方法は、温度や湿度、
風速、放射温度など、さまざまな室
内環境要素のうち温度のみを考慮
したCOPを算出し、実態との乖離
を代表的な冷暖房環境の実験によ
る実測データを基に補正している

ため、一般性に問題があります。
　新しい評価方法は、室内環境要
素のうち温度と湿度を考慮するも
のです。COPに影響するエアコン
機器の主要な構成要素を整理し、
それらの構成要素を独立して評価
し、室内環境要素である温度と湿度
を考慮してCOPを算出します。そう
することで、エアコン機器の構成要
素の性能とCOPの算出結果の関
係がより明確となります。これによ
り、個別の構成要素の評価を行え
ば、機器全体の評価が可能となり、
より一般性を確保することができ
るため、エアコンメーカとしても新
しい機器を開発しやすくなります。
評価する機器の構成要素としては、

コンプレッサ効率やコイル特性、
ファンの消費動力等ですが、ほとん
どはJIS試験結果から算出可能と
なっており、新たな計測は一部のみ
であるためメーカの負担も少ない
と考えます。

3．新しいCOPの算出方法と
評価方法の精度検証

　新しいCOPの算出については、
運転時の温湿度や能力をコント
ロールできる実験ボックスを用い
て実施し、評価方法の精度検証は
実際の住宅内での実働時のデータ
を用いて行う必要があることから、
巽実験センター ｅ住まい探求館で
行いました。

（1）実験ボックスによるCOP算出
　第１図の実験ボックス内に断熱材
を施工しエアコンを運転させ、ボッ
クス出入口温湿度、ボックス送風機
電圧等を計測し、それらのデータか
らCOPを算出するための変数間の
相関関係を見つけ出し、統計的に
COPの近似式を推定しました。

（2）巽実験センターｅ住まい探求館
における検証

　写真１の外気温度を模擬できる
環境試験室においてエアコンを運
転させ、室内機、室外機および室内
温度を計測しました。また、室内機
の吹出し風速等も計測し、そのデー
タからCOPを算出しました。
　（１）と（２）を比較した結果、近似
式を用いたCOP値と実測データか
ら算出したCOPはほぼ同様であっ
たことから、新しいCOP算出方法は
高精度で実態に見合っていること
が確認できました。

4．今後について
　エアコンの機器性能は今後も向
上していくと考えられることから、

温度と湿度以外だけではなくさま
ざまな室内環境要素を考慮した評
価方法の方が好ましく、今後も対応
を継続していく必要があります。
　エアコンの機器性能向上の例と

して、エアコンの風速・風向設定を
変えるなど運用によってCOPを向
上させる局所暖房について紹介し
ます。
　第２図は巽実験センター ｅ住ま
い探求館において局所暖房実験を
行ったときの局所暖房領域と温度
分布を示しています。局所暖房が
室温均一の全体暖房と比較して省
エネであることは、これまでの研究
結果から確認できていますが、第２
図（右）の温度分布のビジュアル化
により、局所暖房においても気流が
居住域である床面まで届いている
ことが確認できます。
　今後は、省エネ性だけでなく、放
射温度等から算出される快適性指
標等を用いて、エアコン運転時の
快適性についても確認していく予
定です。 

前嶋　納里子
研究開発室　技術研究所　
エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
高機能エアコンおよび各種ヒートポンプの性能評価に従事

執 筆 者
所 　 属

主な業務

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

高機能エアコンの性能評価においては、近年の除湿、センサー機能等エアコンの機能向上に伴い、室内環境要素
のうち温度のみを考慮した現行の評価方法から、湿度や風速、放射温度などこれまで考慮されなかった室内環境
要素を反映した新しい評価方法が求められるようになりました。高機能エアコンの性能に見合った適正な評価方
法が普及することで、エアコンメーカによるさらなる高機能化が促進され、当社としても床暖房やファンヒーター
から高機能エアコンへの転換や、新築時に高機能エアコンを採用していただけるお客さまが増加するメリットが
得られます。そこで本研究では、さまざまな室内環境要素を反映した新しい評価方法を開発するため、エアコン性
能の算出方法の検討や実験による検証などを行っていますので、その取り組みについて紹介します。

高機能エアコンによる温熱環境改善効果



第1図　実験ボックス

第2図　局所暖房領域（左）と温度分布（右）

：局所暖房領域

【エアコン設定】
風速：強、風向：下方向かつ左右方向は中央

エアコン

写真1　環境試験室（巽実験センター ｅ住まい探求館）

エアコン

エアコン
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(a)ランダムモデル (b) 電気二重層モデル

第２図　Pb(100)表面上の硫酸水溶液のAIMD計算

 (c) 電気二重層モデル（電子不足）

(a)はHSO4‒イオンが電解水溶液中にバラバラに配置したモデル，(b)はHSO4‒イオンがPb表面の
近傍に配置したモデル，(c)は(b)のモデルで電子を不足させたモデル

左側に正極材料であるPbO2，中央に電解液である硫酸水溶液，右側に負極材料であるPbを示しています。

第１図　鉛蓄電池の概要
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1．背景
　鉛蓄電池（PbAB）は車両用蓄
電池として有名ですが、電力・通
信設備のバックアップ電源として
も数多く使用されています。バッ
クアップ電源は車両用蓄電池と
異なり、普段は充電状態であり、
設備の非常時に電力を供給しま
す。ところが、PbABがいざという
ときに放電しないといった不具合
が報告されています。
　PbABの不具合の要因として、
負極で硬い硫酸鉛（PbSO4）が生
成する（サルフェーション）、正極
格子が軟らかくなる、正極材料が
集電体から抜け落ちるといった
事象が報告されています。これら

の不具合を解明するために、劣化
したPbABの電気化学測定や電
極材料の顕微鏡による観察がお
こなわれていますが、劣化機構の
解明には至っていません。そこ
で、本研究では、原子・分子レベル
の 計 算 機シミュレーションとい
う、これまでとは違ったアプロー
チを使って、PbABの課題に取り
組みました。

2．鉛蓄電池の概要
　PbABの概要図を第１図に示し
ています。PbABは、正極材料に
二酸化鉛（PbO2）を、負極材料に
鉛（Pb）を、電解液に硫酸水溶液
を用いた充電可能な電池です。

電気化学反応式は以下のとおり
です。

（正極）PbO2 + HSO4‒ + 3H3O+ + 2e‒

　　　⇄ PbSO4 + 5H2O   （1）
（負極）Pb + HSO4‒ + H2O
　　　⇄ PbSO4 + H3O+ + 2e‒  （2）
　ここで右向きの矢印は放電を、
左向きの矢印は充電を示します。
放電時の生成物は、正極・負極と
もにPbSO4です。
　これまでのPbABの電極材料に
ついての興味深い実験的報告が
ありま す 。放 電 時 に 生 成 す る
PbSO4の結晶構造が正極と負極
で同じですが、電気化学測定で得
られた両者のイオン移動抵抗が
異 なるということです 。これは

PbSO4の局所的な構造，特に電
解液との界面が正極と負極とで
異なることが原因ではないかと考
えられます。

3．第一原理分子動力学計算
　 第 一 原 理 分 子 動 力 学（ A b 
initio molecular dynamics: 
AIMD）計算は、原子・分子をあら
わに表現して、電子状態を量子力
学計算によって計算して、原子核
の運動を古典力学的に予測する
計算手法で、原理的に化学反応を
予測することが可能です。本研究
では、PbABの負極材料であるPb
表面と電解液である硫酸水溶液
のモデル系についてAIMD計算
を実行した結果を紹介します。

4．計算結果
　最初にPbの（100）面上に30 
wt%の希硫酸水溶液のモデルを
作成し、AIMD計算を実行しまし
た。その結果、200 ps経過しても
化学反応が観測されず、Pb表面
と電解液の間に真空層が観測さ
れました（第２図(a)）。
　電池の電極表面付近の電解液
は電場の影響を受けるため、電気
二重層の構造をとっていると考え

られます。つまり、PbABの負極で
は 、P b 表 面 の 直 近 に 多 く の
HSO4‒イオンが集まっていると考
えられます。そこで、本研究では
電場を考慮しませんが、電解液は
電気二重層の構造を模擬したモ
デルを作成して、AIMD計算を実
行しました。このモデルでも化学
反応は観測されませんでしたが、
Pb表面に集まっているHSO4‒イ
オンがPb表面のPb原子に接近し
ました（第２図(b)）。
　次にPbABの放電を模擬した
AIMD計算を実行しました。反応
式(2)から，負極でPbSO4が生成
するためには、負極の電子数が不
足した状態を模擬する必要があ
ります。電気二重層モデルで電子
不足としたAIMD計算では、Pb表
面のPbが硫酸水溶液中に入り込
み、PbSO4の生成が観測されまし
た（第２図(c)）。
　AIMDによって予測された結果

は、これまで実験的に提唱されて
いたPbSO4生成の挙動を再現し
ています。

5．今後の課題
　本研究で実行したAIMD計算
は、電場を考慮していないこと、
電子数の不足状態が理論的に精
確ではないことなどの欠点があり
ます。これらの欠点を補って、自由
エネルギーの観点からPbABの
電気化学反応を評価していきま
す。

6．謝辞
　本報告の結果は、東京大学の
Reedbush-Uを用いたHPCIシ
ステム利用研究課題の成果によ
る も の で す（ 課 題 番 号 ：
hp170010）。
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第一原理分子動力学計算による鉛蓄電池の
劣化の解明
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1．背景および目的
　近年のめざましいＩＣＴ（情報通信技術）の発展により、
様々な業種・分野において、新たなデジタル化の仕組み・
サービスの開発が盛んに行われており、このデジタル化
の波は電力業界においても大きな変革をもたらすもの
です。
　火力事業本部では、Ｋ－ＶａＣＳ※（ケイバックス）のサー
ビスの一つとして、ＡＩ・ＩｏＴといった先端技術と、発電事業
者として培ってきた技術や経験、ノウハウを融合した、火
力発電所向け遠隔監視サービスを２０１７年９月に開始し
ました。
※Kansai-Value Creation Serviceの略で、発電所の基

本計画策定から運転開始後の設備運転・保守、設備更
新支援に至る、発電所の全てのライフサイクルにおい
て、ユーザーのニーズに合わせて価値を提案するサー
ビス

2．遠隔監視センターの概要
　遠隔監視センターとお客様の発電所をインターネット
ＶＰＮを用いて接続し、OSIsoft社のPIsystemを用いて２
４時間３６５日リアルタイムに運転データを受信・蓄積する
システムを構築しました。これら蓄積された運転データ
と、当社の技術・ノウハウおよび、ＡＩ技術を用いた各種
データ分析ツールを駆使し、顧客である事業者のニーズ
に沿ったきめ細かなＯ＆Ｍ技術支援を行っています。

3．遠隔監視サービス概要
（1）運転状態・性能監視
　これまで培ってきた運転監視のノウハウならびに、それ
らに基づき作成したオリジナルの画面を用いてプラント
運転状態の監視・分析を行い、異常兆候の早期発見や初
動対応の通知・アドバイス、根本原因の特定および適切な
再発防止対策について、レポート等を通じてユーザーに
提供しています。
　また、プラント熱効率等の性能についても正常時の
データとの比較や、当社ノウハウに基づいた分析を行っ
て監視することで、効率低下原因の特定や高効率運転維
持に寄与します。

（2）早期異常検知
　当直経験の長い熟練の監視員が直接プラント運転
データの動きを見て異常の有無を判断する他に、機械学
習等のＡＩによる高度分析ツールを活用した早期異常検
知システムを導入しています。当社のこれまでの実績よ
り、コスト影響の大きいトラブルに対して異常検知モデル
を構築しており、事業者のＫＰＩ(Key Performance Indicator)
を毀損する計画外停止や重大事故の拡大防止に寄与し
ます。

4．今後の取り組み
　今後も、お客様に付加価値を提供できるよう、長年の
発電所運用経験からニーズを的確に捉え、最先端技術を
導入しながらサービスの向上や拡充を図っていきます。

執筆者名 ： 大部　祐貴

1．背景
　昨秋発売された「AIスピーカー」は2017新語・流行語大賞の
ノミネート30語に選出され注目を集めています。この旬な機
器は何が出来るのかを実感し、日本より3年早く市場投入され
た米国の現状を調査しましたので紹介します。

2．AIスピーカーか？スマートスピーカーか？
　外国では一般にスマートスピーカーと称しています。国内でも殆
どのメーカーはスマートスピーカーとして発表しています。数機種
を使用した実感ですが、「賢いスピーカー」なのは間違いないもの
の、「人工知能」として連想される高度なコミュニケーションが可能
なスピーカーは存在しません。AIスピーカーではなくスマートス
ピーカーと称するのが適切です。第1図に示すように、基本的にス
マートスピーカー本体は、マイクとスピーカーの音声入出力装置で
構成され、人が話した言葉はクラウド上の音声アシスタント（ソフト
ウェア）が音声認識処理します。これらは、別に設けるWi-Fi無線ルー
ターを介し機能します。

3．主要14機種の商品価格
　第2図のとおりスピーカー機能（優・良・可）により価格帯は3
区分されますが、バランスのよいラインナップです。

4．出来ること
　出来ることは、調べもの・音楽再生・日々のタスク管理・買い
物・家のデバイスを操作するなどです。スマートホームとして家
電を操作するイメージの一例を第3図に示します。
　Wi-Fi対応家電機器は未だ少数ですが、スマートリモコンは
不要です。従来から使っている家電機器を制御するには、Wi-Fi
を赤外線に信号変換するスマートリモコン（数種類販売済み）
が必要となります。つまり、スマートスピーカーを導入するだけ
では「スマートホーム」は実現しません。

5．米国の現状
　現在のメーカーシェアは、AmazonとGoogleで8割を占有し
ており、今後もこの傾向は続くと思われます。全米民生技術協
会(2018.1月発表)によれば、2017年から3年間の販売台数は
27百万台、43百万台、56百万台で、1.2億の世帯数を考慮す
れば信じ難い予測数値です。別の会社の調査によれば、家庭の
設置場所はリビング・キッチン・ベッドルームの順で、平均所有
台数は2台、1/3以上が複数台所有しており、総ユーザー数は
47百万人まで増加したという発表もあります。今後は住宅の
みならず、車内空間のタッチポイント獲得に移行する動きも出
てきています。

6．最後に
　日本市場が、米国のように爆発的に普及するか分かりません
が、魅力あるIoT機器であることは間違いありません。現在は、
簡単な家電機器操作・防犯・娯楽・情報サービスが主な用途で
すが、未開分野であるVPPやDR領域での活用も期待され、そ
の可能性についても調査してまいります。

執筆者名 ： 水谷　圭一

火力事業本部　火力開発部門　技術開発グループ 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）

スマートスピーカーの開発動向ＡＩ・ＩｏＴを活用した火力発電所向け
遠隔監視サービスについて
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が、魅力あるIoT機器であることは間違いありません。現在は、
簡単な家電機器操作・防犯・娯楽・情報サービスが主な用途で
すが、未開分野であるVPPやDR領域での活用も期待され、そ
の可能性についても調査してまいります。

執筆者名 ： 水谷　圭一

火力事業本部　火力開発部門　技術開発グループ 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）

スマートスピーカーの開発動向ＡＩ・ＩｏＴを活用した火力発電所向け
遠隔監視サービスについて
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1．知的財産権と独禁法の関係
　特許権など知的財産権はその権利者に一定期間独
占的な実施権を付与することにより、発明などの活動
を奨励し、産業の発達へ寄与することなどを目的とし
ています。
　一方、自由な競争を通じて消費者の利益を確保し、
経済の健全な発達を促進するために、独占禁止法（私
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、以
下「独禁法」または「法」といいます）により、他の事業
者の事業活動の排除、支配による競争の制限を禁止し
ています。
　知的財産権の上記の性質から、その行使と認められ
る行為には独禁法の規定は適用されませんが（法21
条）、知的財産権の実施が独禁法上、知的財産権の行
使とは認められない場合は、独禁法の規定に抵触する
場合があります。
　その判断基準として、我が国では、公正取引委員会

（公取委）が「知的財産の利用に関する独占禁止法上
の指針」などを定めています。本解説では主に日本の
特許権と独禁法の関係を中心に説明します。

2．独禁法上の規制
　特許権の行使が独禁法の規定に抵触する局面には、
次の３つがあります。
①私的独占（法2条5項）：事業者が他の事業者の事業

活動を排除、支配することによって、一定の取引分野
における競争を実質的に制限すること

②不当な取引制限（法2条6項）：他の事業者と共同して
対価を決定するなどの取り決め（いわゆるカルテル）
による、相互の事業活動の拘束などにより、一定の
取引分野における競争を実質的に制限すること

③不公正な取引方法（法2条9項、19条）：公正な競争
を阻害するおそれがあるもので、法で定められるも
のと、公取委が指定するものがあります。

3．共同研究開発と独禁法
　共同研究開発契約においては、当事者が関連する

テーマで別途研究開発を行うことを制限する条項を規
定することがあります。
　公取委は「共同研究契約に関する独占禁止法上の
指針」により、共同研究開発期間中に、当事者が同一の
テーマで研究開発を行うことを制限する規定は、不公
正な取引方法には該当しないとしています。
　他方、共同研究開発契約とは関係ないテーマの研
究開発の制限や、共同研究開発終了後における同一
のテーマでの研究開発の制限は、不公正な取引方法
に該当するおそれがあるとしているので、研究開発契
約時には注意が必要です。

4．特許ライセンスと独禁法
　独禁法上、最も問題となりやすいのは特許ライセン
スに関する内容で、技術の利用にかかる制限行為につ
いて検討しておく必要があります。以下に、主なものを
紹介します。
　ライセンスを受けたいとの申し出の拒絶や、高額の
ライセンス料の要求自体は原則として独禁法に抵触し
ません。しかし、（ア）～（ウ）に該当するライセンス契約
は、特許権の行使には当たらず、不公正な取引方法に
該当するとされています。

（ア）ライセンスにかかる製品の販売価格・再販売価格
を制限する。

（イ）ライセンス契約対象特許または競争技術につい
て、ライセンスを受ける者（ライセンシー）が研究
開発をすることを制限する。

（ウ）ライセンシーが改良発明をした場合に、その権利
をライセンスする者（ライセンサー）に帰属させ
る、あるいは独占的実施を許諾する義務を課す。

　また、（エ）～（カ）に示す契約なども、公正な競争を
阻害するおそれが認められる場合には、不公正な取引
方法に該当するとされています。

（エ）ライセンシーが自分の特許権が侵害されたとして
ライセンサーおよび他のライセンシーに差止請求
をすることを禁止する（非係争条項）。例として、マ
イクロソフトがパソコンメーカーへウィンドウズを

ライセンスするにあたり課した、ライセンシーが有
する特許技術に関する非係争条項を公取委が問
題としたことがあります。

（オ）ライセンシーが、契約終了後に競合品を取り扱う
ことを禁止する。

（カ）特許権消滅後に、ライセンシーがその技術を使用
することを制限する、または特許権消滅後にも実
施料の支払義務を課す。

　一方、ライセンサーがライセンシーに対して全面的
な利用ではなく、利用範囲を限定してライセンスする
行為のうち、原則として独禁法には抵触しないものと
して、特許権の区分許諾（例えば生産、使用、輸出など
いずれかに限定したライセンス）、ライセンス期間の限
定、利用分野の制限（例えば特定の商品の製造に限
定）、特許を使って製造できる地域の限定、などがあげ
られています。

5．パテントプール、標準化と独禁法
　パテントプール（以下、「プール」といいます）は、複
数の特許権者が各社の権利についてライセンスする
権利を一つの組織に集中させ、その組織が構成員など
にライセンスを行う形態をいいます。プールには構成
員のライセンスにかかる手間や取引費用を削減する
機能があり、製品価格の低下につながるなどのメリッ
トがあることから、組織すること自体が独禁法上問題
になるわけではありません。
　しかし、例えば、ライセンスの申し出に対して、プー
ルが合理的な理由なく拒絶することで新規参入希望
者の事業活動を排除するようなことがあると、独禁法
違反に問われる可能性があります。
　また複数の事業者が共同で規格を策定する、いわゆ
る「標準化」を行う際にも、多数の特許を効率的に管理
するためにプールが形成されることがあります。公取
委はパテントプールに関するガイドラインで、規格に
関連する技術や製品の市場シェアが一定割合を下回
るような場合は、独禁法に抵触しないとしています。
　標準に組み込まれた特許は必然的にその事業に必

須となることから（標準規格必須特許）、特許権の保有
者が公正、合理的かつ非差別にライセンスすることを
宣言する、ＦＲＡＮＤ宣言（Fair, Reasonable, And 
Non-Discrimination）が行われます。この宣言をし
た者が、ライセンスの申し出を拒絶し、申出者に対して
侵害の差止を求めることは権利の濫用にあたるとされ
た事例があります。

6．独禁法に抵触する場合
　ライセンシーは、ライセンス契約上の制限条項が独
禁法に抵触するとして、それらの条項の無効を主張す
ることができます。　
　公取委は、ライセンシーからの申し出などにより、ラ
イセンス契約が独禁法上、特許権の行使には当たらな
いと認定した場合、排除措置としてライセンサーに対
し、契約条項の削除などを命じることができます。ま
た、事実を明らかにするため、事務所などに立ち入り調
査をすることもできます。

7．おわりに
　共同研究開発契約やライセンス契約の規定が独禁
法に抵触するかは、ガイドラインや指針などに基づき、
種々の要素を総合的に考慮して判断する必要があり
ます。
　契約の内容が独禁法上問題となるかどうか気にな
る場合には、事前に知財グループや法務に確認するよ
うにしてください。

（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。

研究開発室　知的財産グループ

特許権と独占禁止法
～特許権の行使が問題となる場合～
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第1表　燃料電池の種類と特徴

第2表　主な業務・産業用SOFC発電システムの例（2018年1月までの公開情報ベースでまとめたもの）

第3表　NEDO燃料電池・水素技術開発ロードマップ（業務・産業用燃料電池）（引用元：NEDOホームページ）
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ミニ解説 ミニ解説

1．はじめに
　燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに直接
変換する高効率で環境に優しい発電デバイスです。第1
表に、主な燃料電池の種類と特徴を示します。作動温度、
燃料種、熱利用等の観点でそれぞれに適した用途が考え
られますが、業務・産業用燃料電池については、いずれの
燃料電池においても適用が図られています。特に、固体
酸化物形燃料電池（SOFC）は発電効率が高く、実用化が
期待されてきました。
　2014年4月に示されたわが国のエネルギー基本計画
を受けて、経済産業省が策定した｢水素・燃料電池戦略
ロードマップ｣（2014年6月策定、2016年3月改訂）にお
いて、業務・産業用燃料電池については、2017年に発電
効率が比較的高いSOFCの市場投入を目指すことが計

画されました。そして、目標どおり2017年に複数機種が
市場に投入されました。

2．業務・産業用燃料電池の開発動向
　第2表に、現在、開発・実証・市販が行われている主な業
務・産業用SOFCを示します。このうち、京セラ、三浦工
業、三菱日立パワーシステムズ（MHPS）によって、SOFC
コジェネレーションシステムが2017年に市場投入されま
した。京セラは、これまで実績がある家庭用SOFC発電シ
ステム｢エネファームtypeS」の同社製セルスタックを用
いて、3kW級システムで発電効率52％（定格、LHV）を実
現しました。三浦工業は、新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）の事業において、種々のユーザーサイト
に発電システムを設置して実証評価実績を積み上げると

ともに、4.2kW級システムの販売を開始しました。MHPS
社は、SOFCとマイクロガスタービンを組み合わせた
250kW級加圧形ハイブリッドシステムについてNEDO
事業で様々な実証を行い、2015年の加圧形燃料電池の
常時監視の規制緩和を得て、市場投入を実現しました。こ
れらの市場投入に合わせて、2017年度からは、業務･産
業用SOFC導入のための補助金制度が創設され、導入費
用（設計費、設備費、工事費）の一部が補助されて、普及促
進が図られています。
　現在開発されている業務・産業用燃料電池発電システ
ムの容量は数kW級から数百kW級と幅があり、適用先に
ついても、飲食店、コンビニ、集合住宅、福祉施設、スー
パーマーケット、クリニック、工場、オフィスビル、ホテル
等、多岐にわたります。日立造船、富士電機、デンソー等に
おいても、業務・産業用コジェネレーションシステムの開
発が進められています。
　上述のコジェネレーションシステムに加え、ブルームエ
ナジージャパンは、2013年からモノジェネレーションシ
ステムを日本国内に設置して、長期契約・長期保証での電
力販売ビジネスを展開しています。また、富士電機は、
1998年に業務用100kW級PAFCコジェネレーションシ
ステムの販売を開始し、これまで多くの設置実績があり
ますが、最近では未利用燃料（消化ガス、バイオガス等）を
用いる発電システムとしての活用が活発化しています。
　さらに、水素社会の実現に向けた取り組みの一つとして、
純水素を燃料とする数kW～100kW級業務用PEFC発

電システムの開発が東芝燃料電池システムやブラザー
工業等によって進められています。

3．今後の取り組み
　第3表は、NEDOが改訂を進めている｢燃料電池・水素
技術開発ロードマップ｣のうち、業務・産業用燃料電池の
概要を示します（2017年12月に燃料電池分野が先行公
開されたもの）。これによると、各段階での達成性能レベ
ルが掲げられています。また、現状では初期導入コストと
運用メリットにおいて競合するガスエンジン等に比べて
優位性が低いことから、今後一層の経済性の向上が必要
であることが示されています。
　さらに、2025年頃までの取り組みとして、現在の実証
機よりも低価格帯での導入や、導入メリットが高い潜在的
ユーザー（比較的熱需要が少なく分散型エネルギーの活
用があまり進んでいない需要家や、停電リスクに備え
BCP対応が必要な需要家等）への導入が計画されていま
す。そして、2025年頃以降の自立的な普及拡大を目指
し、高効率SOFC分散型電源（モノジェネレーション、コ
ジェネレーション）の導入拡大、再生可能エネルギー・蓄
電池・高温蓄熱システムとの連携、最適制御によるスマー
トコミュニティの実現、CO2フリー水素を用いた自立分散
型エネルギーシステムの普及、SOFCによる超高効率発
電システムの実現等を目指す計画が掲げられています。
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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）
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第1図　クランプオン超音波流量計
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学位論文「低圧都市ガス用クランプオン超音波流量
計の開発」の概要
　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 Managemnet 
System)が注目されています。EMSでは各種センサを用
いてエネルギー使用量を計測し管理することで、効果的
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ます。
既設設備でガスの見える化を行う際、ガス配管を加工し
て流量計を挿入する必要がある場合がありますが、ガス
漏れリスクのためにガス管工事が容易でないことも多く
あります。このため、配管工事が不要で、容易にガス消費
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。
本論文では伝播時間差法を用いたクランプオン超音波
流量計に着目しました。この流量計のイメージを第１図に
示します。

 クランプオン超音波流量計では、配管の外側に１対の超
音波センサを設置します。片方のセンサから超音波を発
信し、他方のセンサで受信します。ここで、１対の超音波セ
ンサを配管の流れに対して斜めになるように設置します。
そうすると、流れに順方向に伝わる超音波は加速され、流

れに逆方向に伝わる超音波は減速されます。このため、超
音波の伝播時間を計測することで、流速を計測すること
ができます。
　しかし、このようなクランプオン超音波流量計は、もっ
ぱら液体用として用いられており、気体用は実用的には
用いられていません。特に、大気圧レベルの、いわゆる低
圧の都市ガス計測は技術的に非常に難しいといわれてい
ます。これは、金属の配管と内部のガスで超音波の伝播
特性が大きく異なるため、金属配管と内部ガスの境界で
超音波が大きく減衰してしまったり、金属配管を回りこむ
超音波がノイズとなり内部ガスを伝播する超音波が検出
できないという問題があるからです。
　本論文では、まず大気圧空気中で金属パイプを用いた
実験を行い、内部空気を伝播する超音波を検出する手法
について検討しました。次にパイプ内部に空気流を発生
させ、流量が計測できるかの検証を行いました。さらに、
実際のビルの低圧都市ガス配管で流量計測を試みまし
た。
　本研究の成果は、低圧都市ガス用クランプオン超音波
流量計の開発に非常に有効であり、ビルや工場でのエネ
ルギー管理に活用が期待されます。

執筆者名 ： 西口　博史

学位論文「高温作動ヒートポンプシステムに関する
研究」の概要
　2015年にバリで開催された気候変動枠組条約第
21回国際会議(COP21)では、地球温暖化防止に関す
る国際条約（ゆわゆるパリ協定）が、採択されました。
　この国際条約を達成するためには、すべてにおいて
省エネルギーを推進する必要があり、その方策として
は、①廃棄熱の有効活用と②機器効率の改善がありま
す。廃棄熱の有効活用では熱を効率よく採集できる高
効率熱交換器が、機器効率の改善では機器効率4～7
を達成でき大幅な効率アップができるヒートポンプが
注目されています。
　ヒートポンプとはいわゆるエアコンやエコキュート
のことで、空調・給湯の高効率機器として認知され普
及してきました。しかし、一番のエネルギー消費が多い
のは産業用部門であり、この部門での省エネルギーが
課題です。
　本研究では、産業用部門の省エネルギーに有効な
機器として、高温作動ヒートポンプシステムの開発を
目指しました。その研究は、廃熱回収などに使われる
熱交換器の高性能化、サイクル性能に及ぼす冷媒熱
物性の影響評価、そして、高温作動冷媒（メタノール）
を使用したサイクル構築と高温作動条件での性能評
価、検証です。
　熱交換器の高性能化としては、コンパクト熱交換器
としてプレートフィン熱交換器をとりあげ、圧力損失特
性および熱交換特性に関する実験をした。
　その結果、プレートフィン熱交換器における単相流
や二相流での圧力損失特性および熱伝達に関する性
能評価式の修正を行い、予測精度の向上を達成でき
ました。
　サイクル性能に及ぼす冷媒熱物性の影響評価とし
て、家庭用ヒートポンプ給湯器で採用されている二酸
化炭素（CO2）を基本とし、他の成分を組み合わせた混

合冷媒を選定し、実験用ヒートポンプサイクルを用い
て検討しました。
　その結果として、CO2に第2成分としてジフルオロ
エタン（R32）を添加することにより、最大COP値
100％CO2と比較して、CO2/R32混合物は5%高く、
作動圧力を低下させることがわかりました。
　高温作動冷媒を使用したヒートポンプサイクルで
は、100℃の廃棄熱が存在し、200℃クラスの加熱を
必要とする工程を想定し、市販で調達できる部品を
ベースに試験装置を組み立てて実証検証をしました。
　その結果、冷媒としてはメタノールを選定し、200℃
以上の加熱をCOP2.16の性能で運転できることを確
認しました。また、改善点を踏まえることで、COP3以
上の性能が実現可能であることがわかりました。
　今後は、本研究での成果もとに産業分野においての
省エネルギーを推進していきます。

執筆者名 ： 式地　千明
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技術研究所 エネルギー利用技術研究室の西口副主任研究員は、平成30年3月、福井大学から博士(工学)の学
位を授与されました。学位論文のテーマは「低圧都市ガス用クランプオン超音波流量計の開発」であり、福井大
学大学院工学研究科 長宗高樹准教授のご指導のもと、エネルギー管理に役立つ超音波計測技術の研究結果に
ついて取りまとめたものです。

技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市産業）の式地シニアリサーチャーは、平成30年３月神戸大学か
ら博士（工学）の学位を授与されました。学位論文のテーマは、「高温作動ヒートポンプシステムに関する研究」
であり、神戸大学工学研究科浅野教授のご指導のもと、プレートフィン熱交換器の伝熱研究、高温ヒートポンプ
の研究成果を取りまとめたものです。

超音波計測の分野で技術研究所員に
博士(工学)の学位授与

機械工学分野で技術研究所員に
博士（工学）の学位授与
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圧の都市ガス計測は技術的に非常に難しいといわれてい
ます。これは、金属の配管と内部のガスで超音波の伝播
特性が大きく異なるため、金属配管と内部ガスの境界で
超音波が大きく減衰してしまったり、金属配管を回りこむ
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実験を行い、内部空気を伝播する超音波を検出する手法
について検討しました。次にパイプ内部に空気流を発生
させ、流量が計測できるかの検証を行いました。さらに、
実際のビルの低圧都市ガス配管で流量計測を試みまし
た。
　本研究の成果は、低圧都市ガス用クランプオン超音波
流量計の開発に非常に有効であり、ビルや工場でのエネ
ルギー管理に活用が期待されます。

執筆者名 ： 西口　博史

学位論文「高温作動ヒートポンプシステムに関する
研究」の概要
　2015年にバリで開催された気候変動枠組条約第
21回国際会議(COP21)では、地球温暖化防止に関す
る国際条約（ゆわゆるパリ協定）が、採択されました。
　この国際条約を達成するためには、すべてにおいて
省エネルギーを推進する必要があり、その方策として
は、①廃棄熱の有効活用と②機器効率の改善がありま
す。廃棄熱の有効活用では熱を効率よく採集できる高
効率熱交換器が、機器効率の改善では機器効率4～7
を達成でき大幅な効率アップができるヒートポンプが
注目されています。
　ヒートポンプとはいわゆるエアコンやエコキュート
のことで、空調・給湯の高効率機器として認知され普
及してきました。しかし、一番のエネルギー消費が多い
のは産業用部門であり、この部門での省エネルギーが
課題です。
　本研究では、産業用部門の省エネルギーに有効な
機器として、高温作動ヒートポンプシステムの開発を
目指しました。その研究は、廃熱回収などに使われる
熱交換器の高性能化、サイクル性能に及ぼす冷媒熱
物性の影響評価、そして、高温作動冷媒（メタノール）
を使用したサイクル構築と高温作動条件での性能評
価、検証です。
　熱交換器の高性能化としては、コンパクト熱交換器
としてプレートフィン熱交換器をとりあげ、圧力損失特
性および熱交換特性に関する実験をした。
　その結果、プレートフィン熱交換器における単相流
や二相流での圧力損失特性および熱伝達に関する性
能評価式の修正を行い、予測精度の向上を達成でき
ました。
　サイクル性能に及ぼす冷媒熱物性の影響評価とし
て、家庭用ヒートポンプ給湯器で採用されている二酸
化炭素（CO2）を基本とし、他の成分を組み合わせた混

合冷媒を選定し、実験用ヒートポンプサイクルを用い
て検討しました。
　その結果として、CO2に第2成分としてジフルオロ
エタン（R32）を添加することにより、最大COP値
100％CO2と比較して、CO2/R32混合物は5%高く、
作動圧力を低下させることがわかりました。
　高温作動冷媒を使用したヒートポンプサイクルで
は、100℃の廃棄熱が存在し、200℃クラスの加熱を
必要とする工程を想定し、市販で調達できる部品を
ベースに試験装置を組み立てて実証検証をしました。
　その結果、冷媒としてはメタノールを選定し、200℃
以上の加熱をCOP2.16の性能で運転できることを確
認しました。また、改善点を踏まえることで、COP3以
上の性能が実現可能であることがわかりました。
　今後は、本研究での成果もとに産業分野においての
省エネルギーを推進していきます。

執筆者名 ： 式地　千明

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室 研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室

技術研究所 エネルギー利用技術研究室の西口副主任研究員は、平成30年3月、福井大学から博士(工学)の学
位を授与されました。学位論文のテーマは「低圧都市ガス用クランプオン超音波流量計の開発」であり、福井大
学大学院工学研究科 長宗高樹准教授のご指導のもと、エネルギー管理に役立つ超音波計測技術の研究結果に
ついて取りまとめたものです。

技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市産業）の式地シニアリサーチャーは、平成30年３月神戸大学か
ら博士（工学）の学位を授与されました。学位論文のテーマは、「高温作動ヒートポンプシステムに関する研究」
であり、神戸大学工学研究科浅野教授のご指導のもと、プレートフィン熱交換器の伝熱研究、高温ヒートポンプ
の研究成果を取りまとめたものです。

超音波計測の分野で技術研究所員に
博士(工学)の学位授与

機械工学分野で技術研究所員に
博士（工学）の学位授与
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