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略  歴

 電気自動車 
  vs. 燃料電池自動車

　将来の電動自動車の主流となるのは電気自動車（EV）

か、あるいは燃料電池自動車（FCV）かに関して、学界、産

業界のみならずマスコミ等でも繰り返し議論されている。

マスコミからはEVを推す意見が多く、また海外諸国でも

EV開発が主流になっているように見受けられる。日本でも

すでに2010年よりEVが市販されており、関西でも多く見

かけるようになっている。EVの最大の課題は一充電あたり

の実走行距離であり、実走行距離500km以上を目指した

革新型蓄電池開発、全固体蓄電池開発が国プロとして進

められている。しかし、長距離を走る大型バスやトラックへ

の適用は難しいであろう。一方、FCVは早くも2002年には

政府等に向けた限定的リース販売が始まったが、当初予定

よりもかなり遅れて2014年末に一般向け発売が開始され

た。現状ではまだ数千台という販売実績であり、EVに大き

く遅れをとっている。また、燃料の水素充填を行う水素ス

テーションも現在約100カ所が開所しているが、設置コス

トが高いという課題と相まって日本全国への展開という点

で後れをとっており、FCVの「ガラパゴス化」を危惧する論

調も多い。

　EVとFCVはどちらもゼロエミッション自動車として重要

であり、小型で航続距離の短い車はEVが、また大型で航

続距離が長い車はFCVという棲み分けが可能というのが

日本の自動車メーカーの公式見解である。私も概ねこの

見解には賛同しているが、自動車としての利便性に加え

て、日本のエネルギー事情も鑑みた導入・棲み分けシナリ

オを描いていくことが重要と考えている。そもそも日本で

は原子力発電による余剰深夜電力需要を高めるためにEV

開発が推進された経緯がある。東日本大地震以降、原子力

発電所を増設することは難しくなり、火力由来の電力を利

用していてはEVの魅力は半減する。従って、今後の日本に

とっては、政府の推進する再生可能エネルギーや水素エネ

ルギーをいかに有効利用できるかが重要なポイントとな

るであろう。EVは再生可能エネルギーと相性がいいと考

えられがちだが、夜間に発電できない太陽光発電は必ずし

もEVとは相性がいいとはいえない。また、頻繁な急速充電

は昼間電力需要を押し上げ、かえって火力発電所を増設さ

せる懸念もある。一方、FCVは水素エネルギー社会とは非

常に相性がいい。課題となるのは水素の製造コストであ

る。稼働率の低い日本の風力、太陽光発電を使っていては

将来目標の￥20/Nm3を達成することは不可能と考えられ

ており、水素の低コスト化を目指して海外の再生可能エネ

ルギー由来や褐炭由来のCO2フリー水素のプロジェクト

が進められている。

　エネルギー事情は各国で異なり、日本が他国の流れに

追随する必要は必ずしも無いと思われるが、自動車メー

カーからするとマーケットの動向も重要となる。13億人の

ユーザーを抱える中国では、EV開発に大規模な補助金を

投じ、販売台数では世界一位のEV大国となった。しかし、昨

年度あたりから大型燃料電池トラック、バスの開発に大き

く舵が切られ、日本の自動車メーカーも中国のFCV開発に

協力することが報じられている。現時点ではEV、FCVいず

れも日本の技術が世界を圧倒していることは間違いない

が、誤ったシナリオで半導体、太陽光パネルなどの二の舞

を演じることだけは避けたいと思っている。そのためにも

エネルギー事業に関わる皆様にも惜しみないサポートを

お願いしたいと考えている。
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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

ＩＰネットワークを適用した低コスト送電線保護リレーの開発

1研究紹介

1．背景および目的
　当社は将来設備のスリム化やコス
ト削減を目指し、低コスト送電線保
護リレーの開発を指向しています。
この低コスト送電線保護リレーを開
発する手法として、汎用技術である
IP技術を採用する一方で、IPネット
ワークを適用する場合の課題として
SP同期制御に影響を与える伝送遅
延時間変動に影響を受けないように
する必要があります。現行PCMリ
レーは各端子の電流のベクトル和で
ある差電流を同時刻にサンプリング
した電流データの加算によって算出
しているため、サンプリングタイミン
グを同期させるSP同期制御を実施
しています。第１図のとおり、対向す
るリレー間において上りと下りで伝
送遅延時間差が生じるとリレー精度
に影響します。IPネットワークを適用
したPCMリレーを実現するために通
信機器側で伝送遅延時間変動対策
機能を追加するなどの方策もありま

すが、コスト面の課題が発生します。
そこで、サンプリング同期（SP）機能
を不要とするIPネットワークを適用し
た低コスト送電線保護リレーを開発
しました。

2．開発内容および成果
　開発したIPリレーは、SP同期制御
を行わずに差電流を算出する手法
を用いることで伝送遅延時間変動を
考慮不要とし、IPネットワークの適用
を可能としました。実現方法は各端
子において電流の瞬時値データか
ら大きさと位相の2量（フェーザ量）
を算出し、さらに位相を自端に導入
している電圧から算出した基準量に
対する位相差とします。系統事故が
継続している時は電流の大きさや電
流と電圧の位相差は一定の値とな
るので、これら大きさと位相差の2量
はサンプリングタイミングに依存し
ない演算量となります。
　そこで、この2量を相互伝送して位

相差に基づいて各端の電流の大き
さから差電流を簡易的に算出するこ
とでSP同期制御を必要としないIPリ
レーを実現することができます。具
体的な基準量と差電流算出方法は、
零相電流差動リレー（87G）と各相電
流差動リレー（87S）で異なります。

（1）87G演算方法
　一線地絡時の零相電圧は各端子
でほぼ同位相となるため、零相電
圧を基準量とします。
　各端子で零相電流の瞬時値デー
タから零相電流の大きさと位相を
算出し、さらに位相は自端電圧から
求めた零相電圧に対する位相差と
します。これによって各端子で地絡
事故発生時の零相電流を大きさと
零相電圧との位相差の2量による
フェーザ量で表現することができ、
これらの値を相互伝送することで
各端子の零相電流のベクトル合成
演算が可能となり、零相差電流の

算出が実現できます。（第2図参照）

（2）87S演算方法
　短絡事故時は地絡事故時の零相
電圧のような各端子で位相基準と
できる電気量は得られないため、
87Gと同様な大きさと基準電圧と
の位相差によるベクトル合成で各
相差電流を算出することはできま
せん。
　各端子で各相電流の瞬時値デー
タから各相電流の大きさと位相を
算出し、さらに位相は極性電圧であ
る正相電圧に対する位相差としま
す。この位相差から流入電流か流
出電流かの区別を実施して、各端
子の流入電流の大きさの総和と流
出電流の大きさの総和から簡易的
な各相差電流の大きさを求め、
87Sの比率特性演算を実施します。
（第3図参照）
　なお、極性電圧には系統事故時
に安定した方向判別が行えるよう
に正相電圧を適用し、さらに至近端
3線事故時の電圧喪失対策として
メモリ電圧機能を持たせました。

（3）試作装置による検証結果
　第4図のとおり、2回線3端子系
統の保護装置として3台の試作IPリ
レー装置と3台のL2SWで構成し、
端子1と端子2、3の間に伝送遅延
時間を付加するためのIP回線エ
ミュレータを挿入しました。検証試
験は、地絡事故や短絡事故を単純
事故・多重事故・進展事故として起
こし、その際の87Sと87G動作有
無と動作時のトリップ時間を確認し
ました。各試験ケースにおいて87S
と87Gは期待した動作が得られ、今
回開発した非同期状態での差電流
演算方法で送電線保護リレーが実
現可能であることが確認できまし
た。

3．まとめと今後の取り組み
　IPネットワークを適用した新たな

低コスト送電線保護リレーとして、
SP同期制御を必要としないIPリ
レー装置が実現可能であることを
試作装置の検証試験によって確認
することができました。また抵抗接
地系PCMリレーの仕様を満足する
ことも確認できました。
　開発した方式は非同期状態で差
電流演算を行うことが可能でSP同
期機能が不要となるため、送電線
保護リレーにIPネットワークを適用
する際の伝送遅延時間変動の問題
が解消され、より容易にIPネット
ワークを適用することが可能とな
ることから、リレー単価削減と通信
含めたトータルコストの低減を実
現できました。
　引き続き本装置の実用化に向け
た詳細仕様検討を進めていきま
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

　関西電力は、送電線保護用のPCM電流差動リレー（以下、PCMリレー）のコスト削減が課題で、特に高額で適用
台数が多い抵抗接地系PCMリレーのコスト低減が求められています。そこで、サンプリング同期（SP）機能を不要
とするIPネットワークを適用した低コスト送電線保護リレー（以下、IPリレー）を開発しましたので紹介します。

ＩＰネットワークを適用した低コスト送電線保護リレーの開発
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第1図　SP同期制御の原理 第2図　８７Ｇ演算

第4図　検証試験構成第3図　８７Ｓ演算
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ＩＰネットワークを適用した低コスト送電線保護リレーの開発

1研究紹介

1．背景および目的
　当社は将来設備のスリム化やコス
ト削減を目指し、低コスト送電線保
護リレーの開発を指向しています。
この低コスト送電線保護リレーを開
発する手法として、汎用技術である
IP技術を採用する一方で、IPネット
ワークを適用する場合の課題として
SP同期制御に影響を与える伝送遅
延時間変動に影響を受けないように
する必要があります。現行PCMリ
レーは各端子の電流のベクトル和で
ある差電流を同時刻にサンプリング
した電流データの加算によって算出
しているため、サンプリングタイミン
グを同期させるSP同期制御を実施
しています。第１図のとおり、対向す
るリレー間において上りと下りで伝
送遅延時間差が生じるとリレー精度
に影響します。IPネットワークを適用
したPCMリレーを実現するために通
信機器側で伝送遅延時間変動対策
機能を追加するなどの方策もありま

すが、コスト面の課題が発生します。
そこで、サンプリング同期（SP）機能
を不要とするIPネットワークを適用し
た低コスト送電線保護リレーを開発
しました。

2．開発内容および成果
　開発したIPリレーは、SP同期制御
を行わずに差電流を算出する手法
を用いることで伝送遅延時間変動を
考慮不要とし、IPネットワークの適用
を可能としました。実現方法は各端
子において電流の瞬時値データか
ら大きさと位相の2量（フェーザ量）
を算出し、さらに位相を自端に導入
している電圧から算出した基準量に
対する位相差とします。系統事故が
継続している時は電流の大きさや電
流と電圧の位相差は一定の値とな
るので、これら大きさと位相差の2量
はサンプリングタイミングに依存し
ない演算量となります。
　そこで、この2量を相互伝送して位

相差に基づいて各端の電流の大き
さから差電流を簡易的に算出するこ
とでSP同期制御を必要としないIPリ
レーを実現することができます。具
体的な基準量と差電流算出方法は、
零相電流差動リレー（87G）と各相電
流差動リレー（87S）で異なります。

（1）87G演算方法
　一線地絡時の零相電圧は各端子
でほぼ同位相となるため、零相電
圧を基準量とします。
　各端子で零相電流の瞬時値デー
タから零相電流の大きさと位相を
算出し、さらに位相は自端電圧から
求めた零相電圧に対する位相差と
します。これによって各端子で地絡
事故発生時の零相電流を大きさと
零相電圧との位相差の2量による
フェーザ量で表現することができ、
これらの値を相互伝送することで
各端子の零相電流のベクトル合成
演算が可能となり、零相差電流の

算出が実現できます。（第2図参照）

（2）87S演算方法
　短絡事故時は地絡事故時の零相
電圧のような各端子で位相基準と
できる電気量は得られないため、
87Gと同様な大きさと基準電圧と
の位相差によるベクトル合成で各
相差電流を算出することはできま
せん。
　各端子で各相電流の瞬時値デー
タから各相電流の大きさと位相を
算出し、さらに位相は極性電圧であ
る正相電圧に対する位相差としま
す。この位相差から流入電流か流
出電流かの区別を実施して、各端
子の流入電流の大きさの総和と流
出電流の大きさの総和から簡易的
な各相差電流の大きさを求め、
87Sの比率特性演算を実施します。
（第3図参照）
　なお、極性電圧には系統事故時
に安定した方向判別が行えるよう
に正相電圧を適用し、さらに至近端
3線事故時の電圧喪失対策として
メモリ電圧機能を持たせました。

（3）試作装置による検証結果
　第4図のとおり、2回線3端子系
統の保護装置として3台の試作IPリ
レー装置と3台のL2SWで構成し、
端子1と端子2、3の間に伝送遅延
時間を付加するためのIP回線エ
ミュレータを挿入しました。検証試
験は、地絡事故や短絡事故を単純
事故・多重事故・進展事故として起
こし、その際の87Sと87G動作有
無と動作時のトリップ時間を確認し
ました。各試験ケースにおいて87S
と87Gは期待した動作が得られ、今
回開発した非同期状態での差電流
演算方法で送電線保護リレーが実
現可能であることが確認できまし
た。

3．まとめと今後の取り組み
　IPネットワークを適用した新たな

低コスト送電線保護リレーとして、
SP同期制御を必要としないIPリ
レー装置が実現可能であることを
試作装置の検証試験によって確認
することができました。また抵抗接
地系PCMリレーの仕様を満足する
ことも確認できました。
　開発した方式は非同期状態で差
電流演算を行うことが可能でSP同
期機能が不要となるため、送電線
保護リレーにIPネットワークを適用
する際の伝送遅延時間変動の問題
が解消され、より容易にIPネット
ワークを適用することが可能とな
ることから、リレー単価削減と通信
含めたトータルコストの低減を実
現できました。
　引き続き本装置の実用化に向け
た詳細仕様検討を進めていきま
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

　関西電力は、送電線保護用のPCM電流差動リレー（以下、PCMリレー）のコスト削減が課題で、特に高額で適用
台数が多い抵抗接地系PCMリレーのコスト低減が求められています。そこで、サンプリング同期（SP）機能を不要
とするIPネットワークを適用した低コスト送電線保護リレー（以下、IPリレー）を開発しましたので紹介します。

ＩＰネットワークを適用した低コスト送電線保護リレーの開発

三井　秀太郎
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
系統保護リレーの研究開発に従事
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研究に携わった人



第1図　自走カメラを用いた架空地線点検のイメージ図

第2図　ドローンの自動追尾飛行・自動撮影の概念図

写真１　ドローンで撮影したアーク痕

R&D NEWS KANSAI   2019.6   No.498R&D NEWS KANSAI   2019.6   No.498 54

送配電カンパニー　電力システム技術センター　架空送電グループ

架空地線自動追尾ドローンを用いた点検手法の開発について

2研究紹介

1．研究の背景
　発電所と変電所、変電所と変電
所を結ぶ架空送電設備の頂部に
は、電気を送る送電線を雷の直撃
から守るため「架空地線」と呼ばれ
るアース線を設けています。 落雷
による架空地線のアーク痕などの
設備損傷箇所を確認するために、
架空地線上を自走させたカメラの
撮影画像により、異常の有無を確
認しています。山間部などのアクセ
スしにくい場所では、点検場所への
移動・運搬等に時間を要するととも
に、鉄塔に昇ってカメラの設置や自
走後のカメラを反対側鉄塔にて回
収する作業などが必要となってい
ました（第１図）。そこで、近年技術
躍進の目覚しいドローンを用いる
ことで従来よりも架空地線点検の
安全性向上や効率化を実現できな
いか検討を開始しました。
　架空地線をドローンで撮影する
手法として、まずは手動操作で架空
地線を追尾撮影する方法について
検討しましたが、架空地線は鉄塔～
鉄塔の間に弛みを持って張られて
いるため、この弛みに沿って飛行さ
せることは困難であることが分かり
ました。さらに手動飛行の場合、ド
ローンと架空地線の距離が一定と
ならないため架空地線にピントを

合わせることも困難を極めました。
　次にドローンに事前に架空地線
の座標を入力することで追尾でき
ないか検討をすすめましたが、架空
地線の弛みに沿って一定距離を
保って座標を指定することが困難
であること、さらに架空地線が風に
煽られた際の揺れや、ドローン自体
の風による揺れなどに対応ができ
ないため、点検への適用はできな
いと判断しました。そこで、鉄塔～
鉄塔間の１径間にわたってピントを
合わせ、点検可能な品質で架空地
線を撮影するためには、リアルタイ
ムで架空地線を認識し一定間隔を
保ちながら追尾する技術が必要だ
と考え、架空地線自動追尾ドローン
を用いた点検手法に関する研究を
開始しました。

2．研究の概要
　本研究は関西電力と東芝デジタ
ルソリューションズ、アルプスアル
パインの３社で実施しました。当社
は、ドローンの自動追尾点検技術を
架空地線点検業務に導入するため
の求められる画質や実設備の形態
･立地環境に関する知見、ならびに
実設備を利用した試験環境の提供
を行いました。東芝デジタルソ
リューションズとアルプスアルパイ
ンには自動追尾点検ドローンの提
供と実証実験の実行、飛行方法・撮
影方法の改良を担当していただき
ました。
　自動追尾ドローンを用いた点検
手法を確立するために、以下の２つ
の視点で評価し、要求品質を満た
すよう改良を進めました。

　１つ目は自動追尾機能です。点
検業務に導入するためには、当社
内の標準的な設備において鉄塔～
鉄塔間の１径間にわたりフレーム
アウトする事なく自動制御しながら
撮影できることが求められます。そ
のため、径間約６００ｍの長距離飛
行や、鉄塔の高低差に起因する２０
度超の急勾配飛行などのさまざま
な飛行条件下において検証を実施
しました。
　２つ目は撮影される画像の精度
です。従来の点検手法の画質と同
等以上の画像が撮影できることを
条件として評価を行い、天候によっ
て明るさが異なる状況や背景が山
林や湖などのさまざまな撮影条件
下で、撮影画像が白飛び、黒つぶれ
していないか、また、ピントがずれ
る事がないか１つずつ検証を実施
しました。

3．取組の成果
　今回確立したドローンによる架
空地線の自動追尾点検技術は、事
前飛行プログラムの入力と簡単な
ボタン操作でドローンが自動で離
陸し、鉄塔上部へ移動します。その
後、点検対象の架空地線の真上を
自動追尾飛行しながら４Ｋの高画質
カメラで動画を撮影し、自動で離陸
地点に戻ります（第２図）。
　自動追尾飛行については、ドロー
ンに搭載したセンサーと機体制御
技術の組み合わせにより、架空地
線の弛みや風による揺れに対応し、
一定距離を保ちながら追尾飛行す
るものです。また、電動ジンバル機
構（電動モータを使ってカメラを回
転させる機構）によりカメラの画面
内に常に架空地線が映るようカメ
ラの向きを自動で制御しながら撮
影するため、ピントの合った鮮明な

画像を得ることが可能となりました
（写真１）。
　この点検技術が確立されたこと
により、ドローン点検に必要となる
要員と時間を大幅に削減すること
が期待できます。
　2019年3月には京都府内での
点検工事において、今回開発した
点検手法を試験的に導入し、総延
長８ｋｍの架空地線の点検を実施し
ました。

4．今後の取組
　架空地線点検が可能な品質の映
像を自動で撮影するという当初の目
標は達成したものの、これらの撮影
した映像から設備異常を発見する
工程では、人が時間をかけて確認す
ることで設備の不具合を把握してお
り、将来的にはこの業務にＡＩを活用
した画像解析による自動検出技術
を適用することにより、さらなる省
力化を実現したいと考えています。
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　架空送電鉄塔の頂部には、電気を送る送電線を雷の直撃から守るため「架空地線」と呼ばれるアース線を設け
ており、その点検では、落雷による架空地線のアーク痕などの設備損傷が発生していないか適宜確認を実施して
います。これまでの架空地線点検は山間部などのアクセスしにくい場所への移動・運搬に時間が掛かり、更に鉄塔
に昇って点検装置を設置するなど作業員の負担となっていました。このような課題に対応するため、我々はドロー
ンによる架空地線の自動追尾点検手法を開発することで、点検業務の安全性向上と効率化の実現に取り組みま
した。本研究に至った背景と、今回開発した点検手法の概要、今後の取り組みについて紹介します。

架空地線自動追尾ドローンを用いた点検手法の
開発について
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第1図　自走カメラを用いた架空地線点検のイメージ図

第2図　ドローンの自動追尾飛行・自動撮影の概念図

写真１　ドローンで撮影したアーク痕
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架空地線上を自走させたカメラの
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移動・運搬等に時間を要するととも
に、鉄塔に昇ってカメラの設置や自
走後のカメラを反対側鉄塔にて回
収する作業などが必要となってい
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ことで従来よりも架空地線点検の
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　架空地線をドローンで撮影する
手法として、まずは手動操作で架空
地線を追尾撮影する方法について
検討しましたが、架空地線は鉄塔～
鉄塔の間に弛みを持って張られて
いるため、この弛みに沿って飛行さ
せることは困難であることが分かり
ました。さらに手動飛行の場合、ド
ローンと架空地線の距離が一定と
ならないため架空地線にピントを

合わせることも困難を極めました。
　次にドローンに事前に架空地線
の座標を入力することで追尾でき
ないか検討をすすめましたが、架空
地線の弛みに沿って一定距離を
保って座標を指定することが困難
であること、さらに架空地線が風に
煽られた際の揺れや、ドローン自体
の風による揺れなどに対応ができ
ないため、点検への適用はできな
いと判断しました。そこで、鉄塔～
鉄塔間の１径間にわたってピントを
合わせ、点検可能な品質で架空地
線を撮影するためには、リアルタイ
ムで架空地線を認識し一定間隔を
保ちながら追尾する技術が必要だ
と考え、架空地線自動追尾ドローン
を用いた点検手法に関する研究を
開始しました。

2．研究の概要
　本研究は関西電力と東芝デジタ
ルソリューションズ、アルプスアル
パインの３社で実施しました。当社
は、ドローンの自動追尾点検技術を
架空地線点検業務に導入するため
の求められる画質や実設備の形態
･立地環境に関する知見、ならびに
実設備を利用した試験環境の提供
を行いました。東芝デジタルソ
リューションズとアルプスアルパイ
ンには自動追尾点検ドローンの提
供と実証実験の実行、飛行方法・撮
影方法の改良を担当していただき
ました。
　自動追尾ドローンを用いた点検
手法を確立するために、以下の２つ
の視点で評価し、要求品質を満た
すよう改良を進めました。

　１つ目は自動追尾機能です。点
検業務に導入するためには、当社
内の標準的な設備において鉄塔～
鉄塔間の１径間にわたりフレーム
アウトする事なく自動制御しながら
撮影できることが求められます。そ
のため、径間約６００ｍの長距離飛
行や、鉄塔の高低差に起因する２０
度超の急勾配飛行などのさまざま
な飛行条件下において検証を実施
しました。
　２つ目は撮影される画像の精度
です。従来の点検手法の画質と同
等以上の画像が撮影できることを
条件として評価を行い、天候によっ
て明るさが異なる状況や背景が山
林や湖などのさまざまな撮影条件
下で、撮影画像が白飛び、黒つぶれ
していないか、また、ピントがずれ
る事がないか１つずつ検証を実施
しました。

3．取組の成果
　今回確立したドローンによる架
空地線の自動追尾点検技術は、事
前飛行プログラムの入力と簡単な
ボタン操作でドローンが自動で離
陸し、鉄塔上部へ移動します。その
後、点検対象の架空地線の真上を
自動追尾飛行しながら４Ｋの高画質
カメラで動画を撮影し、自動で離陸
地点に戻ります（第２図）。
　自動追尾飛行については、ドロー
ンに搭載したセンサーと機体制御
技術の組み合わせにより、架空地
線の弛みや風による揺れに対応し、
一定距離を保ちながら追尾飛行す
るものです。また、電動ジンバル機
構（電動モータを使ってカメラを回
転させる機構）によりカメラの画面
内に常に架空地線が映るようカメ
ラの向きを自動で制御しながら撮
影するため、ピントの合った鮮明な

画像を得ることが可能となりました
（写真１）。
　この点検技術が確立されたこと
により、ドローン点検に必要となる
要員と時間を大幅に削減すること
が期待できます。
　2019年3月には京都府内での
点検工事において、今回開発した
点検手法を試験的に導入し、総延
長８ｋｍの架空地線の点検を実施し
ました。

4．今後の取組
　架空地線点検が可能な品質の映
像を自動で撮影するという当初の目
標は達成したものの、これらの撮影
した映像から設備異常を発見する
工程では、人が時間をかけて確認す
ることで設備の不具合を把握してお
り、将来的にはこの業務にＡＩを活用
した画像解析による自動検出技術
を適用することにより、さらなる省
力化を実現したいと考えています。

送配電カンパニー　電力システム技術センター　架空送電グループ

　架空送電鉄塔の頂部には、電気を送る送電線を雷の直撃から守るため「架空地線」と呼ばれるアース線を設け
ており、その点検では、落雷による架空地線のアーク痕などの設備損傷が発生していないか適宜確認を実施して
います。これまでの架空地線点検は山間部などのアクセスしにくい場所への移動・運搬に時間が掛かり、更に鉄塔
に昇って点検装置を設置するなど作業員の負担となっていました。このような課題に対応するため、我々はドロー
ンによる架空地線の自動追尾点検手法を開発することで、点検業務の安全性向上と効率化の実現に取り組みま
した。本研究に至った背景と、今回開発した点検手法の概要、今後の取り組みについて紹介します。

架空地線自動追尾ドローンを用いた点検手法の
開発について

案浦　正将
送配電カンパニー　電力システム技術センター　架空送電グループ
保全業務の高度化、効率化に関する業務

執 筆 者
所 　 属
主な業務



第4図　高次高調波流出限度の判定基準

第3図　共振拡大による被害側の高次高調波電圧

第2図　家電機器の電源回路例

第1図　低圧系統における高次高調波の障害例
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高次高調波現象の解明と規格化に向けた取り組みについて

3研究紹介

1．研究の背景とねらい
　近年、スイッチング回路やPFCコ
ンバータの採用など電気・電子機
器の高効率化を指向した電源回路
の多様化に伴い、2kHzを超え
9kHz以下の周波数成分が重畳し
た過電圧による漏電遮断器の不要
動作、家電機器からの異音などの
障害事例が散見されたため、障害
発生メカニズムの解明及び限度値
を含めた対策の検討が必要となり
ました。（第1図）
　そこで、100V商用電源系統に接
続する電気・電子機器を対象に、
2kHzを超え9kHz以下の周波数の
電流エミッションに限度値および判
定方法を設定し、100V商用電源系
統に接続する他の電気・電子機器
に対して性能低下や障害を与える
ことを防止するための研究に取り
組んでいます。

2．障害発生メカニズムの解明と
　対策について
（1）再現試験と発生メカニズム
　現場で不具合を発生させた特定
家電品と漏電遮断器を入手して、弊
社の配電技術研修センターで再現
試験を行った結果、特定家電品を
単独で使用した場合には異常が見
られず、同一回路にＩＨヒーター（電
源切）を接続した場合に2～9kHz
帯の電圧が拡大して漏電遮断器が

不要動作することが確認できまし
た。
　次に各種家電機器の電源回路に
ついて調査した結果、第２図に示す
通り、ほとんどの機器でインバータ
が採用されており、電源切状態でも
コンデンサが常時接続されている
ことが分かりました。
　再現試験の結果と合わせると、

このコンデンサと低圧系統のイン
ダクタンスが2～9kHz帯の電圧
拡大に関係していると考えられま
す。
　更に低圧配電系統に特定家電機
器を組み込んでシミュレーション解
析を行った結果、特定家電機器から
流出するエミッション電流の周波数
が、低圧系統のインダクタンスと家

電機器電源部のコンデンサ容量に
よって定まる共振周波数に合致す
るとその周波数の電圧が拡大し、他
の機器に影響を与えることが判明
しました。
　この共振拡大を考慮しながら、家
電機器から流出する2～9kHz帯の
エミッション電流の上限値を障害発
生しないレベル以下に制限する規
格を策定し、関係業界団体と合意形
成することで恒久対策としました。

（2）家電機器出力による簡易判定
　 方法の検討
　家電機器内部で発生するエミッショ
ン電流は電源回路の設計によって定
まりますが、一般に機器出力（W）と比
例する関係にあります。そこで、第3図
で得られる共振拡大の倍率と合わせ
て平滑用コンデンサ容量を尺度にし
て、被害側発生電圧が一定限度（仮に
10√2(Vp)とした）に収まる出力限度

（W）を第4図にグラフ化しました。
　これにより、新たな設備と手間の
掛かる電流測定を行わずに、電源回
路の設計諸元によって被害側の過電
圧発生の可能性を判定できるように
なり、各工業会からの判定簡略化の
要望にも応えることができました。

（3）JIS化の取り組みについて
　上記の簡易判定方法は設計判定
の一例ですが、判定手順・測定判定
等を取りまとめて、お客さまの家電
機器における障害を未然防止する
ための対策規格案を策定しました。
JIS TS（標準仕様書）原案作成委員
会の活動を経て、2014年11月に

JIS-TSC0058が制定されました。
また、この公表以降、障害事例は減
少しており、抑止効果が確認できて
います。なお、2020年11月の有効
期限を迎える前に、TS C0058の内
容を基にしてJIS規格として制定す
る取り組みを進めています。

3．さいごに
　電気自動車の充電器や分散電
源、ＬＥＤ照明などの多様な機器の
普及拡大や、非線形負荷であるイ
ンバータ式エアコンなど大電流イ
ンバータ機器の急速な普及が進ん
でおり、今後もこれらの機器が電力
系統に及ぼす影響を確認していく
ことが必要です。
　このため、これらに対応した評価
技術を研究・開発し、規格・指針等に
反映していく作業に継続的に取り
組みます。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）

　電気・電子機器の電源回路の多様化に伴い、低圧配電系統において2～9kHz帯のエミッション（不要な電気的
ノイズ）が原因となるお客さま機器の障害が発生しており、この現象についてメカニズムの解明を進めるととも
に、測定方法や限度値など規格化により家電機器2～9kHz帯のエミッションによる障害発生を未然防止するた
め、電力中央研究所や電力各社と取組んでいる研究について紹介します。

高次高調波現象の解明と規格化に向けた
取り組みについて
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　電気・電子機器の電源回路の多様化に伴い、低圧配電系統において2～9kHz帯のエミッション（不要な電気的
ノイズ）が原因となるお客さま機器の障害が発生しており、この現象についてメカニズムの解明を進めるととも
に、測定方法や限度値など規格化により家電機器2～9kHz帯のエミッションによる障害発生を未然防止するた
め、電力中央研究所や電力各社と取組んでいる研究について紹介します。

高次高調波現象の解明と規格化に向けた
取り組みについて

山本　享慶
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統・配電）
家電機器ノイズ障害に対する研究ほか、
送配電カンパニー 配電部門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　配電開発グループ　　西廣　雄介
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スマートメーターの通信接続率100％に向けた取組み

4研究紹介

1．開発の背景とねらい
　当社のスマートメーターシステム
は、接続率※100%を目標に、スマー
トメーター間通信は無線方式とPLC
方式で、マルチホップネットワークを
構築しており、WAN（Wide Area 
Network）通信は光方式または携帯
回線方式を導入しています(第１表)。
　現在、スマートメーター（以下、
メーター）の導入率が8割を超える
中で、集合住宅において光方式を
適用できない、建物が電波を遮蔽
してしまう、携帯エリア圏外におい
てWAN通信ができないなどの課
題が発生しており、既存方式のみで
は接続率100%の達成は難しい状
況です。本取組みでは、これら課題
に対し、既存の機器・方式を組合せ
て通信方式の拡充を行いました。
※接続率：30分毎の検針値（1日48

個）を1日で、1個以上遠隔取得
できたメーターの割合

2．PLC方式の取組み
（1）現状の課題
　一定規模の集合住宅は、PLC方

式を標準としていますが、PLC親局
に光ケーブルを接続する必要があ
るため、電気室が屋内にあり、光
ケーブルの入線が困難な場合は導
入できないという課題があります。

（2）携帯方式のPLC親局の開発
　光ケーブルの施設が困難な集合
住宅にもPLC方式を導入できるよ
う、WAN回線が携帯回線方式の
PLC親局を開発（光方式のONU

（Optical Network Unit）を携帯
モバイルルータ（以下、MR）へ変
更）しました（第2図）。開発コスト抑
制のため、現行の光方式のPLC親
局と同じ収容箱を活用するために、
携帯電波状況を調査しました。結
果、収容箱が鉄製であり、携帯電波
が弱まるため、携帯電波環境に応じ

て、樹脂筐体の収容箱にMRを分離
収容する構成としました。

3．無線方式の取組み
（1）現状の課題
　無線方式を導入している集合住
宅では建物が電波を遮蔽するケー
ス（第3図）も発生しており、建物内
のメーターがマルチホップネット
ワークを構築できず通信できない
という課題があります。

（2）無線中継器の開発
　第3図で示した接続できないメー
ターを解消するために、メーター間
通信の電波中継を行う中継器を開
発しました。中継器は、メーターの

通信端局のみの構成とし、電柱設
置方式（第4図）としました。実フィー
ルドでは未通信のメーターが存在
する18件の集合住宅を選定し、中
継器設置のために建物内部の通信
環境を事前調査したところ、パイプ
スペース（以下、PS）内ではメー
ター間通信が可能であるものの、
異なるPSのメーター間は通信がで
きない場合があることが判明しまし
た。そのため、中継器は各PS内の
メーターと通信できる場所（電柱）
を選択する必要があります。条件を
満たす電柱が存在する物件に中継
器を設置した結果、ほぼ全ての物件
で全数通信が可能となりました。

4．携帯エリア圏外における取組み
（1）現状の課題と対策イメージ
　当社供給エリアにおいて、主に山
間部は携帯エリア圏外となる地域
があり、WAN通信ができないとい
う課題があります。このようなエリ
アに対しては、携帯エリア圏内に
MRを設置して、MRの下位ネット
ワークを圏外へ延伸する方針（第5
図）で考えます。

（2）携帯PLC方式の活用
　PLC方式の高低圧配電線への適
用検証を行いました。その結果、高
圧配電線を経由する構成では信号
減衰が大きく適用不可でしたが、低
圧配電線（400V配線含む）におい
ては、約1.4km離れても安定した

通信ができることを確認しました。

（3）無線中継器の活用
　瀬戸内海沖にある離島において
は、島内の携帯エリア圏外にある
メーターと携帯エリア圏内のGW・
メーターをマルチホップ網で接続
する必要があります。実フィールド
にて中継器の携帯エリア圏外での
設置手順の検証を行いました。中
継器を設置することで、安定した通
信ができ、携帯エリア圏外への適
用および運用方法を確立すること
ができました。

（4）携帯方式GWと光ケーブルの
　　ハイブリッド方式の開発
　携帯方式のGWは、メーターと通
信するGWと携帯回線の基地局と
WAN通信するMRで構成され、それ

ぞれをLANケーブルで接続していま
す。理論上MRを携帯圏内、GWを携
帯圏外に設置することで、携帯エリア
圏外のメーターと通信が可能ですが、
LANケーブルは距離制限がありま
す。そこで、メディアコンバータを介し
て光ケーブルでGWとMR間の通信
を行う構成を検討しました。この構成
にて動作検証を実施した結果、安定し
て通信できることを確認しました。

5．まとめと今後の予定
　本取組みでは、現状の課題に対し
各種対策の開発および検証を行い
ました。開発が完了したものについ
ては順次導入を進め、開発中のもの
については検討を進めていきます。
　また、新たな技術を取り入れ接続
率100％の達成に向け、引き続き
取組んでいきます。

送配電カンパニー　配電部　配電高度化グループ

　当社のスマートメーターシステムについては、接続率100%を目標に、各種方式の導入を進めていますが、
一部の集合住宅や、携帯エリア圏外において、既存方式のみでは接続率100%の達成は困難な状況です。その
ため、既存の機器・方式を組合せて通信方式を拡充し、接続率向上に向けて実フィールドで検証したのでその取
組みを紹介します。

スマートメーターの通信接続率100％に向けた取組み

栗原　佑介
送配電カンパニー　配電部　配電高度化グループ
計量装置関連機器の開発に従事
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送配電カンパニー　託送営業部　
ネットワークサービスセンター　契約グループ　森井　一喜

研究に携わった人
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は、接続率※100%を目標に、スマー
トメーター間通信は無線方式とPLC
方式で、マルチホップネットワークを
構築しており、WAN（Wide Area 
Network）通信は光方式または携帯
回線方式を導入しています(第１表)。
　現在、スマートメーター（以下、
メーター）の導入率が8割を超える
中で、集合住宅において光方式を
適用できない、建物が電波を遮蔽
してしまう、携帯エリア圏外におい
てWAN通信ができないなどの課
題が発生しており、既存方式のみで
は接続率100%の達成は難しい状
況です。本取組みでは、これら課題
に対し、既存の機器・方式を組合せ
て通信方式の拡充を行いました。
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個）を1日で、1個以上遠隔取得
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（1）現状の課題
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式を標準としていますが、PLC親局
に光ケーブルを接続する必要があ
るため、電気室が屋内にあり、光
ケーブルの入線が困難な場合は導
入できないという課題があります。

（2）携帯方式のPLC親局の開発
　光ケーブルの施設が困難な集合
住宅にもPLC方式を導入できるよ
う、WAN回線が携帯回線方式の
PLC親局を開発（光方式のONU

（Optical Network Unit）を携帯
モバイルルータ（以下、MR）へ変
更）しました（第2図）。開発コスト抑
制のため、現行の光方式のPLC親
局と同じ収容箱を活用するために、
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た。そのため、中継器は各PS内の
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満たす電柱が存在する物件に中継
器を設置した結果、ほぼ全ての物件
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4．携帯エリア圏外における取組み
（1）現状の課題と対策イメージ
　当社供給エリアにおいて、主に山
間部は携帯エリア圏外となる地域
があり、WAN通信ができないとい
う課題があります。このようなエリ
アに対しては、携帯エリア圏内に
MRを設置して、MRの下位ネット
ワークを圏外へ延伸する方針（第5
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IT戦略室　情報通信事業推進グループ

有害鳥獣対策ソリューション（サルの自動検知）における映像解析モデルの構築に関する研究

5研究紹介

1．背景と目的
　有害鳥獣による農作物被害が
社会的課題の一つとなっている
ことから、当社では、監視カメラと
ICTわなを活用した「有害鳥獣ソ
リューション」の検討に取り組ん
できました。まず2017年度に、
監視カメラの映像を確認するこ
とで最適なワナの設置位置等を
把握するソリューションを検討し、
兵庫県養父市にて実証実験を行
いました。その結果、本ソリュー
ションの有効性を確認できたも
のの、カメラ映像を人の目で見て
有害鳥獣の出没を判断していた
ため、対策実施者の手間がかか
るという課題を抱えていました。
　そこで今回、より効率的なソ
リューションの実現を図るため、
有害鳥獣を解析するモデルを、株
式会社エクサウィザーズと共同
開 発しました。株 式 会 社エクサ
ウィザーズは、経済産業省が推進
す る 育 成 支 援 プ ロ グ ラ ム

「J-Startup」にも選定されてい
る日本有数のベンチャー企業で
あり、AI（人工知能）を利活用した
サービス開発による産業革新と
社会課題の解決に取り組んでい
ます。

2．研究概要
（1）本研究の実施概要
　本研究では、AI（人工知能）を活
用し、滋賀県東近江市（園町）にご
協力いただいて設置した監視カメ
ラで撮影した映像から、有害鳥獣
の出没（動物の識別）を自動的に
検知する映像解析モデルを構築し
ました。
　検知する対象は、有害鳥獣の中
でも映像解析の難易度が高いと
される「サル」としました。映像解
析モデルを構築する上で、特にサ
ルは小型で動きが素早いため、映
像上の物体の位置検出に加え、そ
の物体がサルであることの識別が
難しいという課題があります。
　また、有害鳥獣ソリューションを
安価に提供できるよう、1台で広範
囲を撮影できる比較的安価な広
角カメラ（画質が粗く、物体が小さ
く映るカメラ）を活用することを前
提に研究を実施しました。

（2）AIによる解析モデル構築手順
　映像解析モデルは、以下の手順
で構築し、評価を実施しました。
①学習用データの作成
②最適な解析手法の選定
③解析モデル構築・カスタマイズ

3．映像解析モデルの構築
（1）学習用データの作成
　映像解析モデルの構築にあた
り、動画での学習はできないため、
撮影したカメラ映像から1秒ごとの
静止画を切り出した上で、静止画1
枚ごとに検知対象（サル）をマーク
し、3,000枚の学習用データを作
成しました。

（2）最適な解析手法の選定
　ディープラーニング（※）を用いた
映像解析には多数の手法がありま
すが、本研究ではRetinaNetを採
用しました。一般に映像上の動く物
体の解析には、物体の位置検出と
識 別 が 必 要 に な り ま す が 、
RetinaNetは他の手法と比べ、物
体の位置検出の正確性が高いとい
う特徴があります。
　特に本研究では、画質が粗く小
さく映った物体（サル）を解析する
ことから、より物体の位置を正確に
検出することができる手法が最適
だと考えました。
　さらにRetinaNetは、物体の位
置検出や識別の誤答に対して、他
の手法と比べて大きなペナルティ
を課す処理を施しています。これに
より、自動的に誤答を避けるように
学習を進めることができ、正答率を

改善することが期待できます。
（※）大量のデータで学習させるこ

とで精度の高い認識や予測、
最適な判断を実現できるよう
にする技術（機械学習）の一種。

（3）解析モデル構築・カスタマイズ
　RetinaNetに学習用データ（静
止画）を組み込み、映像解析モデ
ルのプロトタイプを構築しました。
　しかし、RetinaNetをそのまま
活用するだけでは十分に精度が
高まらなかったことから、学習用
データとは別にサルの特徴を映
像解析モデルにインプットして学
習させるカスタマイズにより、物
体の識別（サルであることの識
別）精度を高めた映像解析モデル
を構築しました。

4．評価
（1）評価方法
　映像解析モデルがどのくらい正
確にサルを自動識別できるかにつ
いて、「再現率」と「適合率」という
指標で評価しました。（各指標の詳
細は第1図および第2図を参照）

（2）評価結果
　画質が粗い上、小型で素早い物
体（サル）を検知しなければならな
い厳しい条件下でしたが、今回構築
した映像解析モデルでの再現率は
94.7%となり、ほとんどのサルを漏
れなく検知することができました。
　第3図の青枠で囲まれた部分が
サルと自動検知された箇所になり
ますが、カメラ設置箇所からある程
度遠くの場所まで検出できている
ことが分かります。
　一方で、適合率は56.3%となり、
誤識別（サル以外のものもサルと
識別）が多いことから、実用化に向

けては、さらなる物体の識別の精度
向上が必要であることも分かりま
した。

5．今後の予定
　本研究を通して、特定の有害鳥
獣（サル）を解析するモデル構築
の見通しが立ってきました。ただ
し、有害鳥獣ソリューションとして
の実用化・事業化を進める上で
は、さらなる精度向上（特に適合
率の向上）が必須となることか
ら、引き続き精度向上に向けた施
策検討に取り組んでまいります。
　また、本研究では同一のエリアで
撮影したカメラ映像を用いて学習・
評価していることから、異なる環境
における映像解析モデルの有効性
検証も必要だと考えています。
　今後はこれら上記課題を解決し、
精度・汎用性が高い映像解析モデ
ルが構築できれば、本研究結果を
活用した有害鳥獣ソリューション（有
害鳥獣の検知・追い払い・捕獲等）の
実用化・事業化を進める予定です。
　最後に、本研究を共同で実施いた
だきました株式会社エクサウィザー
ズならびに東近江市（園町）の関係者
の皆様に、心より感謝申し上げます。

IT戦略室　情報通信事業推進グループ

　近年、有害鳥獣による農作物被害が深刻化し、社会的課題の一つとなっています。そこで当社では、2017年度
に監視カメラとICTわなを活用した「有害鳥獣ソリューション」の実証実験を行いました。その結果、ソリューション
の有効性を確認できたものの、カメラ映像をもとに有害鳥獣の出没状況を人が判断するため、映像確認の手間が
かかるという課題を抱えていました。そこで本研究では、有害鳥獣（有害鳥獣の中でも小型で動きが素早く検知
の難易度が高いとされる「サル」を対象）の出没をカメラ映像から自動的に検知する解析モデルをAI（人工知能）
により構築し、検証を実施しましたので、その内容についてご紹介します。

有害鳥獣対策ソリューション（サルの自動検知）に
おける映像解析モデルの構築に関する研究

渡辺　佳央理
IT戦略室　情報通信事業推進グループ　

（現 IT戦略室　業務計画グループ）
情報通信事業分野の新サービス検討に従事

執 筆 者
所 　 属

主な業務

IT戦略室　情報通信事業推進グループ　　高橋　裕樹
（現 株式会社オプテージ出向）

研究に携わった人



第2図　適合率

第3図　サルの自動識別画像

第1図　再現率
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有害鳥獣対策ソリューション（サルの自動検知）における映像解析モデルの構築に関する研究

5研究紹介

1．背景と目的
　有害鳥獣による農作物被害が
社会的課題の一つとなっている
ことから、当社では、監視カメラと
ICTわなを活用した「有害鳥獣ソ
リューション」の検討に取り組ん
できました。まず2017年度に、
監視カメラの映像を確認するこ
とで最適なワナの設置位置等を
把握するソリューションを検討し、
兵庫県養父市にて実証実験を行
いました。その結果、本ソリュー
ションの有効性を確認できたも
のの、カメラ映像を人の目で見て
有害鳥獣の出没を判断していた
ため、対策実施者の手間がかか
るという課題を抱えていました。
　そこで今回、より効率的なソ
リューションの実現を図るため、
有害鳥獣を解析するモデルを、株
式会社エクサウィザーズと共同
開 発しました。株 式 会 社エクサ
ウィザーズは、経済産業省が推進
す る 育 成 支 援 プ ロ グ ラ ム

「J-Startup」にも選定されてい
る日本有数のベンチャー企業で
あり、AI（人工知能）を利活用した
サービス開発による産業革新と
社会課題の解決に取り組んでい
ます。

2．研究概要
（1）本研究の実施概要
　本研究では、AI（人工知能）を活
用し、滋賀県東近江市（園町）にご
協力いただいて設置した監視カメ
ラで撮影した映像から、有害鳥獣
の出没（動物の識別）を自動的に
検知する映像解析モデルを構築し
ました。
　検知する対象は、有害鳥獣の中
でも映像解析の難易度が高いと
される「サル」としました。映像解
析モデルを構築する上で、特にサ
ルは小型で動きが素早いため、映
像上の物体の位置検出に加え、そ
の物体がサルであることの識別が
難しいという課題があります。
　また、有害鳥獣ソリューションを
安価に提供できるよう、1台で広範
囲を撮影できる比較的安価な広
角カメラ（画質が粗く、物体が小さ
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で構築し、評価を実施しました。
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体の位置検出の正確性が高いとい
う特徴があります。
　特に本研究では、画質が粗く小
さく映った物体（サル）を解析する
ことから、より物体の位置を正確に
検出することができる手法が最適
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より、自動的に誤答を避けるように
学習を進めることができ、正答率を

改善することが期待できます。
（※）大量のデータで学習させるこ
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にする技術（機械学習）の一種。
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（1）評価方法
　映像解析モデルがどのくらい正
確にサルを自動識別できるかにつ
いて、「再現率」と「適合率」という
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体（サル）を検知しなければならな
い厳しい条件下でしたが、今回構築
した映像解析モデルでの再現率は
94.7%となり、ほとんどのサルを漏
れなく検知することができました。
　第3図の青枠で囲まれた部分が
サルと自動検知された箇所になり
ますが、カメラ設置箇所からある程
度遠くの場所まで検出できている
ことが分かります。
　一方で、適合率は56.3%となり、
誤識別（サル以外のものもサルと
識別）が多いことから、実用化に向

けては、さらなる物体の識別の精度
向上が必要であることも分かりま
した。

5．今後の予定
　本研究を通して、特定の有害鳥
獣（サル）を解析するモデル構築
の見通しが立ってきました。ただ
し、有害鳥獣ソリューションとして
の実用化・事業化を進める上で
は、さらなる精度向上（特に適合
率の向上）が必須となることか
ら、引き続き精度向上に向けた施
策検討に取り組んでまいります。
　また、本研究では同一のエリアで
撮影したカメラ映像を用いて学習・
評価していることから、異なる環境
における映像解析モデルの有効性
検証も必要だと考えています。
　今後はこれら上記課題を解決し、
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　最後に、本研究を共同で実施いた
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ズならびに東近江市（園町）の関係者
の皆様に、心より感謝申し上げます。
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第1図　浴室での死亡者数

写真1　微振動センサの外観写真 第2図　微振動センサの測定原理

第5図　入浴者の生体振動

第4図　外乱ノイズの除去
(a)バス通過ノイズ（浴室無人） (b)LPF３Hz挿入後の波形

〔フィルタなし〕 〔ローパスフィルタ3Hz〕

〔フィルタなし〕 〔ローパスフィルタ3Hz〕

(a)浴槽内有人静止状態 (b)LPF３Hz 挿入後の波形

第3図　センサ性能測定結果

写真2　加振装置の外観
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研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

微振動センサを使った見守りシステムの開発

6研究紹介

1．研究の目的
　家庭で発生する死亡事故の原
因は、厚生労働省 ⑴によると、そ
の発生の多い順に、①浴槽での
溺水・溺死　②誤嚥等による窒
息　③転倒・転落であります。近
年では、浴槽事故死者数が交通
事故死者数を上回る結果となっ
ており（第１図）、何らかの対策が
必要となっています。⑴ ⑵そこで
我々は、入浴者の体動が検知で
きる高性能な微振動センサを開
発して、浴室での見守りならびに
寝室、リビングでの見守りができ
るシステム開発を行っています。

2．微振動センサの概要
　写真１に微振動センサの外観
写真を示します。高さ50mm、直
径35mmの円柱状のアクリル容
器に溶媒が封入されており、下
面にレーザ発信部、上面にレー
ザ受信部が設けられています。
第2図に微振動センサの測定原
理を示します。下部のレーザ発
信 部 から発 信 さ れたレー ザ 光
は、容 器 内 液 面 がフラットな 時

（振動がない時）は殆ど減衰せず
受信部に到達するが、振動があ
る 場 合 は 、液 面 が 波 立 つ た め
レーザ光の屈折・反射が発生し、
受信部に到達するレーザ光は減
衰します。その減衰量を検知す
ることで微振動を測定するもの
です。

3．微振動センサの性能測定
（1）概要
　本センサの性能測定は、第三
者 機 関 の 日 本 品 質 保 証 機 構

（JQA）にて性能評価を行いまし
た。写真２に性能評価装置の外観
を示します。加振テーブルに標準
加速度計と微振動センサを設置
して、正弦波で加振させた時のセ
ンサ出力を計測しています。

（2）測定結果
　第３図に加振周波数10Hz時
の測定結果を纏めたグラフを記
載します 。加 振 周 波 数 1 0 H z 、
20Hzともに、加速0.1G付近で
センサ出力値の傾きが変化する

ことを確認しました。その結果、
加振周波数10Hz時のセンサ感
度 は 、加 速 度 0 . 1 G ま で が
38V/G、0.1G以上では10V/G
でありました。ここで市販の高性
能振動計の感度が10V/G、市販
の 加 速 度 セ ン サ（ ＭＥＭＳ）で
1V/Gであることから、これらと
比較しても性能的に優れている
ことが判りました。

4．外部ノイズの除去について
　本センサは、極めて小さい微
振動を測定できるが、その分外
部ノイズの影響を受けます。そ
のノイズを除去するために、ロー
パスフィルタ（LPF）を使用して
います。第４図に、LPFによる外
部ノイズの除去例を示します。

（ａ）図は、フィルタ処理を挿入し
ていない浴室無人状態のバス通
過ノイズを示し、（ｂ）図は、LPF３
Hz を挿入した場合の振動波形
を示します。この結果より、バス
の外部ノイズを殆ど除去できて
いることが判ります。一方、第５
図に浴槽内に人がいる時の振動
波形を示します。（ａ）図は、LPF３
Hzを挿入する前の波形であり、

（ｂ）図は、LPF３Hzを挿入した後
の波形であります。（ｂ）図では、
入浴者の３Hz以下の振動を検知
しており、第４図（ｂ）のバス通過
ノイズ除去後の波形（無人状態）
に比べて、３Hz以下の波形が鮮
明にあらわれていることから、生
体振動には３Hz以下の周波数成
分が多く含まれていることが判
ります。これらの結果より、LPFに
より、バス通過等による外乱ノイ
ズを除去して、入浴者の生体振
動を抽出できることが判りまし
た。

5．見守りシステムのイメージ
　我々の開発した微振動センサを
家庭における浴室・寝室・リビング
に設置して、見守りが行えるように
設計しています。具体的には、各居
室で以下の検知を行う予定であり
ます。

（１）浴室
長時間入室、浴槽内無動状態など

（２）寝室
睡眠時間、寝返り回数、在室状況、
転倒検知など

（３）リビング
外出時の在・不在セキュリティ、転
倒検知など

6．まとめ
　今回我々は、極めて小さい振動
が検知できる微振動センサを考案
し、そのセンサを使った家庭内見守
りシステムの開発を目指して、研究
開発に取組んでいます。今後は、商
品化の検討を行い、実証試験を行
う予定であります。

文　献
(1)厚生労働省大臣官房統計情報

部「2015年人口動態統計」より
(2)一般財団法人全日本交通安全

協会「平成27年中の交通事故
死者数」

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

　近年暮らしが抱える問題として、浴室事故や熱中症、不眠等による健康上の問題、外部侵入者によるセキュリ
ティの問題等があり、これらの問題を少しでも解決し、安心・快適に暮らすためには、第三者による見守りが必要で
あります。そこで我々は、極めて高性能な微振動センサを考案し、そのセンサを活用した見守りシステムの開発を
行っています。本報告では、微振動センサの概要、見守りシステムの開発状況を報告します。

微振動センサを使った見守りシステムの開発
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第1図　浴室での死亡者数

写真1　微振動センサの外観写真 第2図　微振動センサの測定原理

第5図　入浴者の生体振動

第4図　外乱ノイズの除去
(a)バス通過ノイズ（浴室無人） (b)LPF３Hz挿入後の波形

〔フィルタなし〕 〔ローパスフィルタ3Hz〕

〔フィルタなし〕 〔ローパスフィルタ3Hz〕

(a)浴槽内有人静止状態 (b)LPF３Hz 挿入後の波形

第3図　センサ性能測定結果

写真2　加振装置の外観
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微振動センサを使った見守りシステムの開発

6研究紹介

1．研究の目的
　家庭で発生する死亡事故の原
因は、厚生労働省 ⑴によると、そ
の発生の多い順に、①浴槽での
溺水・溺死　②誤嚥等による窒
息　③転倒・転落であります。近
年では、浴槽事故死者数が交通
事故死者数を上回る結果となっ
ており（第１図）、何らかの対策が
必要となっています。⑴ ⑵そこで
我々は、入浴者の体動が検知で
きる高性能な微振動センサを開
発して、浴室での見守りならびに
寝室、リビングでの見守りができ
るシステム開発を行っています。

2．微振動センサの概要
　写真１に微振動センサの外観
写真を示します。高さ50mm、直
径35mmの円柱状のアクリル容
器に溶媒が封入されており、下
面にレーザ発信部、上面にレー
ザ受信部が設けられています。
第2図に微振動センサの測定原
理を示します。下部のレーザ発
信 部 から発 信 さ れたレー ザ 光
は、容 器 内 液 面 がフラットな 時

（振動がない時）は殆ど減衰せず
受信部に到達するが、振動があ
る 場 合 は 、液 面 が 波 立 つ た め
レーザ光の屈折・反射が発生し、
受信部に到達するレーザ光は減
衰します。その減衰量を検知す
ることで微振動を測定するもの
です。

3．微振動センサの性能測定
（1）概要
　本センサの性能測定は、第三
者 機 関 の 日 本 品 質 保 証 機 構

（JQA）にて性能評価を行いまし
た。写真２に性能評価装置の外観
を示します。加振テーブルに標準
加速度計と微振動センサを設置
して、正弦波で加振させた時のセ
ンサ出力を計測しています。

（2）測定結果
　第３図に加振周波数10Hz時
の測定結果を纏めたグラフを記
載します 。加 振 周 波 数 1 0 H z 、
20Hzともに、加速0.1G付近で
センサ出力値の傾きが変化する

ことを確認しました。その結果、
加振周波数10Hz時のセンサ感
度 は 、加 速 度 0 . 1 G ま で が
38V/G、0.1G以上では10V/G
でありました。ここで市販の高性
能振動計の感度が10V/G、市販
の 加 速 度 セ ン サ（ ＭＥＭＳ）で
1V/Gであることから、これらと
比較しても性能的に優れている
ことが判りました。

4．外部ノイズの除去について
　本センサは、極めて小さい微
振動を測定できるが、その分外
部ノイズの影響を受けます。そ
のノイズを除去するために、ロー
パスフィルタ（LPF）を使用して
います。第４図に、LPFによる外
部ノイズの除去例を示します。

（ａ）図は、フィルタ処理を挿入し
ていない浴室無人状態のバス通
過ノイズを示し、（ｂ）図は、LPF３
Hz を挿入した場合の振動波形
を示します。この結果より、バス
の外部ノイズを殆ど除去できて
いることが判ります。一方、第５
図に浴槽内に人がいる時の振動
波形を示します。（ａ）図は、LPF３
Hzを挿入する前の波形であり、

（ｂ）図は、LPF３Hzを挿入した後
の波形であります。（ｂ）図では、
入浴者の３Hz以下の振動を検知
しており、第４図（ｂ）のバス通過
ノイズ除去後の波形（無人状態）
に比べて、３Hz以下の波形が鮮
明にあらわれていることから、生
体振動には３Hz以下の周波数成
分が多く含まれていることが判
ります。これらの結果より、LPFに
より、バス通過等による外乱ノイ
ズを除去して、入浴者の生体振
動を抽出できることが判りまし
た。

5．見守りシステムのイメージ
　我々の開発した微振動センサを
家庭における浴室・寝室・リビング
に設置して、見守りが行えるように
設計しています。具体的には、各居
室で以下の検知を行う予定であり
ます。

（１）浴室
長時間入室、浴槽内無動状態など

（２）寝室
睡眠時間、寝返り回数、在室状況、
転倒検知など

（３）リビング
外出時の在・不在セキュリティ、転
倒検知など

6．まとめ
　今回我々は、極めて小さい振動
が検知できる微振動センサを考案
し、そのセンサを使った家庭内見守
りシステムの開発を目指して、研究
開発に取組んでいます。今後は、商
品化の検討を行い、実証試験を行
う予定であります。

文　献
(1)厚生労働省大臣官房統計情報

部「2015年人口動態統計」より
(2)一般財団法人全日本交通安全

協会「平成27年中の交通事故
死者数」
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　近年暮らしが抱える問題として、浴室事故や熱中症、不眠等による健康上の問題、外部侵入者によるセキュリ
ティの問題等があり、これらの問題を少しでも解決し、安心・快適に暮らすためには、第三者による見守りが必要で
あります。そこで我々は、極めて高性能な微振動センサを考案し、そのセンサを活用した見守りシステムの開発を
行っています。本報告では、微振動センサの概要、見守りシステムの開発状況を報告します。
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第3図　制御スキーム 第7図　ＡＰＩへの送信手順第1図　エコーネットライト重点8機器

第5図　ＡＰＩ連係のスキーム

第2図　制御量を各家電製品に配分するアルゴリズム

第6図　スマートメータのデータの流れ

第4図　実証試験の回路構成
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研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

エコーネットライトを活用したエネルギーリソースの利用研究

7研究紹介

1．研究の背景
　ＶＰＰと電力のＰ２Ｐ取引の普及の
ためには、①エコーネットコンソー
シアムが定めるＨＥＭＳ制御対象の
重点8機器を制御する機能、②アグ
リゲータから要請のあった制御量

（kW等）を各家電製品に配分する
機能、③スマートメーターの読み値
データをクラウドに上げる機能の３
つの機能を持ったＧＷ（ゲートウェ
イ）が必要になります。

2．エコーネットライト重点8機
器を制御する機能

　エコーネットライトに対応した家
電製品は、エコーネットコンソーシ
アムの定める「ECHONET 機器オ
ブジェクト詳細規定」のプロパティ
に定める制御をすることができま
す。今回はその内、エコキュート

（EQ）、エアコン、ＥＶ充放電器、蓄電
池（Batt）、燃料電池、スマートメー
ター、太陽光発電（ＰＶ）、照明の重点
8機器を制御できるようにしました。

3．アグリゲータから要請のあっ
た制御量（kW）を各家電製品
に配分する機能

　アグリゲータから要請のあった
制御量（kW）をエコキュート、ＥＶ充
放電器、蓄電池に配分するアルゴリ
ズムを第2図のように検討しまし
た。上げＤＲの場合は、エコキュート
は昼間沸上げをし、ＥＶと蓄電池も

昼間に充電します。エコキュート沸
上げ開始時刻は太陽光発電の予測
量等に基づき計算します。下げＤＲ
の場合は、エコキュートは通常どお
りに夜間沸上げし、ＥＶと蓄電池は
昼間に放電します。第3図に制御ス
キーム、第4図に実験回路の構成を
示します。

4．スマートメーターの読み値
　データをクラウドに上げる機能
　電力のＰ２Ｐ取引をするためにはス
マートメーターの読み値データをク
ラウド上のプラットフォームに上げ
る必要があります。第5図および第6
図のような構成によるＡＰＩ連係でス
マートメーターのデータを研究協力
先である豪州・Power Ledger社の
プラットフォームにアップできること
を確認しました。Power Ledger社
のプラットフォームではアップされ
たデータに基づき余剰電力のP2P
取引が行われ、その結果がブロック
チェーンに書き込まれます。
　第7図に示すように、Power 
Ledger社のプラットフォームとの
ＡＰＩ連係は、ＩＤとパスワードを使っ

て認証ＡＰＩにまずアクセスしてア
クセストークンを取得し、そのアク
セストークンを使ってリーディング
ＡＰＩにアクセスしてスマートメー
ターのデータを読み込ませます。
アクセスがうまく行かない場合は
合計３回までリトライします。

5．今後の計画
　今後はＶＰＰの制御量配分の精度

を向上させるとともに、今回試作し
たＧＷを使って電力および環境価
値のＰ２Ｐ取引の実証試験を実施し
ていく予定です。また、スマート
メーターは無線（Wi-SUN）でＧＷ
にデータを送っているためデータ
の欠損が発生する場合がありま
す。そのような場合のデータ処理
方法についても検討を行い、Ｐ２Ｐ取
引の精度向上を目指す予定です。

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

　再生可能エネルギーの導入が進む中、ＶＰＰと電力のＰ２Ｐ取引が注目されています。その普及のためにはこれら
に対応した機能を持つＧＷ（ゲートウェイ）を各家庭に設置する必要があります。本研究ではこれらの機能を併せ持
つ多機能ＧＷを試作し、摸擬負荷等を使ってＶＰＰとＰ２Ｐ取引に対応できることを実証しましたので、紹介します。

エコーネットライトを活用した
エネルギーリソースの利用研究

坂井　寛久
研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
ブロックチェーンを使った余剰電力のＰ２Ｐ取引と環境価値取引

執 筆 者
所 　 属
主な業務

研究開発室　技術研究所　井上　修紀、井上　忍
研究に携わった人
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　ＶＰＰと電力のＰ２Ｐ取引の普及の
ためには、①エコーネットコンソー
シアムが定めるＨＥＭＳ制御対象の
重点8機器を制御する機能、②アグ
リゲータから要請のあった制御量

（kW等）を各家電製品に配分する
機能、③スマートメーターの読み値
データをクラウドに上げる機能の３
つの機能を持ったＧＷ（ゲートウェ
イ）が必要になります。

2．エコーネットライト重点8機
器を制御する機能

　エコーネットライトに対応した家
電製品は、エコーネットコンソーシ
アムの定める「ECHONET 機器オ
ブジェクト詳細規定」のプロパティ
に定める制御をすることができま
す。今回はその内、エコキュート

（EQ）、エアコン、ＥＶ充放電器、蓄電
池（Batt）、燃料電池、スマートメー
ター、太陽光発電（ＰＶ）、照明の重点
8機器を制御できるようにしました。

3．アグリゲータから要請のあっ
た制御量（kW）を各家電製品
に配分する機能

　アグリゲータから要請のあった
制御量（kW）をエコキュート、ＥＶ充
放電器、蓄電池に配分するアルゴリ
ズムを第2図のように検討しまし
た。上げＤＲの場合は、エコキュート
は昼間沸上げをし、ＥＶと蓄電池も
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量等に基づき計算します。下げＤＲ
の場合は、エコキュートは通常どお
りに夜間沸上げし、ＥＶと蓄電池は
昼間に放電します。第3図に制御ス
キーム、第4図に実験回路の構成を
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　データをクラウドに上げる機能
　電力のＰ２Ｐ取引をするためにはス
マートメーターの読み値データをク
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マートメーターのデータを研究協力
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プラットフォームにアップできること
を確認しました。Power Ledger社
のプラットフォームではアップされ
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第1図　職業性ストレスモデル
（アメリカ国立労働安全衛生研究所）

第2図　心拍計によるストレス値の計測

第3図　指標候補の抽出

第4図　クラスタリング分析イメージ
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研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

メンタルヘルス不調と相関のある指標の獲得に向けて

8研究紹介

1．背景と目的
　企業には、労働者が精神疾患を患
わないようにする安全配慮義務が課
されています。労働安全衛生法に則
り、ストレスチェックの実施、健康相談
窓口の設置などの対応を企業はして
はいるものの、労働者の同意なしに
ストレスチェックの内容を把握するこ
とができない上、労働者が自発的に
連絡しない限り、健康相談窓口は利
用されることはありません。すなわち
労働者の自発的な行動がなければ、
企業は労働者のメンタルヘルス上の
問題を早期に発見したり予防したり
できない状況にあります。
　本研究では、『計測可能なデータに
基づくメンタルヘルス上の問題をタ
イムリーに把握する仕組み』の構築
に向け、メンタルヘルス不調と相関の
ある指標の獲得に取り組みました。労
働者のメンタルヘルス不調を労働者
の自発的な行動に頼ることなく早期
に発見したり予防したりすることがで
きれば、企業はより一層の安全配慮
を行えるようになると考えています。

2．メンタルヘルス不調の把握方法
　アメリカ国立労働安全衛生研究所
で策定された職業性ストレスモデル
（第1図）によれば、仕事量などの職場
のストレス要因に加えて、性格などの
個人要因等が合わさってミスの発生
などのストレス反応がおこり、ストレ
ス反応が長く続くとうつ病のような疾
病に至ることになります。メンタルヘ

ルス不調を早期発見するためには何
らかのストレス反応を把握することが
ポイントになります。
　デスクワークを主とするオフィス
ワーカーにおいては、「ミス量」や「ぼ
んやり」といったストレス反応はPC操
作ログとして計測できるのではない
かと考えました。また「自律神経の乱
れ」については、様々な疾病に至る主
要因であることに加えて心拍計によ
る計測技術が発達しており、専用機器
を装着すればストレス値として容易に
計測することが可能です。(第2図）

　PC操作ログとして計測できる何ら
かのデータとストレス値の相関が確
認できれば心拍計を装着しなくても
PC操作ログからメンタルヘルス不調
の兆候を知ることができます。

3．PC操作ログにおける指標検討
　「ミス量」や「ぼんやり」といったスト
レス反応が、どのような形でPC操作ロ
グに現れるかを検討しました。（第3図）

　マウスに関する指標を作成するに
あたっては、『マウスを目的地に行っ
てクリックするためのツール』と捉え
ることとしました。具体例を挙げます
と、【マウス蛇行】という指標は、クリッ
ク地点に対して一直線ではなく無駄
な経路を辿ってしまっている具合を
直線度という形で指標化しました。ま
た【無意味行動】という指標は、後にク
リックするためではないカーソルの移
動操作量を無意識操作量として指標
化しました。
　以上の考察を受けて、実際に被験
者10名に約1ヶ月間心拍計を装着し
てもらってストレス値を計測し、同時
にPC操作ログから指標データを抽出
しました。

4．ストレス値との相関の確認
　PC操作ログから得られたさまざま
な指標値について、心拍計から得ら

れたストレス値との相関係数を算出
しました。その結果、「ミス量」という
ストレス反応が現れると想定してい
た「backspaceキーとdeleteキーの
入力回数」についての相関係数が最
も大きい値となりましたが、その値
は約0.2と大きな値ではありません
でした。その他の指標値についても、
それより小さい値となり、いずれの
指標も大きな相関は観察できませ
んでした。
　次に単独の指標ではなく複数の指
標を用いてストレス値を判定できる
ように重回帰分析を実施し、被験者
全10名に共通のストレス値の判別
式を作成しました。この判別式を用
いた結果、重相関係数は約0.4とな
り、それほど重相関係数の大きい判
別式を得るには至りませんでした。
　重回帰分析の結果得られた判別
式に対して、被験者ごとの重相関係
数の値を比較すると、ばらつきが顕
著で、中にはマイナスの重相関係数
を示す被験者まで存在しました。こ
のことから被験者ごとのストレスの
現れ方や傾向が異なっていることが
わかりました。
　そこで被験者ごとのデータを用い
た被験者オリジナルの重回帰分析も
実施しました。その結果重相関係数
は全被験者の平均値として約0.7に
改善されました。被験者ごとの重回
帰分析の過程で、ストレス値に大きく
影響していると思われる指標の抽出
を行いましたが、被験者ごとに異なっ
た指標が抽出されることになり、被
験者ごとにストレスの現れ方が異
なっていることもあわせて確認でき
ました。

5．ストレス群の推定
　ストレスの“値”ではなく、“ストレス
群”をどの程度推定することができ

るのかを分析するために、クラスタリ
ング分析を実施しました。（第4図）

　まずストレス値に関してのクラス
タリングを実施し、ストレス値の高い
高ストレス群からストレス値の低い
低ストレス群までのグループ分けを
行いました。その際、単純にストレス
の値を比較するだけでなく、過去1時
間程度のストレスが高まってきてい
るのか低くなってきているのかも踏
まえてグループ分けされるようにし
ました。
　次にPC操作ログデータについて
は、「ミス量」や「ぼんやり」といったス
トレス反応ごとにそれらとの相関が
期待される複数の指標を用いてグ
ループ分けを行いました。
　これら2つのグループ分けを行っ
た上で、個々のデータがそれぞれど
のグループとどのグループに属して
いたのかを調べることによって、２つ
のグループ分けがどの程度似たよう
なグループ分けとなっているのかを
分析しました。
　分析の結果として、グループ数が

4以下であれば最大で7割くらいの
データが共通のグループ分けとなっ
ていることが確認できました。言い
換えますと、最大で約7割の精度で
PC操作ログのデータからストレス群
を推定することが出来た、ということ
になります。
　PC操作ログに関しては、「ミス量」
や「ぼんやり」といったストレス反応ご
との指標を用いて分析しましたが、
いずれもストレス群を推定できる割
合は最大で7割程度となり、大きな差
はありませんでした。ただし被験者ご
とのストレス群推定割合を比較しま
すと、被験者によって高い推定割合
を示すストレス群が異なっているこ
とがわかりました。ストレス反応の現
れ方が被験者ごとに異なっていると
推察できました。このことから、さま
ざまなストレス反応ごとの指標を用
意することができれば、被験者ごと
に高い割合でストレス群を推定でき
る可能性があることがわかりました。

6．今後の取り組みについて
　今回の分析では被験者ごとに傾
向が大きく異なる結果が得られまし
た。業務内容の違いによるPCの使い
方の違いが影響している可能性も踏
まえて、より多くの被験者のデータ
の収集と分析に取り組む予定です。
　またPC操作ログ情報を前提に分
析しましたが、ストレス反応の現れる
可能性のある幅広いデータを対象と
した分析にも取り組みたいと考えて
います。

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

　近年、生活習慣病やメンタル疾患の増加にともなって健康管理は社会的な課題となっています。企業経営にお
いてもメンタルヘルス不調者の長期休職などによる経済的損失が大きな影響を与えている状況にあります。
　本研究では、企業がより一層の安全配慮を実現し健康経営を実践するための技術として、メンタルヘルス不調
と相関のある計測可能な指標の獲得の可能性について取り組みましたので、その内容を紹介します。
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林　潤一
研究開発室　技術研究所　先進技術研究室
ヘルスケアに関する研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務



第1図　職業性ストレスモデル
（アメリカ国立労働安全衛生研究所）

第2図　心拍計によるストレス値の計測

第3図　指標候補の抽出

第4図　クラスタリング分析イメージ
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8研究紹介

1．背景と目的
　企業には、労働者が精神疾患を患
わないようにする安全配慮義務が課
されています。労働安全衛生法に則
り、ストレスチェックの実施、健康相談
窓口の設置などの対応を企業はして
はいるものの、労働者の同意なしに
ストレスチェックの内容を把握するこ
とができない上、労働者が自発的に
連絡しない限り、健康相談窓口は利
用されることはありません。すなわち
労働者の自発的な行動がなければ、
企業は労働者のメンタルヘルス上の
問題を早期に発見したり予防したり
できない状況にあります。
　本研究では、『計測可能なデータに
基づくメンタルヘルス上の問題をタ
イムリーに把握する仕組み』の構築
に向け、メンタルヘルス不調と相関の
ある指標の獲得に取り組みました。労
働者のメンタルヘルス不調を労働者
の自発的な行動に頼ることなく早期
に発見したり予防したりすることがで
きれば、企業はより一層の安全配慮
を行えるようになると考えています。

2．メンタルヘルス不調の把握方法
　アメリカ国立労働安全衛生研究所
で策定された職業性ストレスモデル
（第1図）によれば、仕事量などの職場
のストレス要因に加えて、性格などの
個人要因等が合わさってミスの発生
などのストレス反応がおこり、ストレ
ス反応が長く続くとうつ病のような疾
病に至ることになります。メンタルヘ

ルス不調を早期発見するためには何
らかのストレス反応を把握することが
ポイントになります。
　デスクワークを主とするオフィス
ワーカーにおいては、「ミス量」や「ぼ
んやり」といったストレス反応はPC操
作ログとして計測できるのではない
かと考えました。また「自律神経の乱
れ」については、様々な疾病に至る主
要因であることに加えて心拍計によ
る計測技術が発達しており、専用機器
を装着すればストレス値として容易に
計測することが可能です。(第2図）

　PC操作ログとして計測できる何ら
かのデータとストレス値の相関が確
認できれば心拍計を装着しなくても
PC操作ログからメンタルヘルス不調
の兆候を知ることができます。

3．PC操作ログにおける指標検討
　「ミス量」や「ぼんやり」といったスト
レス反応が、どのような形でPC操作ロ
グに現れるかを検討しました。（第3図）

　マウスに関する指標を作成するに
あたっては、『マウスを目的地に行っ
てクリックするためのツール』と捉え
ることとしました。具体例を挙げます
と、【マウス蛇行】という指標は、クリッ
ク地点に対して一直線ではなく無駄
な経路を辿ってしまっている具合を
直線度という形で指標化しました。ま
た【無意味行動】という指標は、後にク
リックするためではないカーソルの移
動操作量を無意識操作量として指標
化しました。
　以上の考察を受けて、実際に被験
者10名に約1ヶ月間心拍計を装着し
てもらってストレス値を計測し、同時
にPC操作ログから指標データを抽出
しました。

4．ストレス値との相関の確認
　PC操作ログから得られたさまざま
な指標値について、心拍計から得ら

れたストレス値との相関係数を算出
しました。その結果、「ミス量」という
ストレス反応が現れると想定してい
た「backspaceキーとdeleteキーの
入力回数」についての相関係数が最
も大きい値となりましたが、その値
は約0.2と大きな値ではありません
でした。その他の指標値についても、
それより小さい値となり、いずれの
指標も大きな相関は観察できませ
んでした。
　次に単独の指標ではなく複数の指
標を用いてストレス値を判定できる
ように重回帰分析を実施し、被験者
全10名に共通のストレス値の判別
式を作成しました。この判別式を用
いた結果、重相関係数は約0.4とな
り、それほど重相関係数の大きい判
別式を得るには至りませんでした。
　重回帰分析の結果得られた判別
式に対して、被験者ごとの重相関係
数の値を比較すると、ばらつきが顕
著で、中にはマイナスの重相関係数
を示す被験者まで存在しました。こ
のことから被験者ごとのストレスの
現れ方や傾向が異なっていることが
わかりました。
　そこで被験者ごとのデータを用い
た被験者オリジナルの重回帰分析も
実施しました。その結果重相関係数
は全被験者の平均値として約0.7に
改善されました。被験者ごとの重回
帰分析の過程で、ストレス値に大きく
影響していると思われる指標の抽出
を行いましたが、被験者ごとに異なっ
た指標が抽出されることになり、被
験者ごとにストレスの現れ方が異
なっていることもあわせて確認でき
ました。

5．ストレス群の推定
　ストレスの“値”ではなく、“ストレス
群”をどの程度推定することができ

るのかを分析するために、クラスタリ
ング分析を実施しました。（第4図）

　まずストレス値に関してのクラス
タリングを実施し、ストレス値の高い
高ストレス群からストレス値の低い
低ストレス群までのグループ分けを
行いました。その際、単純にストレス
の値を比較するだけでなく、過去1時
間程度のストレスが高まってきてい
るのか低くなってきているのかも踏
まえてグループ分けされるようにし
ました。
　次にPC操作ログデータについて
は、「ミス量」や「ぼんやり」といったス
トレス反応ごとにそれらとの相関が
期待される複数の指標を用いてグ
ループ分けを行いました。
　これら2つのグループ分けを行っ
た上で、個々のデータがそれぞれど
のグループとどのグループに属して
いたのかを調べることによって、２つ
のグループ分けがどの程度似たよう
なグループ分けとなっているのかを
分析しました。
　分析の結果として、グループ数が

4以下であれば最大で7割くらいの
データが共通のグループ分けとなっ
ていることが確認できました。言い
換えますと、最大で約7割の精度で
PC操作ログのデータからストレス群
を推定することが出来た、ということ
になります。
　PC操作ログに関しては、「ミス量」
や「ぼんやり」といったストレス反応ご
との指標を用いて分析しましたが、
いずれもストレス群を推定できる割
合は最大で7割程度となり、大きな差
はありませんでした。ただし被験者ご
とのストレス群推定割合を比較しま
すと、被験者によって高い推定割合
を示すストレス群が異なっているこ
とがわかりました。ストレス反応の現
れ方が被験者ごとに異なっていると
推察できました。このことから、さま
ざまなストレス反応ごとの指標を用
意することができれば、被験者ごと
に高い割合でストレス群を推定でき
る可能性があることがわかりました。

6．今後の取り組みについて
　今回の分析では被験者ごとに傾
向が大きく異なる結果が得られまし
た。業務内容の違いによるPCの使い
方の違いが影響している可能性も踏
まえて、より多くの被験者のデータ
の収集と分析に取り組む予定です。
　またPC操作ログ情報を前提に分
析しましたが、ストレス反応の現れる
可能性のある幅広いデータを対象と
した分析にも取り組みたいと考えて
います。

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

　近年、生活習慣病やメンタル疾患の増加にともなって健康管理は社会的な課題となっています。企業経営にお
いてもメンタルヘルス不調者の長期休職などによる経済的損失が大きな影響を与えている状況にあります。
　本研究では、企業がより一層の安全配慮を実現し健康経営を実践するための技術として、メンタルヘルス不調
と相関のある計測可能な指標の獲得の可能性について取り組みましたので、その内容を紹介します。
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写真2　導波管

写真1　無線局

写真3　示差走査熱量計

第3図　加速劣化品の引張試験の結果

第2図　酸化誘導時間（OIT） 測定（模式図）

第1図　樹脂の酸化劣化過程

第2表　吸水率測定の結果

第1表　加熱日数と酸化誘導時間（OIT）
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導波管被覆の経年劣化の熱分析による評価

9研究紹介

1．はじめに
　当社の電力拠点には、給電情報な
どの重要な通信に用いられる無線
局が設置されています。無線局で
は、局舎内の無線機と屋外のアンテ
ナが、導波管と呼ばれる曲げ施工等
に対応できる銅管で接続されていま
す（写真1、2）。導波管はポリエチレ
ンのシースで被覆されていますが、
屋外で日光にさらされる環境にあ
り、経年による酸化劣化が懸念され
ます。シースが酸化すると遮水性が
低下し、内側に水が浸透するため、銅
管が腐食して穴が開くことが考えら
れます。その結果、管内が浸水する
と、水によって電波の強度が低下し
て通信障害の発生に至ります。
　設備を運用する上で、このような
シースの酸化劣化が、どの程度の経
年で顕在化するのか、また長期間使
用した導波管のシースがどのような
状態になるのか、把握しておくこと
が重要となります。そこで、加熱によ
る加速劣化を通して導波管の高経
年相当品を作製し、熱分析により
シースの酸化劣化度合いを調べる
とともに、破断強度や遮水性などの
性能との関連性を評価しました。

2．加速劣化試料の作製
　加速劣化試料作製のため、導波管
を約20cmに切り出し、恒温槽で約
7ヶ月の加熱を行いました。加熱温

度は、シースが溶融しない温度範囲
内で高めに設定し、105℃としまし
た。加速劣化させた試料の酸化劣化
度合いは、実際に敷設されている温
度環境下に置き換えると、経験則的
な見積もりから、四～五十年以上の
経年相当と見込まれます。

3．熱分析による酸化劣化度の
評価（酸化誘導時間測定）

　導波管のシースに用いられている
ポリエチレンなどの合成樹脂の分子
は、第1図のように分子鎖と呼ばれる
ひものような構造をしています。分
子鎖は空気中の酸素と反応すると分
解され、材料としての変質をきたしま
す。この酸化劣化を抑制するために、
酸化防止剤が製造時に添加されます

が、経年とともに徐々に消費されて
いきます。酸化防止剤の残量が低下
してくると樹脂材自体の酸化劣化が
進行し、材料としての性能低下が顕
在化してくると考えられます。そこ
で、この酸化防止剤の残量に関して
熱分析により定量評価を行いました。
　熱分析は、試料の温度をプログラ
ム制御して変化させ、物理的性質を
温度の関数として測定する手法で
す。目的に応じて数種類の熱量計が
用いられ、発熱・吸熱反応、重量変
化、相転移、形状変化などが分析で
きます。今回は、写真3の熱量計を用
いて酸化誘導時間（OIT）測定（第2
図）という手法で評価しました。試料
の温度を不活性な気体（窒素）中で
上 昇 さ せ て 一 定 温 度（ 今 回 は

200℃）とし、ある時点で酸素を導入
して酸化反応が始まるまで（発熱
ピークが立ち上がるまで）の時間を
測定します。酸化誘導時間は酸化防
止剤の残量に比例するため、相対的
な残量比較ができます。第1表に、今
回の加速劣化試料の加熱日数と酸
化誘導時間（および初期値比）を示し
ます。加熱日数を経るにつれ酸化誘
導時間は短くなり、150日時点（試料
①）で初期比約50%、210日時点（試
料②）で約30%となりました。

4．シースの性能試験（破断強
度、遮水性の評価）

　加速劣化品の材料としての性能低
下を評価するため、新品、試料①、試
料②の導波管について、シースを切り
出して引張試験（破断強度評価）と吸
水率測定（遮水性評価）を行いました。
　引張試験の結果を第3図に示しま
す。新品は、破断までの伸びが大き
い延性破壊の挙動を示しています。
この伸びは、応力によってポリエチレ
ン分子鎖が引張られた後に、分子鎖
間がすべることに起因していると考
えられます。一方、加速劣化時間が
長くなるほど、伸びずに破断しまし
た。この現象は、加速劣化により、新
品のような分子鎖間のすべり現象を
伴わずに破断に至ったものと考えら
れます。
　吸水率は、乾燥させた試料を浸水
させ、前後の重量差から求めました。
測定結果を第2表に示します。試料
①は新品と比べて差はありませんで
したが、試料②は約2倍になってお
り、遮水性の低下が現れました。ただ
し、吸水率の値自体は0.11%と低い
ものであり、ナイロンやウレタン（吸
水率1%）のように水を含みやすい素
材とは十分に差がありました。ポリエ
チレンは、構造上ヒドロキシル基

（-OH）などの親水性の高い官能基
はないため、もともと遮水性は高い
ですが、試料②では酸化劣化によっ
てポリエチレン分子鎖中にカルボニ
ル基（-C=O）などの親水性の官能基
が生成したため、吸水率が上昇した
と考えられます。
　以上、導波管のシースの性能低下
は、酸化防止剤残量が初期の約
30%（経験則的には経年約50年以
上）となると顕在化しており、ポリエ
チレンの分子鎖が分解して伸びがな
くなる（柔軟性が低下する）ため、ひ
び割れ等の発生が懸念されます。

5．まとめ
　加速劣化させた導波管のシース

について酸化劣化度合いと性能（破
断強度、遮水性）の関連性を評価し
ました。導波管のシースの性能低下
は、酸化防止剤残量が初期の約
30%となったあたりでの経年時点で
顕在化しており、ポリエチレンの分子
鎖が分解して柔軟性が低下すること
がわかりました。

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

　当社無線局に敷設されている導波管は、銅管の表面が樹脂のシースで被覆された構造となっていますが、
経年に伴う酸化で、シースが硬化してひび割れが生じたり水を通すようになれば、銅管が腐食して通信障害を
引き起こすと予想されます。設備の運用上、このようなシースの経年劣化は、何年で問題が表面化するのかを
把握する必要があります。
　そこで、加速劣化によりシースの高経年相当品を作製し、熱分析により酸化劣化度を調べるとともに、破断
強度や遮水性などの性能との関連性を評価しました。
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第1図　AIの作成から利用までの全体像

第1表　データと知的財産権等の関係

第2表　AIの作成過程で得られる成果物の保護方法

※オープンソースソフトウェアとして提供されている学習用プログラムを利用する際は、利用条件が設定されている場合があるため注意が必要です。

R&D NEWS KANSAI   2019.6   No.498R&D NEWS KANSAI   2019.6   No.498 2120

研究開発室　知的財産グループ

AIと知的財産について ～データ保護の観点から～

ミ ニ 解 説

1．はじめに
　近年、IoT（Internet of Things）やビッグデータ、AI

（Artificial Intelligence）を活用した技術の発展によ
り今まで活用されなかった膨大な量のデータが取引さ
れる環境になりました。
 当社においても、過去から蓄積してきたデータを利用
した研究開発が進められていますが、価値ある蓄積
データを保護するためにはデータの法的性質やAIの
技術的特徴、関係法令を理解した上で保護方法を検討
する必要があります。そこで本稿ではAIの作成過程で
得られる成果物とデータの関係を説明し、それらを保
護する方法について紹介します。

2．AIの作成過程と成果物
　ここでは画像認識のAIを例に、AIの作成過程で得ら
れる成果物について第1図に沿って説明します。生デー
タは加工前の写真や画像が該当します。そのままでは
AIの学習には適さないため、正解データ（例えば写真
に写っている設備の正常・異常といった情報）の付与や
サイズ調整、不適切なデータの除去などを行って「学習
用データ」を作成します。それを「学習用プログラム」に
入力することで「学習済みモデル」を作成することがで
きます。

　学習用プログラムでは“画像を識別し、識別結果と正
解データを比較して、比較結果をプログラムのパラ
メータに反映する”といった工程を繰り返すことで画像
認識の精度を高めていきます。これがAIの学習過程で
あり、第1図では最終的に得られたパラメータ（学習済
みパラメータ）と学習用プログラムの組合せを学習済
みモデルとして定義しています。

3．データ保護の注意点
　多くの場合、生データの提供者とAIの作成者は別に
なることが予想されるため、学習に利用した生データ
を保護するには契約での定めが重要になります。なぜ
なら、データは無形物であるため、民法上の所有権や
占有権の概念に基づいて権利の有無を定めることがで
きません。また、第1表に示す通り知的財産権や不正競
争防止法の営業秘密として法的に保護されるケースは
限定的であるため、契約において提供した生データの
目的外利用の禁止やAI作成後のデータ破棄・返却等を
定めて保護するべきと考えられます。

4．成果物の取扱い
　提供した生データを保護するだけではなく、成果物の
保護方法も検討する必要があります。学習用データは提
供したデータそのものと言えますし、学習済みモデル（学

習済みパラメータ）の性能は提供したデータに大きく影響
されるため、その利用を制限しなければデータが勝手に
使われているのと同じ状況に陥るおそれがあるためです。
　では、成果物はどのように保護すればいいのでしょう
か。知的財産権法や不正競争防止法との関係も含めて、
考え方の一例を第2表に整理しています。
　学習用データは生データそのものと言える成果物で
すが、知的財産権法で保護できる可能性が低く、生デー
タを学習用データに加工する方法は特許化できる可能
性がありますが、仮に特許登録できたとしても、第三者が
権利侵害していることを特定することは困難であるため、
学習用データ及びその加工方法に関するノウハウとして
秘匿化すべきです。学習用プログラム、学習済みモデル
は特許権・著作権の対象となり得ますが、どちらも権利侵
害を特定することが困難なため、秘匿化することが望ま
しく、学習済みパラメータは知的財産権法の保護対象と
はならないため、秘匿化すべきです。なお、全ての成果物
は営業秘密に該当する可能性がありますが、秘密情報の
不適切な取扱いによって営業秘密に該当する条件を満た
さなくなるリスクがあるため、成果物の秘匿化にあたって
は契約によって保護することが望ましいと考えられます。

5．おわりに
　AIの作成における知的財産については、知的財産権
では十分に保護しきれないため、契約によって秘匿化
することが重要であることを解説しました。本稿ではAI
作成段階までの説明に留めていますが、実務において
はAIのビジネス利用まで範囲を広げて保護方法につ
いて検討する必要があります。事業の優位性を確保す
るためにはデータを保護しつつ、成果物を利用するこ
とが重要ですので、適切な保護方法を選択していただ
ければと思います。
　知的財産の保護や権利化の方法など、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）
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、業務別
コンテンツ集「知財ポータル」に掲載しております
AI・データに関する解説資料を是非ご覧ください。
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あり、第1図では最終的に得られたパラメータ（学習済
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を保護するには契約での定めが重要になります。なぜ
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ければと思います。
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い。

（社内の方へ）
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、業務別
コンテンツ集「知財ポータル」に掲載しております
AI・データに関する解説資料を是非ご覧ください。

研究開発室　知的財産グループ

AIと知的財産について ～データ保護の観点から～
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研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

PVT（Photovoltaic Thermal）の開発動向

トピックス

1．背景
　2009年10月からスタートした余剰電力の固定価格買
い取り制度によって10年間は電力会社が高値で買い取る
ことを義務づけられました。結果的に、家庭用太陽光発電
の設置数は爆発的に普及しました。2019年以降は、10年
という期間を終えた家庭が多数現れます。このような太陽
光発電の売電を終了した後の余剰電力の取り扱い対応は

「2019年問題」といわれています。対応の方向性としては、
昼間電力でエコキュートなどを運転する「自家消費」、有利
な価格で事業者や個人（peer to peer）と取引する「売電」、
自家消費しながら電池に蓄えて夜間に使用する「蓄電」の3
つが主流と考えられます。当研究室ではこれらに関する研
究開発を精力的に進めています。
　一方、世の中が太陽光発電に傾注しすぎた煽りで、地中
熱・太陽熱などの再生可能エネルギーについては家庭用と
して十分普及したとはいえないのは事実です。逆にいえば、
従来のような旨みが無くなる2019年以降は新たな再生可
能エネルギー活用機器が市場を賑わす可能性を否定でき
ません。この背景のもと、本稿では第1図に示すような屋根
上に設置した1枚のパネルで、太陽エネルギーを使って電
気と熱を同時に発生するPVT（Photovoltaic Thermalの
略。以降、PVTと称します）として知られる再生可能エネル
ギー技術と開発動向について紹介いたします。

2．PVTの種類
　PVTの太陽熱集熱方法には、空気を暖める空気集熱式
と、水や不凍液などの液体を暖める液体集熱式の2種類が
あります。それぞれの使用形態例を第2図に、空気集熱式
PVTの断面イメージを第3図に、液体集熱式PVTの断面イ
メージを第4図に示します。

　空気集熱式PVTは、屋根上面とPVパネル下面の間に空
気層が確保できるようにPVパネルを設置します。空気層の
下部は開口部となっており、そこから空気（外気）が取り入
れられます。PVパネルは太陽光で発電するとともに、発電
により発熱し、さらに太陽光により暖められるため、それら
の熱によりPVパネルと金属屋根の間の空気層の空気を暖
めながら上昇します。ここまでがPVTです。これ以降は非
PVTとなりますが、太陽光により高温に加熱された強化ガ
ラス板と金属板の間の高温空気層（温室）から熱を貰って、
金属板と屋根面の間の上昇空気がより高温に加熱されま
す。高温に加熱された空気は上部から取り出され、ダクトに
集熱されて冬の床暖房や夏の貯湯に利用されます。

　液体集熱式PVTは、表面（太陽側）にPVパネル、裏面（屋
根側）に集熱配管が配置されます。この他に、ガラス板・集
熱板・断熱材と共に一体構造をなします。図からわかるよう

に、太陽エネルギーは、表面で電気に変換され、裏面で熱に
変換（用途は給湯用）されます。このように1枚のパネルで2
度のエネルギー変換が可能で高効率なシステムです。昨
今の学会では、同一パネル面積で比較した場合には、液体
集熱式PVTのエネルギー総合変換効率（発電＋集熱）が太
陽集熱パネル単体（集熱のみ）やPVパネル単体（発電のみ）
に比べて優位性があると発表されています。

3．経済産業省と環境省の補助金
　外皮の断熱性能の大幅な向上と、高効率な設備・システ
ムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネ
を実現し、その上で再エネを導入して年間の一次エネル
ギーの収支をゼロとすることを目指した住宅をZEH（ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウス）といいます。このZEHについて
は経済産業省と環境省による補助支援（70万円／戸～
125万円／戸）があります。本補助を受けた住宅が、PVTを
設置した場合には追加補助金が交付されます。PVTに対し
て国の補助金が交付されるのは2018年度が初めてです。
2019年度も継続され、65万円／戸～90万円／戸と高額
です。このように、国を挙げてPVTを普及させていこうとす
る機運が始まっています。現在の空気集熱式PVTは年間
100件程度の販売実績があるものの、液体集熱式PVTは
本格普及にいたっていないため、国の補助金を契機として
今後の普及が期待されます。

4．PVTの課題など
　エネルギー変換効率が高くて補助金が付くPVTですが、
システムとしては第1表に示すような課題もあります。
　空気集熱式PVTではダクトと合わせたトータルシステム
となるため、新築設計に反映しなければなりません。一般住

宅への後付け設置は困難です。また、給湯利用ですが夏以
外の利用は困難です。
　液体集熱式PVTでは一般住宅への後付け設置は可能で
すが、空調（暖房）利用は考慮されていません。また、家庭で
は限られたスペースに設置する小型貯湯タンクに高温蓄
熱して利用するのが一般的ですが、構造的にパネル裏面の
温度以上での回収は出来ません。残念ながら、高温貯湯回
収する技術は未だ開発されていないのが実態です。また、
断熱構造であるため、貯湯回収しない運転状態では、PVパ
ネルの温度上昇による発電性能低下も懸念されます。

5．PVTの適用先
　家庭用途を念頭におけば、空気集熱式PVTの方が適用し
やすいと考えます。一方、業務用途を念頭におけば、貯湯タ
ンクの設置スペースを十分確保（高温蓄熱しない）できる
温水プール、温浴施設などでの給水予熱を目的とした液体
集熱式PVTの方が適用しやすいと考えます。今回紹介した
PVTは、イニシャルコスト低減も必要で、今すぐの爆発的な
普及は難しいかもしれません。しかし、空気や水・不凍液の
流量制御によってPVパネル温度を変え、発電出力を可変
させることも可能で、VPP（バーチャル・パワー・プラント）リ
ソースとして適用できる余地もあります。

6．おわりに
　当研究室は「家庭のエネルギーに関することなら何でも
やる」という姿勢で研究推進ならびに情報収集に努めていま
す。今後もエネルギー市場を取り巻く時代の流れを敏感に
捉え、先端技術に関して積極的に情報発信してまいります。

執筆者名：水谷　圭一

研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）

PVT（Photovoltaic Thermal）の開発動向
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トピックス 社内案内

1．背景
　近年、IoT（Internet of Things:モノのインターット）、AI

（Artificial Intelligence:人工知能）、ビッグデータ解析など、社
会の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んでおり、
我が国でも、これらの先端技術をあらゆる産業や社会生活に
取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立するSociety 
5.0の実現を目指して様々な取組みが推進されています。
　このデジタル化の波は社会構造や企業活動に大きな変革
をもたらすものであり、当社においても新たな価値の創出に
向けてDX（Digital Transformation:デジタル変革）による生
産性の飛躍的向上や新たな価値の創出に繋がる様々なイノ
ベーションを加速させる取組みを推進しているところです。
　ここではAIを活用した石炭火力発電所燃料運用最適化シ
ステムの開発を目指して、2018年8月頃から株式会社
ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）と共同で開発を推進してき
ている最適化システム開発の概要、成果および今後の取組
みについて紹介します。

2．燃料運用最適化システム開発の概要
　第1図に、熟練技術者による燃料運用のスケジューリング
作業を支援する、当社がDeNAと共同開発している最適化
システムの概要を示します。
　現在、熟練技術者が長年の経験やノウハウに基づいて、燃
料受入設備等の利用制限や制約を複雑に考慮した運用スケ
ジュールを作成し、日々見直ししながら運用していますが、こ
の最適化システムを用いることで、短時間でスケジュールを
出力することが可能です。
　アルゴリズムの特徴としては、一般的にゲームAIに用いら

れる膨大な組合せの中から最適なものを探索する技術を活
用しております。この手法は、プロセス産業における種々の
スケジューリング最適化問題に応用できると考えています。

3．燃料運用最適化システム開発の成果
（1）現状、熟練技術者が半日程度を要する燃料運用スケ
ジューリング作業を、数分程度で自動出力可能とする最適化
システム開発の目処が立ちました。
　4ヶ月先程度までのスケジュールを自動作成することが可能です。

（2）2019年2月5日、当社とDeNAは石炭火力発電所の燃料
運用最適化を行う最適化システムを共同開発し、外販ビジ
ネスに向けて協業を進めることに関して、基本合意しました。
　この基本合意は、開発した最適化システムを活用したAIソ
リューションの本格的な開発及び外販ビジネスに向けた協
業を目指すものです。

4．今後の取組み
　2019年度、舞鶴発電所での検証を通して、最適化システ
ムの改良を進めていく予定であり、その結果を踏まえて、当
社舞鶴発電所での本格運用の開始を予定しています。
　また、当社が提供する「K－VaCSⓇ（ケイバックス）※1」サー
ビスの新規ソリューションとして提供および外販を開始する
ことを目指しています。
※1：Kansai-Value Creation Serviceの略で、火力発電所に係る新設プロジェク

トの基本計画から運転開始後の設備運用保守管理に至る全てのステップに

おいて、顧客の価値を創造する関西電力のソリューションサービスのこと。

執筆者名：酒井　英明

学位論文 " Studies on Degradation Factors and 
Their Mitigation Methods of Cathode Materials 
for Advanced Lithium-ion Batteries" の概要
　
　低炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの
導入が増加していますが、周波数や電圧の維持が困難
な再生可能エネルギーを利用する発電の割合が増加
すると、火力発電の稼働率を悪化させたり、余剰電力を
発生させたりと電気事業に様々な問題を引き起こしま
す。そこで電力需給の安定化を目的として蓄電池を用
いる電力貯蔵に注目が集まっており、高エネルギー密
度の蓄電池開発が進められています。現状のリチウム
イオン電池（LIB）をベースとした先進LIBは、LIBの理論
限界に近い300Wh kg-1のエネルギー密度を有し、
安全性を担保しつつシステム全体のコストを下げるこ
とが出来るため、早期普及が強く期待されています。そ
のエネルギー密度を達成するには従来よりも高容量の
正極が不可欠であり、既存の三元系正極からNi量を増
やした高Ni三元系正極が最有力の候補です。しかし、
LIBは時間の経過あるいは充放電サイクルの繰り返し
により、内部抵抗が増大し、放電可能な容量が低下する
などして劣化が進行します。レート特性や充放電サイク
ルの経過に伴う電圧低下も課題です。高Ni三元系正極
においても種々の方策による充放電特性の向上が報告
されていますが、劣化要因および緩和方法に関する詳
細なメカニズムは明らかになっておらず、蓄電池導入時
における適切な電池容量の設計や、需要家へ装置の設
置を提案する際の特性保証が困難です。上記課題を解
決するには蓄電池の劣化状態をシステム面のみならず
材料面から評価できる技術力が必要です。
　本研究では、先進LIB正極材料である高Ni三元系正極

などについて、容量低下等の劣化要因を明確にして、そ
れらの課題に対して正極粒子内部、表面への酸化物修飾
による解決法を検討しました。Li過剰系正極では噴霧熱
分解法によるSiO2修飾、高Ni三元系正極では貧溶媒沈
殿法を用いたケイ酸塩、ホウ酸塩による表面被覆を行い、
電解液酸化分解、遷移金属イオン溶出の劣化因子の抑制
に有効であることを明らかにしました。さらに貧溶媒沈殿
法により生成した被覆成分は二次粒子内部の粒界部分に
浸透することにより、高Ni三元系正極の主な劣化要因で
ある粒子割れも抑制する効果があることを見出しまし
た。このように、先進LIB正極材料の劣化要因を明らかに
し、それら劣化要因に対して新しく開発した表面修飾手法
が容量低下の有効な緩和方法であることを示しました。
　蓄電池に関する材料レベルの技術力は装置の設計、保
守点検、再利用のいずれの段階においても不可欠です。
今後も当社における電気化学デバイスに関する材料レベ
ルの技術力を維持、向上させることに務めていきます。

技術研究所 基盤技術研究室の橋上聖研究員は、2019年3月、同志社大学から博士（工学）の学位を授与されまし
た。在学中には電気化学会論文賞（2017）、関西電気化学奨励賞（2018）を受賞しました。学位論文のテーマは
" Studies on Degradation Factors and Their Mitigation Methods of Cathode Materials for Advanced 
Lithium-ion Batteries"（先進リチウムイオン電池正極材料の劣化要因とその緩和方法に関する研究）であり、同
志社大学大学院理工学研究科 稲葉稔教授のご指導のもと、先進LIB正極材料の容量低下抑制ならびにレート特性
向上のための酸化物修飾技術に関する研究成果を取りまとめたものです。

火力事業本部　火力開発部門　技術開発グループ

AIを活用した石炭火力発電所燃料運用最適化システムの共同開発
研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室

電気化学分野で技術研究所員に
博士（工学）の学位授与
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