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■ ガソリンと電気
　筆者の専門は電気自動車（以下EV）である。エンジンは電気モー
タに置き換わり、100年も経てばほとんどのクルマはモータで走る
EVになるだろう。しかしEVへのエネルギー供給手段は未解決であ
る。ガソリン車は「止まって」「短時間で」「大きな」エネルギーを入れ
るしかない。日常の自家用車へのガソリン給油は電力換算で約
20,000kW（新幹線16両編成フルパワー加速相当）である。この真
似はできない。大きな電力は起こしたらすぐ使うのがベストであっ
て、貯めて使うのは賢くない。だから電力会社は、発電所から消費地
までの大電力系統網を築いてきたのである。
　電池EVの航続距離は不十分だから短い航続距離でがまんしよう
とか、急速充電や高性能電池がキー技術だと誰もがいう。本当にそ
うだろうか。電池は当面重要技術であるが、リチウムはあってもコバ
ルトが容易に枯渇するから長期的には消えるクルマであろう。

■ モータ／キャパシタ／ワイヤレス
　ではどうすれはいいか。電車のように、EVに電力インフラから直
接エネルギーを供給すればよい。未来のクルマは大きなエネル
ギーを持ち運ばず、クルマを電力系統につなぐ「ワイヤレス給電」が
キー技術となる。さらに、電気モータの制御特性を生かした「モー
ション制御」や自動走行技術によって、エネルギー効率や安全性は
飛躍的に向上することだろう。
　いま盛んに研究開発が行われているワイヤレス給電は、50cm～
1mの距離を、コイル間伝送効率95%程度で飛ばせる技術レベルで
ある。簡単な中継コイルを用いて距離を数mに伸ばすこともでき
る。ただ、クルマは電車ではないので、20～30kmを走るエネル
ギーは自前で持つ必要がある。電力を頻繁に出し入れするには、寿
命の短い化学電池ではなく、数百万回の充放電に耐えられる物理
電池「スーパーキャパシタ」がよい。少なくとも500kmを走る寿命
の短い高性能電池は不要である。

■ ワイヤレス給電の道路への敷設
　2012年に162kmが部分開通した新東名高速道路は、人件費など含
めて2.6兆円かかったという。1kmあたり160億円、1mあたり1,600万
円である。3mも走れば家が建つ。東京湾アクアラインや最近の地下鉄
の建設費は1mあたり1億円である。その中にワイヤレス給電設備を含

めることは難しいことだろうか。日本中の道路の1割を電化しても
5,000億円であるという試算もある。決して大きな額ではない。
　クルマを電力系統につなぐ最後の数mを担うワイヤレス給電の
概念は、光通信ネットワークとよく似ている。光通信の幹線はハード
ウェアですぐそこまで来ており、最後の数mを高速 WiFiが担う。鉄
道の饋電インフラと車両は同じ会社のものである。同じように将来
のクルマ会社電力会社と一体となって給電インフラを整備しメンテ
することになる可能性もある。

■ 100年後のエネルギー
　1,000年後の世界においても、きめ細かい制御ができる「電気」が
諸種エネルギーの媒体として重要な役割を担っているだろう。
　太陽光や風力発電の大量導入は電力系統の安定性を激しくおび
やかす。5MWの風車はジャンボジェットの数倍の大きさになる。稼
働率20%として約1,000kW、しかも同規模の蓄電設備が必要であ
る。100万kWの発電機を置き換えるには1,000台が必要だから１週
間に20ずつ作れば１年かかる。東京電力の20%を置き換えるにはそ
の10倍、つまり１週間に200ずつ作り続ければよい。太陽光はさらに
厳しい。風力や太陽光は火力や原子力を「置き換える」ものではない
ことに一般の人々が気づくにはまだ20～30年かかるだろう。少なく
とも、洋上風力の風車がでかいことを自慢したりしない方がいい。

■ まとめ
　人々が疑いの余地なしとして大合唱しているものには注意が必
要である。EVもそうかも知れないから有頂天にならないようにした
い。そして過ちに気づいたら「過ちて改むるに憚ることなかれ」とい
う勇気もまた肝要である。



東京大学大学院　新領域創成科学研究科　先端エネルギー工学専攻　教授

堀　洋一

R&D NEWS KANSAI   2019.3   No.497 1

巻 頭 言

2

3

4

5

6

7

8

みんなが大合唱していることは大間違い！？ ………………………………………P1

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

アルミ電線の内部腐食による寿命に関する基礎研究 ……………………………P4

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

水力・火力発電所向け、摩耗計測装置の開発 ………………………………………P6

1 電力システム技術センター　制御グループ（現地域エネルギー本部　地域エネルギー技術グループ）

給電制御所システムにおける継続地絡選択継電器および
調相設備自動制御装置のソフトウェア化 ……………………………………………P2

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

架空配電系統におけるパルス波を用いた事故未然防止について ………………P8

研究開発室　技術研究所　発電技術研究室

有限要素解析による蒸気タービンケーシングの損傷評価 …………………… P10

土木建築室　建築環境エネルギーグループ

生産効率性と省エネルギー性の両立を目指した総合的な建築技術に関する研究…… P12

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業エネルギー）

イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その３）………………………… P14

9 研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

植物工場に関する取り組み ……………………………………………………… P18

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

低合金鋼ボイラ管台セットオン溶接部のFEM応力解析によるクリープ損傷評価…… P16

技術研究所における新規ビジネス創出に向けたオープンイノベーションの取り組み…… P20

ビジネスモデル特許について～ビジネス方法の保護～…………………………… P22

平成30年度 R&D News Kansai 総目次　 …………………………………… P24

巻 頭 言

研究紹介

ミニ解説

トピックス

社内案内

C O N T E N T S
N E W S  K A N S A I

2019.March
Vol.4973R&D

1983年 東京大学大学院電子工学専門課程修了。2000年
2月 電気工学科 教授。2002年10月 生産技術研究所 教授。
2008年4月より現職。電気学会産業応用部門元部門長、自
動車技術会技術会議元議長、日本能率協会モータ技術シン
ポジウム委員長、キャパシタフォーラム会長、IEEE Fellow。
2018年10月にはWEVA（世界電動車両協会）会長として、
EVS31＆EVTeC2018（国際電気自動車シンポジウム・展示
会）を主催した。

略  歴

みんなが大合唱していることは
大間違い！？

■ ガソリンと電気
　筆者の専門は電気自動車（以下EV）である。エンジンは電気モー
タに置き換わり、100年も経てばほとんどのクルマはモータで走る
EVになるだろう。しかしEVへのエネルギー供給手段は未解決であ
る。ガソリン車は「止まって」「短時間で」「大きな」エネルギーを入れ
るしかない。日常の自家用車へのガソリン給油は電力換算で約
20,000kW（新幹線16両編成フルパワー加速相当）である。この真
似はできない。大きな電力は起こしたらすぐ使うのがベストであっ
て、貯めて使うのは賢くない。だから電力会社は、発電所から消費地
までの大電力系統網を築いてきたのである。
　電池EVの航続距離は不十分だから短い航続距離でがまんしよう
とか、急速充電や高性能電池がキー技術だと誰もがいう。本当にそ
うだろうか。電池は当面重要技術であるが、リチウムはあってもコバ
ルトが容易に枯渇するから長期的には消えるクルマであろう。

■ モータ／キャパシタ／ワイヤレス
　ではどうすれはいいか。電車のように、EVに電力インフラから直
接エネルギーを供給すればよい。未来のクルマは大きなエネル
ギーを持ち運ばず、クルマを電力系統につなぐ「ワイヤレス給電」が
キー技術となる。さらに、電気モータの制御特性を生かした「モー
ション制御」や自動走行技術によって、エネルギー効率や安全性は
飛躍的に向上することだろう。
　いま盛んに研究開発が行われているワイヤレス給電は、50cm～
1mの距離を、コイル間伝送効率95%程度で飛ばせる技術レベルで
ある。簡単な中継コイルを用いて距離を数mに伸ばすこともでき
る。ただ、クルマは電車ではないので、20～30kmを走るエネル
ギーは自前で持つ必要がある。電力を頻繁に出し入れするには、寿
命の短い化学電池ではなく、数百万回の充放電に耐えられる物理
電池「スーパーキャパシタ」がよい。少なくとも500kmを走る寿命
の短い高性能電池は不要である。

■ ワイヤレス給電の道路への敷設
　2012年に162kmが部分開通した新東名高速道路は、人件費など含
めて2.6兆円かかったという。1kmあたり160億円、1mあたり1,600万
円である。3mも走れば家が建つ。東京湾アクアラインや最近の地下鉄
の建設費は1mあたり1億円である。その中にワイヤレス給電設備を含

めることは難しいことだろうか。日本中の道路の1割を電化しても
5,000億円であるという試算もある。決して大きな額ではない。
　クルマを電力系統につなぐ最後の数mを担うワイヤレス給電の
概念は、光通信ネットワークとよく似ている。光通信の幹線はハード
ウェアですぐそこまで来ており、最後の数mを高速 WiFiが担う。鉄
道の饋電インフラと車両は同じ会社のものである。同じように将来
のクルマ会社電力会社と一体となって給電インフラを整備しメンテ
することになる可能性もある。

■ 100年後のエネルギー
　1,000年後の世界においても、きめ細かい制御ができる「電気」が
諸種エネルギーの媒体として重要な役割を担っているだろう。
　太陽光や風力発電の大量導入は電力系統の安定性を激しくおび
やかす。5MWの風車はジャンボジェットの数倍の大きさになる。稼
働率20%として約1,000kW、しかも同規模の蓄電設備が必要であ
る。100万kWの発電機を置き換えるには1,000台が必要だから１週
間に20ずつ作れば１年かかる。東京電力の20%を置き換えるにはそ
の10倍、つまり１週間に200ずつ作り続ければよい。太陽光はさらに
厳しい。風力や太陽光は火力や原子力を「置き換える」ものではない
ことに一般の人々が気づくにはまだ20～30年かかるだろう。少なく
とも、洋上風力の風車がでかいことを自慢したりしない方がいい。

■ まとめ
　人々が疑いの余地なしとして大合唱しているものには注意が必
要である。EVもそうかも知れないから有頂天にならないようにした
い。そして過ちに気づいたら「過ちて改むるに憚ることなかれ」とい
う勇気もまた肝要である。



第1図　Ｂ１０Ｇの概要 第2図　起動判定の概要

第3図　他機能との協調

第4図　調相プロコンの概要

第5図　調相プロコン比較簡略図

R&D NEWS KANSAI   2019.3   No.497R&D NEWS KANSAI   2019.3   No.497 32

電力システム技術センター　制御グループ　（現地域エネルギー本部　地域エネルギー技術グループ）

給電制御所システムにおける継続地絡選択継電器および調相設備自動制御装置のソフトウェア化
1研究紹介

1．ソフトウェアＢ１０Ｇ
（1）Ｂ１０Ｇの概要
　当社では６.６ｋＶ母線地絡事故、変
圧器２次ケーブル地絡事故および
微地絡事故等、地絡方向継電器（６７
Ｇ）による検出保護ができずに事故
継続する場合の運用者による検出
遮断等の負担軽減を目的にＢ１０Ｇ
を設置しており、５秒程度事故継続
したとき起動します。Ｂ１０Ｇの概要
を第１図に示します。

（2）ソフトウェア化による効果と課題
　ソフトウェア化により、約２，０００台
の現場設備を改良周期に応じて順
次、給電制御所システムに集約可能
となり、設備更新やメンテナンスの

コスト削減が見込まれます。
　なお、ソフトウェア化にあたって
は、Ｂ１０Ｇの起動判定条件や、事故
後に系統を自動で復旧する機能（以
下、自動復旧機能）との組合せが課
題となります。

（3）起動判定条件
　従来のＢ１０Ｇは、地絡過電圧継電
器（以下、Ｂ64Ａ）の動作により起動
します。
　ソフトウェア化に際し、Ｂ64Ａの単
一動作表示情報を起動判定条件とす
ると、誤情報伝送時の影響が大きく
なります。そこで、第２図の通り、Ｂ64
Ａの地絡相表示を組み合わせること
で、誤動作防止を実現しています。

（4）自動復旧機能との協調
　自動復旧機能は現在も給電制御
所システムに具備されている機能
であり、現場に設置されたＢ１０Ｇの
遮断指令による現場機器の状態変
化（以下、自動状変）に応じて自動復
旧フローが演算されています。
　ところが、Ｂ１０Ｇがソフトウェア化
されると制御指令が給電制御所シ
ステムから伝送されます。通常、給
電制御所システムからの制御指令
による現場機器の状態変化は操作
による状態変化（以下、操作状変）と
なるため、ソフトウェアＢ１０Ｇの制御
指令と区別する必要があります。
　このことから、ソフトウェアＢ１０Ｇ
の動作状態を一定時間内部ホール

ドし、その間に発生した状態変化を
すべて自動状変として組み合わせ
処理させることで、自動復旧機能と
の組合せを図りました。

2．ソフトウェア調相プロコン
（1）調相プロコンの概要
　調相プロコンとは、電力用コンデ
ンサや分路リアクトル等の調相設
備、変圧器タップを制御することに
より電圧を調整する設備です。
　調相設備の運転方法には、事前に
設定された運転カーブに基づき制
御を行うスケジュール運転と、系統
状況が事前の想定から乖離した場
合に給電制御所の運用者から指令
を行う別命運転があります。

（2）ソフトウェア調相プロコンの特徴
　ソフトウェア調相プロコンは、従
来と同様に基幹系統給電所にて作
成した調相スケジュールに基づき
内容確認決定および登録、スケ
ジュール値に応じた調相操作を自
動実行します。
　第５図に示す通り、調相プロコン
盤の代わりに、ソフトウェア調相プロ
コンにて調相設備への開閉指令お
よび電圧調整盤（ＬＲ盤）への操作指
令を行います。設備更新やメンテナ
ンスのコスト削減に加え、調相設備

の取替・増設時に必
要であった調相プロ
コン盤の改造がソフ
トウェアのデータ
ベースによる定義変
更にて可能となり、
一層のコスト削減が
見込めます。
　また、従来は調相
設備の開閉器操作
回数が均等になるよう運転する等
頻度制御が実装されていましたが、
今回新たに、開閉器の障害実績や
経年を考慮した上で、運用者によっ
て設定された優先順位に応じて制
御を行うことを可能とする優先順位
制御を実装しました。
　さらに、これまでは電圧目標値を
現地プロコン盤で設定変更する必
要でしたが、ソフトウェア化に伴い遠
隔操作での変更を可能としました。
　加えて、現地設定変更の場合は
電圧目標値を１パターンしか設定で
きませんでしたが、複数の電圧目標

値テーブルを持たせることで、より
きめ細かな調相制御を可能とし、設
定変更に伴う運用者の負担も軽減
できます。　

3．まとめ
　変電所設備のスリム化を目的に、
ソフトウェアＢ１０Ｇおよび調相プロ
コンを開発しました。本機能は次期
給電制御所のリプレイスに合わせ
て導入する予定です。
　今後、更なる変電所設備のスリム
化および運転業務の高度化を目指
していきます。

電力システム技術センター　制御グループ　（現地域エネルギー本部　地域エネルギー技術グループ）

荒木　真範
電力システム技術センター　制御グループ
（現地域エネルギー本部　地域エネルギー技術グループ）
制御システム工事設計

執 筆 者
所 　 属

主な業務

平成３１年度運開予定の次期給電制御所システムの開発にあたっては、ソフトウェア化による変電所設備のスリム化を指
向し、設備毎に適用可能な機能を検討しました。その結果、事故除去を目的とする保護装置ほどの即応性を必要とせず、
ソフトウェア化に伴う制御の遅れが問題とならない設備をソフトウェア化の対象範囲とし検討を進めることとしました。
以下に、この取り組みの中から継続地絡選択継電器（以下、Ｂ１０Ｇ）および調相設備自動制御装置（以下、調相プロコン）
に関するソフトウェア開発の概要を紹介します。

給電制御所システムにおける継続地絡選択継電器
および調相設備自動制御装置のソフトウェア化



第1図　Ｂ１０Ｇの概要 第2図　起動判定の概要

第3図　他機能との協調

第4図　調相プロコンの概要

第5図　調相プロコン比較簡略図
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写真１　電線加速劣化装置

写真２　内部腐食の進展状況（断面写真）

第1図　電線外径の変化

写真３　通電試験
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アルミ電線の内部腐食による寿命に関する基礎研究
2研究紹介

1．はじめに
　電線の張替え基準にはいくつか
ありますが、いずれも電線の機械
的強度（引張強度）の低下によって
決まっています。ひとつは素線溶断
等により断面積の10%が減少した
場合、もうひとつは熱劣化等により
引張強さが10%低下した場合で
す。電線の熱劣化現象については
古くから研究され、電流容量や許容
温度はこの熱劣化現象から決まっ
ています。
　近年、アルミ電線で電線内部腐食
が起因して電線が断線する事象が
発生し、注目されています。アルミ
電線はアルミ素線と鋼心により構
成されていますが、海塩粒子が原因
でこの異種金属接触により腐食が
急激に進展します。従って、汚損の
厳しい場所では熱劣化ではなく、こ
の内部腐食により電線の寿命決ま
ることになります。また腐食は内層
アルミ素線から発生するため、熱劣
化による電線の劣化現象と違って
全ての素線がほぼ一定の強度低下

を起こす訳ではないのが特徴です。
　当社でも平成13年頃から「電線
内部腐食」に関して様々な研究を
行ってきており、メカニズムや劣化
進展状況について解明すると同時
に、電線の劣化現象を基に腐食マッ
プを作成して、これ使って電線の張
替え計画を作っています。腐食マッ
プの作成にあたり、張替えの基準が
必要になりますが、当社では熱劣化
による寿命の考え方を参考に「内部
素線の張力10%低下」という考え方
を採用しています。前述のように内
部腐食は内層素線が先に強度低下
を起こすため、この張替え基準は安
全側であり少し裕度があると考えら
れます。本研究はこの基準の見直し
の可能性を探るため基礎的な検討
を行っています。

2．試験方法
（1）試験方法
　張替え基準を決定するためには
電線自身の寿命（どのように劣化が
進み電線としての機能を失っていく

か）をまず知る必要があると考えま
した。過去の研究でも電線の内部腐
食による電線の劣化進展状況を調
べてきましたが、電線として機能が
失われるような領域まではデータ
が必要なかったため、実験をしてい
ませんでした。そこで今回は、これま
で調べていなかった領域で腐食が
どのように進展していくのかを中心
に調べて行くことにしました。

（2）試験装置および条件
　内部腐食の試験には、住友電気
工業が保有している「腐食加速試
験設備」（写真１）を使用し、試験条
件としては、これまで加速劣化で
使ってきた試験条件を参考に決定
しました。
　今回は試験用の電線として、腐食
進展時間の早いACSR160mm2を
使用し、データのない4ヶ月以降の
腐食期間を中心に調査を行いまし
た。また、これまで試験したことのな
い条件として、現場で発生が予想さ
れる微風振動や異常張力などを模

擬した外力（機械的履歴）も試験項
目に加えました。

3．試験結果
（1）腐食の進展状況
　腐食の進展を示す電線の断面写
真の変化を写真２に示します。4ヶ月
を過ぎると急激に外層まで腐食が
進展しはじめ、それに伴って電線の
外径が増加していきます。（第１図）
6ヵ月後には10mの電線サンプル
の3箇所に外層の素線切れが発生
するまで劣化しました。

（2）通電試験
　劣化させた電線の通電特性を
把握するために写真３のような装
置に電線を張り、スルートランスに
よって電流を流して温度特性を調

べました。
　6ヶ月サンプルに外力を加えた電
線に電流を流したところ、常時許容
電流の30%（140A）で約200℃程
度の温度度上昇が見られるように
なりました。通電電流をさらに増や
し常時許容電流の50%を通電し始
めると放電が起こり始め、4分後に
高温張力により断線しました。　
　5ヶ月サンプルでも同様な通電試
験はしましたが、短時間許容電流相
当（616A）を流しても電線温度は上

昇しましたが、断線には至りません
でした。

4．結論および今後の進め方
　今回の研究によりACSR160mm2

電線の4ヶ月以降の腐食劣化進展
状況が把握できたと同時に、5～6ヶ
月の間に電線としての寿命がある
ことが明らかになりました。
ACSR160mm2電線では内層素線
の引張強度が10%低下するのは約
1.5ヶ月相当の腐食状態であること
が分かっていますので、試験結果か
ら張替え基準を変更することは可
能であるように思われます。
　しかし、電線の腐食が進展すると、
電線抵抗が増加するため腐食して
いない電線に比べると同じ電流で
も電線の温度が上昇します。そのた
め、基準を見直す場合この影響が無
視できない可能性があります。ま
た、電線弛度への影響なども無視で
きなくなることも考えられるため、
これらの影響も考慮しながら今後さ
らに検討を進めて行きたいと考え
ています。
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高度成長期の電力需要の伸びに対応して建設されてきた電力流通設備は、高経年化の時代を迎えています。
電力自由化に伴う競争激化の中、設備は少しでも長く使いたいというニーズが大きくなっており、設備の取替え
時期を伸ばすための様々な検討や研究が行われています。我々は、架空送電設備に使われているアルミ電線
に注目してその張替え時期の延伸について研究を進めていますので、その一部をご紹介します。
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写真１　電線加速劣化装置

写真２　内部腐食の進展状況（断面写真）

第1図　電線外径の変化

写真３　通電試験
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アルミ電線の内部腐食による寿命に関する基礎研究
2研究紹介

1．はじめに
　電線の張替え基準にはいくつか
ありますが、いずれも電線の機械
的強度（引張強度）の低下によって
決まっています。ひとつは素線溶断
等により断面積の10%が減少した
場合、もうひとつは熱劣化等により
引張強さが10%低下した場合で
す。電線の熱劣化現象については
古くから研究され、電流容量や許容
温度はこの熱劣化現象から決まっ
ています。
　近年、アルミ電線で電線内部腐食
が起因して電線が断線する事象が
発生し、注目されています。アルミ
電線はアルミ素線と鋼心により構
成されていますが、海塩粒子が原因
でこの異種金属接触により腐食が
急激に進展します。従って、汚損の
厳しい場所では熱劣化ではなく、こ
の内部腐食により電線の寿命決ま
ることになります。また腐食は内層
アルミ素線から発生するため、熱劣
化による電線の劣化現象と違って
全ての素線がほぼ一定の強度低下

を起こす訳ではないのが特徴です。
　当社でも平成13年頃から「電線
内部腐食」に関して様々な研究を
行ってきており、メカニズムや劣化
進展状況について解明すると同時
に、電線の劣化現象を基に腐食マッ
プを作成して、これ使って電線の張
替え計画を作っています。腐食マッ
プの作成にあたり、張替えの基準が
必要になりますが、当社では熱劣化
による寿命の考え方を参考に「内部
素線の張力10%低下」という考え方
を採用しています。前述のように内
部腐食は内層素線が先に強度低下
を起こすため、この張替え基準は安
全側であり少し裕度があると考えら
れます。本研究はこの基準の見直し
の可能性を探るため基礎的な検討
を行っています。

2．試験方法
（1）試験方法
　張替え基準を決定するためには
電線自身の寿命（どのように劣化が
進み電線としての機能を失っていく

か）をまず知る必要があると考えま
した。過去の研究でも電線の内部腐
食による電線の劣化進展状況を調
べてきましたが、電線として機能が
失われるような領域まではデータ
が必要なかったため、実験をしてい
ませんでした。そこで今回は、これま
で調べていなかった領域で腐食が
どのように進展していくのかを中心
に調べて行くことにしました。

（2）試験装置および条件
　内部腐食の試験には、住友電気
工業が保有している「腐食加速試
験設備」（写真１）を使用し、試験条
件としては、これまで加速劣化で
使ってきた試験条件を参考に決定
しました。
　今回は試験用の電線として、腐食
進展時間の早いACSR160mm2を
使用し、データのない4ヶ月以降の
腐食期間を中心に調査を行いまし
た。また、これまで試験したことのな
い条件として、現場で発生が予想さ
れる微風振動や異常張力などを模

擬した外力（機械的履歴）も試験項
目に加えました。

3．試験結果
（1）腐食の進展状況
　腐食の進展を示す電線の断面写
真の変化を写真２に示します。4ヶ月
を過ぎると急激に外層まで腐食が
進展しはじめ、それに伴って電線の
外径が増加していきます。（第１図）
6ヵ月後には10mの電線サンプル
の3箇所に外層の素線切れが発生
するまで劣化しました。

（2）通電試験
　劣化させた電線の通電特性を
把握するために写真３のような装
置に電線を張り、スルートランスに
よって電流を流して温度特性を調

べました。
　6ヶ月サンプルに外力を加えた電
線に電流を流したところ、常時許容
電流の30%（140A）で約200℃程
度の温度度上昇が見られるように
なりました。通電電流をさらに増や
し常時許容電流の50%を通電し始
めると放電が起こり始め、4分後に
高温張力により断線しました。　
　5ヶ月サンプルでも同様な通電試
験はしましたが、短時間許容電流相
当（616A）を流しても電線温度は上

昇しましたが、断線には至りません
でした。

4．結論および今後の進め方
　今回の研究によりACSR160mm2

電線の4ヶ月以降の腐食劣化進展
状況が把握できたと同時に、5～6ヶ
月の間に電線としての寿命がある
ことが明らかになりました。
ACSR160mm2電線では内層素線
の引張強度が10%低下するのは約
1.5ヶ月相当の腐食状態であること
が分かっていますので、試験結果か
ら張替え基準を変更することは可
能であるように思われます。
　しかし、電線の腐食が進展すると、
電線抵抗が増加するため腐食して
いない電線に比べると同じ電流で
も電線の温度が上昇します。そのた
め、基準を見直す場合この影響が無
視できない可能性があります。ま
た、電線弛度への影響なども無視で
きなくなることも考えられるため、
これらの影響も考慮しながら今後さ
らに検討を進めて行きたいと考え
ています。
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写真1　開発した計測装置

第2図　開発した計測方法

第1図　これまでの計測方法

第3図　測定結果

写真3　計測装置ケース

写真2　モデル計測
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研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

水力・火力発電所向け、摩耗計測装置の開発
3研究紹介

1．開発の背景
　水力、火力発電所の設備や、一般
設備に発生する摩耗を、簡単に計
測する装置を開発しています。例え
ば、水力発電所に使用している水車
は、運転により摩耗が進むため、定
期的な修繕を行うことで、摩耗の回
復を図っています。摩耗が進むと、
水車は性能が次第に損なわれてい
き、発電ができなくなるためです。
　発電設備は、これまで摩耗の計測
を、手作業により、摩耗1箇所ごと
（第1図）に測定をしていました。こ
れまでの摩耗の計測は、手が届かな
い部位や高所が計測できないこと、
面状の計測でないため、摩耗の面
積・体積が分からなかったこと、前回
測定したデータと最新データが簡
単に比較できないことなど課題が
あり、改善が要望されていました。
　今回、この課題を解決し、より効
果的に計測・管理を行うことを目指
して、簡単で正確に摩耗の測定がで
きる計測装置の開発を行っていま
す。

2．開発の概要
　レーザを当てることで摩耗を測
定できる計測装置を開発していま
す（第2図）。
　計測装置は、発電装置内部の狭
いスペースで使用できるように、小
型・軽量化し、持ち運びが簡単にで
きること、タービンや配管に発生し
た摩耗の形状を手早く計測できる
こと、を開発の目標にしています。

3．開発の経緯
　2012年に当社黒部川水力セン
ターより、摩耗の計測・管理技術に
ついて、容易な方法を提案して欲し
いとの依頼がありました。黒部川
は、水量が豊富であり、発生電力量
が多い水力発電所があります。黒部
川の水に山の砂が混ざることから、
水車が摩耗し、点検と修理に多くの
手間がかかっています。技術調査の
結果、市販の計測装置は、3D計測
ができて高性能である一方、装置が
大きく、重く、操作が複雑であるた
め、簡単に使えませんでした。
　そこで、現場点検作業者のニーズ
を中心とし、技術的な実用性を考え
て、新たな計測装置を一から開発す
ることにしました。

4．開発した計測装置
　開発した計測装置は、計測部が高
さ50mm、幅70mmの小型サイズ
を実現しました。写真1に開発した
計測装置を、写真2にモデル計測の
様子を示します。開発した計測装置
は、計測部と制御部があります。計
測部は、手に持って使用します。伸
縮できるハンドルが取り付けてあ
り、手が届かない部分の測定ができ
ます。制御部は、首からストラップで
下げて使用します。手元で計測中の
画像や測定結果を見ながら、計測操
作ができます。
　計測は、制御部の画面ボタンを押
して行います。計測は、摩耗の測定
と画像撮影ができます。測定結果
は、摩耗の深さ、長さ、幅、面積、体積
を、数値で表示します。画像と3D表
示がすぐにでき、摩耗を簡単に評価
できます。第3図に、摩耗モデルの
測定結果を示します。測定結果は、
摩耗の3D表示をしています。
　開発した計測装置は、写真3に示
したケースに収納します。軽量の
ケースに収納したことで、測定場所
までの持ち運びが簡単になりまし
た。開発した計測装置は、小型タイ
プと大型タイプがあります。大型タ
イプは、小型タイプに比べ、幅が3
倍の210mmを一度に計測できま
す。大型タイプは、火力設備や一般
設備でサイズが大きい物への適用
を目指しています。

5．工夫した点
　開発で工夫した点は、現場点検作
業者のニーズと現在の点検方法を
十分に把握すること、開発する装置
がニーズに合うことの2つです。発
電所の調査を何度も行い、摩耗の
発生状況と計測方法を詳しく調べ
ました。計測装置は、試作を何度も
行い、現地調査、現地社員との意見
交換を何度も行った上で、設計へ反

映して、使いやすさを向上しました。
このような進め方は、「デザイン思
考」と呼ばれています。発電所の点
検は、長年続けているため、点検方
法を変えることに対して、試作装置
ではユーザーの理解が進みません
でした。一方、ユーザーニーズを採
り入れた実用装置ができれば、点検
を支援する、これまでにない画期的
な装置となることが分かりました。
そこで、ユーザーニーズの実現を最
優先とし、適用する技術を絞り込ん
だ開発を行いました。

6．まとめ
　水力・火力発電所向けに、摩耗計
測装置の開発を行い、販売できる装
置ができました。これまで同様な市
販品がなかったことから、全くはじ
めての計測装置となります。
　今後は、開発した計測装置を、広
く一般へ販売するため、仕上げを行

い、PRと販売を行う予定です。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

研究の要点（概要）　水力発電所や火力発電所の設備に発生する摩耗を、簡単・正確に計測することを目標に、実
用的な計測装置を開発しています。簡単な操作による三次元計測と摩耗量の評価を可能にする、これまでにな
かった計測装置が実現します。開発した計測装置は、当社だけでなく、広く一般への外販を目指しています。

水力・火力発電所向け、摩耗計測装置の開発
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水力・火力発電所向け、摩耗計測装置の開発
3研究紹介

1．開発の背景
　水力、火力発電所の設備や、一般
設備に発生する摩耗を、簡単に計
測する装置を開発しています。例え
ば、水力発電所に使用している水車
は、運転により摩耗が進むため、定
期的な修繕を行うことで、摩耗の回
復を図っています。摩耗が進むと、
水車は性能が次第に損なわれてい
き、発電ができなくなるためです。
　発電設備は、これまで摩耗の計測
を、手作業により、摩耗1箇所ごと
（第1図）に測定をしていました。こ
れまでの摩耗の計測は、手が届かな
い部位や高所が計測できないこと、
面状の計測でないため、摩耗の面
積・体積が分からなかったこと、前回
測定したデータと最新データが簡
単に比較できないことなど課題が
あり、改善が要望されていました。
　今回、この課題を解決し、より効
果的に計測・管理を行うことを目指
して、簡単で正確に摩耗の測定がで
きる計測装置の開発を行っていま
す。

2．開発の概要
　レーザを当てることで摩耗を測
定できる計測装置を開発していま
す（第2図）。
　計測装置は、発電装置内部の狭
いスペースで使用できるように、小
型・軽量化し、持ち運びが簡単にで
きること、タービンや配管に発生し
た摩耗の形状を手早く計測できる
こと、を開発の目標にしています。

3．開発の経緯
　2012年に当社黒部川水力セン
ターより、摩耗の計測・管理技術に
ついて、容易な方法を提案して欲し
いとの依頼がありました。黒部川
は、水量が豊富であり、発生電力量
が多い水力発電所があります。黒部
川の水に山の砂が混ざることから、
水車が摩耗し、点検と修理に多くの
手間がかかっています。技術調査の
結果、市販の計測装置は、3D計測
ができて高性能である一方、装置が
大きく、重く、操作が複雑であるた
め、簡単に使えませんでした。
　そこで、現場点検作業者のニーズ
を中心とし、技術的な実用性を考え
て、新たな計測装置を一から開発す
ることにしました。

4．開発した計測装置
　開発した計測装置は、計測部が高
さ50mm、幅70mmの小型サイズ
を実現しました。写真1に開発した
計測装置を、写真2にモデル計測の
様子を示します。開発した計測装置
は、計測部と制御部があります。計
測部は、手に持って使用します。伸
縮できるハンドルが取り付けてあ
り、手が届かない部分の測定ができ
ます。制御部は、首からストラップで
下げて使用します。手元で計測中の
画像や測定結果を見ながら、計測操
作ができます。
　計測は、制御部の画面ボタンを押
して行います。計測は、摩耗の測定
と画像撮影ができます。測定結果
は、摩耗の深さ、長さ、幅、面積、体積
を、数値で表示します。画像と3D表
示がすぐにでき、摩耗を簡単に評価
できます。第3図に、摩耗モデルの
測定結果を示します。測定結果は、
摩耗の3D表示をしています。
　開発した計測装置は、写真3に示
したケースに収納します。軽量の
ケースに収納したことで、測定場所
までの持ち運びが簡単になりまし
た。開発した計測装置は、小型タイ
プと大型タイプがあります。大型タ
イプは、小型タイプに比べ、幅が3
倍の210mmを一度に計測できま
す。大型タイプは、火力設備や一般
設備でサイズが大きい物への適用
を目指しています。

5．工夫した点
　開発で工夫した点は、現場点検作
業者のニーズと現在の点検方法を
十分に把握すること、開発する装置
がニーズに合うことの2つです。発
電所の調査を何度も行い、摩耗の
発生状況と計測方法を詳しく調べ
ました。計測装置は、試作を何度も
行い、現地調査、現地社員との意見
交換を何度も行った上で、設計へ反

映して、使いやすさを向上しました。
このような進め方は、「デザイン思
考」と呼ばれています。発電所の点
検は、長年続けているため、点検方
法を変えることに対して、試作装置
ではユーザーの理解が進みません
でした。一方、ユーザーニーズを採
り入れた実用装置ができれば、点検
を支援する、これまでにない画期的
な装置となることが分かりました。
そこで、ユーザーニーズの実現を最
優先とし、適用する技術を絞り込ん
だ開発を行いました。

6．まとめ
　水力・火力発電所向けに、摩耗計
測装置の開発を行い、販売できる装
置ができました。これまで同様な市
販品がなかったことから、全くはじ
めての計測装置となります。
　今後は、開発した計測装置を、広
く一般へ販売するため、仕上げを行

い、PRと販売を行う予定です。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

研究の要点（概要）　水力発電所や火力発電所の設備に発生する摩耗を、簡単・正確に計測することを目標に、実
用的な計測装置を開発しています。簡単な操作による三次元計測と摩耗量の評価を可能にする、これまでにな
かった計測装置が実現します。開発した計測装置は、当社だけでなく、広く一般への外販を目指しています。

水力・火力発電所向け、摩耗計測装置の開発

服部　修
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）
水力発電の研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務
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第6図　樹木接触前後の差分波形
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架空配電系統におけるパルス波を用いた事故未然防止について
4研究紹介

1．背景と目的
　現在の配電系統は、自動区分開
閉器と配電自動化システムの導入
により、事故区間の特定と健全区間
への早期送電が図られています。し
かし、事故点の特定には時間とマン
パワーを要するため、過去より停電
時間の短縮と省力化を目的に事故
点標定へパルスレーダー方式の適
用検討をしてきました。架空配電線
路に差動注入したパルス波は、事故
点から反射するのはもちろんです
が、一方で線路の分岐箇所や装柱
によっても反射が生じます。そこで、
事故の前後の測定波形を差し引き
することで事故点標定することを検
討してきました。今回、この標定技
術を用いて事故点標定だけではな
く、事故に至る前に異常箇所を特定
し、事故の未然防止を目指しました。
配電線事故には至らないが事故要
因となりうる事象の小さな波形変化
を測定波形の差し引きにより位置を
標定することを提案し、通電線路に
おいて実験により有効性を検証しま
したので、その内容を紹介します。

2．事故未然防止の原理
　本報告で提案する手法は、事故点
標定に適用したパルスレーダー方
式と同様に、線路上の寄生容量の変
化を、事故に至る前の要因箇所とし

て測定波形の差引きにより抽出す
るというものです。よって事故に至
る前に要因の位置を標定し、保守す
ることで事故未然防止を図るものと
なります。すぐに事故には至らない
ものの、事故要因となりうるような
当該事象の例として、樹木が接触し
た場合で説明します。等価回路は、
第1図のようになります。配電線路
に対して十分短い波長の信号を取
り扱う場合、架空配電線路は、特性
インピーダンスZoの分布定数線路
とみなせます。線路に変化がない定
常状態では、反射波は生じません。
そこに樹木が2線間に跨ると、数pF
程度の寄生容量が並列に挿入され
たものと等価となります。この寄生
容量により、反射波が生じます。
　この反射波を測定波形の差し引

きにより特定し、位置を標定するも
のです。

3．実験による有効性の検証
　本手法の有効性を明らかにする
ため、亘長約1kmの試験用配電線
路で行った実験結果を紹介します。
試験系統は、第2図のとおり、測定
点を電柱No.24付近とし、樹木接
触点を電柱No.21とNo.22の間と
しました。
（1）停電状態　定常時の測定
　線路停電状態における定常時の
測定波形を第3図に示します。測定
波形は、2線に正負逆位相のパルス
注入した差動測定により取得した
複数回のデータを平均化したもの
です。時間軸上の0ns付近に入射
波が観測され、その後No.21～26
からの反射波が観測され、次に
No.27の手動開閉器からの反射波
が観測されます。

（2）通電状態　定常時の測定
　線路通電状態における定常時の
測定波形を第4図に示します。通電
状態は、電圧6.6kV、負荷電流20A
としました。測定波形は、商用周波
数に同期させ、パルス波を注入した
際の結果となります。負荷電流によ
り、測定波形全体の電圧がシフトさ
れていますが、第4図と同様に反射
波が観測されています。これは、通
電され、負荷電流が流れている状
態でも、同様な反射波形が観測で
きることを示しています。

（3）樹木接触前後の波形比較
　樹木接触前と接触後の測定波形
を重ね合わせた結果を第5図、前後
の測定波形を差引きした結果を第
6図に示します。第5図より時間軸
上の600ns付近に新たに反射波形
が現れているのが分かります。第6
図より、前後を差し引きにより比較
することで、通常時でも観測される
反射波は、差し引きにより取り除か
れ、樹木接触による変化分のみが、

抽出できていることが分かります。
これは、通電状態であっても樹木接
触の位置を標定できることを示し、
パルス波を注入し、常時監視するこ
とで、事故に至る前の小さな変化を
捉え、事故未然防止できる可能性
を示唆します。

4．まとめ
　今回、架空配電系統の事故未然
防止を目的に、パルスレーダー方
式を用いて線路上の変化を寄生容
量の小さな変化として捉え、位置を
標定することを検討し、実験により
有効性を明らかにすることができ
ました。

　今後は、実系統による検証を行
い、適用に向けた検討を進めるとと
もに、製品化に向けた低コスト化の
検討をする予定です。
　最後に本研究を進めるにあたり、
終始ご指導賜りました京都大学   
和田教授、久門准教授、九州工大   
松嶋准教授に深く感謝申し上げま
す。

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

松井　昌和
送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ
用品開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

京都電力本部　京都配電EC　　谷川　幸一
大阪北電力本部　大阪北配電EC　　橋本　直彦

研究に携わった人

当社では、配電線事故発生時の停電時間の短縮と省力化を目的として、架空配電系統にパルス波を注入し、入射
波と反射波の時間差から事故点までの距離を標定することを検討してきました。これまでの研究で、事故点特定
のため、事故前（6.6kV 通電状態）と事故後（停電状態）にパルス波を注入した測定波形を差し引きすることで、事
故点を特定できることがわかっております。従来、配電線路における事故点標定技術は、事故発生後位置を標定
することが多いですが、今回、事故後に事故点を標定するだけでなく、事故に至る前に事故の未然防止を図ること
を目指し、通電中の線路を用いて実験により有効性を検証しましたので、その内容を紹介します。

架空配電系統におけるパルス波を用いた
事故未然防止について
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　現在の配電系統は、自動区分開
閉器と配電自動化システムの導入
により、事故区間の特定と健全区間
への早期送電が図られています。し
かし、事故点の特定には時間とマン
パワーを要するため、過去より停電
時間の短縮と省力化を目的に事故
点標定へパルスレーダー方式の適
用検討をしてきました。架空配電線
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点から反射するのはもちろんです
が、一方で線路の分岐箇所や装柱
によっても反射が生じます。そこで、
事故の前後の測定波形を差し引き
することで事故点標定することを検
討してきました。今回、この標定技
術を用いて事故点標定だけではな
く、事故に至る前に異常箇所を特定
し、事故の未然防止を目指しました。
配電線事故には至らないが事故要
因となりうる事象の小さな波形変化
を測定波形の差し引きにより位置を
標定することを提案し、通電線路に
おいて実験により有効性を検証しま
したので、その内容を紹介します。

2．事故未然防止の原理
　本報告で提案する手法は、事故点
標定に適用したパルスレーダー方
式と同様に、線路上の寄生容量の変
化を、事故に至る前の要因箇所とし

て測定波形の差引きにより抽出す
るというものです。よって事故に至
る前に要因の位置を標定し、保守す
ることで事故未然防止を図るものと
なります。すぐに事故には至らない
ものの、事故要因となりうるような
当該事象の例として、樹木が接触し
た場合で説明します。等価回路は、
第1図のようになります。配電線路
に対して十分短い波長の信号を取
り扱う場合、架空配電線路は、特性
インピーダンスZoの分布定数線路
とみなせます。線路に変化がない定
常状態では、反射波は生じません。
そこに樹木が2線間に跨ると、数pF
程度の寄生容量が並列に挿入され
たものと等価となります。この寄生
容量により、反射波が生じます。
　この反射波を測定波形の差し引

きにより特定し、位置を標定するも
のです。

3．実験による有効性の検証
　本手法の有効性を明らかにする
ため、亘長約1kmの試験用配電線
路で行った実験結果を紹介します。
試験系統は、第2図のとおり、測定
点を電柱No.24付近とし、樹木接
触点を電柱No.21とNo.22の間と
しました。
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　線路停電状態における定常時の
測定波形を第3図に示します。測定
波形は、2線に正負逆位相のパルス
注入した差動測定により取得した
複数回のデータを平均化したもの
です。時間軸上の0ns付近に入射
波が観測され、その後No.21～26
からの反射波が観測され、次に
No.27の手動開閉器からの反射波
が観測されます。

（2）通電状態　定常時の測定
　線路通電状態における定常時の
測定波形を第4図に示します。通電
状態は、電圧6.6kV、負荷電流20A
としました。測定波形は、商用周波
数に同期させ、パルス波を注入した
際の結果となります。負荷電流によ
り、測定波形全体の電圧がシフトさ
れていますが、第4図と同様に反射
波が観測されています。これは、通
電され、負荷電流が流れている状
態でも、同様な反射波形が観測で
きることを示しています。

（3）樹木接触前後の波形比較
　樹木接触前と接触後の測定波形
を重ね合わせた結果を第5図、前後
の測定波形を差引きした結果を第
6図に示します。第5図より時間軸
上の600ns付近に新たに反射波形
が現れているのが分かります。第6
図より、前後を差し引きにより比較
することで、通常時でも観測される
反射波は、差し引きにより取り除か
れ、樹木接触による変化分のみが、

抽出できていることが分かります。
これは、通電状態であっても樹木接
触の位置を標定できることを示し、
パルス波を注入し、常時監視するこ
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4．まとめ
　今回、架空配電系統の事故未然
防止を目的に、パルスレーダー方
式を用いて線路上の変化を寄生容
量の小さな変化として捉え、位置を
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　今後は、実系統による検証を行
い、適用に向けた検討を進めるとと
もに、製品化に向けた低コスト化の
検討をする予定です。
　最後に本研究を進めるにあたり、
終始ご指導賜りました京都大学   
和田教授、久門准教授、九州工大   
松嶋准教授に深く感謝申し上げま
す。

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

松井　昌和
送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ
用品開発に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

京都電力本部　京都配電EC　　谷川　幸一
大阪北電力本部　大阪北配電EC　　橋本　直彦

研究に携わった人

当社では、配電線事故発生時の停電時間の短縮と省力化を目的として、架空配電系統にパルス波を注入し、入射
波と反射波の時間差から事故点までの距離を標定することを検討してきました。これまでの研究で、事故点特定
のため、事故前（6.6kV 通電状態）と事故後（停電状態）にパルス波を注入した測定波形を差し引きすることで、事
故点を特定できることがわかっております。従来、配電線路における事故点標定技術は、事故発生後位置を標定
することが多いですが、今回、事故後に事故点を標定するだけでなく、事故に至る前に事故の未然防止を図ること
を目指し、通電中の線路を用いて実験により有効性を検証しましたので、その内容を紹介します。

架空配電系統におけるパルス波を用いた
事故未然防止について



第1図　解析モデル

第2図　内表面の応力分布
（ユニット起動時）

第4図　外表面クリープひずみ分布
（解析最終時刻）

第3図　内表面の応力分布
（ユニット停止時）
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有限要素解析による蒸気タービンケーシングの損傷評価
5研究紹介

1．はじめに
　蒸気タービンケーシングは使用
するにつれ損傷し、クリープボイド
やき裂が発生します。こういった損
傷を評価することは、安全の確保
および機器取替の判断のためには
非常に重要です。本稿では、蒸気
タービンケーシングの損傷評価に
有限要素解析の適用を試みたの
でその内容について報告します。

2．解析内容
　解析対象として、蒸気タービン
外部ケーシングを選定しました。
解析目標は、損傷箇所を予測する
ことと、損傷原因を解明することと
しました。本機器については廃却
材が存在するため、解析結果と実
際の損傷データを比較することに
より、解析の妥当性を評価するこ
とが出来ます。
　解析に用いる材料定数は、廃却
材を用いた材料試験により取得し
たデータを使用、境界条件は、実機
運転データから取得した蒸気温度
と蒸気圧力を用いました。初期条
件は、複数個所におけるメタル温
度測定値のうち、最低温度にて均
一温度としました。
　解析ソフトにはMarc / Mentat 
2015使用、解析モデルを第1図に
示します。

3．解析結果
　蒸気タービン外部ケーシングの
内表面における、ユニット起動時の
応力分布を第2図に、ユニット停止
時の応力分布を第3図に示します。
ユニット起動時には圧縮応力が発
生しており、ユニット停止時には引
張応力が発生していることが示さ
れました。
　蒸気タービン外部ケーシングの
外表面における、解析最終時刻で
のクリープひずみ分布を第4図に
示します。外表面近傍に集中して
クリープひずみが発生していまし
た。

4．考察
　ユニット起動時には蒸気タービ
ンに高温の蒸気が流入します。こ
のため、外部ケーシング内面側は
急加熱されることになり、そのた
め、内表面には圧縮熱応力が発生
すると考えられます。特に、流入す
る蒸気が高温再熱蒸気であれば、
メタル温度の上昇は急激であり、
強い圧縮応力が発生すると考えら
れます。第2図に示した箇所は高温
再熱蒸気流入部であり、形状的に
も応力集中箇所であるため、高い
圧縮応力が集中していると考えら
れます。

　この圧縮応力が塑性変形を引き
起こすほど大きなものであった場
合、この箇所には圧縮塑性ひずみ
が発生することになります。熱応力
で圧縮塑性ひずみが発生した箇所
は、均熱状態になれば引張応力が
発生することになります。ユニット
定常運転時には均熱状態にはなり
ませんが、ユニット停止時にはほぼ
均熱状態になると考えられます。第
3図でこの箇所に引張応力が発生
しているのは、これが原因であると
考えられます。
　一方、外表面にクリープひずみが
発生していた箇所については、この
箇所が高温再熱蒸気にて常に高温
状態になっていることが原因であ
ると考えられます。高温再熱蒸気に
て高温になる箇所は熱膨張しよう
としますが、他の箇所はこの箇所と
比べてさほど高温状態にはならな

いため、熱膨張
が拘束され、外
面に引張熱応
力が作用する
ことに なりま
す。運転中は常
にこの引張応
力が作用する
ため、外表面に
クリープひずみ
が 発 生すると
考えられます。

　上記の解析結果についての考察
を検証するため、解析結果と廃却
材観察結果の照合を行いました。
　内表面にて応力集中すると解析
結果が得られた箇所については、
実際にき裂が発生していました。こ
の箇所にはクリープボイドは観察
されず、疲労によるき裂であると考
えられます。解析結果からもユニッ
ト起動時の圧縮応力の集中とユ
ニット停止時の引張応力が集中す
る箇所であり疲労が予想され、ク
リープひずみが発生していない箇
所でもあったことから、解析結果と

廃却材の観察結果は一致していた
といえます。
　外表面にクリープひずみが発生
するという解析結果が得られた箇
所については、実際にクリープボイ
ドが発生していました。解析結果か
ら得られたクリープボイドの肉厚方
向分布と廃却材観察結果から得ら
れたクリープボイド密度の肉厚方
向分布を比較したところ、両者は一
致しており、解析結果と廃却材の観
察結果は一致していたといえます。

5．おわりに
　本研究の有限要素解析により、以
下の結果を得ました。
●蒸気タービン外部ケーシング内

面は熱応力によってき裂が発生
していることを特定しました。

●蒸気タービン外部ケーシング外
面は熱応力によってクリープ損傷
が発生することを特定しました。

●有限要素解析結果と廃却材観察
結果は良く一致しており、有限要
素解析により実機の損傷箇所を
予測できていました。

研究開発室　技術研究所　発電技術研究室

木津　健一
研究開発室　技術研究所　発電技術研究室
火力発電機器の寿命評価に関する研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

火力発電に用いられる蒸気タービンのケーシングは高温高圧蒸気により、疲労やクリープといった損傷が発生・
進行すると考えられています。これらの損傷について、発生箇所を予測し原因を解明することは、安全安定運転を
行うにあたって重要となります。そのため本研究では、蒸気タービンケーシングの損傷箇所の予測と原因の解明
を目指して有限要素解析を実施しました。また、有限要素解析結果と実機廃却材の損傷調査結果を比較すること
により、解析結果の妥当性も検討しております。

有限要素解析による
蒸気タービンケーシングの損傷評価



第1図　解析モデル

第2図　内表面の応力分布
（ユニット起動時）

第4図　外表面クリープひずみ分布
（解析最終時刻）

第3図　内表面の応力分布
（ユニット停止時）
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　解析ソフトにはMarc / Mentat 
2015使用、解析モデルを第1図に
示します。

3．解析結果
　蒸気タービン外部ケーシングの
内表面における、ユニット起動時の
応力分布を第2図に、ユニット停止
時の応力分布を第3図に示します。
ユニット起動時には圧縮応力が発
生しており、ユニット停止時には引
張応力が発生していることが示さ
れました。
　蒸気タービン外部ケーシングの
外表面における、解析最終時刻で
のクリープひずみ分布を第4図に
示します。外表面近傍に集中して
クリープひずみが発生していまし
た。

4．考察
　ユニット起動時には蒸気タービ
ンに高温の蒸気が流入します。こ
のため、外部ケーシング内面側は
急加熱されることになり、そのた
め、内表面には圧縮熱応力が発生
すると考えられます。特に、流入す
る蒸気が高温再熱蒸気であれば、
メタル温度の上昇は急激であり、
強い圧縮応力が発生すると考えら
れます。第2図に示した箇所は高温
再熱蒸気流入部であり、形状的に
も応力集中箇所であるため、高い
圧縮応力が集中していると考えら
れます。

　この圧縮応力が塑性変形を引き
起こすほど大きなものであった場
合、この箇所には圧縮塑性ひずみ
が発生することになります。熱応力
で圧縮塑性ひずみが発生した箇所
は、均熱状態になれば引張応力が
発生することになります。ユニット
定常運転時には均熱状態にはなり
ませんが、ユニット停止時にはほぼ
均熱状態になると考えられます。第
3図でこの箇所に引張応力が発生
しているのは、これが原因であると
考えられます。
　一方、外表面にクリープひずみが
発生していた箇所については、この
箇所が高温再熱蒸気にて常に高温
状態になっていることが原因であ
ると考えられます。高温再熱蒸気に
て高温になる箇所は熱膨張しよう
としますが、他の箇所はこの箇所と
比べてさほど高温状態にはならな

いため、熱膨張
が拘束され、外
面に引張熱応
力が作用する
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第1表　各ケースの室内環境実測値、主観評価、作業成績（斜線部は、実験条件と実測に乖離のあったもの）

第2図　実際の正答数と仮の正答数の比較

第1図　作業性成績と室内環境影響度の関係（左：全日程、右：実験中三日間）
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土木建築室　建築環境エネルギーグループ

生産効率性と省エネルギー性の両立を目指した総合的な建築技術に関する研究
6研究紹介

1．研究背景　社会・業界の動向
　ビジネスのグローバル化、競争の
激化を背景に、「よい職場」が競争力
を生み、従業員を大切にすることが
事業の持続可能性に貢献するとい
う一般的理解が経営者の間で高ま
りつつあります。
　建築分野では、「Well Buillding 
Standard」や「CASBEE Wellness 
Office」という、健康経営度の視点
から建物の性能や運用の取組みな
どを評価・認証する仕組みが注目さ
れ、関心を示す企業が増加していま
す。また、知的生産性をテーマとし
た研究も数多く進められています。

　一方で、近年、建物オーナーの省
エネルギーやエネルギーコスト削
減への関心も高まっています。建築
環境を整えるためには増エネル
ギーを伴う場合も少なくないため、
知的生産性を見える化し、エネル
ギー消費を含めた全体最適を図る
ことが重要です。
　本研究では、知的生産性と省エネ
ルギー性を両立させる技術の確立
を目指し、まず、知的生産性の見え
る化に取り組みました。具体的には、
環境実験室において様々な環境下
での被験者実験を行い、各環境要
素（温度、湿度、風速、照度等）と知的

生産性の関係性を検証しました。
　
2．被験者実験の概要と結果
　被験者実験は、夏期執務空間を
想定した環境実験室内で各日12名
の被験者にて実施しました。実験日
程は疲労･ストレスを考慮し、2週に
分けて各週3日間ずつとしました。6
日間の全日程に参加しデータ欠損
が無かった被験者は男性5名、女性
2名の計7名でした。
　実験では、温度、相対湿度、換気
量、照度等を実験ケースごとに変更
した室内環境下で、タブレット端末を
用いた3桁加算作業を45分継続し

て実施し、その際の室内環境、解答
の正誤、1問当たりの解答時間、解答
数を計測しました。各ケースの実験
終了後には被験者の主観評価を得
るために室内環境、作業能力に対す
るアンケート調査を実施しました。
　第1表に各実験ケースの室内環境
実測値、主観評価結果、作業成績を示
します。室内環境影響度は「室内環境
は作業状態や作業し易さにどのよう
な影響を与えていると考えられます
か？」という質問に対する、温熱環境満
足度は「現状の温熱環境に満足して
おられますか？」という質問に対する、
被験者12名の平均回答を表します。
解答方法は、室内環境影響度が{［-2］
低下させている［-1］やや低下させて
いる［0］どちらともいえない［+1］や
や高めてくれている［+2］高めてくれ
ている}、温熱環境満足度が{［-2］不満

［-1］やや不満［0］どちらともいえない
［+1］やや満足［+2］満足}とそれぞれ
5段階評価となっています。
　作業成績は、全ケースの実験に参
加した被験者7人の45分間の正答
数の平均値を表しています。（以下、
同様）

3．結果の分析
　第1図（左）に全実験日程、全実験
ケースの作業成績と室内環境影響
度の関係を示しました。なお、室内
環境影響度は全ケースの実験に参
加した被験者7名のアンケートの質
問に対する5段階評価結果の平均
値を表します。
　第1図（左）より作業成績と室内環
境影響度にはほどほどの相関が見ら
れたものの、有意差は確認されませ
んでした。これは、実験開始後数日の
作業に対する慣れやモチベーション
の影響が生じたためと考えられます。
　この影響を取り除くために慣れや
モチベーションの影響が大きいと考
えられる実験初日、二日目、最終日を

除く実験中三日間の結果について
同様の分析を行った結果を第1図

（右）に示します。作業成績と室内環
境影響度には高い相関が確認され
ました。この相関が普遍的だとする
と、室内環境影響度から作業への慣
れやモチベーションの影響を取り除
いた作業成績を推定できる可能性
があります。そこで第1図（右）のデー
タから、慣れやモチベーションの影
響を除いた“仮の正答数”を導くため
の回帰方程式(1)を求めました。
y=488.411+37.009x  ･･･ (1)
　実験中の実際の正答数と式(1)よ
り求めた“仮の正答数”を比較した

結果を第2図に示します。第2図より
実際の正答数と“仮の正答数”には、
実験開始後2日間には慣れの影響、
実験最終日にはモチベーションの
影響とみられる乖離が生じているこ
と、また実験中三日間に関しては正
答数の変動傾向が概ね一致するこ
とが確認されました。

4．まとめ
　室内環境影響度から作業に対す
る慣れ･モチベーションの影響を除
去できる可能性や室内環境影響度
の向上が生産効率性向上に寄与す
る可能性が示唆されました。
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407.7
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469.4
489.6
527.1
482.7
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0.58
0.83
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25
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実験CASE

実際の正答数 仮の正答数

8月2日
28 ℃

8月3日
26 ℃

8月4日
30 ℃

8月7日
24 ℃

8月8日
28 ℃

8月9日
26 ℃

実験初日, 2日目 実験中三日間 実験最終日

作業に慣れていない

ため実際の正答数が

低いと考えられる

最終日のモチベーション

により実際の正答数が高

いと考えられる。

土木建築室　建築環境エネルギーグループ

妹尾　将司
土木建築室　建築環境エネルギーグループ
建築設備に関する研究・保全・教育業務に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

企業の競争力を高めるためには一人ひとりの生産効率性を向上させることが重要です。知的労働者の生産性
（以下、知的生産性）には組織・ワークスタイル・ファシリティが寄与すると言われており、建築環境が知的生産性
に一定の影響を与えると考えられています。しかし、現在の建築設備（空調・照明等）の設計、運用では、知的生産
性を加味した検討が十分なされていません。そこで本研究では、生産効率性と省エネルギー性が両立した建築
設備の設計・運用手法構築を目指し、各環境要素が知的生産性へ与える影響確認のための被験者実験を行いま
したので、その結果についてご紹介いたします。

生産効率性と省エネルギー性の両立を目指した
総合的な建築技術に関する研究



第1表　各ケースの室内環境実測値、主観評価、作業成績（斜線部は、実験条件と実測に乖離のあったもの）

第2図　実際の正答数と仮の正答数の比較

第1図　作業性成績と室内環境影響度の関係（左：全日程、右：実験中三日間）
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生産効率性と省エネルギー性の両立を目指した総合的な建築技術に関する研究
6研究紹介

1．研究背景　社会・業界の動向
　ビジネスのグローバル化、競争の
激化を背景に、「よい職場」が競争力
を生み、従業員を大切にすることが
事業の持続可能性に貢献するとい
う一般的理解が経営者の間で高ま
りつつあります。
　建築分野では、「Well Buillding 
Standard」や「CASBEE Wellness 
Office」という、健康経営度の視点
から建物の性能や運用の取組みな
どを評価・認証する仕組みが注目さ
れ、関心を示す企業が増加していま
す。また、知的生産性をテーマとし
た研究も数多く進められています。

　一方で、近年、建物オーナーの省
エネルギーやエネルギーコスト削
減への関心も高まっています。建築
環境を整えるためには増エネル
ギーを伴う場合も少なくないため、
知的生産性を見える化し、エネル
ギー消費を含めた全体最適を図る
ことが重要です。
　本研究では、知的生産性と省エネ
ルギー性を両立させる技術の確立
を目指し、まず、知的生産性の見え
る化に取り組みました。具体的には、
環境実験室において様々な環境下
での被験者実験を行い、各環境要
素（温度、湿度、風速、照度等）と知的

生産性の関係性を検証しました。
　
2．被験者実験の概要と結果
　被験者実験は、夏期執務空間を
想定した環境実験室内で各日12名
の被験者にて実施しました。実験日
程は疲労･ストレスを考慮し、2週に
分けて各週3日間ずつとしました。6
日間の全日程に参加しデータ欠損
が無かった被験者は男性5名、女性
2名の計7名でした。
　実験では、温度、相対湿度、換気
量、照度等を実験ケースごとに変更
した室内環境下で、タブレット端末を
用いた3桁加算作業を45分継続し

て実施し、その際の室内環境、解答
の正誤、1問当たりの解答時間、解答
数を計測しました。各ケースの実験
終了後には被験者の主観評価を得
るために室内環境、作業能力に対す
るアンケート調査を実施しました。
　第1表に各実験ケースの室内環境
実測値、主観評価結果、作業成績を示
します。室内環境影響度は「室内環境
は作業状態や作業し易さにどのよう
な影響を与えていると考えられます
か？」という質問に対する、温熱環境満
足度は「現状の温熱環境に満足して
おられますか？」という質問に対する、
被験者12名の平均回答を表します。
解答方法は、室内環境影響度が{［-2］
低下させている［-1］やや低下させて
いる［0］どちらともいえない［+1］や
や高めてくれている［+2］高めてくれ
ている}、温熱環境満足度が{［-2］不満

［-1］やや不満［0］どちらともいえない
［+1］やや満足［+2］満足}とそれぞれ
5段階評価となっています。
　作業成績は、全ケースの実験に参
加した被験者7人の45分間の正答
数の平均値を表しています。（以下、
同様）

3．結果の分析
　第1図（左）に全実験日程、全実験
ケースの作業成績と室内環境影響
度の関係を示しました。なお、室内
環境影響度は全ケースの実験に参
加した被験者7名のアンケートの質
問に対する5段階評価結果の平均
値を表します。
　第1図（左）より作業成績と室内環
境影響度にはほどほどの相関が見ら
れたものの、有意差は確認されませ
んでした。これは、実験開始後数日の
作業に対する慣れやモチベーション
の影響が生じたためと考えられます。
　この影響を取り除くために慣れや
モチベーションの影響が大きいと考
えられる実験初日、二日目、最終日を

除く実験中三日間の結果について
同様の分析を行った結果を第1図

（右）に示します。作業成績と室内環
境影響度には高い相関が確認され
ました。この相関が普遍的だとする
と、室内環境影響度から作業への慣
れやモチベーションの影響を取り除
いた作業成績を推定できる可能性
があります。そこで第1図（右）のデー
タから、慣れやモチベーションの影
響を除いた“仮の正答数”を導くため
の回帰方程式(1)を求めました。
y=488.411+37.009x  ･･･ (1)
　実験中の実際の正答数と式(1)よ
り求めた“仮の正答数”を比較した

結果を第2図に示します。第2図より
実際の正答数と“仮の正答数”には、
実験開始後2日間には慣れの影響、
実験最終日にはモチベーションの
影響とみられる乖離が生じているこ
と、また実験中三日間に関しては正
答数の変動傾向が概ね一致するこ
とが確認されました。

4．まとめ
　室内環境影響度から作業に対す
る慣れ･モチベーションの影響を除
去できる可能性や室内環境影響度
の向上が生産効率性向上に寄与す
る可能性が示唆されました。
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0.27
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企業の競争力を高めるためには一人ひとりの生産効率性を向上させることが重要です。知的労働者の生産性
（以下、知的生産性）には組織・ワークスタイル・ファシリティが寄与すると言われており、建築環境が知的生産性
に一定の影響を与えると考えられています。しかし、現在の建築設備（空調・照明等）の設計、運用では、知的生産
性を加味した検討が十分なされていません。そこで本研究では、生産効率性と省エネルギー性が両立した建築
設備の設計・運用手法構築を目指し、各環境要素が知的生産性へ与える影響確認のための被験者実験を行いま
したので、その結果についてご紹介いたします。

生産効率性と省エネルギー性の両立を目指した
総合的な建築技術に関する研究
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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(都市・産業エネルギー)

イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その３）
7研究紹介

1．研究の背景
　一般に、家庭用に出回るイチゴ
は、従来型の施設園芸栽培では収
穫できる時期が冬から春(概ね11月
～5月)に限られています。そこで、
本研究では、収穫期間の拡大により
市場価格の高い時期の売上げ拡大
による収益増加をねらいとして、
ヒートポンプ式電気空調により作物
を効率よく冷却するしくみ（局所空
調システム）を開発し、実証・改良を
行っています。

2．局所空調システムのしくみ
　イチゴの成長点はクラウン（株
元）にあり、クラウン部の温度を制
御することで安定した花芽分化が
行われ出蕾・開花へとつながりま
す。そこで、この部分を中心に作物
周辺を局所的に空調を行うシステ
ムを開発しました。このしくみを第１

図（1）に示します。その特徴は次の
通りです。
①クラウン付近に冷温風を送りそ
の一部を戻りダクトで回収する

②ダクトの穴の配置を調整するこ
とにより各部から均等に吹出し・
吸込みを行う

　このシステムでは、クラウン・培
地だけでなく草丈の低いイチゴの
作物付近を効率良く冷却すること
ができるため収穫期間を拡大する
効果がありますが、この形状では
果実自体を冷やすことができませ
ん。そこで、これを改良して第１図

（2）のように果実を主体に冷やす
構造をあわせて考案しました。果
実の温度を低く保つことで、成長
の速度を抑えて糖度を上げるなど
味を向上させたり、いちご観光農
園において食味に適する食べ頃期
間を長く保つという効果が期待で

きます。
　この設備を冬季の暖房にも利用
すれば、暖房のエネルギーコスト削
減することも可能です。また、その
応用として、第１図（1）のようにCO2

をボンベから空調設備吸込部に注
入することにより、事前に攪拌され
て適切な濃度で局所的にCO2施用
が行え光合成を促進することがで
きます。

3．ダクト吹出・吸込流量分布の
解析

　事業規模の栽培ベッドの長さは
約40mに及び、その各所に一様な
温冷却を行う必要があります。そこ
で、等間隔に穴を開けたダクトから
の吹出し・吸込みを模擬する簡易シ
ミュレーションモデルを作成しまし
た。このモデルを第２図に示します。
ここで、

D : ダクト直径 [m]
d : ダクト穴直径[m]
L : ダクト穴間隔[m]
ρ :気体密度[kg/m3]
λ :管摩擦係数
C :定数（ダクト穴配置による）
Vk :ダクト内速度[m/s]
vk :ダクト穴吹出・吸込速度[m/s]
Pk , Psk , Pdk : ダクト内全圧・
                     静圧・動圧[Pa]  
ΔPk :ダクト穴間の差圧[Pa] 

　このモデルは、例えばPnが2倍な
ら各所の圧力が2倍となる線形な系
として表されます。そこで、ダクトの
実測を行い計算値との比較を行い
ました。この結果を第３図に示しま
す。ダクトより吹出しの場合は模擬
できるものの、吸込みの場合にはλ
を更に大きくして計算する必要があ
りました。現在、この結果と詳細な3
次元流体シミュレーションとの突合
せを行っています。
　実際に製作したダクトには、加工が
しやすく断熱性能がある紙製のボイ
ド管を用いており、等間隔にあけた各
ダクト穴を開閉することで容易に風
量調整ができ、各部の風量または熱
量を一様にすることができます。

4．今後の計画
　現在、本システムを用いて、いち
ご観光農園にて実用規模の栽培実

証試験を行っており、システムの実
用化に向けた評価を行っていく予
定です。
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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(都市・産業エネルギー)

農業分野において、施設園芸に高度な環境制御技術を取り入れ競争力強化を図る先進的な取組みが始まって
います。本研究では、イチゴ栽培において電気空調を用いて効率的に冷却を行う環境制御システムの開発・実
証を行っております。ここでは、開発した局所空調システムの特徴と一様な冷却を達成するための流量分布解
析について紹介します。

イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その３）

神野　幸弘
研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室(都市・産業エネルギー)
農業分野の環境制御システム評価・開発に従事

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(都市・産業エネルギー)　　 堀口　眞

研究に携わった人
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証を行っております。ここでは、開発した局所空調システムの特徴と一様な冷却を達成するための流量分布解
析について紹介します。

イチゴ栽培における局所空調システムの研究（その３）

神野　幸弘
研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室(都市・産業エネルギー)
農業分野の環境制御システム評価・開発に従事

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(都市・産業エネルギー)　　 堀口　眞

研究に携わった人
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低合金鋼ボイラ管台セットオン溶接部のFEM応力解析によるクリープ損傷評価
8研究紹介

1．背景
　火力発電所 蒸気配管は高温・高
圧の環境で長時間使用されるため、
クリープ損傷に関する余寿命評価
を適切に実施することが求められて
います。クリープ損傷とは、低温で
は永久変形が生じないような低荷
重（弾性変形の範囲内の荷重）でも、
高温で長時間荷重を受けると材料
が水飴の様に時間と共に徐々に伸
び、最終的に破断に至る現象です。
クリープ強度は一般に母材よりも、
製造時の溶接などによりに加熱を
受けた部位（熱影響部と呼ばれる）
の方が低強度となる（クリープ破断
寿命が短くなる）傾向があるため、
母材だけでなく溶接金属部と熱影
響部を考慮に入れてクリープ損傷

を評価することが重要です。
　クリープ損傷を評価する方法は
多数ありますが、火力発電所高温配
管に用いられている2.25Cr鋼配管
ではレプリカ法が広く用いられてい
ます。レプリカ法は観察対象に薄膜
を貼付けて対象部の金属組織を転
写し、それを顕微鏡観察することで、
金属組織の状態からクリープ損傷
の程度を判断する手法です。この方
法では管外表面の損傷状態を診断
することが出来る一方で、内部の状
態は観察できません。応力状態が
管の板厚方向に沿って均一に作用
すると近似できる部位では表面で
のレプリカ診断結果を元にした寿命
推定ができると期待されますが、管
台などの分岐管の溶接部では複雑

な応力状態および溶接形状を有す
るため、表面のレプリカ診断で評価
された損傷と板厚方向の損傷の相
関を検討する必要が有ると考えら
れます。そこで、本研究では2.25Cr
鋼再熱蒸気配管管寄管台セットオン
溶接部を対象として、溶接部形状を
有限要素(FEM)モデル化した弾ク
リープ解析を実施し、応力分布およ
びクリープ損傷分布に関する考察
を行いました。

2．解析方法
　解析対象の再熱蒸気管管寄管台
セットオン溶接部の寸法および有限
要素モデルを第１図に示します。解
析では対称性を考慮し、1/4モデル
としました。溶接部は、母材、溶接金
属、熱影響部の3種類でモデル化し
ました。
　母材、溶接金属、熱影響部のクリー
プひずみ速度は別途材料試験から取
得した結果を次式のノートン則で近
似し、解析ソフトに組み込みました。

　ε・c＝Α・σn　　　（1）
ここで、ε・cはクリープひずみ速度、σ
は応力、Αとnは材料定数です。式

（1）をグラフ化すると第2図となりま
す 。解 析 で は 内 圧 荷 重（ 内 圧
5.79MPa）を与え、100万時間経過
後の応力分布、クリープひずみ分布
を評価しました。
　
3．解析結果
　解析結果のうち、応力分布を第３
図に示します。第３図では応力分布
を示すために、解析モデルをy-z面で
分割して示しています。内圧負荷直
後は第3図(a)のように肩部内表面
で最大応力が作用しましたが、時間

の経過とともに応力は低下し、第3
図(b)のように147時間経過時には
肩部内表面の応力は低下しました。
　一方で、腹側外表面では負荷直
後の応力は肩部内表面に比べて低
かったが、時間とともに当該箇所に
作用する応力は周りと比較して相対
的に大きな値を示し、腹部では外表
面において高い応力を示しました。
腹部ではクリープ強度の低い熱影
響部が外表面にしか存在せず、仮に
外表面に損傷が検出されたとして
も母材部である内部での損傷は相
対的に低いと想定されます。
　第4図に100万時間の間に発生し
たクリープひずみ分布を示します。
クリープひずみは肩部内表面の母
材、肩部外表面の熱影響部で発生
するとともに、腹部外表面では熱影
響部に沿ってクリープひずみが分布
する結果となりました。

　本報では省略しますが、主応力方
向を検討した結果、腹部の主応力は
熱影響部に沿ってき裂が進展する
方向ではなく、母管（管寄）方向に進
行する応力を有していました。ク
リープ損傷の進行方向（クリープき
裂進展挙動）については今後より詳
細な評価が必要ですが、管台等の
複雑形状管のクリープ損傷・余寿命
評価手法の高度化に取り組みたい
と考えています。

4．まとめ
　2.25Cr鋼再熱蒸気配管管寄管
台セットオン溶接部を対象に応力解
析を実施し、クリープ損傷分布を評
価しました。今後、解析評価を拡充
するとともに、実機でのレプリカ診
断結果を解析評価にフィードバック
することで、より高精度な寿命損傷
評価を進めたいと考えています。

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

向井　康博
研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）
材料劣化・構造強度評価研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

火力発電所 蒸気配管は高温・高圧の環境で長時間使用されるため、クリープ損傷に関する余寿命評価を適切に
実施することが求められています。本研究では、低合金鋼（2.25Cr鋼）再熱蒸気配管管寄管台セットオン溶接部を
対象に応力解析を実施し、クリープ損傷評価を行いました。

低合金鋼ボイラ管台セットオン溶接部の
FEM応力解析によるクリープ損傷評価
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第3図　応力分布
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圧の環境で長時間使用されるため、
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を適切に実施することが求められて
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重（弾性変形の範囲内の荷重）でも、
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び、最終的に破断に至る現象です。
クリープ強度は一般に母材よりも、
製造時の溶接などによりに加熱を
受けた部位（熱影響部と呼ばれる）
の方が低強度となる（クリープ破断
寿命が短くなる）傾向があるため、
母材だけでなく溶接金属部と熱影
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を評価することが重要です。
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5.79MPa）を与え、100万時間経過
後の応力分布、クリープひずみ分布
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を示すために、解析モデルをy-z面で
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の経過とともに応力は低下し、第3
図(b)のように147時間経過時には
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　一方で、腹側外表面では負荷直
後の応力は肩部内表面に比べて低
かったが、時間とともに当該箇所に
作用する応力は周りと比較して相対
的に大きな値を示し、腹部では外表
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腹部ではクリープ強度の低い熱影
響部が外表面にしか存在せず、仮に
外表面に損傷が検出されたとして
も母材部である内部での損傷は相
対的に低いと想定されます。
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クリープひずみは肩部内表面の母
材、肩部外表面の熱影響部で発生
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熱影響部に沿ってき裂が進展する
方向ではなく、母管（管寄）方向に進
行する応力を有していました。ク
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複雑形状管のクリープ損傷・余寿命
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第２図　水耕栽培装置の外観

写真１　ＬＥＤ照明を使った栽培

外寸[mm]（幅・奥行・高さ）
栽培棚
照明器具
自動水温度調整機能
消費電力

1300･600･1900
4段式
ＬＥＤ（4本／段）
有
約500Ｗ

第１表　水耕栽培装置仕様
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植物工場に関する取り組み
9研究紹介

1．植物工場システム
　植物工場は、植物栽培に使用さ
れる光源により、人工光型植物工
場と太陽光型植物工場に大別さ
れます。人工光型植物工場は、閉
鎖環境で植物を栽培するため、気
候や気象など外部環境の影響は
小さく、栽培環境の制御が比較的
容易で、年間を通じて安定生産す
ることが可能です。一方、太陽光
利用型植物工場は、光源として太
陽光を利用できるものの、日射が
室内の温度環境に及ぼす影響は
大きく、また、換気などによって外
部の自然環境を環境制御に利用
することから、栽培環境は外部環
境に大きく左右されます。高付加
価値植物を生産する場合、植物栽
培環境の最適化が重要となるた
め、外部環境の影響を受けやすい
太陽光型より閉鎖環境である人
工光型植物工場が利用されるこ
とが多いです。今回、人工光型で
の植物栽培環境と水耕栽培実証
試験について紹介します。

2．人工光型植物工場の
　特徴と技術
　毎年頻発する異常気象により
露地栽培の農作物生産が不安定
になり価格が高騰することや、不

適切な農薬の使用による人への
影響などが懸念される中、安定的
に安全・安心な野菜を供給する技
術として植物工場は注目されて
います。このような植物工場の特
徴は、①季節に左右されることな
く周年計画生産ができる、②農薬
などを使用していない、③多段栽
培と促成栽培により高収量化が
図れる、④自動化・省力化が図ら
れているなどが挙げられます。植
物栽培にあたり光環境、空気環
境、地下部環境を最適にコント
ロールする環境制御技術が重要
です。光環境は照明設備、空気環
境は空調設備、地下部環境は養

液栽培装置によって構築されて
います。

（1）光環境
　光環境の制御項目は、主に光強
度、光質（波長組成）、明暗期で
す。植物の生育に必要な光強度
は、植物の種類によって大きく異
なるためそれぞれの植物にあわ
せて選定する必要があります。光
強度の指標には光合成有効光量
子束密度（単位：µmol.m-2.s-1）が
用いられています。おおむね、葉
菜類の光要求量は150～400
（µmol.m-2.s-1）とされています。

（2）空気環境
　空気環境の制御項目は、気温、
湿度、CO2濃度、気流です。植物
の生育に適した温度は、ほかの環
境要因、品種、生育段階、明期（照
明点灯時）か暗期（照明消灯時）か
などによって異なります。一般的
な葉温と光合成速度の関係を示
します（第１図）。CO2濃度が高く
なるにしたがって、光合成速度が
最大になる葉温も上昇しており、
植物の生育に適した温度は、ほか
の環境要因に影響されることを
考慮する必要があります。レタス
の明期の最適気温は1 5℃～
20℃とされています。また湿度環
境は成り行きで適湿環境になるこ
とが多いので積極的に湿度制御
が行われている例は少ないです。
しかし湿度は気孔の開閉に関与し
ており、湿度が高いと蒸散が活発
になり、気孔開度が大きくなりま
す。湿度が低いとその逆で気孔開
度が小さくなります。最適値は、
植物にもよりますが70～80％と
されています。

3．水耕栽培実証試験
　昨年度に引き続き人工光型の
水耕栽培装置を使って小規模実
証試験を行いました。水耕栽培装
置の概要を示します（第２図、第１
表）。この装置は、植物栽培実験を
行うとともに植物栽培を実際に見
ていただき水耕栽培野菜を知っ
ていただくことも目的としていま
す。太陽光を使わずにＬＥＤで野菜
が栽培されているところを実際に
自分の目にする機会はこれまで
一般の方には少なかったため、
「播種」、「育苗」、「定植」の栽培ス
テップ毎に植物の生長状況など
見せる工夫もしました。また水耕
栽培野菜は人工的で味も水っぽ
くおいしくないのではと思われて

いる方も多いのですが、実際に食
べていただくと、味もしっかりし
て、採れたてで新鮮なのでシャキ
シャキしており、無農薬なのでそ
のままでも食べられるなど、良い
評価をいただきました（写真１）。

4．終わりに
　植物工場は私たちの食生活の
中に少しずつですが、浸透してき
ています。一方で水耕栽培野菜は
電気を使って栽培しているので価
格が高く、多くのエネルギーを必

要とします。技術研究所では、今
後も電気を上手に使った低コスト
な栽培システムの構築を進めて
いきます。

第１図　異なるCO2濃度における光合成速度に及ぼす葉温の影響
出展：武本ら「二酸化炭素施肥装置」　特開2018-117539(2018年8月2日)
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植物工場は栽培環境および生育状況のモニタリングを基本とし、光、温湿度、二酸化炭素濃度および培養液
などの環境条件を人工的に制御することにより、野菜などの周年・計画生産と省力化が可能な栽培施設で
す。植物工場が注目される背景には、頻発する天候不順や異常気象、輸入野菜の急増ならびに消費者の安
全・安心志向が大きく、さらに低い食料自給率や農業就業者の減少・高齢化問題の打開策として期待されて
いることによるものです。人工光型植物工場野菜は、安定供給、無農薬栽培など安全・安心な点にあります。
一方で、採算面に課題があるもののＬＥＤ、空調機器など栽培機器の性能向上による生産コストの低減化、露
地では栽培が難しい機能性・高付加価値植物の栽培による露地野菜との差別化などにより黒字経営化した
例が増えています。
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第２図　水耕栽培装置の外観

写真１　ＬＥＤ照明を使った栽培

外寸[mm]（幅・奥行・高さ）
栽培棚
照明器具
自動水温度調整機能
消費電力

1300･600･1900
4段式
ＬＥＤ（4本／段）
有
約500Ｗ

第１表　水耕栽培装置仕様
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1．背景
　1995年以降、段階的な電気事業法の改正により、電
力自由化が進められ、2016年4月に電力小売全面自由
化となりました。これにより電気事業における競争は激
化し、当社における販売電力量も、厳しい状況が続いて
います。
　電気事業者にとって、小売全面自由化は限られたお客
さまの争奪戦であり、さらに追い討ちをかけるように、今
後は人口減少という社会課題も重くのしかかってくるた
め、電力需要の大幅な増加も見込みにくい状況です。
　一方で、関西電力は、電気事業以外にも、ガス・総合エ
ネルギー・情報通信・設備管理・不動産・暮らし事業・ヘル
スケア・医療など、関西地域を中心に公共性の高い広範
な事業に取り組んできました。
　その中で、技術研究所の役割としては、お客さまや社
会に対して新たな価値を創出し、この価値を活用した新
たなサービスやビジネスを展開するための取り組みが重
要になってきています。

2．新規ビジネス創出に向けた取組み紹介
　技術研究所では、第１図の①および②のような取組み
を行っており、本稿ではこれらについてご紹介します。
①「技術シーズやビジネスアイデアの発掘・探索」
「まだ世の中に出ていない技術シーズやビジネスアイ
デア」を見出し、これを当社の強みと融合することで新
たな価値・サービスの創造を目指しています。
＜事例＞
○社外マッチング機関を活用した研究公募（大学・研究

機関等が対象）
○様々な分野の産産・産学連携ネットワークを活用した

技術シーズやビジネスアイデアの発掘
②事業化へ向けての検討

①で得られた技術シーズやビジネスアイデアをベース
に事業化に向けた検討を行っています。

3．技術研究所からのお願い
　技術研究所では、幅広く様々な分野における「技術シー
ズやビジネスアイデアの提案」を随時募集しています。
　また、これまでにない価値・サービスの創造に繋がるよ
うな「萌芽研究」を支援していきたいと考えています。

　我々と一緒に、また世の中の仕組みを変えてしまえる
ような『ワクワク』する新しいことに挑戦できる機会を
作って頂ける仲間を募集しています。
　本件に関するお問い合わせは、本稿執筆者の中尾まで
ご連絡をお願い致します。

執筆者名 ： 中尾　総一

技術研究所における新規ビジネス創出に向けた
オープンイノベーションの取り組み

先進技術研究室では、本文中の①②について、精力的に取り組んでいるところです。
これらの取り組みに関する『想い』や『将来ありたい姿』などについてのインタビューを行いました。

先進技術研究室には好奇心旺盛な研究者がたくさん
在席しています。特に分野を問わず、まだ世の中に出
ていない新しいアイデアやニーズ・シーズに関する話
題を持った方々との「夢のあるディスカッション」を行
い、新しい未来を一緒に考えて行きたいと思います。
ぜひとも、皆様の新しいアイデアなどをご紹介下さい。

『電気事業のさらなる発展への貢献』を目指した研究や、新規事業創出に向けた
『「電気」の枠を超えた新たな価値創造』を達成するための研究に取り組んでいます。

● ＶＰＰ（＝バーチャル・パワー・プラント）、電気自動車（ＥＶ）を含むモビリティ関連など、
次世代電力ビジネス全般にわたる分野

● 農業など、非エネルギー領域における新規事業分野
といった分野に力を入れています。

エネルギー領域、非エネルギー領域を問わず、将来有望な新規ビジネスを創出すると
ともに、新たな価値創造の推進源となるネットワークの構築を目指しています。

特別企画 技術研究所  先進技術研究室  岩田主幹へのインタビュー

技術研究所 先進技術研究室
岩田主幹

技術研究所　先進技術研究室
中尾　総一

● 特に力を入れている研究分野は？

● ずばり、先進技術研究室が目指すもの、将来のありたい姿は！？

● 最後に読者の皆様に一言お願いします。

● 先進技術研究室の取り組みは？

トピックス

技術研究所　先進技術研究室
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ミニ解説

1．はじめに
　IoT、AIに代表される新技術が進展する中で、これらの技
術の活用により、新たなビジネスモデルが出現しています。
　そして、そのビジネスモデルを知的財産の面から支え
るものとして、ビジネスモデル特許（特許庁は「ビジネス
関連発明」と呼んでいます）に注目が集まっています。

2．ビジネスモデル特許とは
　特許法上、ビジネスモデル特許を定義した規定はありま
せん。最近話題になった「いきなり！ステーキ」に関する特
許がビジネスモデル特許といわれることがあるように、ビ
ジネス方法（ビジネスモデル）に関する発明全般を指すこ
ともありますが、一般的には、情報通信技術（ICT）を利用
してビジネス方法を実現する発明に与えられる特許です。
　一つの例として、
①様々なセンサなどからデータを取得
②取得されたデータを通信
③通信されたデータをクラウドなどにビッグデータ化して蓄積
④そのデータをAIなどによって分析
⑤分析によって生まれた新たなデータを、何らかのサー
ビスへ利活用
⑥IoTにおけるビジネスモデルの確立
というモデルを想定した場合、⑤のデータの利活用や⑥
のビジネスモデルの確立において、自社のビジネスモデ
ルを具体化したシステムをビジネスモデル発明の特許と
して保護することが可能な場合があります。
　これらをまとめたものを第1図に示します。

3．ビジネスモデル特許の動向
　我が国におけるビジネスモデル特許の出願件数の推移
を第2図に示します。2000年頃に20,000件近くに達しま
したが、その後、減少傾向にありました。しかし、2012年か
らは増加傾向にあり、2016年は約7,900件でした。
　この背景には、モノからコトへの産業構造の変化があ
り、それに伴い、ソリューションビジネスに関する研究開発
の活発化が、ビジネスモデル特許の出願増加につながっ
たものと考えられます。
　具体的には、ITと金融を融合したフィンテックなどの新
サービスがその一例です。
　また、特許として認められる率も2000年ころに1割未満
であったのが、最近は7割程度に高まっています。
　分野別の出願状況をみると、2016年では、ソリューション
ビジネスなどのサービス業全般に関連する出願件数が
2,167件、電子商取引などのWebサービスに関連する出願
件数が2,043件と上位を占め、フィンテックなどの金融関連
が1,066件と前年比40％増の大きな伸びを示しています。
　また、エネルギーマネジメント関連の出願も480件あ
り、この分野は当社グループの事業と競合する発明が出
てくる可能性が高いと思われるので、新規事業を検討する
ときは、他社の特許をしっかり確認する必要があります。

4．ビジネスモデル特許取得のメリット
　特許の取得が、自社ビジネスを守るのに役立つのは言
うまでもありません。具体的には、以下のようなメリットが
あります。

（1）自社のビジネスモデル
の保護

　ビジネスモデルを具体化
したシステムを特許として
保護することで、他社との
差別化を図ることができま
す。例えば、アマゾン・ドット・
コムのワンクリック特許は
他社の参入を防ぎ、同社の
シェア拡大に貢献したとい
われています。

（2）他社との協業がスムーズになる
　ベンチャーなど他社と協業する場合に、その協業分野
の自社の技術について特許を取得しておくことで、他社
との交渉で優位に立つことができるほか、その協業分野
で第三者の権利を侵害するリスクを低減することにつな
がります。

（3）自社のビジネスの信用強化
　ビジネスを立ち上げるうえで、そのビジネスに用いる
技術について特許などの権利化を図ることで、そのビジ
ネスおよび技術をアピールでき、投資を呼び込むのに役
立ちます。

5．ビジネスモデル特許成立の要件
　特許庁は「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」につい
ての審査基準を定めています（最新版は2018年4月1日
以降の審査に適用されます）。
　ビジネスモデル特許も、他の特許と同様に、自然法則
を利用した技術的思想の創作でなければなりません（「発
明該当性」。特許法第2条第1項）。
　したがって、ビジネスを行う方法それ自体には発明該
当性がありません。
　例えば、一定時間内にピザを配達できなければ無料に

するサービスというビジネス方
法は、人為的な取り決めであっ
て、発明に該当しません。
　発明該当性を認められるに
は、自然法則、つまりコンピュー
タなどのハードウェアをからま
せる必要があります。上記の配
送サービスの場合、ネットで注文
を受け付け、配送先と時間を
データベースで管理し、配達予
測時間を計算して調理する順番
を管理するといったシステム化
をはかることで、発明該当性が
発生します。
　このようにビジネス方法（ソフト
ウェア）と技術（ハードウェア）の協

働によって、特許を取得する可能性が生じます。
　なお、ビジネスモデルの発明が特許として認められる
には、他の発明と同じく、発明該当性のほか、新規性、進歩
性が必要です。特に、ビジネスモデル特許においては、ビ
ジネス方法と技術の組合せについて、新規性、進歩性が
判断されます。

6．おわりに
　新規事業、サービスの拡大に伴い、ビジネスモデルを
特許で保護する必要性は高まってきています。
　ビジネスモデル特許で用いられるIoT、AIの技術が公
知のものである場合でも、その技術を適用する分野が新
規であれば、特許が成立する余地があります。
　権利化の具体的な方法など、ご不明な点については、
知的財産グループにお気軽にご相談ください。

（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。

ビジネスモデル特許について
～ビジネス方法の保護～

ミニ解説

研究開発室　知的財産グループ
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巻 頭 言
崇城大学生物生命学部　応用生命科学科　教授　宮坂 均

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
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無用の用とシンギュラリティ
　 
先人がつくった技術継承の仕組み

心理学とヒートポンプから学ぶ、企業におけるイノベーションの鍵
　 
みんなが大合唱していることは大間違い！？
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