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電力中央研究所　システム技術研究所長　理事待遇

井上　俊雄

　私は大阪・京都方面へ週末に出張があった際の翌日は
京都市内の神社仏閣を訪ねることを楽しみにしている。こ
こ数年間の中で特に印象に残っているのは2014年1月
下旬、京都駅から市営地下鉄、市バスを乗り継いで上賀茂
神社に参拝した時のこと。市バスを降りてから上賀茂神社
の広い境内を一ノ鳥居、二ノ鳥居を通って本殿の方向に
進んでいくと「国宝・本殿特別参拝」の札の文字に目がと
まり、早速、社務所で参拝を申し込んだ。その特別参拝で
は神職から、お祓い用の首掛けを戴いた後、説明を受けな
がら国宝である本殿、権殿（ごんでん）の外観を拝観した。
権殿は本殿のすぐ左隣（西側）にある本殿と同じ形・大き
さの建物で、祭神を祀る本殿と常設の仮殿である権殿が
東西に並び建つのは上賀茂神社の特徴の一つ。権殿は本
殿が普段とは違う状況において神儀を遷す御殿で調度品
まで本殿に準じている。その普段とは違う状況の代表例
が21年毎に社殿を新しくする式年遷宮で、それを翌年
2015年10月に控えて権殿で進められていた修復作業を
拝見して初めて、式年遷宮が上賀茂神社で執り行われて
いることを知った（下鴨神社ほか式年遷宮を執り行ってい
る神社が全国にいくつかあることも後で知った）。
　式年遷宮の「式年」とは定められた年を意味し「遷宮」
とは神社の本殿を修繕するときなどに祭神を遷すこと、
つまり定期的に祭神を遷すことが式年遷宮。ちょうど前
年2013年10月に伊勢神宮で式年遷宮の遷御の儀が行
われたことから、式年遷宮は伊勢神宮特有の行事だと思
い込んでいた。伊勢神宮では20年毎の式年に内宮・外
宮の正宮や別宮などの建物が造り替えられ、また、内
宮・外宮や別宮の神宝・装束も全て一新された。式年毎
に繰返し再生することで伊勢神宮の常若の精神を式年
遷宮は象徴していると言われている。上賀茂神社では社
殿の多くが国宝や重要文化財に指定されているので建
物の造り替えはできず代わりに屋根を葺き替える。
　何故、式年が約20年毎なのかに関しては諸説がある
ようで、その一つに「社殿を造営する宮大工、神宝・装束

を新調する工匠などの人材を育成して伝統技術を次世
代に継承するには20年程度毎が適当」の説がある。20
歳代に最初の遷宮を経験した宮大工や工匠などが次回
は40歳代として後進を育成して技術継承する世代交代
の仕組みといえる。
　さて、我が国の電気事業における電力技術の次世代
への継承に関しては、これまでの高度経済成長による
電力需要増加の時代には電力設備の新増設を通じて
発展したハード面とソフト面の新しい電力技術を次世
代が担ってきた。しかし、経済成長と電力需要増加が鈍
化するこれからの時代では、電力安定供給の基盤を築
いてきたこれまでの電力技術を継承するという伝統技
術継承の色が濃くなってくる。電気事業に関わる各事業
者ともに電力技術の人材育成・技術継承が課題になり
つつあり対応策が具体的に検討されている。私は電気
事業の研究機関で電力系統の解析・制御分野の研究開
発に長年従事してきた。その研究機関の創設者である
松永安左ヱ門が「産業研究は知徳の練磨であり、もって
社会に貢献すべきであると悟った」とのメッセージを遺
されている。私の研究分野では社会に役立つ専門性の
高い研究者を育てるために必要な知徳の練磨には少な
くとも15年はかかると実感している。人材育成に必要
な最短年数を式年と考えると私の分野の式年は15年
くらいであろう。式年遷宮の制度を作り上げた先人にな
らって電気事業の産業研究者の人材育成・技術継承の
仕組みとその実践を私なりに考えていきたい。

1980年3月　早稲田大学理工学部電気工学科卒業
1982年3月　早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻
　　　　　　 修士課程修了
1982年4月　電力中央研究所入所（現在に至る）
主として電力系統の事故時および平常時の周波数変動解
析に関する研究に従事し、電気学会電気学術振興賞・論文
賞等を受賞。博士（工学）。
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第1図　母線保護リレーの保護対象（複母線方式）

第2図　リレー装置の構造と基本構成

（b） 新仕様

（a） 従来仕様

第3図　誤動作に至る故障の組み合わせ

（b） 新仕様

（a） 従来仕様
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送配電カンパニー　電力システム技術センター　制御グループ

275kV母線保護リレーにおける一括保護・分割保護ユニットの統合と信頼度評価
1研究紹介

1．はじめに
　電気所の母線はいくつかの送配
電線や変圧器などが接続されて構
成されています。そのため、特に
275kV系などの基幹系統では、母
線において事故が発生した場合、
事故除去が遅れると、その影響範
囲が広くなることから、高速な事故
除去が可能な母線保護リレーを設
置しています。また、停電区間を極
小化する必要性があることから、保
護対象となる母線が複母線方式の
場合には、母線全体で事故点の保
護区間内外判定をする一括保護リ
レーと、母線ごとに内外判定をする
分割保護リレーの2要素構成とし、
事故母線を確実に選択遮断できる
ようにしています（第1図参照）。
　当社の275kV母線保護リレーは
保護方式として、一括保護リレーに
電圧差動リレー方式、または電流差
動リレー方式を、分割保護リレーに
電流差動リレー方式を適用してい
ます。電圧差動リレー方式はその特
性上、他用途の装置とCTコアを共
有できないことから、CTコアおよ
び、リレー装置の入力変換器を一
括保護リレー用と分割保護リレー
用、それぞれ個別に用意する必要
がありました。加えて、リレーCPU
に要求される処理能力を確保する
必要性から、そのハードウェアにつ
いてもそれぞれ独立したユニット構
成としており、装置費用増の一因と

なっていました。
　今回、275kV母線保護リレーに
おける一括保護リレーの保護方式
を電流差動リレー方式にする事に
より、CTコアおよび入力変換器の
共用に加え、一括保護リレーユニッ
ト・分割保護リレーユニットの統合
を実現し、リレー装置のコストを削
減したのでその結果を報告します。

2．275kV母線保護リレー装置
　の構造と基本構成
　ディジタルリレー導入当初の
CPUでは、1ユニットで一括保護リ
レー・分割保護リレーの2つの演算
処理を実現することは技術的に困
難であったため、第2図（a）のような
装置構成としていましたが、CPU処
理能力の向上と小型化により、1ユ
ニットで実現することが可能となり
ました。そこで新仕様では、第2図 

（b）に示すように、一括保護リレー

と分割保護リレーの機能を1枚の
CPU基板（メインリレー）に集約し、
電圧要素のみで動作する事故検出
用のCPU基板（FDリレー）と合わせ
て1ユニット構成としました。トリッ
プ指令は、それぞれの基板がMX、
FDXを動作させることで出力する
仕様となっています。さらに、従来
仕様では2つ使用していたCTコア
および入力変換器についても、一
括保護リレー用と分割保護リレー
用を共用する仕様とし、より合理的
な装置構成としました。　

3．信頼度評価
　今回採用するメイン・FD構成は、
線路保護リレーや単母線保護リ
レーなどに広く適用されています。
しかし、本装置のFDリレーは電圧
要素のみで動作することから、メイ
ンリレーが誤動作側に故障してい
るときに外部事故が発生すると、リ

レー装置が誤動作するリスクがあ
ります。そのため、従来仕様と比較
して信頼度の低下が懸念されま
す。そこで、一般的にディジタル保
護リレーの信頼度解析に用いられ
ている状態遷移図や、部品ごとの
故障率データを活用した信頼度評
価を活用し、装置の誤動作率・不動
作率について検討しました。本報告
は誤動作率に関する検討結果を報
告します。
　新仕様と従来仕様のそれぞれに
ついて誤動作に至る故障の組み合
わせを第3図（a）および第3図（b）
に示します。例えば、第3図（a）で
A/D変換（一括用）と補助Ry（分割
用）の両方が動作側に故障したとき
誤動作に至ることを示しています。
ここで、入力変換器の故障に対する
影響は保護ブロックの構成によっ
て異なることから、仕様ごとに考慮
する必要があります。従来仕様で
は、一括保護リレーユニットが電流
要素のみで動作することから、入力
変換器を一括保護リレーの誤動作

故障要因の1つとしました。また、分
割保護リレーユニットは電圧要素と
電流要素の両方を動作条件とする
ことから対象外としました。一方、新
仕様では、いずれのユニットでも入
力変換器を誤動作故障要因の1つ
としました。なお、入力変換器の故
障率は非常に低いため、電圧用・電
流用入力変換器が同時に故障する
ケースは検討対象外としました。ま
た、新仕様ではメインリレー故障中
の外部事故時にも誤動作が考えら
れ、検討の結果、仕様見直しにより
上昇する誤動作率は9.69×10-14と
なりました。
　この値は、電気協同研究で報告
されているディジタルリレーの誤
動作率の実績値、2.20×10-4よりも

十分小さく、当初懸念された信頼
度低下は発生しないと考えます。す
なわち、275kV母線保護リレーに
本仕様を適用しても信頼度上問題
ないことが確認できました。

4．おわりに
　本報告で述べました、一括・分割
保 護リレーユニット統 合による
ハードウェア削減により、1装置あ
たり現単価の約9%に相当するコ
スト削減となり、装置信頼度を下げ
ることなく、コスト削減を実現する
ことができました。今後は、装置の
本格導入に向けて検討を進めてい
く予定です。

送配電カンパニー　電力システム技術センター　制御グループ

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

第2図　リレー装置の構造と基本構成

（b） 新仕様

（a） 従来仕様

第3図　誤動作に至る故障の組み合わせ

（b） 新仕様

（a） 従来仕様
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第1図　OFケーブル接続部の構造と漏油経路

第2図　開発した漏油補修工法の概略

写真1　長期耐油圧性能試験

（a）SBRテープ（らせん巻き）

（b）SBRテープ（手巻き端部の補強） （c）SBRテープ（スロープ部の補強） （d）発砲ウレタンテープ
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OFケーブル接続部簡易漏油補修工法の開発
2研究紹介

1．はじめに
　高度経済成長期に建設されOF
ケーブルは経年30年を超える設備
も多くあります。当社においても
CVケーブルへの計画的なリプレー
ス工事を行っていますが、いまだ線
路亘長の25%程度の高経年化OF
線路を有しており、近年、人孔内中
間接続部鉛工部からの漏油障害が
増加しています。OFケーブルから
の継続的な油漏れは、線路の絶縁
破壊事故に至るだけでなく、土壌等
への流出により環境汚染につなが
ることから、線路停電を取得し、迅速
な修理対応が必要となります。
　通常、鉛工部の解体再鉛工修理
を行いますが、補修作業員（鉛工技
能者）の確保ができない場合があ
り、応急処置として、直営にて漏油
箇所にテープ巻きによる仮補修を
行うことがあります。しかし、この仮
補修工法では油漏れ量の低減はで
きても完全に止めることはできな
いため、仮補修時に漏油箇所での
長期的な油止め性能を有するOF
接続部簡易漏油補修工法の開発に
取り組みました。

2．OF接続部の構造と漏油経路
　OFケーブル接続部の構造を第1
図に示します。接続箱内部には絶縁
油が充填されており、常時、大気圧
以上の圧力が外部に設置された油
槽によって加えられています。鉛工
部（玉鉛工、座鉛工）は、ケーブル

シース回路の電気的な接続およ
び、接続箱内の絶縁油の流出を防
ぐ役割を担っていますが、ケーブル
の熱挙動による鉛工部の亀裂や施
工不良が原因で、図に示すa～cの
ような経路で漏油が発生する場合
があります。　

3．従来の接続部漏油補修工法
　中間接続部から漏油が発生した
場合、停電を取得して漏油箇所の詳
細な調査を行いますが、一定量以
上の漏れ量が確認されれば、再度
停電を取得し、鉛工部の解体再鉛
工修理で対応しています。解体再鉛
工修理は、ケーブルと接続箱外部
銅管との隙間に火気バーナーで溶
融した鉛半田を盛り付ける作業で
あり、接続箱内の絶縁油が漏出しな
い施工品質が求められます。このた
め、熟練した技能が必要となります
が、OF設備の減少により鉛工技能
者が激減しており、鉛工修理作業員
の確保が難しくなっています。

　鉛工修理対応ができない場合、
応急処置として漏油箇所の上から
SBRテープとガラステープの重ね
巻きを行い、漏油箇所を押さえつ
けることで、漏れ量の低減を図って
います。しかしこの工法は、密閉性
が低いため漏れ量を低減できても
完全に止めることができず、施工後
数ヶ月以内に解体再鉛工修理が必
要となるほか、漏油箇所を直接押さ
え付ける必要があるため、鉛工と同
様に停電が必要となります。

4．開発したOFケーブル接続部
簡易漏油補修工法

　開発した工法の概略を第２図に
示します。本工法では接着剤の使
用とSBRテープの巻き方を変更す
ることで、長期的な油止め性能が得
られるほか、手巻防食層の上から
テープを巻付け、接続部全体を密
閉することができるため、漏油箇所
の特定をする必要がなく、停電が
不要となります。　

　工法手順として、まず漏油箇所の
全域を覆うように接着剤を塗布した
SBRテープを巻付け、漏れ出る油を
閉じ込める密閉構造を形成します。
手巻防食層は緩やかなカーブ形状
を有するため、SBRテープが漏油箇
所と十分密着するよう円周方向へ
の巻付けではなく、らせん巻きとし
ました（第２図（a））。また、線路の
ケーブル内油圧が高い場合、油圧
に耐え切れずSBRテープが膨張し
亀裂が発生することから、手巻き防
食端（第2図（b））および手巻きス
ロープ部（第2図（c））には、SBRテー
プの重ね巻き補強を行いました。さ
らに、発泡ウレタンテープを巻付
け、SBRテープを押さえつけること
で密閉構造の補強を施しました。
　本工法は、鉛工のような特殊技
能を必要としないことが特徴であ
り、77kVの単心・三芯OF中間接
続部での適用が可能です。

5．開発した補修工法の性能評価
　現場では漏油事象の発見から本
修理のための停電取得に、6ヶ月程

度の期間を有することもあるため、
長期耐油圧性能について評価を行
いました（写真1参照）。単心・三芯接
続部に関わらず補修構造は同じで
あるため、検証試験には単心接続部
を用いました。0.3（MPa）の油圧を
6ヶ月の間維持し、油漏れの発生が
ないことから、6ヶ月間の耐油圧性
能を確認することができました。

6．実線路への適用
　運用中のOF線路の接続部

（77kV　三芯150mm2）にて鉛工
部から漏油が発生したため、本工
法にて仮補修を実施しました。補
修線路は油圧が年間変化の最大
値で0.18（MPa）の線路でしたが、
補修から6ヶ月が経過したH30.8
末において、線路の油量低下は確
認されていません。

7．まとめ
　OFケーブル中間接続部鉛工部
からの漏油障害に対し、無停電作業
で、かつ長期的な油止め性能を有す
る簡易な漏油仮補修工法の開発に
成功しました。鉛工のような特殊技
能を必要としないことから、本修理
対応までの応急処置として、直営作
業における簡易な漏油補修工法の
一つとしての採用が期待されます。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

現在のOFケーブル接続部の簡易漏油補修工法は、停電が必要であるとともに、密閉性が低いため完全に油を止
めることができず、すぐに本補修を行う必要があります。本補修では鉛工と呼ばれる特殊技能が必要となります
が、近年鉛工技能保有者が激減しており、鉛工修理作業員の確保が難しくなっています。今回、停電が不要である
とともに、密閉性を高めることで長期的な油止効果を有する新たな簡易漏油補修工法を開発しました。

OFケーブル接続部簡易漏油補修工法の開発

山田　章一郎
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）
地中送電設備に関する技術研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

電力システム技術センター　地中送電グループ　　那須　祐治
研究に携わった人



第1図　OFケーブル接続部の構造と漏油経路

第2図　開発した漏油補修工法の概略

写真1　長期耐油圧性能試験

（a）SBRテープ（らせん巻き）

（b）SBRテープ（手巻き端部の補強） （c）SBRテープ（スロープ部の補強） （d）発砲ウレタンテープ

R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.495 5R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.4954

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

OFケーブル接続部簡易漏油補修工法の開発
2研究紹介

1．はじめに
　高度経済成長期に建設されOF
ケーブルは経年30年を超える設備
も多くあります。当社においても
CVケーブルへの計画的なリプレー
ス工事を行っていますが、いまだ線
路亘長の25%程度の高経年化OF
線路を有しており、近年、人孔内中
間接続部鉛工部からの漏油障害が
増加しています。OFケーブルから
の継続的な油漏れは、線路の絶縁
破壊事故に至るだけでなく、土壌等
への流出により環境汚染につなが
ることから、線路停電を取得し、迅速
な修理対応が必要となります。
　通常、鉛工部の解体再鉛工修理
を行いますが、補修作業員（鉛工技
能者）の確保ができない場合があ
り、応急処置として、直営にて漏油
箇所にテープ巻きによる仮補修を
行うことがあります。しかし、この仮
補修工法では油漏れ量の低減はで
きても完全に止めることはできな
いため、仮補修時に漏油箇所での
長期的な油止め性能を有するOF
接続部簡易漏油補修工法の開発に
取り組みました。

2．OF接続部の構造と漏油経路
　OFケーブル接続部の構造を第1
図に示します。接続箱内部には絶縁
油が充填されており、常時、大気圧
以上の圧力が外部に設置された油
槽によって加えられています。鉛工
部（玉鉛工、座鉛工）は、ケーブル

シース回路の電気的な接続およ
び、接続箱内の絶縁油の流出を防
ぐ役割を担っていますが、ケーブル
の熱挙動による鉛工部の亀裂や施
工不良が原因で、図に示すa～cの
ような経路で漏油が発生する場合
があります。　

3．従来の接続部漏油補修工法
　中間接続部から漏油が発生した
場合、停電を取得して漏油箇所の詳
細な調査を行いますが、一定量以
上の漏れ量が確認されれば、再度
停電を取得し、鉛工部の解体再鉛
工修理で対応しています。解体再鉛
工修理は、ケーブルと接続箱外部
銅管との隙間に火気バーナーで溶
融した鉛半田を盛り付ける作業で
あり、接続箱内の絶縁油が漏出しな
い施工品質が求められます。このた
め、熟練した技能が必要となります
が、OF設備の減少により鉛工技能
者が激減しており、鉛工修理作業員
の確保が難しくなっています。

　鉛工修理対応ができない場合、
応急処置として漏油箇所の上から
SBRテープとガラステープの重ね
巻きを行い、漏油箇所を押さえつ
けることで、漏れ量の低減を図って
います。しかしこの工法は、密閉性
が低いため漏れ量を低減できても
完全に止めることができず、施工後
数ヶ月以内に解体再鉛工修理が必
要となるほか、漏油箇所を直接押さ
え付ける必要があるため、鉛工と同
様に停電が必要となります。

4．開発したOFケーブル接続部
簡易漏油補修工法

　開発した工法の概略を第２図に
示します。本工法では接着剤の使
用とSBRテープの巻き方を変更す
ることで、長期的な油止め性能が得
られるほか、手巻防食層の上から
テープを巻付け、接続部全体を密
閉することができるため、漏油箇所
の特定をする必要がなく、停電が
不要となります。　

　工法手順として、まず漏油箇所の
全域を覆うように接着剤を塗布した
SBRテープを巻付け、漏れ出る油を
閉じ込める密閉構造を形成します。
手巻防食層は緩やかなカーブ形状
を有するため、SBRテープが漏油箇
所と十分密着するよう円周方向へ
の巻付けではなく、らせん巻きとし
ました（第２図（a））。また、線路の
ケーブル内油圧が高い場合、油圧
に耐え切れずSBRテープが膨張し
亀裂が発生することから、手巻き防
食端（第2図（b））および手巻きス
ロープ部（第2図（c））には、SBRテー
プの重ね巻き補強を行いました。さ
らに、発泡ウレタンテープを巻付
け、SBRテープを押さえつけること
で密閉構造の補強を施しました。
　本工法は、鉛工のような特殊技
能を必要としないことが特徴であ
り、77kVの単心・三芯OF中間接
続部での適用が可能です。

5．開発した補修工法の性能評価
　現場では漏油事象の発見から本
修理のための停電取得に、6ヶ月程

度の期間を有することもあるため、
長期耐油圧性能について評価を行
いました（写真1参照）。単心・三芯接
続部に関わらず補修構造は同じで
あるため、検証試験には単心接続部
を用いました。0.3（MPa）の油圧を
6ヶ月の間維持し、油漏れの発生が
ないことから、6ヶ月間の耐油圧性
能を確認することができました。

6．実線路への適用
　運用中のOF線路の接続部

（77kV　三芯150mm2）にて鉛工
部から漏油が発生したため、本工
法にて仮補修を実施しました。補
修線路は油圧が年間変化の最大
値で0.18（MPa）の線路でしたが、
補修から6ヶ月が経過したH30.8
末において、線路の油量低下は確
認されていません。

7．まとめ
　OFケーブル中間接続部鉛工部
からの漏油障害に対し、無停電作業
で、かつ長期的な油止め性能を有す
る簡易な漏油仮補修工法の開発に
成功しました。鉛工のような特殊技
能を必要としないことから、本修理
対応までの応急処置として、直営作
業における簡易な漏油補修工法の
一つとしての採用が期待されます。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

現在のOFケーブル接続部の簡易漏油補修工法は、停電が必要であるとともに、密閉性が低いため完全に油を止
めることができず、すぐに本補修を行う必要があります。本補修では鉛工と呼ばれる特殊技能が必要となります
が、近年鉛工技能保有者が激減しており、鉛工修理作業員の確保が難しくなっています。今回、停電が不要である
とともに、密閉性を高めることで長期的な油止効果を有する新たな簡易漏油補修工法を開発しました。

OFケーブル接続部簡易漏油補修工法の開発

山田　章一郎
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）
地中送電設備に関する技術研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

電力システム技術センター　地中送電グループ　　那須　祐治
研究に携わった人



写真2　従来品の取付作業

写真1　従来品の構造

第1図　落線防止機材の役割

第1表　試作品の評価

把持部とロープが一体構造

写真3　開発品の構造

写真4　開発品の取付作業

連結ロープ

把持金具

取付治具にワンタッチ取り付け

ワンタッチの中心部を電線にあて、
ツメを嵌め込む

把持部とロープが別製品
（1箇所に把持金具×3、ロープ×1）
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送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

高圧5mm電線用ワンタッチ式落線防止機材の開発
3研究紹介

1．研究の背景とねらい
　高圧5mm電線の応力腐食は、被
覆剥ぎ取り箇所などから雨水が浸
水、滞留することにより、電線の変
色・劣化が局所的に発生します。電
線点検において劣化箇所を特定す
ることが困難な状況であり、断線に
よる公衆災害のリスクに備え、すべ
ての径間に落線防止機材を取り付
ける対策を進めていますが、多大な
マンパワーと資材費を要していま
す。抜本的対策として平成28年4月
より応力腐食のないアルミ電線を
導入していますが、既設の銅電線を
アルミ電線に全て張替えるまでに
30年以上を必要とするため、落線防
止機材の取り付けを完了させる必
要があります。そこで、従来の落線
防止機材と比べ、作業時間の短縮お
よび資材費を抑制できる新たな落
線防止機材の開発を行いました。

2．開発の概要について
（1）従来品の概要
　従来の落線防止機材は、把持金具
と連結ロープで構成されています。
取付けする際は、把持金具を回転さ
せて電線に巻き付けるため、取り付
けに1箇所あたり約4分の時間が必
要です。金具で構成されているた
め、資材費が高額になっています。

（2）開発品の要求性能
　従来品の落線防止機材の構造、
作業性、性能を基に、開発品の要求

性能を検討した結果、以下3項目を
満足するように開発品の検討を行
いました。
　①間接活線工法で容易に取り付
けが可能であり、作業時間を大幅
に短縮できること。②従来品と比べ
低コストであること。③従来品と同
等以上の電気的性能、機械的性能、
長期信頼性能を有すること。

（3）開発品の仕様について
　ワンタッチ式落線防止機材は、
開発の第一ステップとして、適用
線種をOE5mm・SN-OE5mmと
しました。
　作業時間の短縮を図るために、
電線把持部の構造をこれまでの巻

き付け方式からワンタッチ（引っ掛
け）方式に見直し、資材費の抑制を
図るために、電線把持部と連結ロー
プを一体構造としました。

　電線把持部の形状・材料は、従来
品と同等以上の電気的・機械的・長
期信頼性能を満足することを条件
に試作と性能試験を繰り返し実施
し、決定しています。　

3．試作品による検討
　現行品と同様の構造では、開発
品に求める要求性能を満足するこ
とができないため、構造を大きく見
直した（巻付方式⇒引掛け方式）２
種類の試作品で検討を進めまし
た。「電線にツメを引掛ける試作品
１」と「電線を挟み込み引掛ける試
作品２」を安全性・作業性・コスト・生
産性で評価し、いずれの点も高評
価を得られた試作品1を開発品とし
て採用することを決定しました。

4．開発品の評価
　ワンタッチ式落線防止機材は、構
造を大きく見直すことで、間接活線
工法にて従来品の1/4以下の時間
で取り付け可能となり、作業時間を
大幅に短縮することができました。
また、電線把持部と連結ロープを
一体構造にすることで、1セット（電
線把持部×3、連結ロープ×1）あた
りの資材費を従来品（把持金具×
3、連結ロープ×1）から約5%抑制
することができています。
　電気的・機械的性能については、
従来品と同等の性能を満足し、長
期信頼性については、電線把持部
の材料を耐候性に優れた樹脂製品
にすることで、従来品と同等以上の
性能を満足することが出来ました。

5．成果と活用状況
　第一ステップとして、平成29年4月
にSN-OE/OE 5mm電線用ワンタッ
チ式落線防止機材の現場導入以降、
平成29年10月にはSN-OC 5mm電
線 用 、平 成 3 0 年 4 月には O C - I 
80mm2用を現場導入しており、電線

対策工事の大幅な効率化が図れてい
ます。なお、本開発品については特許
出願中です（特願2016-212633）。

6．今後の取り組み
　電線対策工事のさらなる効率化を
図るため、高圧電線への電線対策工
事は全て開発品であるワンタッチ式
落線防止機材に切替する予定です。
　また、落線防止機材の取り付け
数や取り付け間隔を見直すことで
過剰な取り付けを抑制し、さらなる
コスト低減への取組みを進めてい
く予定となっています。

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

高圧5mm電線の応力腐食は、雨水が導体と絶縁体の間に侵入し、浸水による電線の変色・劣化が局所的に発生
するため、巡視や点検において劣化箇所を特定することが困難です。そのため、すべての径間に落線防止機材を
取り付ける対策を進めていますが、多大なマンパワーと資材費を要しているため、作業時間の短縮および資材費
を抑制できる新たな落線防止機材を開発しました。

高圧5mm電線用ワンタッチ式落線防止機材の開発

近藤　房和
送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ
電線をはじめとした配電用品の開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

奈良電力本部　高田配電営業所　　中谷　賢治
研究に携わった人



写真2　従来品の取付作業

写真1　従来品の構造

第1図　落線防止機材の役割

第1表　試作品の評価

把持部とロープが一体構造

写真3　開発品の構造

写真4　開発品の取付作業

連結ロープ

把持金具

取付治具にワンタッチ取り付け

ワンタッチの中心部を電線にあて、
ツメを嵌め込む

把持部とロープが別製品
（1箇所に把持金具×3、ロープ×1）
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送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

高圧5mm電線用ワンタッチ式落線防止機材の開発
3研究紹介

1．研究の背景とねらい
　高圧5mm電線の応力腐食は、被
覆剥ぎ取り箇所などから雨水が浸
水、滞留することにより、電線の変
色・劣化が局所的に発生します。電
線点検において劣化箇所を特定す
ることが困難な状況であり、断線に
よる公衆災害のリスクに備え、すべ
ての径間に落線防止機材を取り付
ける対策を進めていますが、多大な
マンパワーと資材費を要していま
す。抜本的対策として平成28年4月
より応力腐食のないアルミ電線を
導入していますが、既設の銅電線を
アルミ電線に全て張替えるまでに
30年以上を必要とするため、落線防
止機材の取り付けを完了させる必
要があります。そこで、従来の落線
防止機材と比べ、作業時間の短縮お
よび資材費を抑制できる新たな落
線防止機材の開発を行いました。

2．開発の概要について
（1）従来品の概要
　従来の落線防止機材は、把持金具
と連結ロープで構成されています。
取付けする際は、把持金具を回転さ
せて電線に巻き付けるため、取り付
けに1箇所あたり約4分の時間が必
要です。金具で構成されているた
め、資材費が高額になっています。

（2）開発品の要求性能
　従来品の落線防止機材の構造、
作業性、性能を基に、開発品の要求

性能を検討した結果、以下3項目を
満足するように開発品の検討を行
いました。
　①間接活線工法で容易に取り付
けが可能であり、作業時間を大幅
に短縮できること。②従来品と比べ
低コストであること。③従来品と同
等以上の電気的性能、機械的性能、
長期信頼性能を有すること。

（3）開発品の仕様について
　ワンタッチ式落線防止機材は、
開発の第一ステップとして、適用
線種をOE5mm・SN-OE5mmと
しました。
　作業時間の短縮を図るために、
電線把持部の構造をこれまでの巻

き付け方式からワンタッチ（引っ掛
け）方式に見直し、資材費の抑制を
図るために、電線把持部と連結ロー
プを一体構造としました。

　電線把持部の形状・材料は、従来
品と同等以上の電気的・機械的・長
期信頼性能を満足することを条件
に試作と性能試験を繰り返し実施
し、決定しています。　

3．試作品による検討
　現行品と同様の構造では、開発
品に求める要求性能を満足するこ
とができないため、構造を大きく見
直した（巻付方式⇒引掛け方式）２
種類の試作品で検討を進めまし
た。「電線にツメを引掛ける試作品
１」と「電線を挟み込み引掛ける試
作品２」を安全性・作業性・コスト・生
産性で評価し、いずれの点も高評
価を得られた試作品1を開発品とし
て採用することを決定しました。

4．開発品の評価
　ワンタッチ式落線防止機材は、構
造を大きく見直すことで、間接活線
工法にて従来品の1/4以下の時間
で取り付け可能となり、作業時間を
大幅に短縮することができました。
また、電線把持部と連結ロープを
一体構造にすることで、1セット（電
線把持部×3、連結ロープ×1）あた
りの資材費を従来品（把持金具×
3、連結ロープ×1）から約5%抑制
することができています。
　電気的・機械的性能については、
従来品と同等の性能を満足し、長
期信頼性については、電線把持部
の材料を耐候性に優れた樹脂製品
にすることで、従来品と同等以上の
性能を満足することが出来ました。

5．成果と活用状況
　第一ステップとして、平成29年4月
にSN-OE/OE 5mm電線用ワンタッ
チ式落線防止機材の現場導入以降、
平成29年10月にはSN-OC 5mm電
線 用 、平 成 3 0 年 4 月には O C - I 
80mm2用を現場導入しており、電線

対策工事の大幅な効率化が図れてい
ます。なお、本開発品については特許
出願中です（特願2016-212633）。

6．今後の取り組み
　電線対策工事のさらなる効率化を
図るため、高圧電線への電線対策工
事は全て開発品であるワンタッチ式
落線防止機材に切替する予定です。
　また、落線防止機材の取り付け
数や取り付け間隔を見直すことで
過剰な取り付けを抑制し、さらなる
コスト低減への取組みを進めてい
く予定となっています。

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

高圧5mm電線の応力腐食は、雨水が導体と絶縁体の間に侵入し、浸水による電線の変色・劣化が局所的に発生
するため、巡視や点検において劣化箇所を特定することが困難です。そのため、すべての径間に落線防止機材を
取り付ける対策を進めていますが、多大なマンパワーと資材費を要しているため、作業時間の短縮および資材費
を抑制できる新たな落線防止機材を開発しました。

高圧5mm電線用ワンタッチ式落線防止機材の開発

近藤　房和
送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ
電線をはじめとした配電用品の開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

奈良電力本部　高田配電営業所　　中谷　賢治
研究に携わった人



第3図　被害予測と被害実績の集計結果

第2図　最大風速と風向の分布予測結果第1図　RAMPTのシステム構成

第5図　被害実績の空間分析 第6図　被害モードごとの被害率

第4図　被害モードの分類

※1 国土交通省国土政策局 国土数値情報（森林地域データ・2011年整備）をもとに当研究担当者が編集・加工したもの。
※2 国土交通省国土政策局 国土数値情報（標高・傾斜度5次メッシュ・2011年度整備）をもとに当研究担当者が編集・加工したもの。

②土砂災害発生可能性※2①森林区域※1電柱の施設分布 ③樹木管理ありの電柱
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研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）

災害時配電設備被害予測システムにおける台風被害予測精度向上の検討
4研究紹介

1．研究の背景とねらい
　広大な供給エリアを面的に網羅し
ている配電設備は、自然災害が発生し
た場合に他の電力設備に比べて設備
被害量が多い傾向にあります。しかし、
電力はライフラインであるため、自然
災害時においても早期に復旧するこ
とを社会から求められます。そのため、
配電設備を保守する配電営業所では、
迅速に復旧活動を行えるように資機
材や復旧人員の体制を常に整えてい
ます。特に大規模な自然災害、例えば
巨大台風が発生した場合は、被害規模
が大きいと予想されるエリアにあらか
じめ復旧人員や資機材を応援派遣し
ますが、その判断を人間の経験や勘に
頼っているため、被害予測と被害実績
の差異が大きくなり、復旧体制を適切
に構築できない場合があります。
　そこで、気象情報や配電設備情報、
地理環境などのデータを組み合わせる
ことにより、配電営業所ごとの被害規
模を高精度に予測し、復旧体制の早期
構築に資する台風版のリスク評価マネ
ジメントシステム（Risk Assessment 

Management system for Power 
lifeline ‒ Typhoon：以下、RAMPT

（ランプティー）と呼ぶ）を（一財）電力
中央研究所や電力各社と開発中であ
り、その取組内容を紹介します。

2．RAMPTの概要
（1）システム構成
　RAMPTのシステム構成を第1図
に示します。RAMPTには、地図や地
盤、配電設備情報などがあらかじめ
取り込まれており、これらの事前の取
り込み情報を基に、電柱の力学的な
強度に着目して設計風速に対する安
全裕度を個々の電柱ごとに評価しま
す。また、台風情報や雨量情報、海面
気圧分布などの逐次更新情報を気
象予測配信管理サーバに自動で取り
込み、気象データをRAMPT用に整
えて蓄積します。その上で、使用者が
予測したい台風や台風予報の発信元

（気象庁または米軍）、予報時刻を選
択すると、RAMPTが気象予測配信
管理サーバに蓄積された気象データ
をダウンロードして風向ごとの風速

を予測し、その結果を個々の電柱の
安全裕度や固定情報と組み合わせて
設備被害を予測します。

（2）風速予測
　RAMPTで予測した一例として、
2009年台風18号が近畿地方の南方
海上を通過した時の最大風速および
風向の分布予測結果を第2図に示しま
す。台風情報から進行速度や進行方
向を予測し、海面気圧分布から台風の
最大風速半径を予測します。それらに
加えて、地図情報や地盤情報から地形
による風速の増減効果を風速および
風向の予測へ反映し、1km四方メッ
シュごとに供給エリア内の16方位そ
れぞれの風速を10分刻みで最大120
時間後まで予測します。

（3）被害予測
　上記（2）で予測した風向ごとの最大
風速と電柱ごとに評価した安全裕度の
関係から、個々の電柱の被害の起こり
やすさを定量化し、配電営業所ごとに
被害箇所数を予測します。被害予測と

被害実績の集計結果の一例を第3図
に示します。なお、被害予測の単位は
電柱や電線の箇所数ですが、被害実績
の単位は社内で一般的に集計される
特別高圧配電線と高圧配電線の停電
事故件数の和としました。第3図の被
害予測と被害実績の間には正の相関
を確認できましたが、全体的に被害予
測が被害実績よりも過大になりまし
た。また、被害予測が最も多い高田配
電営業所の被害実績は、被害実績が最
も多い新宮配電営業所の半分以下で
した。この原因の一つとして、配電設備
の場合には、風の外力による直接的な
被害の他に、樹木接触や樹木倒壊など
電線や柱上変圧器に近接する樹木に
よる間接的な被害が多いことが挙げら
れ、後者を被害予測に反映するため
に、以下のような検討をしています。

3．被害予測精度向上の取組
（1）被害モードの分類と被害率の算出
　台風による間接被害として多数発
生する樹木接触や樹木倒壊に着目し、
電線や柱上変圧器などに近接する樹
木を管理する樹木管理情報と、停電事
故が発生した電柱の地理環境（森林区
域や土砂崩れが発生しやすい地域）を
考慮し、台風による被害モードを第4
図のように6つに分類しました。
　第4図で分類した被害モードごとの
被害率を算出するため、第5図に示す
電柱が施設されている地理環境や樹
木管理情報を過去に近畿地方を通過
した代表的な台風による被害実績と紐
付け、第6図に示す被害モードごとの
被害率を算出しました。被害率は、「土

砂崩れあり」（被害モードⅠ，Ⅱ）、「森林あ
り」（Ⅲ，Ⅳ）、「森林なし」（Ⅴ，Ⅵ）のグルー
プともに、被害率は「樹木管理あり」の
方が「樹木管理なし」よりも3～4倍程
度大きいことがわかりました。また、

「樹木管理あり」（Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ）と「樹木管理
なし」（Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ）のグループともに、被害
率は「土砂崩れあり」＞「森林あり」＞「森
林なし」となることがわかりました。以
上より、台風による配電設備の被害率

は、近接樹木や地理環境の影響を大き
く受けることが明らかになりました。

（2）今後の取組
　今回得られた結果より、近接樹木や
地理環境が被害率へ大きく影響した
ため、今後はその影響を詳しく分析し
て被害予測の精度向上を図り、実運用
を目指します。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）

近い将来に発生が想定されている南海トラフを震源とする巨大地震や、毎年襲来する台風などによる大規模な自然災害への備えとして、
復旧体制の早期構築に資する配電設備被害予測システムを（一財）電力中央研究所や電力各社と開発中です。2016年6月号（vol.486）
のR&D News Kansaiでシステム概要を紹介しましたが、今回は台風版被害予測システムの精度向上の取組について紹介します。

災害時配電設備被害予測システムにおける台風被害予測精度向上の検討

瀬溝　真言
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）
配電に関する研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

送配電カンパニー　配電部　配電運用グループ　　江森　俊晴、樫尾　裕治
技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）　　清水　慶一

研究に携わった人



第3図　被害予測と被害実績の集計結果

第2図　最大風速と風向の分布予測結果第1図　RAMPTのシステム構成

第5図　被害実績の空間分析 第6図　被害モードごとの被害率

第4図　被害モードの分類

※1 国土交通省国土政策局 国土数値情報（森林地域データ・2011年整備）をもとに当研究担当者が編集・加工したもの。
※2 国土交通省国土政策局 国土数値情報（標高・傾斜度5次メッシュ・2011年度整備）をもとに当研究担当者が編集・加工したもの。

②土砂災害発生可能性※2①森林区域※1電柱の施設分布 ③樹木管理ありの電柱
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災害時配電設備被害予測システムにおける台風被害予測精度向上の検討
4研究紹介

1．研究の背景とねらい
　広大な供給エリアを面的に網羅し
ている配電設備は、自然災害が発生し
た場合に他の電力設備に比べて設備
被害量が多い傾向にあります。しかし、
電力はライフラインであるため、自然
災害時においても早期に復旧するこ
とを社会から求められます。そのため、
配電設備を保守する配電営業所では、
迅速に復旧活動を行えるように資機
材や復旧人員の体制を常に整えてい
ます。特に大規模な自然災害、例えば
巨大台風が発生した場合は、被害規模
が大きいと予想されるエリアにあらか
じめ復旧人員や資機材を応援派遣し
ますが、その判断を人間の経験や勘に
頼っているため、被害予測と被害実績
の差異が大きくなり、復旧体制を適切
に構築できない場合があります。
　そこで、気象情報や配電設備情報、
地理環境などのデータを組み合わせる
ことにより、配電営業所ごとの被害規
模を高精度に予測し、復旧体制の早期
構築に資する台風版のリスク評価マネ
ジメントシステム（Risk Assessment 

Management system for Power 
lifeline ‒ Typhoon：以下、RAMPT

（ランプティー）と呼ぶ）を（一財）電力
中央研究所や電力各社と開発中であ
り、その取組内容を紹介します。

2．RAMPTの概要
（1）システム構成
　RAMPTのシステム構成を第1図
に示します。RAMPTには、地図や地
盤、配電設備情報などがあらかじめ
取り込まれており、これらの事前の取
り込み情報を基に、電柱の力学的な
強度に着目して設計風速に対する安
全裕度を個々の電柱ごとに評価しま
す。また、台風情報や雨量情報、海面
気圧分布などの逐次更新情報を気
象予測配信管理サーバに自動で取り
込み、気象データをRAMPT用に整
えて蓄積します。その上で、使用者が
予測したい台風や台風予報の発信元

（気象庁または米軍）、予報時刻を選
択すると、RAMPTが気象予測配信
管理サーバに蓄積された気象データ
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第1表　2レベル、3レベル変換器とMMCの比較

第1図　変電所母線電圧
（上：オートチューニングなし　下：オートチューニングあり）

第2図　アナログシミュレータ連系試験回路

第2表　フリッカ補償動作時のΔV10値

第3図　STATCOM運転波形（フリッカ補償動作）

R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.495R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.495

送配電カンパニー　電力システム技術センター　変電グループ

高性能フリッカ抑制用STATCOMの開発
5研究紹介

1110

1．電力系統におけるフリッカ対策
　製鋼用アーク炉などの運転に
よって大きく変動する電流が流れ
ると、数Hz～数10Hzの不規則な
電圧変動（フリッカ）が発生するこ
とがあります。フリッカは照明設備
のちらつきなどの原因となるた
め、ΔV10※1という指標を用い、基
準値以下に管理しています。
　フリッカの発生源となる設備を
お持ちの需要家さま側で、ΔV10

値が基準値以下となるよう対策を
して頂いていますが、系統には多
数の設備が連系されているため、
電力会社側での対策も必要とな
ります。
　このため、SVCやSTATCOMを
用いて、フリッカの原因となる負荷
電流に対し、逆位相となる電流を

SVCやSTATCOMから供給し、電
流変動を小さくすることで、フリッ
カの抑制を行っています。

2．主回路構成の検討
　STATCOMは、従来のSVCと比
べて応答速度が速いことから、高
いフリッカ抑制効果を小さい設備
容量で実現することが可能です。
　STATCOMの主回路構成（2レ
ベル、3レベルおよびMMC方式）
についての比較を第１表に示しま
す。MMC方式は半導体スイッチと
コンデンサで構成されたブリッジ
セルを多段に直列に接続した構成
を持っており、2レベル、3レベル変
換器と比べて
●高調波が小さく、高電圧化が容易
●高調波フィルタなしに系統連系

が可能
●通常の三相変圧器が使用可能
●据付面積が小さく、コストが安い
といった 利 点 が あることから、
MMC方式を採用しました。

3．制御方式の開発
　実系統を模擬したシミュレー
ションを実施したところ、フリッカ
抑制制御によって需要家さまの高
調波フィルタとの共振現象の発生
が確認されましたが、実際には需
要家さま設備の詳細情報を得るこ
とが不可能な場合があります。そ
こで、共振現象の回避のため、下記
①～③のフローを用いたオート
チューニング方式を開発しました。
①フリッカ負荷電流のフーリエ解

析を行う
②共振周波数の検出（電流の大き

い上位3点を抽出）を行う
③検出点についてSTATCOMの

出力ゲイン抑制を行う
このオートチューニング方式の適
用により共振現象が回避できるこ
とを確認しました（第1図）。

4．アナログシミュレータ
　 連系試験
　今回開発した制御方式の特性を
試 験 す るた め 、制 御 装 置 、6 0 
VA-MMC方式STATCOMミニモ
デルおよび300VAフリッカ負荷を
製作し、実際の系統を模擬したア
ナログシミュレータ連系試験を実

施しました（第2図）。
　まず、基本特性試験として　
①起動時の動作特性
②進相，遅相無効電力補償特性
③フリッカ抑制効果
の検証を行い、安定した運転を確
認しました。
　③の結果を第3図、第2表に示
します。STATCOMの運転に伴
い、変換器出力電流が流れてお
り、フリッカ抑制制御をしているこ
とが確認できます。また、セル直
流電圧が安定していることから変
換器が正常に運転していることが
確認できます。STATCOM設置
時のΔV10値は全て0.45V以下で
あり、非設置時からのΔV10改善率
は29～47%と大幅な改善を確認
しました。
　また、セル故障時の動作特性試
験や系統事故時の動作特性試験
を実施し、運転継続性に問題ない
ことを確認しました。

5．まとめ
　今回の研究では、フリッカ抑制
制御方式の開発およびアナログシ
ミュレータ連系試験による検証を
行い、MMC方式STATCOMを用
いたフリッカ制御方法が確立でき

たことを確認しました。研究結果を
基に、今後予想されるSVCの更新
に対応するため、電力品質の維持・
向上やコスト低減を総合的に勘案
しながら、引き続き検討を進めて
まいります。

※1　ΔV10

100V系統における1分間当たり
の電圧変動の実効値に視感度係
数を反映したフリッカの尺度。電
気協同研究第20巻8号「アーク炉
による照明フリッカの許容値」で
はΔV10≦0.45 Vとしている。
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第１図　えん堤付近平面図

第９図　横断比較図（case③）

第８図　河床高分布図（case③）

初期地形（実測模擬） 排砂後地形（計算）

第１表　計算条件一覧

旧排砂路（閉塞）

排砂路

魚道

取水口

旧取水口
（閉塞）

えん堤天端

取水口

排砂路

第２図　河床高分布図（case①）

初期地形（排砂前実測） 排砂後地形（計算）

第３図　横断比較図（case①）

No.0

No.3

No.0

No.3

第７図　初期地形（case③）

えん堤天端 排砂路

第４図　初期地形（case②）

えん堤天端

河床材料の水中安息角 25°

排砂路

第５図　河床高分布図（case②）

初期地形（安息角模擬） 排砂後地形（計算）
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第６図　横断比較図（case②）

えん堤天端 排砂路

取水口

えん堤天端 排砂路

取水口
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えん堤排砂時の地形変化に対する平面２次元解析モデルの適用性
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1．研究の背景とねらい
　えん堤からの排砂などの堆砂対
策による河床低下の効果を評価す
るためには、河川の湾曲の影響や
排砂ゲートによる排砂現象を再現
するためには平面的な流れと砂移
動を考慮する必要があり、平面２次
元解析モデルはそのための有用
なツールです。しかしながら、平面
２次元解析では排砂時のゲート近
傍の砂移動の再現が困難である
ため、適切なモデル化とその適用
限界の把握が必要です。本研究で
は、排砂に対する平面２次元河床
変動モデルの再現性・適用性の確
認を目的として、水力発電所の取
水えん堤で実施した試験排砂の再
現計算を実施しました。

2．試験排砂の概要
　えん堤の平面図を第１図に示し
ます。排砂前は、全面にわたり、え
ん堤天端付近まで堆砂しており、
ほぼ満砂状態でした。排砂は、えん
堤排砂ゲートおよび取水口制水
ゲート全閉でえん堤越流（越流水
深0.2m、越流量4.0m3/s）の状態

から排砂ゲートを全開し、連続５時
間実施後、排砂ゲートを全閉して
終了しました。

3．数値解析
　前述の試験排砂の再現計算を実
施し、排砂後の地形を確認しました。

（1）計算条件（第１表）
　計算の初期地形をcase①～③の
３通りとして、結果を比較しました。

（2）排砂前の実測地形に対する
　  再現計算（case①）
 一般的な方法である排砂前の実
測地形（満砂状態）を初期地形とし
た再現計算の結果を、第２図，第3
図に示します。No.0の実測河床
は、排砂路の敷高より低く、横断方
向に広く河床低下がみられます。
計算の河床も排砂路の敷高付近
までは低下しますが、実測地形と
比べると低下範囲が小さく排砂路

正面のみです。これは、実際には
ゲート開放直後の急激な水位低下
に伴う３次元的な流れやゲート近
傍の鉛直方向の流れによる土砂の
巻き上げとそれに伴う洗掘の進行
が生じるのに対して、平面２次元計
算では鉛直方向の流れと土砂移動
を考慮しておらず、土砂流出量お
よび河床低下量が不十分なため生
じたものです。

（3）安息角に基づく
　  模擬洗掘形状（case②）
　排砂路直上流で生じる３次元性
の強い流れの影響をあらかじめ洗
掘形状として模擬した初期地形を

用いて再現計算を試みました。模擬
地形は排砂路敷高から河床材料の
水中安息角（25°）に相当する勾配を
有する斜面としました（第４図）。

　計算の結果、えん堤付近の河床
低下範囲が広がり、排砂の効果も
上 流まで伸びました（ 第５図 ）。
No.0では、初期条件の模擬的な
地形が維持され、case①と比べる
と河床が低く、再現性向上が認め
られます。ただし、河床低下範囲は
実測地形ほど広くありません。
No.3では、case①と比べると河
床低下の範囲・量ともに大きく、下
流側に位置するNo.0の河床が低
下したことによる再現性の向上が
認められます。ただし、左岸側の水
際の位置などには実測地形との差
異が残っています（第６図）。

（4）排砂後の実測地形に基づく
　  模擬洗掘形状（case③）
 排砂路直上流の初期地形として、
排砂後の実測地形を与えた条件で
再現計算を実施しました（第７図）。

　計算の結果、河床高の平面分
布・No.0，No.3の横断ともに、
case②とほぼ同じ形状となりまし
た（第８図、第９図）。これは、ゲート
付近の鉛直方向の流れによる土砂
流出が再現されないために、安息
角よりも小さい勾配の初期地形が

維持できなかったためです。下流
端の地形の差異が小さいために、
全体的にcase②とほぼ同じ形状と
なったと考えられます。

4．まとめ
1）実測地形に対して、平面２次元

計算をした結果、排砂路からの
土砂の流出と河床低下を再現
することができました。しかしな
がら、排砂路近傍の河床低下量
が過小評価されており、そのた
め上流側の地形変化でも現地
地形との差異が大きくなりまし
た。これは、排砂路近傍で生じる
３次元性の強い現象を考慮でき
ないことが原因です。

2）排砂時に排砂路近傍で形成さ
れる洗掘形状を平面２次元計算
の初期地形にあらかじめ与える
ことで、えん堤付近のみならず
上流まで再現性の向上がみら
れました。毎回の排砂で同様の
洗掘形状が形成されることが明
らかな場合は、堆砂対策の効果
を相対的に比較するために、本
モデル、計算方法を適用できる
可能性があります。

　今後は、定量的な再現性向上を
目的として、模擬的な洗掘形状の
設定方法の検討や河床材料の粒
度分布の反映に取り組む予定で
す。さらに、異なる条件で排砂をし
た場合などを対象に、汎用性の検
証を実施する予定です。

区　分 計算条件

初期地形（排砂前）

計算時間 

粗度係数 

①実測
②実測＋安息角模擬
③実測＋排砂後模擬
4.0m3/s
排砂前：EL.104.50m
排砂中：自由流出
全閉
芦田･高橋･水山の式
Itakura＆Kishiの式
1.0mm
0.030
固定床：1時間
移動床：5時間

上流端

下流端

流入量
水　位
排砂門
取水口

流れ

河床
変動

掃流砂
浮遊砂
粒度分布
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技術研究所　土木技術研究室　　有光　剛
研究に携わった人

排砂設備の改良や排砂方法の見直しなどによる効果的な堆砂対策を検討するために数値計算を用いる場合
があります。本検討では、現地のえん堤で実施した試験排砂に対して平面２次元河床変動モデルを用いて再現
計算を実施し、モデルの再現性・適用性を確認しましたので報告します。



第１図　えん堤付近平面図

第９図　横断比較図（case③）

第８図　河床高分布図（case③）

初期地形（実測模擬） 排砂後地形（計算）

第１表　計算条件一覧
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排砂路

魚道
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第２図　河床高分布図（case①）

初期地形（排砂前実測） 排砂後地形（計算）

第３図　横断比較図（case①）

No.0

No.3

No.0

No.3

第７図　初期地形（case③）

えん堤天端 排砂路

第４図　初期地形（case②）

えん堤天端

河床材料の水中安息角 25°

排砂路

第５図　河床高分布図（case②）

初期地形（安息角模擬） 排砂後地形（計算）

No.0

No.3

No.0

No.3

No.0

No.3

No.0

No.3

第６図　横断比較図（case②）

えん堤天端 排砂路

取水口

えん堤天端 排砂路

取水口
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1．研究の背景とねらい
　えん堤からの排砂などの堆砂対
策による河床低下の効果を評価す
るためには、河川の湾曲の影響や
排砂ゲートによる排砂現象を再現
するためには平面的な流れと砂移
動を考慮する必要があり、平面２次
元解析モデルはそのための有用
なツールです。しかしながら、平面
２次元解析では排砂時のゲート近
傍の砂移動の再現が困難である
ため、適切なモデル化とその適用
限界の把握が必要です。本研究で
は、排砂に対する平面２次元河床
変動モデルの再現性・適用性の確
認を目的として、水力発電所の取
水えん堤で実施した試験排砂の再
現計算を実施しました。

2．試験排砂の概要
　えん堤の平面図を第１図に示し
ます。排砂前は、全面にわたり、え
ん堤天端付近まで堆砂しており、
ほぼ満砂状態でした。排砂は、えん
堤排砂ゲートおよび取水口制水
ゲート全閉でえん堤越流（越流水
深0.2m、越流量4.0m3/s）の状態

から排砂ゲートを全開し、連続５時
間実施後、排砂ゲートを全閉して
終了しました。

3．数値解析
　前述の試験排砂の再現計算を実
施し、排砂後の地形を確認しました。

（1）計算条件（第１表）
　計算の初期地形をcase①～③の
３通りとして、結果を比較しました。

（2）排砂前の実測地形に対する
　  再現計算（case①）
 一般的な方法である排砂前の実
測地形（満砂状態）を初期地形とし
た再現計算の結果を、第２図，第3
図に示します。No.0の実測河床
は、排砂路の敷高より低く、横断方
向に広く河床低下がみられます。
計算の河床も排砂路の敷高付近
までは低下しますが、実測地形と
比べると低下範囲が小さく排砂路

正面のみです。これは、実際には
ゲート開放直後の急激な水位低下
に伴う３次元的な流れやゲート近
傍の鉛直方向の流れによる土砂の
巻き上げとそれに伴う洗掘の進行
が生じるのに対して、平面２次元計
算では鉛直方向の流れと土砂移動
を考慮しておらず、土砂流出量お
よび河床低下量が不十分なため生
じたものです。

（3）安息角に基づく
　  模擬洗掘形状（case②）
　排砂路直上流で生じる３次元性
の強い流れの影響をあらかじめ洗
掘形状として模擬した初期地形を

用いて再現計算を試みました。模擬
地形は排砂路敷高から河床材料の
水中安息角（25°）に相当する勾配を
有する斜面としました（第４図）。

　計算の結果、えん堤付近の河床
低下範囲が広がり、排砂の効果も
上 流まで伸びました（ 第５図 ）。
No.0では、初期条件の模擬的な
地形が維持され、case①と比べる
と河床が低く、再現性向上が認め
られます。ただし、河床低下範囲は
実測地形ほど広くありません。
No.3では、case①と比べると河
床低下の範囲・量ともに大きく、下
流側に位置するNo.0の河床が低
下したことによる再現性の向上が
認められます。ただし、左岸側の水
際の位置などには実測地形との差
異が残っています（第６図）。

（4）排砂後の実測地形に基づく
　  模擬洗掘形状（case③）
 排砂路直上流の初期地形として、
排砂後の実測地形を与えた条件で
再現計算を実施しました（第７図）。

　計算の結果、河床高の平面分
布・No.0，No.3の横断ともに、
case②とほぼ同じ形状となりまし
た（第８図、第９図）。これは、ゲート
付近の鉛直方向の流れによる土砂
流出が再現されないために、安息
角よりも小さい勾配の初期地形が

維持できなかったためです。下流
端の地形の差異が小さいために、
全体的にcase②とほぼ同じ形状と
なったと考えられます。

4．まとめ
1）実測地形に対して、平面２次元

計算をした結果、排砂路からの
土砂の流出と河床低下を再現
することができました。しかしな
がら、排砂路近傍の河床低下量
が過小評価されており、そのた
め上流側の地形変化でも現地
地形との差異が大きくなりまし
た。これは、排砂路近傍で生じる
３次元性の強い現象を考慮でき
ないことが原因です。

2）排砂時に排砂路近傍で形成さ
れる洗掘形状を平面２次元計算
の初期地形にあらかじめ与える
ことで、えん堤付近のみならず
上流まで再現性の向上がみら
れました。毎回の排砂で同様の
洗掘形状が形成されることが明
らかな場合は、堆砂対策の効果
を相対的に比較するために、本
モデル、計算方法を適用できる
可能性があります。

　今後は、定量的な再現性向上を
目的として、模擬的な洗掘形状の
設定方法の検討や河床材料の粒
度分布の反映に取り組む予定で
す。さらに、異なる条件で排砂をし
た場合などを対象に、汎用性の検
証を実施する予定です。

区　分 計算条件

初期地形（排砂前）

計算時間 

粗度係数 

①実測
②実測＋安息角模擬
③実測＋排砂後模擬
4.0m3/s
排砂前：EL.104.50m
排砂中：自由流出
全閉
芦田･高橋･水山の式
Itakura＆Kishiの式
1.0mm
0.030
固定床：1時間
移動床：5時間

上流端

下流端

流入量
水　位
排砂門
取水口

流れ

河床
変動

掃流砂
浮遊砂
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排砂設備の改良や排砂方法の見直しなどによる効果的な堆砂対策を検討するために数値計算を用いる場合
があります。本検討では、現地のえん堤で実施した試験排砂に対して平面２次元河床変動モデルを用いて再現
計算を実施し、モデルの再現性・適用性を確認しましたので報告します。



第4図　平均作用温度（在宅時間帯の脱衣室） 第5図　平均作用温度（就寝中の寝室）
第1表　検討ケース

第1図　温暖地モデルプラン

第3図　住戸全体の一次エネルギー消費量第2図　暖房用一次エネルギー消費量
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1．はじめに
　国内の住宅ストック（中古住宅）約
5000万戸のうち約95％が最上位
等級である等級4の断熱性能（平成
25年基準）を満たさない低断熱住
宅です。このことから夏は暑くて冬
は寒いという住宅が多く存在してい
ると考えられます。これに対し国や
地方自治体は住宅の断熱化を促進
するため、工事費用に対する補助金
や税制優遇などの様々な施策を
行っています。また国土交通省の支
援の下、スマートウェルネス住宅研
究企画委員会を中心とした住宅の
断熱化がもたらす健康への影響に
関する全国規模の調査や研究も進
められています。今後は高断熱住宅
が普及すると考えられ、住宅ストッ
クの省エネリフォームは潜在市場と
して期待されています。このたび断
熱性能が低い昭和55年基準の戸

建住宅を対象に、省エネリフォーム
（本検討では断熱改修や高効率の
電気機器の導入）による省エネ性や
健康性の改善効果をBEST-H※1を
用いてシミュレーションにより検証
しましたので、ご紹介します。

2．検討ケース
　住宅プランは住宅事業建築主の
判断の基準※ 2（以下、「事業主基
準」）の温暖地モデルプラン（第1
図）とし、地域区分は近畿の大半が
該当する省エネ基準6地域としまし
た。第1表に示すとおり、断熱性能
が低い昭和55年基準の住宅を基
本ケース（①）として、18ケースを
計算しました。

3．評価方法
（1）エネルギー消費量
　各用途のエネルギー消費量は一

次エネルギー換算で評価を行いまし
た。入力条件は事業主基準の暖冷房
負荷計算用の各機器のスケジュー
ルに基づいて設定しました。換気は
風量とスケジュールより比消費電力
を用いて、給湯は省エネルギー基準
の計算法に基づいて算出しました。

（2）温熱環境
　住宅の温熱環境が居住者の健康
に影響を与えることは、過去の研究
で報告されています。本検討では平
均作用温度※3やデグリーアワーの概
念に近い指標が健康性と関連すると
考え、作用温度を集計した値を温熱
環境評価指標として用いました。検
討対象の時間帯または時刻と室は、
在宅時間帯（リビング、脱衣室）、入浴
開始時（リビング、廊下、1階トイレ、
脱衣室、浴室）、起床時（寝室、2階廊
下、2階トイレ）、就寝中（同左）です。

4．計算条件
　空調期間は暖房負荷が発生する
11月4日から4月21日ならびに冷
房負荷が発生する5月30日から9月
23日とし、設定温度は作用温度で
暖房20℃、冷房27℃としました。エ
アコンは省エネ性能カタログより各
畳数の平均に近い機器を選定しま
した。浴室・脱衣室の温熱環境は、評
価対象日の最初の入浴者が入浴を
開始する時刻についてのみ評価し
ました。給湯用一次エネルギー消費
量は省エネルギー基準の計算法に
より算出しました。気象条件は、標
準 年 拡 張 アメダ ス 気 象 デ ー タ
2000年のデータを使用しました。

5．計算結果
（1）エネルギー消費量
　暖房用一次エネルギー消費量の
計算結果を第2図に示します。断熱
改修のみを行うケース（⑦～⑩、⑬
⑭⑯⑰）で、約17～58%の暖房用一
次エネルギーの削減が見られまし
た。断熱改修と高効率エアコン導入
の組み合わせ（⑪⑮⑱）では最大で
約61％の削減が見られました。住戸
全体の一次エネルギー消費量の計
算結果を第3図に示します。ヒートポ
ンプ給湯機、節湯型水栓、高断熱浴
槽への交換（⑤）により、住戸全体の
一次エネルギー消費量が約18％削
減されました。断熱改修と高効率エ
アコン導入の組み合わせでは住戸

全体の一次エネルギー消費量が最
大（⑮）で約9％削減されました。住
宅全体の断熱のケース（⑯～⑱）で
は常時換気の導入のため換気エネ
ルギー分が増加しました。

（2）温熱環境
 計算結果の例として在宅時間帯の
脱衣室ならびに就寝中の寝室の平
均作用温度を第4図、第5図に示し
ます。在宅時間帯の脱衣室において
は、断熱改修に伴い平均作用温度が
上昇しました。ケース⑭、⑮、⑰、⑱
では暫定的基準値18℃※4以上を実

現しました。就寝中の寝室において
は、断熱改修に伴い平均作用温度が
上昇しましたが、いずれのケースと
も18℃には達しませんでした。

6．まとめ
　本検討では電化による省エネリ
フォームによりエネルギー消費量
を抑えつつ、健康面で温熱環境が
改善する効果を定量的に把握しま
した。今後の取り組みとして、結果
を拡販ツールに展開すること、改善
効果を実験的に確認することなど
を予定しています。

※1　建築･設備エネルギー消費算出ツールBESTの住宅版プログラムであり、スマート
ウェルネス住宅研究企画委員会が検討用に用いているツール。

※2　建売戸建住宅を新築・販売する事業者（住宅事業建築主）を対象とした省エネ基準。
※3　作用温度とは気温と輻射温度が考慮された体感温度に近い指標。
※4　スマートウェルネス住宅企画委員会が用いている評価指標にならい、循環器系疾

患や呼吸器系疾患等の健康リスク防止の閾値としました。
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住宅エコポイント制度をきっかけに、補助金や税制優遇が受けられる内窓設置などの省エネリフォームが注目され
るようになりました。このたび断熱性能が低い戸建住宅を対象に断熱改修や高効率の電気機器の導入などの省エ
ネリフォームによる省エネ性や健康性の改善効果をシミュレーションにより検証しましたので、ご紹介します。
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1．はじめに
　国内の住宅ストック（中古住宅）約
5000万戸のうち約95％が最上位
等級である等級4の断熱性能（平成
25年基準）を満たさない低断熱住
宅です。このことから夏は暑くて冬
は寒いという住宅が多く存在してい
ると考えられます。これに対し国や
地方自治体は住宅の断熱化を促進
するため、工事費用に対する補助金
や税制優遇などの様々な施策を
行っています。また国土交通省の支
援の下、スマートウェルネス住宅研
究企画委員会を中心とした住宅の
断熱化がもたらす健康への影響に
関する全国規模の調査や研究も進
められています。今後は高断熱住宅
が普及すると考えられ、住宅ストッ
クの省エネリフォームは潜在市場と
して期待されています。このたび断
熱性能が低い昭和55年基準の戸

建住宅を対象に、省エネリフォーム
（本検討では断熱改修や高効率の
電気機器の導入）による省エネ性や
健康性の改善効果をBEST-H※1を
用いてシミュレーションにより検証
しましたので、ご紹介します。

2．検討ケース
　住宅プランは住宅事業建築主の
判断の基準※ 2（以下、「事業主基
準」）の温暖地モデルプラン（第1
図）とし、地域区分は近畿の大半が
該当する省エネ基準6地域としまし
た。第1表に示すとおり、断熱性能
が低い昭和55年基準の住宅を基
本ケース（①）として、18ケースを
計算しました。

3．評価方法
（1）エネルギー消費量
　各用途のエネルギー消費量は一

次エネルギー換算で評価を行いまし
た。入力条件は事業主基準の暖冷房
負荷計算用の各機器のスケジュー
ルに基づいて設定しました。換気は
風量とスケジュールより比消費電力
を用いて、給湯は省エネルギー基準
の計算法に基づいて算出しました。

（2）温熱環境
　住宅の温熱環境が居住者の健康
に影響を与えることは、過去の研究
で報告されています。本検討では平
均作用温度※3やデグリーアワーの概
念に近い指標が健康性と関連すると
考え、作用温度を集計した値を温熱
環境評価指標として用いました。検
討対象の時間帯または時刻と室は、
在宅時間帯（リビング、脱衣室）、入浴
開始時（リビング、廊下、1階トイレ、
脱衣室、浴室）、起床時（寝室、2階廊
下、2階トイレ）、就寝中（同左）です。

4．計算条件
　空調期間は暖房負荷が発生する
11月4日から4月21日ならびに冷
房負荷が発生する5月30日から9月
23日とし、設定温度は作用温度で
暖房20℃、冷房27℃としました。エ
アコンは省エネ性能カタログより各
畳数の平均に近い機器を選定しま
した。浴室・脱衣室の温熱環境は、評
価対象日の最初の入浴者が入浴を
開始する時刻についてのみ評価し
ました。給湯用一次エネルギー消費
量は省エネルギー基準の計算法に
より算出しました。気象条件は、標
準 年 拡 張 アメダ ス 気 象 デ ー タ
2000年のデータを使用しました。

5．計算結果
（1）エネルギー消費量
　暖房用一次エネルギー消費量の
計算結果を第2図に示します。断熱
改修のみを行うケース（⑦～⑩、⑬
⑭⑯⑰）で、約17～58%の暖房用一
次エネルギーの削減が見られまし
た。断熱改修と高効率エアコン導入
の組み合わせ（⑪⑮⑱）では最大で
約61％の削減が見られました。住戸
全体の一次エネルギー消費量の計
算結果を第3図に示します。ヒートポ
ンプ給湯機、節湯型水栓、高断熱浴
槽への交換（⑤）により、住戸全体の
一次エネルギー消費量が約18％削
減されました。断熱改修と高効率エ
アコン導入の組み合わせでは住戸

全体の一次エネルギー消費量が最
大（⑮）で約9％削減されました。住
宅全体の断熱のケース（⑯～⑱）で
は常時換気の導入のため換気エネ
ルギー分が増加しました。

（2）温熱環境
 計算結果の例として在宅時間帯の
脱衣室ならびに就寝中の寝室の平
均作用温度を第4図、第5図に示し
ます。在宅時間帯の脱衣室において
は、断熱改修に伴い平均作用温度が
上昇しました。ケース⑭、⑮、⑰、⑱
では暫定的基準値18℃※4以上を実

現しました。就寝中の寝室において
は、断熱改修に伴い平均作用温度が
上昇しましたが、いずれのケースと
も18℃には達しませんでした。

6．まとめ
　本検討では電化による省エネリ
フォームによりエネルギー消費量
を抑えつつ、健康面で温熱環境が
改善する効果を定量的に把握しま
した。今後の取り組みとして、結果
を拡販ツールに展開すること、改善
効果を実験的に確認することなど
を予定しています。

※1　建築･設備エネルギー消費算出ツールBESTの住宅版プログラムであり、スマート
ウェルネス住宅研究企画委員会が検討用に用いているツール。

※2　建売戸建住宅を新築・販売する事業者（住宅事業建築主）を対象とした省エネ基準。
※3　作用温度とは気温と輻射温度が考慮された体感温度に近い指標。
※4　スマートウェルネス住宅企画委員会が用いている評価指標にならい、循環器系疾

患や呼吸器系疾患等の健康リスク防止の閾値としました。
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住宅エコポイント制度をきっかけに、補助金や税制優遇が受けられる内窓設置などの省エネリフォームが注目され
るようになりました。このたび断熱性能が低い戸建住宅を対象に断熱改修や高効率の電気機器の導入などの省エ
ネリフォームによる省エネ性や健康性の改善効果をシミュレーションにより検証しましたので、ご紹介します。



第1表　操作方法に対するアンケート

第1図　開発したHEMSの機能

第4図　忘れ防止機能システムの構成

第5図　制御ロジック

第7図　タブレット画面の表示例

第6図　入退室を繰り返した際の
　　　　照明器具の消費電力推移第2図　健康アドバイス機能（表示例）

第3図　体調レベル判定

バイタル値などの入力 健康状態の推移グラフ表示

体調レベル判定 外出行動のお勧め

属性 種別 音声操作タップ操作
50～60代
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3.5

2.7
3.8
3.1
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1．研究の背景とねらい
　わが国では、少子高齢化が進み、
国民の4人に1人が65歳以上という
状況です。一方、持続可能な社会に
向けてエネルギー問題は解決すべ
き大きな課題のひとつであり、省エ
ネやピーク抑制に貢献するエネル
ギーマネジメントシステムが有効な
ツールであると考えられています。
　今後、高齢者施設などの増加が
予想されることから、高齢者の日常
生活の特性を踏まえたHEMSの必
要性が一層高まると予想されます。
これまでの調査で、高齢者には熱中
症やヒートショックの予防、健康管
理支援など生活の安全・安心に関
するニーズが強いことが確認でき
ており、このような機能を搭載した
HEMSの開発に取組んでいます。

2．機能概要
　開発したHEMSは大きく次の2つ
の機能を有します。

(1)体調を考慮した空調制御（第１図）
　高齢者の体調に応じて適切な制御
目標を設定し、熱中症やヒートショッ
クを予防するとともに、在宅／不在
を検出して外出時の家電機器の消し
忘れを防止することができます。

（2）健康アドバイス機能（第２図）
　血圧・脈拍・体温の3つのバイタ
ル値をタブレット端末に入力するこ

とで客観的に判定した体調レベル
を知ることができ、また体調に応じ
て外出を勧めるなどの適切な行動
アドバイスを提供します。

3．体調レベルの判定
　血圧、脈拍、体温のバイタル値か
ら、自らの体調レベルを参考情報と
してお知らせするための判定基準
を設けています。
　各バイタル値が良好な範囲内に
ある個数により体調レベルを4段階
に分類します（第３図）。

　なお、各バイタル値については、
過去30日間のそれぞれの平均値
からのかい離が以下の通りであれ
ば良好と判断しています。
　血圧：10[mmHg]未満
　脈拍：10[beats per min]未満
　体温：1 [deg]以内

4．忘れ防止機能
　高齢者は認知機能の衰えから、
物忘れが多くなる傾向があります。
そこで外出時の家電機器の消し忘
れやドアを閉め忘れた時に警報を
出す機能を試作し、タブレット画面
上に「忘れた」回数を表示するよう
にしました。
　システム構成と制御ロジックを
それぞれ第４図、第５図に示します。

5．照明消し忘れ防止機能の検証
　以上の検討結果をもとに、照明
器具の消し忘れ防止が正しく制御
できるか機能試験を実施しました。
　第４図に従って試験設備を構成
し、入退室を繰り返した時の照明器
具（LED）の消費電力の推移を第６
図に示します。
　第６図のグラフからは、照明をつ
けたまま退室すると、退室後30分で
照明が消灯することが分かります。
また、ドアを閉め忘れて退室した場
合には5分後に正しく警報を発する
ことを確認しました。

　今回の実験では退室後消灯まで
の時間や、ドアを閉め忘れてから警
報が鳴動するまでの時間をそれぞ
れ30分、5分としていますが、これ
らはタブレット端末で任意に変更す
ることができます。（第７図：黒点線
部分）
　さらに、照明の消し忘れ回数やド
アの閉め忘れ回数を表示すること
で気づきを与えることができるよう
にしました。（第７図：赤実線部分）

6．操作方法別の評価
　ところでタブレット端末にはまだ
馴染みの薄い高齢者の方も多いと
考えられます。
　そこで研究への協力に同意が得
られた50～60代の6名の男性、70
～80代の4名の女性に、タブレット
端末のタップ操作と音声ガイダン
スによる操作を比較してどちらが
操作しやすいかを評価して頂きま
した。
　第２図の健康状態の通知画面と
同様の流れに沿って、タップ操作と
音声ガイダンス操作のそれぞれに
ついて、「1.　悪い」、「2.　どちらかと
いえば悪い」、「3.　どちらかといえば
良い」、「4.　良い」の4段階でアン
ケートに回答頂きました。
　その結果（平均値）を第１表に示
します。

　50～60代男性ではタップ入力
の利便性が高いと判断する傾向が
見られ、日常でも電子機器に接する
機会が多いのではとうかがえます。
一方、70～80代女性では音声入力
の方が望ましいとの結果が得られ
ており、全体平均では、音声ガイダ
ンスに軍配が上がりました。
　以上のことから高齢者にとって
は、音声ガイダンス入力の方が容易
な場合も多いことが判明しました。

7．まとめ
　現在は、高齢者とのヒューマンイ
ンターフェイスとしてコミュニケー
ションロボットとタブレットの併用を
検討しています。
　コミュニケーションロボットは音
声認識・処理の仕組みを備えてお
り、また、愛らしい姿のため親しみを
持って使ってもらえるのではないか
との期待があります。
　今後は、本システムを高齢者施
設に適用した場合の有用性検証を
実施したいと考えています。
　最後に、本研究は、当社と大阪府
立大学との共同研究として実施し
ました。関係者の方々に深く感謝い
たします。
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菅　秀樹（現　一般財団法人　日本自動車研究所）
研究に携わった人

　高齢者のバイタルサイン(血圧、脈拍、体温)から日々の健康状態をチェックし、室内の温熱環境を制御するHEMS
（Home Energy Management System）を開発しました。プログラムには健康アドバイス機能や熱中症予防機能、
ヒートショック予防機能等も搭載しています。
　以前にこれらの機能概要と冬期のヒートショック予防や夏期の熱中症予防制御の機能確認結果について報告しまし
たが、さらに外出時の家電機器の消し忘れ防止機能を付加し、データ入力の操作性を評価したので改めて紹介します。

高齢者のために安全・安心機能を付加したHEMSについて
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第1図　開発したHEMSの機能
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1．研究の背景とねらい
　わが国では、少子高齢化が進み、
国民の4人に1人が65歳以上という
状況です。一方、持続可能な社会に
向けてエネルギー問題は解決すべ
き大きな課題のひとつであり、省エ
ネやピーク抑制に貢献するエネル
ギーマネジメントシステムが有効な
ツールであると考えられています。
　今後、高齢者施設などの増加が
予想されることから、高齢者の日常
生活の特性を踏まえたHEMSの必
要性が一層高まると予想されます。
これまでの調査で、高齢者には熱中
症やヒートショックの予防、健康管
理支援など生活の安全・安心に関
するニーズが強いことが確認でき
ており、このような機能を搭載した
HEMSの開発に取組んでいます。

2．機能概要
　開発したHEMSは大きく次の2つ
の機能を有します。

(1)体調を考慮した空調制御（第１図）
　高齢者の体調に応じて適切な制御
目標を設定し、熱中症やヒートショッ
クを予防するとともに、在宅／不在
を検出して外出時の家電機器の消し
忘れを防止することができます。

（2）健康アドバイス機能（第２図）
　血圧・脈拍・体温の3つのバイタ
ル値をタブレット端末に入力するこ

とで客観的に判定した体調レベル
を知ることができ、また体調に応じ
て外出を勧めるなどの適切な行動
アドバイスを提供します。

3．体調レベルの判定
　血圧、脈拍、体温のバイタル値か
ら、自らの体調レベルを参考情報と
してお知らせするための判定基準
を設けています。
　各バイタル値が良好な範囲内に
ある個数により体調レベルを4段階
に分類します（第３図）。

　なお、各バイタル値については、
過去30日間のそれぞれの平均値
からのかい離が以下の通りであれ
ば良好と判断しています。
　血圧：10[mmHg]未満
　脈拍：10[beats per min]未満
　体温：1 [deg]以内

4．忘れ防止機能
　高齢者は認知機能の衰えから、
物忘れが多くなる傾向があります。
そこで外出時の家電機器の消し忘
れやドアを閉め忘れた時に警報を
出す機能を試作し、タブレット画面
上に「忘れた」回数を表示するよう
にしました。
　システム構成と制御ロジックを
それぞれ第４図、第５図に示します。

5．照明消し忘れ防止機能の検証
　以上の検討結果をもとに、照明
器具の消し忘れ防止が正しく制御
できるか機能試験を実施しました。
　第４図に従って試験設備を構成
し、入退室を繰り返した時の照明器
具（LED）の消費電力の推移を第６
図に示します。
　第６図のグラフからは、照明をつ
けたまま退室すると、退室後30分で
照明が消灯することが分かります。
また、ドアを閉め忘れて退室した場
合には5分後に正しく警報を発する
ことを確認しました。

　今回の実験では退室後消灯まで
の時間や、ドアを閉め忘れてから警
報が鳴動するまでの時間をそれぞ
れ30分、5分としていますが、これ
らはタブレット端末で任意に変更す
ることができます。（第７図：黒点線
部分）
　さらに、照明の消し忘れ回数やド
アの閉め忘れ回数を表示すること
で気づきを与えることができるよう
にしました。（第７図：赤実線部分）
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～80代の4名の女性に、タブレット
端末のタップ操作と音声ガイダン
スによる操作を比較してどちらが
操作しやすいかを評価して頂きま
した。
　第２図の健康状態の通知画面と
同様の流れに沿って、タップ操作と
音声ガイダンス操作のそれぞれに
ついて、「1.　悪い」、「2.　どちらかと
いえば悪い」、「3.　どちらかといえば
良い」、「4.　良い」の4段階でアン
ケートに回答頂きました。
　その結果（平均値）を第１表に示
します。
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　以上のことから高齢者にとって
は、音声ガイダンス入力の方が容易
な場合も多いことが判明しました。

7．まとめ
　現在は、高齢者とのヒューマンイ
ンターフェイスとしてコミュニケー
ションロボットとタブレットの併用を
検討しています。
　コミュニケーションロボットは音
声認識・処理の仕組みを備えてお
り、また、愛らしい姿のため親しみを
持って使ってもらえるのではないか
との期待があります。
　今後は、本システムを高齢者施
設に適用した場合の有用性検証を
実施したいと考えています。
　最後に、本研究は、当社と大阪府
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第1図　電池の内部構造と劣化の要因

第2図　ルート則の一例 第3図　充電曲線と微分容量の一例
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リチウム二次電池の劣化診断および寿命評価に向けた取り組みの調査
9研究紹介

1918

1．背景と目的
　近年太陽光や風力などの再生
可能エネルギーの導入が急激に
拡大しており、今後も導入が進む
と見込まれます。これらは出力が
不安定なため、出力調整の対策が
必要です。その一つに二次電池に
よる電力貯蔵があり、すでに導入
され始めています。
　定置型電力貯蔵用途に用いる
二次電池には、20年程度の長寿
命が求められます。システムの安
定性も求められます。現状では二
次電池は出力あたりの単価が高
いので、出来る限り少量で要求仕
様を満たす必要があります。
　当社が電力貯蔵用二次電池を
導入するにあたり、これらの検討
を行うためには、自社で電池の劣
化状態を診断したり、寿命を推定
したりする必要があります。そこ
で現在世の中で検討されている
劣化診断方法や寿命推定方法に
ついて調査しました。
　以下、本文において「電池」はリ
チウム二次電池を意味します。

2．電池の劣化要因
　電池は様々な要因により劣化し
ます。電池の内部構造と劣化の要
因を第１図に示します。電池内部
には様々な部材が入っており、充
放電時や保管時にこれらの部材

が変化します。
　たとえば、電極材料の酸化や電
解液の分解などにより、電池反応
に寄与する物質量が減少すること
があります。また、電極材料が集
電体からはく離して、電池反応が
阻害されることもあります。これ
らの現象は、電池の充放電反応、
充放電以外の望ましくない化学反
応（副反応）などにより起こりま
す。
　電池構成材料に起因する変化
以外に、製造上の不具合や外部か
ら電池に強力な衝撃や振動が加
わることによる電池の劣化もあり
ます。

3．電池の劣化状態の把握
　様々な要因により変化が生じた
電池の状態を分析する手法は、破
壊分析と非破壊分析の二つに大
別されます。種々の機器分析を駆

使した電池の劣化評価研究は近
年大きく進歩しています。大学等
の研究機関や分析会社は、破壊分
析により劣化の原因を明らかにし
て電池の寿命向上に役立つ情報
を提供しています。しかし、破壊分
析を行うとその電池はもう使えな
くなるので、非破壊での分析が期
待されています。
　使用中の電池を非破壊で測定
して得られるデータには限りがあ
ります。電 圧 、電 流 、抵 抗（イン
ピーダンス）、温度などです。初期
の測定結果と現在の測定結果の
比較により電池の劣化状態を把
握します。

4．電池の余寿命推定方法
　電池を非破壊で電気的に測定
し、得られたデータから電池の余
寿命を推定するアプローチにつ
いて、いくつかの例を紹介します。

（1）経験式からの予測
　電池の寿命予測に関しては、

「ルート則」という経験式があり
ます。これは、「一定温度で保存
した電池の放電容量が、保存時
間 の 1 / 2 乗に比 例して 減 少 す
る」という関係式です（第２図）。

　初期の電池の容量減少に関し
てルート則がおおむね成立した
のは、電池の主要な劣化要因が
負 極 活 物 質（ 黒 鉛 ）の 表 面での
被膜成長だったためです。黒鉛
の 表 面 被 膜 の 成 長 速 度 が 被 膜
厚さの逆数に比例するとしたモ
デルで反応速度式を解くと、放
電 容 量 の 減 少 量 が 時 間 の 1 / 2 
乗 に 比 例 する関 係 が 得られま
す。
　しかし電池の改良が進むにつ
れ、ルート則では説明できない
劣化挙動が多く見られるように
なりました。そのため、今では単
純にルート則だけで電池の寿命
を予測することは困難です。

（2）充放電曲線からの電池状態
　  把握および余寿命推定
　 電 池 の 充 電 時 の 測 定 値 から
充電曲線が得られます。各構成
部 材 の 基 本 的 な 物 性をデ ータ
ベース化し、このデータを用い
て測定結果を再現することによ
り、どの部材がどのように劣化し
ているかを知ることができると
考えられます。電 池メーカーに

よる報告例があります。
　この方法は充電のたびに適用
でき、簡便に結果が得られます。
しかし、この 手 法 がすべての 電
池 系 に 使 える保 証 は ありま せ
ん 。また、基 準となる各 構 成 材
料のデータベースを構築する必
要があります。そのため、この手
法が使えるのは電池メーカーな
どに限られます。
　また、別のグループは充電曲
線を微分して得られる微分容量
を用 い て 解 析して います（ 第３
図）。充電曲線では容量変化の
大きい領域ほど電圧変化が小さ
いのに対し、微分容量は容量変
化の大きい領域がピークとして
現れるので、充電挙動の変化に
対し敏感です。ただし、解析には
電池反応のモデル化と最適化し
た数式のセットが必要と考えら
れます。

（3）蓄積データからの余寿命推定
　車載電池の余寿命予測は、電
気自動 車 の 電 池 交 換 時 期 の 決
定や車両トラブルの未然防止の
ため重 要です。そ のため、アル
ゴリズムによる劣化判定などの
内容で各自動車メーカーが特許
を出願しています。また、全ての
車 載 電 池 の デ ー タ を 収 集し 、
ビッグデータ解析による力技で
の推定が進んでいます。

5．まとめ
　劣化診断技術の進歩により、充
放電反応や副反応など、管理され
た環境での変化に関する予測は、
ある程度可能になりました。しか
し、電池の寿命予測法で決定的な
ものは未だにありません。ユー
ザーが使える寿命予測法につい
ては、引き続き検討していきます。
　それに加えて、電池ユーザーに
とって必要なのは、トラブルの兆
候をすばやく検知する技術や、異
常電池があっても安全にバイパス
して一定時間運転を継続する技
術であると考えられます。今後こ
れらの検知・制御技術の研究開発
にも注目していきたいと考えま
す。
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リチウム二次電池は、充放電の繰り返しや充電状態での保管などにより、少しずつ劣化します。各電池メーカー
は劣化を抑制するために様々な対策をしていますが、完全に劣化をなくすことはできません。したがって、電池
の交換時期の予測やトラブルの未然防止のため、現在の電池の劣化状態の把握や将来の寿命の予測が重要で
す。そこで、リチウム二次電池の劣化診断や寿命評価に向けた取り組みについて調査し、その結果をまとめたの
で紹介します。
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第1図　電池の内部構造と劣化の要因

第2図　ルート則の一例 第3図　充電曲線と微分容量の一例
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1．背景と目的
　近年太陽光や風力などの再生
可能エネルギーの導入が急激に
拡大しており、今後も導入が進む
と見込まれます。これらは出力が
不安定なため、出力調整の対策が
必要です。その一つに二次電池に
よる電力貯蔵があり、すでに導入
され始めています。
　定置型電力貯蔵用途に用いる
二次電池には、20年程度の長寿
命が求められます。システムの安
定性も求められます。現状では二
次電池は出力あたりの単価が高
いので、出来る限り少量で要求仕
様を満たす必要があります。
　当社が電力貯蔵用二次電池を
導入するにあたり、これらの検討
を行うためには、自社で電池の劣
化状態を診断したり、寿命を推定
したりする必要があります。そこ
で現在世の中で検討されている
劣化診断方法や寿命推定方法に
ついて調査しました。
　以下、本文において「電池」はリ
チウム二次電池を意味します。

2．電池の劣化要因
　電池は様々な要因により劣化し
ます。電池の内部構造と劣化の要
因を第１図に示します。電池内部
には様々な部材が入っており、充
放電時や保管時にこれらの部材

が変化します。
　たとえば、電極材料の酸化や電
解液の分解などにより、電池反応
に寄与する物質量が減少すること
があります。また、電極材料が集
電体からはく離して、電池反応が
阻害されることもあります。これ
らの現象は、電池の充放電反応、
充放電以外の望ましくない化学反
応（副反応）などにより起こりま
す。
　電池構成材料に起因する変化
以外に、製造上の不具合や外部か
ら電池に強力な衝撃や振動が加
わることによる電池の劣化もあり
ます。

3．電池の劣化状態の把握
　様々な要因により変化が生じた
電池の状態を分析する手法は、破
壊分析と非破壊分析の二つに大
別されます。種々の機器分析を駆

使した電池の劣化評価研究は近
年大きく進歩しています。大学等
の研究機関や分析会社は、破壊分
析により劣化の原因を明らかにし
て電池の寿命向上に役立つ情報
を提供しています。しかし、破壊分
析を行うとその電池はもう使えな
くなるので、非破壊での分析が期
待されています。
　使用中の電池を非破壊で測定
して得られるデータには限りがあ
ります。電 圧 、電 流 、抵 抗（イン
ピーダンス）、温度などです。初期
の測定結果と現在の測定結果の
比較により電池の劣化状態を把
握します。

4．電池の余寿命推定方法
　電池を非破壊で電気的に測定
し、得られたデータから電池の余
寿命を推定するアプローチにつ
いて、いくつかの例を紹介します。

（1）経験式からの予測
　電池の寿命予測に関しては、

「ルート則」という経験式があり
ます。これは、「一定温度で保存
した電池の放電容量が、保存時
間 の 1 / 2 乗に比 例して 減 少 す
る」という関係式です（第２図）。

　初期の電池の容量減少に関し
てルート則がおおむね成立した
のは、電池の主要な劣化要因が
負 極 活 物 質（ 黒 鉛 ）の 表 面での
被膜成長だったためです。黒鉛
の 表 面 被 膜 の 成 長 速 度 が 被 膜
厚さの逆数に比例するとしたモ
デルで反応速度式を解くと、放
電 容 量 の 減 少 量 が 時 間 の 1 / 2 
乗 に 比 例 する関 係 が 得られま
す。
　しかし電池の改良が進むにつ
れ、ルート則では説明できない
劣化挙動が多く見られるように
なりました。そのため、今では単
純にルート則だけで電池の寿命
を予測することは困難です。

（2）充放電曲線からの電池状態
　  把握および余寿命推定
　 電 池 の 充 電 時 の 測 定 値 から
充電曲線が得られます。各構成
部 材 の 基 本 的 な 物 性をデ ータ
ベース化し、このデータを用い
て測定結果を再現することによ
り、どの部材がどのように劣化し
ているかを知ることができると
考えられます。電 池メーカーに

よる報告例があります。
　この方法は充電のたびに適用
でき、簡便に結果が得られます。
しかし、この 手 法 がすべての 電
池 系 に 使 える保 証 は ありま せ
ん 。また、基 準となる各 構 成 材
料のデータベースを構築する必
要があります。そのため、この手
法が使えるのは電池メーカーな
どに限られます。
　また、別のグループは充電曲
線を微分して得られる微分容量
を用 い て 解 析して います（ 第３
図）。充電曲線では容量変化の
大きい領域ほど電圧変化が小さ
いのに対し、微分容量は容量変
化の大きい領域がピークとして
現れるので、充電挙動の変化に
対し敏感です。ただし、解析には
電池反応のモデル化と最適化し
た数式のセットが必要と考えら
れます。

（3）蓄積データからの余寿命推定
　車載電池の余寿命予測は、電
気自動 車 の 電 池 交 換 時 期 の 決
定や車両トラブルの未然防止の
ため重 要です。そ のため、アル
ゴリズムによる劣化判定などの
内容で各自動車メーカーが特許
を出願しています。また、全ての
車 載 電 池 の デ ー タ を 収 集し 、
ビッグデータ解析による力技で
の推定が進んでいます。

5．まとめ
　劣化診断技術の進歩により、充
放電反応や副反応など、管理され
た環境での変化に関する予測は、
ある程度可能になりました。しか
し、電池の寿命予測法で決定的な
ものは未だにありません。ユー
ザーが使える寿命予測法につい
ては、引き続き検討していきます。
　それに加えて、電池ユーザーに
とって必要なのは、トラブルの兆
候をすばやく検知する技術や、異
常電池があっても安全にバイパス
して一定時間運転を継続する技
術であると考えられます。今後こ
れらの検知・制御技術の研究開発
にも注目していきたいと考えま
す。
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R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.495R&D NEWS KANSAI   2018.9   No.495

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

関西VPPプロジェクト
10研究紹介

2120

1．目的
　本プロジェクトでは、蓄電池、
電気自動車（EV）、ヒートポンプ
給湯器(EQ)、空調、エネルギー
マネジメントシステム(EMS)と
いった各種の機器（エネルギー
リソース）を集約（アグリゲート）
することで、各種の需給サービ
ス（エネルギーマネジメント、デ
マ ンドレスポ ン ス ( D e m a n d 
Response; DR)、再生可能エ
ネルギーの有効活用等）を実現
するために、VPP事業の基盤と
な るシ ス テ ム の 構 築 、実 際 の
サービスを模擬したフィールド
テスト等の実証を進め、事業化
の検討に資することを目的とし

て、実証に取組んでいます。

2．システム構成
　本プロジェクトのシステム構
成を第１図に示します。系 統 運
用者・小売電気事業者等からの
需要調整の依頼を受信し、その
依 頼 量 を 配 分 す る「 統 合 サ ー
バ」、統合サーバから配分された
依頼を受信し、配下の需要家側
リソースに依頼量を配分して監
視制御する「リソースサーバ」、

「メーカサ ーバ」、通信プロトコ
ルの変換等を行う「ゲートウェイ
(GW)」および各種の「需要家側
リソー ス」によって 構 成 されま
す。取り扱うリソースとしては、

蓄電池(産業用・家庭用)、EQ、
EV、各種EMS、冷凍機、空調等
を対象としています。サ ーバ間
および需要家側のGWまでの通
信 プ ロトコ ル に は 、標 準 的 な
OpenADR2.0bを採用してい
ま す 。G W 以 下 は 家 庭 用 機 器
( E Q 、E V ) に は E C H O N E T 
L i t e を 、産 業 用 蓄 電 池 は
Modbus/TCPを中心に採用し
ています。

3．2017年度実証内容
　2017年度は、電源Ⅰ-b実証対
応のシステムを構築のうえ、全
事業者を接続し、各種実証を行
いました。具体的には、2017年

1 2 月から2 0 1 8 年 2 月にか け
て、送配電事業者向け電源Ⅰ-b
を想定した実証メニューを計8
回 、小 売 電 気 事 業 者 向 け 下 げ
D R ( 需 要 抑 制 ) を 計 4 回 、上 げ
DR(需要創出)を計3回実施しま
した。なお、今回の実証において
は、統合サーバからは可能量に
基づいた指令のみで、統合サー
バでのフィードバック制御は行
いませんでした。

4．実証結果
　電源Ⅰ-b相当実証結果の一例
を第２図に示します。本実証では
発動から制御開始までの時間が
5分または15分と短く、早い応
答 性 が 求められるほか、エリア
を区別した指令や制御開始の±
5 分 の 実 績 報 告 、出 力 値 ( k W )
の維持が求められました。目標
値に追従できた事業者もありま
すが、全体値としては、指令値と
制 御 量 が 乖 離 する時 間 帯 も あ
り、計測面、制御面ともに精度の
向上等いくつかの課題を残す結
果となりました。上げDR実証結
果 の 一 例を第３図に示します。
各事業者単位で見れば、制御量
に 対して 過 不 足 は あった も の
の、上げ下げDRについては、全
体としての応動は各DRに寄与

する方向に制御できていること
を確認しました。

5．今後の課題
　今後は、各リソースサーバの
制御の精度向上を図る一方で、
各リソースサーバが指令値を満
たせない場合が発生するリスク
を想定して、フィードバック制御
を行い、統合サーバとして指令
値への達成率を向上させる仕組
みを構築する必要があります。
また、指 令 内 容とリソースの 特
性を踏まえ、ユースケースに応
じてリソースを使 い 分け、統 合
サーバ側でリソース毎のDR能
力 を 補 完 する仕 組 み も 必 要 で
す。
　VPPビジネスを成立させるた
めには、調整力を安価に調達し、
それを必要としている事業者に
対して、それぞれのニーズに応
じた多様なサービスを提供でき
る体制を構築することが不可欠
です。また、電力系統に偏在する

様々なエネルギーリソースを数
多く束ね、量(調整量)と質(反応
速度、応答率)を確保するととも
に、サ ービスに応じて最適なエ
ネルギーリソースを活用してい
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
図りつつ、技術面、ビジネス面で
の課題解決に努め、VPPシステ
ムの構築を目指します。
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近年、需要家側に設置される蓄電池や再生可能エネルギー発電設備等、分散して存在するエネルギーリソースを
インターネット等で経由して遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力の需給調整に活用
す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。当社では、2016年度から経
済産業省の「VPP実証事業」に複数の企業と協力し「関西VPPプロジェクト」として実証に取組んでいます。本稿で
は、本プロジェクトの2017年度実証試験概要とその結果について報告します。
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研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

近年、需要家側に設置される蓄電池や再生可能エネルギー発電設備等、分散して存在するエネルギーリソースを
インターネット等で経由して遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力の需給調整に活用
す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。当社では、2016年度から経
済産業省の「VPP実証事業」に複数の企業と協力し「関西VPPプロジェクト」として実証に取組んでいます。本稿で
は、本プロジェクトの2017年度実証試験概要とその結果について報告します。

関西VPPプロジェクト

竹村　和久
研究開発室　技術研究所　先進技術研究室
バーチャルパワープラント（VPP）実証研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務
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ミニ解説 ミニ解説

1．特許法における新規性と公開
　発明者が発明を学会や論文で発表して公にするこ
とがあります。その後にその発明を特許出願して、特
許を受けることができるのでしょうか。
　特許権はその権利者に一定期間独占的な実施権を
付与するものですから、既に世の中に存在している技
術に対して権利を認めることは、産業の発達への寄与
を目的とする特許法の趣旨に反することになります。
　そこで、特許法では特許を受けるためには、「新規
性」を要件としています。つまり、特許出願前に、日本
国内または外国において、公然と知られた発明（テレビ
で発表したような場合）、公然と実施された発明（発明
品を店頭で販売したような場合）、頒布された刊行物
に記載された発明、電気通信回線を通じて公衆に利用
可能となった発明については、新規性がなく、特許権
を取得することはできないとされています（特許法第
29条第１項）。
　このことは発明者自らが、学会誌に投稿、学会で発
表、ホームページ上で発表、新製品として販売、などに
よって発明を公開した場合であっても同様です。

2．新規性喪失の例外規定
　しかし、発明者の意図しないところでの第三者によ
る公開や、発明者が出願前にうっかり論文発表等で公
開してしまった場合にも、新規性が喪失したとするの
は、発明者に酷であり、特許法の本来の趣旨にもとる
ことになり得るため、特許法では新規性喪失に関して
例外規定を定めています（以下、例外規定といいま
す）。
　すなわち、特許法第29条第１項の新規性喪失事由
に該当する場合であっても、以下の①、②の場合は、３．
の手続をとることによって新規性が失われないものと
することができます。
①特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性
を失った場合（特許法第30条第１項）

②特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新
規性を失った場合（特許法第30条第２項）

3．例外規定の適用を受けるための手続
　例外規定の適用を受けるために必要な手続は以下
のとおりです。
＜２．①、②に共通の手続＞
　新規性を喪失した日から１年以内に特許出願を行
うこと。この期間は６ヶ月から１年に延長されました
（６．を参照ください）。
＜２．①の場合の手続＞
　意に反して公開された旨を説明する意見書などを
提出すること。

＜２．②の場合の手続＞
（１）出願と同時に本規定の適用を受ける旨の意思表

示を行うこと。具体的には、願書に記載するか、
別途書面を提出します。

（２）出願対象である発明が、本規定の適用を受ける
ことができることを証明する書面を、出願日から
30日以内に提出すること。
　本規定の適用を受けることができる発明であ
ることを証明する書面は、（ア）発明の公開日か
ら１年以内に特許出願をしたこと、（イ）権利者の
行為に起因して発明が公開され、権利者が特許
出願をしたこと、を示す書面です。
　（ア）の書面には、公開日（刊行物の発行日、学
会の開催日を示すプログラムなど）、公開場所
（刊行物名、ウェブサイトのアドレスなど）、公開
者、公開された発明の内容を記載します。
　（イ）については、発明者、公開時の権利者、公
開者、出願人を記載します。職務発明のように発
明者と出願人が異なる場合には、特許を受ける
権利の承継等の事実を記載します。事実に即し
て記載すれば、権利譲渡書等の添付は不要で
す。

4．例外規定適用の効果
　３．の手続によって、例外規定の適用を受けることが
できれば、新規性の喪失を理由として特許を受けるこ
とができないということはなくなります。

　しかし、特許法は同一の発明について、先に出願した
者が権利を取得する「先願主義」をとっており（特許法
第39条）、「先願主義」に対してまで例外となるわけで
はありません。したがって、例えば発明を公開後、その
発明を知った他人が、発明者本人の出願前に同一発明
の出願を行った場合、たとえ３．の手続によったとして
も、特許を受けることはできません（ただし、この同一
発明の出願を行った者も、発明者が公開したことで新
規性を喪失していますので、特許を受けることはでき
ません）。

5．外国出願における新規性喪失の例外の適用
　特許の審査は、出願した国でそれぞれの国の特許法
に基づき行われます。外国においても新規性喪失の例
外規定が設けられていますが（グレースピリオドと呼
ばれます）、例外が認められる基準は国によって異なり
ます。特に、発明者自らの公表などにより公知となった
場合の例外規定の適用がない国があることに留意が
必要です。
　例えば、米国では発明者自らの公表により公知に
なった場合でも、それが出願前１年以内であれば、原
則として新規性は失なわれません。韓国も同様です。
　一方、欧州や中国では出願前に発明者自らの公表な
どにより公知になった場合は例外規定の適用がありま
せん。欧州や中国で例外規定の適用があるのは、発明
者の意に反して公知となった場合のほか、一定の要件
を満たす国際博覧会や学術会議で公開した場合に限
られます。
　したがって、我が国における出願において発明者自
らの公表などにより公知となった場合の例外規定の適
用を受けた特許を、欧州や中国で出願しても、例外規
定の適用が受けられず、特許化できない場合があるこ
とに注意する必要があります。

6．本規定の改正
　例外規定の適用期間は、特許法の改正により６ヶ月
から１年に延長されました。延長された期間は改正の

施行日（平成30年６月９日）以降の出願に適用されま
す。ただし、改正法は新規性喪失日が平成29年12月8
日以前である発明には適用されませんので注意してく
ださい。具体的には、
•平成29年12月8日までに公開した発明について
は、適用期間は６ヶ月です（公開した日が平成29年
12月9日であれば、平成30年12月9日までに出願
すれば、例外規定の適用を受けられます）。
•例えば平成30年９月９日出願の場合、例外規定の適
用期間は平成29年12月9日から出願日までの９ヶ
月間となります。
　ちなみに、実用新案法、意匠法にも同様の例外規定
があり、今回の改正により、例外規定の適用期間が６ヶ
月から１年に延長されました。

7．おわりに
　発明の新規性喪失の例外規定は、あくまで例外規定
です。その適用を受けるためには、３．で説明した、特別
の手続をとる必要があり、費用も余分にかかります。ま
た、他者による先願、外国出願では認められない場合
があるといったリスクも伴います。例外規定があるこ
とに安心せず、できる限り早期の出願準備を進め、学
会や雑誌への投稿による公開前に特許出願を完了さ
せておくことが重要です。

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

研究開発室　知的財産グループ

新規性喪失の例外
～発明の公開と新規性～
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進歩賞受賞者(粟津(関西電力))

論文賞受賞者(左より渡部(関西電力),和田(IERE))
第2図　実ガス試験のシステム概念図
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トピックス 社内案内

1．はじめに（目的）
　平成28年にパリ協定が発効し、世界の平均気温上昇を産業革
命以前に比べ2℃より十分低く保つとともに1.5℃に抑える努力を
追及すること、できる限り早期に人為的な温室効果ガスの排出と
吸収源による除去の均衡を達成するという目標が掲げられまし
た。当社は環境と関わりの深いエネルギー事業者として社会から
信頼される企業グループであるために、低炭素社会の実現に向
けた挑戦を行うことを環境行動方針として定め、様々な取組みを
実施しています。
　その中で、火力発電所等の排ガス中のCO2分離回収は重要な
技術であると期待されていますがCO2分離回収時のエネルギー
消費量低減が課題となっています。本稿では、公益財団法人地球
環境産業技術研究機構(RITE）、川崎重工業株式会社(KHI)、関西
電力が共同で実用化試験を計画している省エネルギー型二酸化
炭素分離回収装置の概要、発電所の未利用熱を有効活用したモ
デルについて報告します。

2．省エネルギー型二酸化炭素分離回収装置
　RITEでは、CO2と選択的に反応する高性能アミンを多孔質材に
含浸させた固体吸収材を開発し、CO2分離回収用蒸気温度を従
来の約100℃から約60℃まで低減することを可能としました。
　一方KHIでは、固体吸収材への吸着(CO2分離）、固体吸収材か
らの脱離(CO2回収）、固体吸収材の乾燥の3工程を連続的に実施
するとともに、装置の小型化や負荷変動への追従性等を実現した
移動層システム(KCC：Kawasaki CO2 Capture)を開発しました。
　計画している実用化試験では、これらを組み合わせることで、
CO2分離回収に必要なエネルギーを従来の約2.5GJ/ton-CO2

から1.5GJ/ton-CO2以下まで低減することを目標としています。

3．発電所の未利用熱を有効活用したモデル
　省エネルギー型二酸化炭素分離回収装置は、前述のとおり約
60℃の蒸気供給を必要とします。例えば900MWの超々臨界圧
石炭焚きボイラで発生するCO2の全量(約740t/h）を分離回収す
るには約780t/hの蒸気が必要であり、ボイラやタービン抽気か
ら供給した場合、発電所の効率低下を招くこととなります。
　今回当社は、長年のプラント運用技術を基に石炭火力発電所の未利用
熱を有効活用しCO2分離回収用蒸気を供給できるモデルを考案しました。
（1）湿式脱硫装置採用プラント
　脱硫装置保護のため脱硫装置入口部で冷却水をスプレし排

ガス温度を90℃から60℃まで低減しており、この低減熱量を
有効活用します。

（2）乾式脱硫装置採用プラント
　乾式脱硫装置は、湿式のように排ガス温度を60℃まで低減する
ような制約がなく脱硫工程による温度低下も少ないため、湿式より
も高温のガスを排出しています。この余剰排熱を有効活用します。
　（１）、（２）の熱回収で得られるエネルギーは従来捨てていた熱
であり、全排ガス量の約33～55％でCO2分離回収に必要な熱
エネルギーを確保できるため、現状の発電システムから効率を
殆ど低下させずにCO2の分離回収が可能となります。（特願
2017-79920）。

4．今後の計画
　今後、舞鶴発電所にて、以下の規模での実ガス試験を想定
した実用化検討を進めます。

（１）処理ガス量：7,000m3/h
（２）CO2回収量：40t/日
（３）検証課題：分離回収用エネルギーの評価他
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