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1986年3月京都大学工学部電気系学科卒業、1988年3月京都
大学工学研究科電気系第2専攻修士課程修了、1991年3月京都
大学工学研究科電気系第2専攻博士後期課程修了。工学博士。
1991年京都大学ヘリオトロン核融合研究センター・助手、エネ
ルギー理工学研究所・助手、助教授を経て、2007年12月より現
職。専門分野は核融合科学、プラズマ物理、特に、磁場閉じ込めプ
ラズマの閉じ込め、・輸送・安定性解析、ミリ波を用いたプラズマ
加熱・電流駆動・計測。現在、ITER ITPA日本委員、LHD実験テー
マリーダー、欧州プラズマ物理プログラム委員等を務めている。

略  歴

核融合
-夢のエネルギーから
　　　　　  実用化への道-

　この6月に欧州物理会議で発表する機会があり、イタリア・ミ
ラノのビコッカ大学を訪れた。ミラノにはドゥオーモなど見どこ
ろがたくさんあり、帰国までの合間にレオナルド・ダ・ヴィンチ記
念国立科学技術博物館に立ち寄ることができた。この博物館に
はダ・ビンチの手稿に基づく模型などが展示されているが、その
中で最も私の興味をひいたのは、グリエルモ・マルコーニの無
線電信機のレプリカである。マルコーニはイタリア・ボローニャ
生まれの発明家で無線電信の開発で知られており、1909年に
はノーベル物理学賞を受賞している。マルコーニは自分の家で
の初期実験を成功させるなど科学者として優れているだけでな
く、海上公衆通信やラジオ放送などの商用化を行っている。私は
中学生の頃、実家の屋根にアンテナケーブルを張り、夜な夜な
海外の短波放送を聴いていたこともあり、マルコーニが自前で
作り実験したという無線電信器（飾ってあったのはレプリカだっ
たが）を見ることができたことが印象深いものであった。
　さて、私が大学で行っている研究は核融合エネルギー開発で
ある。核融合エネルギーは「夢のエネルギー」と考えられておら
れる方が今も多いようであるが、マルコーニが開発した無線通
信のように、現在、実用化に向けた一歩が踏み出されている。ト
カマク型と呼ばれる磁場閉じ込め方式を用いた国際熱核融合実
験炉ITER（イーター）の建設が日本・EU・ロシア・米国・韓国・中
国・インドの7極により進められており、主目標として、エネル
ギー増倍率が10以上（定常状態では5）を目指している。つまり、
ITERでは出力が入力を上回る燃焼プラズマが作られることにな
る。今年6月に開催されたITER理事会報告によれば、2025年の
ファーストプラズマに向けての準備は65%が完了し、2035年頃
に50万キロワットの熱出力実証が行われる予定となっている。
　ITERに代表されるトカマク以外には、ヘリカル系と呼ばれる閉
じ込め方式も開発が進展している。ヘリカル系は原理的に定常運
転が容易で，電流駆動のための還流エネルギーも不要で経済性
も高く，将来の定常核融合発電炉への親和性が高い。特に、「ヘリ
オトロン」と呼ばれる方式は日本独自に考えられたシステムであ
り、超電導コイルを用いた大型ヘリカル装置LHDが岐阜県・土岐
市において実験が進められ、これまでに、48分間の定常運転や、
重水素実験でのイオン温度1億2000万度などの成果を達成して
いる。私が所属する研究所でも、準等磁場と呼ばれる磁場配位概

念を用いて設計された京大創案のHeliotron Jという装置で、より
良い閉じ込め性能を目指したプラズマ実験を進めている。また、
最近では，磁場構造の多様性に基づき、プラズマの閉じ込めを磁
場構造によって制御しようという新たな研究動向の展開もある。
　こうした研究の進展に触発され、世界的にはビジネスの対象
となっているのが最近の状況である。昨年には核融合企業連盟

（Fusion Industry Association）が米国に設立され、現在19社
が参画している。例えば、MITで設立されたCommonwealth 
Fusion Systemsでは、今年、欧米のベンチャー企業が出資し、
高温超伝導 を用いた小型トカマク「SPARC」の建設が進められ
ている。他にも、トカマク方式とは異なる方式での装置開発を進
める会社も現れている。これら欧米の動きに対して、日本では核
融合に関連した企業の設立はほとんどなく、世界から出遅れて
いる感が否めない。
　核融合研究は実用化までに解決すべき課題が多く残されて
おり、マルコーニが生涯にわたりパラボラ反射鏡や接地型垂直
アンテナを開発したように、早期実現のためには改良やブレーク
スルーが必要なことは確かである。課題解決に向けた最近の核
融合技術開発の現状と動向については、「電気評論」2019年5
月号に特集記事が組まれており、ITER計画、幅広いアプローチ
計画、ヘリカル系実験、レーザー核融合など、日本の核融合の現
状がわかる記事となっているので、ぜひご一読いただければと
思う。また、私が運営委員を務めている未来エネルギー研究協
会では、核融合エネルギーの早期実現に向けた活動を進めてお
り、関西電力殿にはその活動に対し、ご理解とご支援をいただい
ている。この紙面をお借りしてお礼申し上げたい。
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言

京都大学　エネルギー理工学研究所　教授

長﨑　百伸
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長﨑　百伸



第1図　プロセスバス適用システム

第3図　IED試作装置

第2図　MU試作装置

第4図　総合動作試験の構成図

第5図　模擬試験系統図

第1表　総合動作試験結果( IED-Y(DZ1) )

アナログ
フィルタ

A/D

演算部

NIC

既存保護リレーの
入出力部に相当

線路1IED

I/O

入変 入変…

母線IED 線路2IED

ＭＵ

NIC NIC NIC

プロセスバス

既存保護リレーの
演算部に相当

VT・CTCB-1

演算部 演算部

NIC（Network Interface
Controller）

Ba
DZ
SBP

： 回線選択保護リレー
： 方向距離保護リレー
： 単母線保護リレー

【凡例】

切替
RTDS

電圧
電流

模擬CB

MU-X

MU-Y 

IED-X(Ba) 

IED-Y(DZ1)

IED-Z(SBP) 

L2SW
 

LAN
IED-Z(DZ2)

切替

切替

100Ω

 

A端 B端

DZ，SBP 試験時 
CB 切

Z1=0.15 Z1=0.60 
F12 F14 F16

F22 F24 F26

FB

MU 

Z1=0.15 Z1=0.60 

FA Z1=0.60 Z1=0.15 

Z1=0.60 Z1=0.15

R&D NEWS KANSAI   2019.9   No.499R&D NEWS KANSAI   2019.9   No.499 32

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

プロセスバスを適用した保護リレーシステムの開発研究（その２）

1研究紹介

1．背景および目的
　近年、高度経済成長期に設置し
た多数の保護リレーが更新時期を
迎えており、工事物量の増加に伴う
マンパワーのピーク削減やさらな
る効率化が求められています。この
ような中、変電所構内の制御ケー
ブル削減や停電時間の短縮を実現
するための一手法として、国際規格
IEC 61850で規定されているプロ
セスバスの適用が提案(1)されてお
り、近年、プロセスバス適用システ
ムの開発に向けた検討を進めてい
ます。本稿では、プロセスバス適用
システム内を異メーカで結合する
マルチベンダ接続とし、試作装置に
て総合検証試験を実施したのでそ
の結果を報告します。

2．プロセスバス適用システム
　プロセスバス適用システムは、既
存の保護リレーの入出力部（MU : 
Merging Unit）と演算部（IED : 
Intelligent Electronic Device）
をハード的に分離し、それらをIEC 
61850のプロセスバスのネット
ワークで結合した構成となっていま
す（第1図参照）。MUは、VT、CTや
主機器等から出力されるアナログ
データをディジタルデータに変換
して出力し、各IEDは、それらの中か

ら必要なデータを用いてリレー演
算を行います。また、MU、IED間の
信号は、機器情報、トリップ、再閉路
信号などを高速通信メッセージで
送受信されます。
　MU、IED間はマルチベンダ接続
での検証としたため、MU、IED各装
置の通信設定の取り決めに加え、
各社のMU特性差と既存リレーア
ルゴリズムとの整合等について確
認し、既存の保護リレーと同等の性
能や動作時間が確保できるか確認
が必要となります。今回、MU、IED
試作装置による総合検証試験とし
て、マルチベンダ接続時のリレー単
体試験、総合動作試験を行い、過渡
的な入力を含めたプロセスバスシ
ステムの検証・評価を行いました。

3．MU、IED試作装置の製作
（1）MU試作装置
　製作したMU試作装置の外観
を第2図に示します。MUは取り
込んだ電圧・電流をSamp led 
Value (SV)データとして出力し、
L2SWを介してIEDへデータを送
信します。

（2）IED試作装置
　製作したIED試作装置の外観を
第3図に示します。IED試作装置は
配電用変電所で使用される各種保
護リレーを製作し、各IEDはMUか
ら送信されるSVデータ等を受信
する機能、受信したSVデータを使
用した保護演算機能等を実装しま
した。

4．総合動作試験
　本試験では、2社（X、Y）のMU試
作装置と3社（X、Y、Z）のIED試作
装置をマルチベンダ接続し、第4図
に示す構成で総合動作試験を行い
ました。
　故障模擬は、第5図に示す試験系
統図をRTDS（Real Time Digital 
Simulator）にて模擬し、MUに電圧
と電流を印加しました。
　総合動作試験の試験結果は、各
保護方式とも各MU、IEDによる
差はほとんど無く、システム全体
の動作時間の性能は判定基準の
50ms+T以内（Tは過度応動対策
時限を除く協調時間）でした。代表
としてIED-Y(DZ1)の試験結果を
第１表に示します。
　各種事故種別による事故除去や
再閉路応動に問題はなく、各装置間
の通信がIEC61850により正常に
行われていることを確認しました。
加えて、進展・多重事故など保護リ
レーが過渡的に動作する様相に対
しても、確実に事故を検出し、所定
の動作を行うことを確認しました。
　マルチベンダの総合動作試験の
結果は、MUの特性差による数ms
の動作時間の差が確認されました
が、システム全体の動作時間はい
ずれも判定基準を満たしました。ま
た、現行の保護リレー装置の動作
時間と同程度であることを確認し
ました。

5．おわりに
　今回、プロセスバス適用システム
の実用化に向けて、MU、IEDの試
作装置を用いたマルチベンダ接続
による総合検証試験を実施しまし
た。今回は代表で総合動作試験の
結果を記載しましたが、「リレー特
性、動作時間」、「CT飽和や過渡入

力によるリレー誤動作の有無」につ
いても、製作した試作装置の全て
の組合せにおいて判定基準及び動
作時間規定を満足しており、マルチ
ベンダ接続が可能であることが確
認できました。
　引き続き本システムの実用化に
向けた詳細検討を進めるとともに、

実系統への適用に向け検討を進め
ていく予定です。

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

（2015）
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　当社の電力設備は、高度経済成長期に設置した多数の機器が更新時期を迎えており、今後の工事量増加に伴う
マンパワーのピーク削減や工事の効率化が求められています。そこで、機器の制御ケーブル削減や停電時間の短
縮を実現するための一手法として、国際規格IEC61850に規定されているプロセスバスを適用した保護リレーシス
テム（以下、プロセスバス適用システムと称す）の開発を検討しています。このシステムの適用には、システム内の通
信設定の取り決めや、既存の保護リレーと同等の性能や動作時間の確保等が必要となります。今回、試作装置にて
システム内をマルチベンダ接続とし、総合検証試験により性能・動作確認を行ったのでその結果を報告します。
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第1表　予測誤差の評価

第2図　需要予測モデルの概要

第1図　従来の需要予測イメージ
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送配電カンパニー　系統運用部　系統技術グループ

翌日計画業務におけるエリア総電力需要予測への機械学習の適用

2研究紹介

1．課題と目的
　従来の需要予測手法は多くの作
業工程があり、一度の需要予測に時
間がかかるとともに、一部で人間系
による判断が含まれるため、運用者
の経験の違いなどから予測結果に個
人差がでるという課題がありました。
　この課題を解決するために、需要
カーブを一括して予測でき、運用者
によるバラツキが発生しない予測
手法の確立を目的として機械学習
を活用した需要予測手法の検討・
開発を行いました。

2．従来の予測手法
　従来は次に示す４つの手順で1時
間毎24点の需要予測を行っていま
した。（第1図）

（1）最大需要の予測（第1図①）
　最大需要を目的変数、気温や日
射量を説明変数とした回帰式を用
いて予測を行います。
　説明変数の組み合わせを変えた
複数の回帰式を用意しており、はじ
めに、前日の最大需要・気象実績を
用いて、それぞれの回帰式の予測
誤差を評価します。
　予測には誤差が最小となる回帰
式を採用し、評価において発生した
誤差は補正値として翌日の予測値
に加算します。

（2）最小需要の予測（第1図②）
　最小需要を目的変数、前日平均気
温、当日最低気温実績の加重平均を
説明変数とした回帰式に気温の予
測値を代入して最小需要の予測値
を算出します。

（3）需要カーブの選定（第1図③）
　運用者が、気象条件や曜日など
のカレンダー情報が類似する候補
日から需要カーブを選定します。

（4）最大・最小需要、需要カーブの
　  合成（第1図④）
　運用者が、それぞれの予測値を
合成し、不自然な繋がりとなる部分
がある場合は至近の需要実績など
を参考に補正を行います。
　
3．需要予測モデルの概要
　新予測モデルにおいては、主に

説明変数の検討とモデリング手法
の検討を行いました。

 （1）説明変数の検討
　予測対象日のカレンダー情報や
気象実績など一般に電力需要との
相関性が高いと考えられる変数に
加え、予測対象日直前の気象・需
要・カレンダー情報、またそれらを
組合せた相互作用項を数多く作成
した上で精度向上に寄与する変数
を取捨選択しました。

（2）モデリング手法の検討
　従来手法でも用いられていた重
回帰分析に加えて一般化加法、季
節性の傾向を考慮した指数平滑法
やランダムフォレスト・勾配ブース
ティングなどの決定木手法も取り
入れ、需要予測精度が最も高くな
る組合せを検討しました。

（3）需要予測モデル
　需要予測モデルの概要を第2図
に示します。
　関西のエリアの電力需要は、大
阪の気象情報と相関性が高いこと
が経験的に分かっており、従来の予
測手法では大阪の気象予測のみを
利用していました。
　検討の中では地域毎の気象情報
を取り入れた検討も実施しました
が予測精度の向上には繋がらず、
説明変数の増加に伴う運用の煩雑
化やシステム化に必要な費用など
を総合的に判断した結果、大阪の
気象情報のみで予測を行うモデル
としました。
　予測には重回帰分析および一般
化加法の2種類の手法を用いてお
り、それぞれの計算結果を平均化
する予測手法（アンサンブル）と
なっています。

4．予測誤差の評価
　予測誤差を定量的に評価し、全
時間帯(1時間単位)での予測精度
を向上させるべく、式(1)により年
間の平均絶対誤差率（MAPE）で評
価しました。

　目標とする従来の予測誤差に
は、本検討を開始した2015年度の
前年度となる2014年度の実績を
採用しました。
　また、予測精度の評価方法として
は、モデルに気象実績値を代入しモ
デルそのものの精度を評価する方法
と、モデルに予測値を代入し気象予
測誤差も含めた予測精度を評価する
方法が考えられますが、従来の予測
精度は気象予測誤差を含んだもの

であり、実績値による精度評価が不
可能であることから、気象予測値を
利用した精度検証を採用しました。
　予測誤差の評価結果を第1表に
示します。
　平常日とした平日・土日および、
特殊日のうち祝日については、従来
手法と同等の予測精度を得られま
した が 、特 殊 期 間（ゴ ー ル デン
ウィーク、お盆、年末年始）は、良い
精度が得られませんでした。
　これは学習データとして活用で
きるサンプル数が少ないことに加
えて、気象条件よりも曜日まわりの
影響を強く受けることが要因と考
えられます。

5．まとめと今後の課題
　精度検証結果から、現在は特殊
期間については従来の予測手法を
継続し、それ以外の期間は開発した
需要予測モデルを採用しています。
　また、需要予測に必要な時間に
ついては、従来60～120分かかっ
ていたものが、25分（内訳：気象条
件の設定：10分、予測値の演算：15
分）まで短縮でき、運用者による予
測精度のバラツキの低減も実現で
きました。
　特殊期間については需要予測モ
デルの予測誤差が大きいため、全
期間を通した需要予測モデルの適
用については今後の課題として引
き続き検討を行っております。

年間平均絶対誤差率［％］

Σ1
n

需要予測kー需要実績k ×100…式(1)＝
需要実績kk=1

n
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第2図　需要予測モデルの概要
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2研究紹介
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によるバラツキが発生しない予測
手法の確立を目的として機械学習
を活用した需要予測手法の検討・
開発を行いました。

2．従来の予測手法
　従来は次に示す４つの手順で1時
間毎24点の需要予測を行っていま
した。（第1図）

（1）最大需要の予測（第1図①）
　最大需要を目的変数、気温や日
射量を説明変数とした回帰式を用
いて予測を行います。
　説明変数の組み合わせを変えた
複数の回帰式を用意しており、はじ
めに、前日の最大需要・気象実績を
用いて、それぞれの回帰式の予測
誤差を評価します。
　予測には誤差が最小となる回帰
式を採用し、評価において発生した
誤差は補正値として翌日の予測値
に加算します。
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温、当日最低気温実績の加重平均を
説明変数とした回帰式に気温の予
測値を代入して最小需要の予測値
を算出します。

（3）需要カーブの選定（第1図③）
　運用者が、気象条件や曜日など
のカレンダー情報が類似する候補
日から需要カーブを選定します。

（4）最大・最小需要、需要カーブの
　  合成（第1図④）
　運用者が、それぞれの予測値を
合成し、不自然な繋がりとなる部分
がある場合は至近の需要実績など
を参考に補正を行います。
　
3．需要予測モデルの概要
　新予測モデルにおいては、主に

説明変数の検討とモデリング手法
の検討を行いました。
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加え、予測対象日直前の気象・需
要・カレンダー情報、またそれらを
組合せた相互作用項を数多く作成
した上で精度向上に寄与する変数
を取捨選択しました。
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ティングなどの決定木手法も取り
入れ、需要予測精度が最も高くな
る組合せを検討しました。

（3）需要予測モデル
　需要予測モデルの概要を第2図
に示します。
　関西のエリアの電力需要は、大
阪の気象情報と相関性が高いこと
が経験的に分かっており、従来の予
測手法では大阪の気象予測のみを
利用していました。
　検討の中では地域毎の気象情報
を取り入れた検討も実施しました
が予測精度の向上には繋がらず、
説明変数の増加に伴う運用の煩雑
化やシステム化に必要な費用など
を総合的に判断した結果、大阪の
気象情報のみで予測を行うモデル
としました。
　予測には重回帰分析および一般
化加法の2種類の手法を用いてお
り、それぞれの計算結果を平均化
する予測手法（アンサンブル）と
なっています。
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　予測誤差を定量的に評価し、全
時間帯(1時間単位)での予測精度
を向上させるべく、式(1)により年
間の平均絶対誤差率（MAPE）で評
価しました。

　目標とする従来の予測誤差に
は、本検討を開始した2015年度の
前年度となる2014年度の実績を
採用しました。
　また、予測精度の評価方法として
は、モデルに気象実績値を代入しモ
デルそのものの精度を評価する方法
と、モデルに予測値を代入し気象予
測誤差も含めた予測精度を評価する
方法が考えられますが、従来の予測
精度は気象予測誤差を含んだもの

であり、実績値による精度評価が不
可能であることから、気象予測値を
利用した精度検証を採用しました。
　予測誤差の評価結果を第1表に
示します。
　平常日とした平日・土日および、
特殊日のうち祝日については、従来
手法と同等の予測精度を得られま
した が 、特 殊 期 間（ゴ ー ル デン
ウィーク、お盆、年末年始）は、良い
精度が得られませんでした。
　これは学習データとして活用で
きるサンプル数が少ないことに加
えて、気象条件よりも曜日まわりの
影響を強く受けることが要因と考
えられます。

5．まとめと今後の課題
　精度検証結果から、現在は特殊
期間については従来の予測手法を
継続し、それ以外の期間は開発した
需要予測モデルを採用しています。
　また、需要予測に必要な時間に
ついては、従来60～120分かかっ
ていたものが、25分（内訳：気象条
件の設定：10分、予測値の演算：15
分）まで短縮でき、運用者による予
測精度のバラツキの低減も実現で
きました。
　特殊期間については需要予測モ
デルの予測誤差が大きいため、全
期間を通した需要予測モデルの適
用については今後の課題として引
き続き検討を行っております。
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写真1　冠雪除去の様子 第3図　接触角

第2図　屋根の勾配

写真2　自然暴露試験結果

第1図　自然滑落方式における滑落条件

第5図　物性値と着雪量の関係

第4図　条件ごとの着雪量（試料Dの例）
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研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

鉄塔冠雪防止対策に関する人工着雪試験の実施

3研究紹介

1．冠雪発生過程の把握と
　対策検討
　冠雪発生にかかる過程を把握す
るため、鉄塔での冠雪成長に至る
過程を定点観測にて記録しました。
観測結果より、鉄塔を構成する材料
の水平部で解け残った雪を核に大
きな冠雪へと成長することが分
かったため、部材接合部や部材交
点を中心に対策することとしまし
た。対策方法立案に際しては、豪雪
地域における一般住宅や橋梁など
の対策を調査し、冠雪発生の始点
となる部分へ自然滑落方式による
屋根型の着雪防止カバーを取付け
る案を採用しました。自然滑落方式
における滑落条件を第1図に示しま
す。第1図にあるように阻止力の最
小化が課題となります。第1に阻止
力のうち、凍着力、最大静止摩擦抵
抗力低減のため、対策品のサイズ
が大きくなりすぎない範囲で、対策
品の勾配を60度に設定しました。

また、対策品の表面に着雪させな
いため、対策品表面に撥水性、親水
性、未処理の3種類の処理を施し、
比較しました。抗張力の低減につい
ては、対策品頂部に雪割り板を設
置し、効果の把握を行いました。

2．自然暴露試験と結果
　試験の結果を写真2に示しま
す。写真2より、この地域の気象条
件には撥水性処理が有効である
ことがわかります。この結果を踏
まえ、対策品形状に工夫を加え、
落雪のきっかけとなるよう屋根の
勾配を50､60､70度（第2図）と変
化を持たせ、接触角（第3図）の大
きな4種類の表面処理材を塗布
し、人工降雪試験装置を用い、過
酷な気条件下での着雪試験を行
いました。　

3．人工着雪試験と結果
　試験条件として、2つの気象条
件を設定しました。条件1：気温

-4℃一定、条件2：気温0､1､-3℃
変化、共通項目として、風速0m、
含水率０％の雪を3時間で降雪量
720mm/日となるよう降雪させ
ました。結果、条件1では勾配50
度部分で着雪と落雪を繰返し、一
定量以上は着雪しませんでした。
また、条件2では気温が1℃にな
ると湿り気を帯びた雪の着雪が
増加し、-3℃になると落雪するこ
となく凍着し、落雪は止まりまし
た。いずれの場合も勾配70度の
部分にはほとんど着雪は見られま
せんでした。雪割り板の効果も確
認できましたが、降雪量に対応さ
せるためには高さ不足であること
がわかりました。結果の一部を第
４図に示します。次に、表面処理材
毎の物性値と着雪量の関係をグ
ラフ化しました。（第５図参照）接
触角や表面粗さが大きいほど着
雪量が少ないことがわかります。
凍着力の物性値は-10℃での測
定データであるため、試験条件の
値より大きな値となっている可能
性が高く、ばらつきが大きいの
で、さらにデータ収集に努めてい
きます。

4．結論および今後の進め方
　今回の人口着雪試験結果より
自然滑落方式を用いた対策にお
いて、その阻止力を対策品の勾
配や表面処理によって減少させ
ることができましたが、気象条件
によっては落雪せずに凍着し、そ
こから再度成長する可能性があ
ることがわかりました。この結果
を反映するとともに、凍着力を含
む落雪阻止力を構成する因子の
うち、未検討である因子（風、表面
温度など）の活用方策を検討し、
悪条件下においても凍着する前

に落雪させることができないか、
着雪しても障害に至らないよう着
雪量を一定量で抑えられないか

など対策品の性能を追求してい
きたいと考えております。
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　北陸地方など豪雪地域においては、例年、架空送電鉄塔への冠雪により送電に支障が出たり、雪の重さにより鉄
塔の一部が変形するなどの懸念があります。このような冠雪に対し、現在のところ効果的な対策方法がないことか
ら、送電線を維持管理する箇所において人力で冠雪を落とすしかなく、雪山での過酷な作業となり、その対応に労
力・費用を費やしています。冠雪除去の様子を写真1に示します。そこで、冠雪の発生にかかる過程および鉄塔の弱
点などを把握し、冠雪低減方策の検討・立案および雪による影響の低減効果の検証、方策に取り組んでいます。
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第2図　屋根の勾配

写真2　自然暴露試験結果
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第5図　物性値と着雪量の関係
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毎の物性値と着雪量の関係をグ
ラフ化しました。（第５図参照）接
触角や表面粗さが大きいほど着
雪量が少ないことがわかります。
凍着力の物性値は-10℃での測
定データであるため、試験条件の
値より大きな値となっている可能
性が高く、ばらつきが大きいの
で、さらにデータ収集に努めてい
きます。

4．結論および今後の進め方
　今回の人口着雪試験結果より
自然滑落方式を用いた対策にお
いて、その阻止力を対策品の勾
配や表面処理によって減少させ
ることができましたが、気象条件
によっては落雪せずに凍着し、そ
こから再度成長する可能性があ
ることがわかりました。この結果
を反映するとともに、凍着力を含
む落雪阻止力を構成する因子の
うち、未検討である因子（風、表面
温度など）の活用方策を検討し、
悪条件下においても凍着する前

に落雪させることができないか、
着雪しても障害に至らないよう着
雪量を一定量で抑えられないか

など対策品の性能を追求してい
きたいと考えております。
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第1図　マンホール内設備遠隔監視システムの概要図

写真1　現地検証写真第2図　現地検証概要図
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研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

マンホール内設備遠隔監視システムの構築について

4研究紹介

1．はじめに
　現状、地中送電マンホール内設
備の保守情報取得には、作業員が
現地に出向き、入孔する必要があ
り、多大なマンパワーやコストがか
かっています。保守作業の効率化
を図るため、過去に金蓋開放なしに
設備の保守情報を取得できるシス
テムを開発しましたが、通信可能距
離の問題から、金蓋付近まで出向
き、データを取得する必要がありま
した。近年、IoT技術の拡大によっ
て、低消費電力、広範囲、低コスト通
信を可能とするLPWA通信技術が
盛んに開発されており、従来の課題
を解決できる可能性を見出したた
め、当技術を活用し、保守担当事務
所からマンホール内設備保守情報
の遠隔監視が可能となるシステム
の構築に取り組みました。

2．マンホール内設備
　遠隔監視システム
（1）システムの概要
　本システムは無線通信技術を活
用し、現地に出向くことなく、保守
担当事務所等のパソコンにてマン
ホール内の設備情報（温度、溜水水
位、ケーブル移動量等）を監視でき
るシステムとしました。システムの
全体概要を第1図に示します。

（2）マンホール内外の通信
　本システムのマンホール内送信
器～地上受信器間については、
LPWA通信技術の中でも送信電力

が20mWまで出力可能な920MHz
帯に注目し、通信回数制限がなく、
LoRaWan及びPrivate LoRaネッ
トワークを構成可能なLoRa方式を
採用しました。センサ～送信器等マ
ンホール内同士の通信について
は、溜水に水没する可能性を考慮
し、有線接続としました。

（3）地上部における通信
　地上受信器～保守担当事務所

（クラウドサーバ）の通信方式につ
いては、LTE方式としました。マン
ホール内外の通信においては、金
蓋による電波の減衰が大きく、デー
タをマンホール内から直接事務所
まで送信することが不可能である
ことから、中継点として、電柱上に
地上受信器を設置しました。

（4）電源
　マンホール内は閉鎖空間であり、
通信装置およびセンサの長期的な

電源確保が大きな課題となってい
ます。本システムにおいては、地中
送電ケーブルにクランプすること
で負荷電流から電力を取り出すこ
とが可能となるCT型誘導分岐電源
を採用しました。当電源は、高出力
であり、定期的な交換も不要な装
置となっています。
　地上受信器の電源については、
電柱上の低圧電線から確保しまし
た。

（5）監視画面
　地上受信器から送信されたデー
タはクラウドサーバに集約され、パ
ソコンの可視化アプリにて監視可
能なシステムとしました。　

3．システムの現地検証
　第2図に現地検証の概要図、写真
1にマンホール内および電柱上の
写真を示します。無線送信器、変換
器は、防水性を有する通信用クロー

ジャに入れ、マンホール内に据え付
けたポールに設置しました。送信機
のアンテナはなるべく通信性能が
低下しないよう、金蓋直下付近に設
置しました。金蓋は内蓋、外蓋の二
枚構造となっています。送信器にお
いては、センシングデータを10分
間隔で送信するよう設定を行いま
した。地上受信機については、金蓋
から水平に約16m離れた電柱上

（取付高さ5m）に設置しました。
　なお、本検証においては、マン
ホールと電柱間の見通しがよく、遮
蔽物の影響が小さい場所を選定し
ました。

4．検証結果
　第3図に検証期間中のRSSI（受信
電波強度）値および通信成功回数
を示します。RSSI値は約-100dB～
-120dBと20dBの幅を持って推移
することが確認されました。電源供
給が途切れたと考えられる3/20～
3/21、3/22～3/25の一部期間を
除き、通信成功率は89 %（=通信成
功回数2624回／送信回数2960
回）となりました。なお、本検証にお
いて、通信失敗時の再送処理は実
施していません。

5．まとめ
　金蓋を開放することなく、保守担
当事務所等のパソコンにてマン
ホール内の設備情報を取得できる
システムを構築しました。現地検証
結果から、見通しの良い場所かつマ
ンホール内送信器～地上受信器間
15m程度であれば、実用的に利用
可能な通信成功率を確保できるこ

とが確認されました。通信失敗時の
再送処理設定を行うことで、通信成
功率のさらなる向上が期待できる
と考えています。
 最後に、本システムの開発にあた
り、協力頂いた住友電気工業株式
会社、株式会社オプテージの関係
者の方々に深く感謝申し上げます。
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4研究紹介

1．はじめに
　現状、地中送電マンホール内設
備の保守情報取得には、作業員が
現地に出向き、入孔する必要があ
り、多大なマンパワーやコストがか
かっています。保守作業の効率化
を図るため、過去に金蓋開放なしに
設備の保守情報を取得できるシス
テムを開発しましたが、通信可能距
離の問題から、金蓋付近まで出向
き、データを取得する必要がありま
した。近年、IoT技術の拡大によっ
て、低消費電力、広範囲、低コスト通
信を可能とするLPWA通信技術が
盛んに開発されており、従来の課題
を解決できる可能性を見出したた
め、当技術を活用し、保守担当事務
所からマンホール内設備保守情報
の遠隔監視が可能となるシステム
の構築に取り組みました。

2．マンホール内設備
　遠隔監視システム
（1）システムの概要
　本システムは無線通信技術を活
用し、現地に出向くことなく、保守
担当事務所等のパソコンにてマン
ホール内の設備情報（温度、溜水水
位、ケーブル移動量等）を監視でき
るシステムとしました。システムの
全体概要を第1図に示します。

（2）マンホール内外の通信
　本システムのマンホール内送信
器～地上受信器間については、
LPWA通信技術の中でも送信電力

が20mWまで出力可能な920MHz
帯に注目し、通信回数制限がなく、
LoRaWan及びPrivate LoRaネッ
トワークを構成可能なLoRa方式を
採用しました。センサ～送信器等マ
ンホール内同士の通信について
は、溜水に水没する可能性を考慮
し、有線接続としました。

（3）地上部における通信
　地上受信器～保守担当事務所

（クラウドサーバ）の通信方式につ
いては、LTE方式としました。マン
ホール内外の通信においては、金
蓋による電波の減衰が大きく、デー
タをマンホール内から直接事務所
まで送信することが不可能である
ことから、中継点として、電柱上に
地上受信器を設置しました。

（4）電源
　マンホール内は閉鎖空間であり、
通信装置およびセンサの長期的な

電源確保が大きな課題となってい
ます。本システムにおいては、地中
送電ケーブルにクランプすること
で負荷電流から電力を取り出すこ
とが可能となるCT型誘導分岐電源
を採用しました。当電源は、高出力
であり、定期的な交換も不要な装
置となっています。
　地上受信器の電源については、
電柱上の低圧電線から確保しまし
た。

（5）監視画面
　地上受信器から送信されたデー
タはクラウドサーバに集約され、パ
ソコンの可視化アプリにて監視可
能なシステムとしました。　

3．システムの現地検証
　第2図に現地検証の概要図、写真
1にマンホール内および電柱上の
写真を示します。無線送信器、変換
器は、防水性を有する通信用クロー

ジャに入れ、マンホール内に据え付
けたポールに設置しました。送信機
のアンテナはなるべく通信性能が
低下しないよう、金蓋直下付近に設
置しました。金蓋は内蓋、外蓋の二
枚構造となっています。送信器にお
いては、センシングデータを10分
間隔で送信するよう設定を行いま
した。地上受信機については、金蓋
から水平に約16m離れた電柱上

（取付高さ5m）に設置しました。
　なお、本検証においては、マン
ホールと電柱間の見通しがよく、遮
蔽物の影響が小さい場所を選定し
ました。

4．検証結果
　第3図に検証期間中のRSSI（受信
電波強度）値および通信成功回数
を示します。RSSI値は約-100dB～
-120dBと20dBの幅を持って推移
することが確認されました。電源供
給が途切れたと考えられる3/20～
3/21、3/22～3/25の一部期間を
除き、通信成功率は89 %（=通信成
功回数2624回／送信回数2960
回）となりました。なお、本検証にお
いて、通信失敗時の再送処理は実
施していません。

5．まとめ
　金蓋を開放することなく、保守担
当事務所等のパソコンにてマン
ホール内の設備情報を取得できる
システムを構築しました。現地検証
結果から、見通しの良い場所かつマ
ンホール内送信器～地上受信器間
15m程度であれば、実用的に利用
可能な通信成功率を確保できるこ

とが確認されました。通信失敗時の
再送処理設定を行うことで、通信成
功率のさらなる向上が期待できる
と考えています。
 最後に、本システムの開発にあた
り、協力頂いた住友電気工業株式
会社、株式会社オプテージの関係
者の方々に深く感謝申し上げます。
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　地中送電設備の保守作業においては、多大なマンパワーやコストを要しており、これらを解決することが喫緊
の課題となっています。近年、低消費電力、広範囲通信を可能とするLPWA通信技術が盛んに開発されているこ
とから、当技術を活用し、マンホール内設備情報を遠隔にて効率的に取得できるシステムを構築しました。

マンホール内設備遠隔監視システムの構築について

重見　賢太
研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（工務）

（現　送配電カンパニー　電力システム技術センター　
 地中送電グループ）
地中送電設備に関する技術研究に従事
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第2図　コンパクト型光ユニット子局のユニット構成第1図　光ユニット子局のユニット構成

第4図　コンデンサユニット第3図　外付けバッテリユニット

第1表　コンパクト型光ユニット子局の変更点
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コンパクト型光ユニット子局の開発研究について

5研究紹介

1．背景とねらい
　当社は、太陽光発電等を配電系統
に連系するため、電力品質の維持向
上の観点から系統監視・制御機器や
電圧制御手法の開発を進めていま
す。今後も配電系統に多数の太陽光
発電が連系されることが予想され、
今まで以上に高度な系統運用が必要
になります。加えて、さらなる公衆保
安の確保や供給信頼度の維持向上を
目的に、事故検出機能の高度化検討
を進めてきました。
　また、当社における現行の配電自
動化システムは、通信メディアとして
主に同軸ケーブル、ツイストペアケー
ブルを用いていますが、設備構築か
ら２０年以上が経過しており、伝送路
設備の更新時期を迎えています。
　当社はこれらの課題に着実に対応
すべく、光伝送路に対応した開閉器
制御機器である「光ユニット子局」を
開発し、２０１７年３月から一部の地域

において実フィールド検証試験を実
施しています。「光ユニット子局」と従
来子局の大きな違いは、ユニット構造
を採用したことです。不具合発生時、
従来子局は、本体一式の取替えが必
要でしたが、「光ユニット子局」は機能
毎のユニット交換で対応することが
可能となりました。（第１図）
　実フィールド検証試験の結果を
踏まえ、本格導入にあたっては、「光
ユニット子局」のさらなるコストダ
ウンとコンパクト化に取組み、「コン
パクト型光ユニット子局」を開発し
ました。（第２図）

2．コストダウン・コンパクト化
　実フィールド検証試験に用いた
「光ユニット子局」は、コストが高く、
また電柱上での取付け作業におい
て、人力で子局を昇降させるには、
大きく、重たい仕様でした。
　本格導入では、年間約1万台規模

での、設備更新を予定しており、1台
あたりのコストと作業性が大変重要
となります。そこで、少しでもコスト
ダウンとコンパクト化を図るべく、ユ
ニット構成の見直しを行いました。
　「コンパクト型光ユニット子局」で
は、大きく２つの変更を行い、容量比
約４１％、重量約５ｋｇ、コスト比約４０％
（ユニット交換のランニングコストを
含む）の削減を実現しました。（第１表）

3．コンパクト型光ユニット子局
の変更点

（1）バッテリユニットの外付け化
　光伝送路では、通信方式として光
マルチホップ方式を採用していま
す。光マルチホップ方式は、光伝送
路をリング状に構成しており、それ
ぞれの「光ユニット子局」に搭載さ
れた光端局ユニットが、減衰した光
信号レベルを増幅し、後段の「光ユ
ニット子局」へ光信号を伝送してい

ます。バッテリユニットは停電時に
おいても、光端局ユニットの光信号
レベル増幅機能を維持するために
搭載しています。
　実フィールド検証試験の結果、
バッテリユニットは、全ての「光ユ
ニット子局」に必要ではなく、５台に
１台の割合で搭載すれば、光マルチ
ホップ全体の通信を維持できるこ
とが判明しました。そこで、「光ユ
ニット子局」のバッテリユニット搭載
スペースを削減し、バッテリが必要
な子局にのみ「外付けバッテリユ
ニット」（第３図）を取付けることで、
子局本体のコンパクト化と製造コ
ストの低減を実現しました。このコ
ンパクト化により、電柱上での作業
効率を向上することができました。

（2）コンデンサユニットの採用
　従来子局内部の基板には、電源
平滑、電源選択、開閉器操作、開閉
器状態監視などを目的とし、アルミ
電解コンデンサ（以下、電解コンデ
ンサ）を実装しています。この電解
コンデンサは短寿命品であり、過去
から電解コンデンサの液漏れによ
る故障が多く発生しておりました。
　そこで、「光ユニット子局」では、
それぞれの機能毎の基板をユニッ
ト構造とし、ユニット単位での交換
を可能としました。これにより故障

時の交換範囲は縮小されましたが、
電解コンデンサも各ユニット（電源
ユニット、開閉器操作ユニット）の基
板に分散して実装したため、それぞ
れのユニットが経年による故障のリ
スクを負うこととなりました。よっ
て、電解コンデンサの液漏れによる
故障であっても、同ユニット内の基
板に実装した高価な部品も含めて、
当該ユニットごと交換する必要が
ありました。
　「コンパクト型光ユニット子局」で
はユニット交換時のランニングコス
トをさらに低減させるべく、各ユニッ

トの電解コンデンサを１つの基板に
集約した「コンデンサユニット」（第４
図）を採用しました。各ユニットの寿
命協調を図ることで、経年による故
障リスクをコンデンサユニットのみ
に絞り込むことができました。
　またコンデンサユニット交換時の
調達面を考慮し、コンデンサユニット
をマルチベンダー仕様としました。

4．今後の取組み
　本稿では、電柱上に敷設する開
閉器制御機器である「コンパクト型
光ユニット子局」について紹介しま
したが、ＳＶＲ・ＴＶＲの電圧調整器制
御用子局や、地中化エリアにおける
地上設置型多回路開閉器用子局に
ついても光伝送路に対応する必要
があります。
　今後は光伝送路に対応した各子局
のラインナップを開発するとともに、
継続して、実フィールド検証試験を実
施し、事故波形による事故原因推定
や事故点評定といった事故検出機能
の高度化研究を進めてまいります。

送配電カンパニー　配電部　配電高度化グループ

　当社は、電力品質の維持向上や公衆保安・供給信頼度のさらなる確保を目的として次期配電自動化システム
（第３世代型）を開発しています。次期配電自動化システムでは、系統監視・制御の高度化やセンサ開閉器情報を
活用した配電線事故（以下、事故）検出機能を実現するため、大容量データを高速で通信可能な光ケーブルを活
用した伝送路（以下、光伝送路）の構築を進めています。2018年1月号の投稿で、光伝送路に対応した開閉器制御
機器「光ユニット子局」を紹介しました。本稿では、さらにコストダウンとコンパクト化を実現した「コンパクト型光
ユニット子局」について紹介します。

コンパクト型光ユニット子局の開発研究について

石川　聖也
送配電カンパニー　配電部　配電高度化グループ
配電設備の通信・制御機器開発に従事
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橋川　一功、元井　秀彦、木村　光利、村本　大輔

研究に携わった人
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に連系するため、電力品質の維持向
上の観点から系統監視・制御機器や
電圧制御手法の開発を進めていま
す。今後も配電系統に多数の太陽光
発電が連系されることが予想され、
今まで以上に高度な系統運用が必要
になります。加えて、さらなる公衆保
安の確保や供給信頼度の維持向上を
目的に、事故検出機能の高度化検討
を進めてきました。
　また、当社における現行の配電自
動化システムは、通信メディアとして
主に同軸ケーブル、ツイストペアケー
ブルを用いていますが、設備構築か
ら２０年以上が経過しており、伝送路
設備の更新時期を迎えています。
　当社はこれらの課題に着実に対応
すべく、光伝送路に対応した開閉器
制御機器である「光ユニット子局」を
開発し、２０１７年３月から一部の地域

において実フィールド検証試験を実
施しています。「光ユニット子局」と従
来子局の大きな違いは、ユニット構造
を採用したことです。不具合発生時、
従来子局は、本体一式の取替えが必
要でしたが、「光ユニット子局」は機能
毎のユニット交換で対応することが
可能となりました。（第１図）
　実フィールド検証試験の結果を
踏まえ、本格導入にあたっては、「光
ユニット子局」のさらなるコストダ
ウンとコンパクト化に取組み、「コン
パクト型光ユニット子局」を開発し
ました。（第２図）

2．コストダウン・コンパクト化
　実フィールド検証試験に用いた
「光ユニット子局」は、コストが高く、
また電柱上での取付け作業におい
て、人力で子局を昇降させるには、
大きく、重たい仕様でした。
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での、設備更新を予定しており、1台
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となります。そこで、少しでもコスト
ダウンとコンパクト化を図るべく、ユ
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は、大きく２つの変更を行い、容量比
約４１％、重量約５ｋｇ、コスト比約４０％
（ユニット交換のランニングコストを
含む）の削減を実現しました。（第１表）

3．コンパクト型光ユニット子局
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レベル増幅機能を維持するために
搭載しています。
　実フィールド検証試験の結果、
バッテリユニットは、全ての「光ユ
ニット子局」に必要ではなく、５台に
１台の割合で搭載すれば、光マルチ
ホップ全体の通信を維持できるこ
とが判明しました。そこで、「光ユ
ニット子局」のバッテリユニット搭載
スペースを削減し、バッテリが必要
な子局にのみ「外付けバッテリユ
ニット」（第３図）を取付けることで、
子局本体のコンパクト化と製造コ
ストの低減を実現しました。このコ
ンパクト化により、電柱上での作業
効率を向上することができました。

（2）コンデンサユニットの採用
　従来子局内部の基板には、電源
平滑、電源選択、開閉器操作、開閉
器状態監視などを目的とし、アルミ
電解コンデンサ（以下、電解コンデ
ンサ）を実装しています。この電解
コンデンサは短寿命品であり、過去
から電解コンデンサの液漏れによ
る故障が多く発生しておりました。
　そこで、「光ユニット子局」では、
それぞれの機能毎の基板をユニッ
ト構造とし、ユニット単位での交換
を可能としました。これにより故障

時の交換範囲は縮小されましたが、
電解コンデンサも各ユニット（電源
ユニット、開閉器操作ユニット）の基
板に分散して実装したため、それぞ
れのユニットが経年による故障のリ
スクを負うこととなりました。よっ
て、電解コンデンサの液漏れによる
故障であっても、同ユニット内の基
板に実装した高価な部品も含めて、
当該ユニットごと交換する必要が
ありました。
　「コンパクト型光ユニット子局」で
はユニット交換時のランニングコス
トをさらに低減させるべく、各ユニッ

トの電解コンデンサを１つの基板に
集約した「コンデンサユニット」（第４
図）を採用しました。各ユニットの寿
命協調を図ることで、経年による故
障リスクをコンデンサユニットのみ
に絞り込むことができました。
　またコンデンサユニット交換時の
調達面を考慮し、コンデンサユニット
をマルチベンダー仕様としました。

4．今後の取組み
　本稿では、電柱上に敷設する開
閉器制御機器である「コンパクト型
光ユニット子局」について紹介しま
したが、ＳＶＲ・ＴＶＲの電圧調整器制
御用子局や、地中化エリアにおける
地上設置型多回路開閉器用子局に
ついても光伝送路に対応する必要
があります。
　今後は光伝送路に対応した各子局
のラインナップを開発するとともに、
継続して、実フィールド検証試験を実
施し、事故波形による事故原因推定
や事故点評定といった事故検出機能
の高度化研究を進めてまいります。

送配電カンパニー　配電部　配電高度化グループ

　当社は、電力品質の維持向上や公衆保安・供給信頼度のさらなる確保を目的として次期配電自動化システム
（第３世代型）を開発しています。次期配電自動化システムでは、系統監視・制御の高度化やセンサ開閉器情報を
活用した配電線事故（以下、事故）検出機能を実現するため、大容量データを高速で通信可能な光ケーブルを活
用した伝送路（以下、光伝送路）の構築を進めています。2018年1月号の投稿で、光伝送路に対応した開閉器制御
機器「光ユニット子局」を紹介しました。本稿では、さらにコストダウンとコンパクト化を実現した「コンパクト型光
ユニット子局」について紹介します。
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写真1　内圧クリープ試験体

第1図　各位置における試験前寸法に対する外径変化率 第2図　損傷比に対する軸方向変化率

第3図　SPICA法による微小領域ひずみ計測結果 第4図　損傷比に対する細粒HAZに限定した軸方向ひずみ
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高クロム鋼周溶接部の変形挙動に着目したクリープ損傷評価の検討

6研究紹介

1．研究の背景
　高クロム鋼周溶接部のクリープ損
傷については未解明な部分が多く、
精度のよい損傷評価・診断が求めら
れています。特に、熱影響部（HAZ：
Heat Affected Zone）のうち、細粒
HAZの損傷は材料内部から発生す
ることが多いため、外表面からの正
確な損傷評価は困難です。クリープ
損傷は変形を伴うことから、それら
の微小な変形挙動を正確に測定す
ることにより、外表面から診断でき
る可能性が考えられます。
　そこで、実機配管を模擬して、中
央に周溶接を施した試験体を作成
し、長時間の内圧クリープ試験を行
い、それぞれのクリープ損傷比に対
して、周方向の外形計測、軸方向の
変位計測、細粒HAZを中心とした
微小領域のひずみ分布計測を行っ
た結果を報告します。

2．試験方法
　内圧クリープ試験を行う試験体は

火SUS410J3TPという規格材料を
用いて作製しました。溶接部は周方
向にU開先でTIG溶接にて施工しま
した。内圧試験片はφ78mm、肉厚
13mm、長さ350mmの管であり、平
行部はφ74mm、肉厚11mm、長さ
100mmとしました。写真1のとおり、
左右のボンド部に微小領域ひずみ分
布計測用の白金箔を溶接しました。
　試験条件は温度650℃、圧力
70MPaとしました。高効率火力発
電設備健全性調査委員会（RHC委
員会）の改定寿命評価式を用いて
計算し、母材の周方向応力による破
断予想時間が20,776時間、溶接部
の軸方向応力による破断予想時間
が17,292時間と推定されました。
　試験は破断するまでの間に途中

（4,000時間、8,000時間、12,000時
間、16,000時間、17,000時間、
18,000時間、19,000時間）で中断し、
それぞれの経過時間での変形状況に
対し、外径測定、軸方向変位測定、微
小領域ひずみ計測を行いました。

3．試験結果
　内圧クリープ試験を長時間にわ
たり実施したところ、19,350時間で
破断（蒸気リーク）しました。この時
間を損傷比100%として、途中で中
断して実施したそれぞれの計測結
果を損傷比に対して整理しました。
　外径は、試験体中央と中央から
左右に10mm、25mm、50mm、
80mmの位置で測定しました。そ
の結果を第1図に示します。試験前
寸法に対する外径変化率はクリー
プ損傷比約60%までは変化率が
1％程度でしたが、それ以降は急激
に増加し、最大で約4％まで変化し
て破断に至りました。
　軸方向変位は、試験前に打痕し
たポンチ間距離を測定しました。試
験前寸法に対する軸方向変化率を
求めてクリープ損傷比毎に整理し
た結果を第2図に示します。周方向
に大きなばらつきが見られますが、
平均値を3次多項式近似すると、外
径変化率と同様にクリープ損傷比
約60%以降にて急激に増加する傾
向が見られました。
　微小領域ひずみ計測は、凹凸模
様を変形の前後で撮影し画像相関
解析により発生した変位を計測す
る方法（SPICA法）を用いて、測定
領域に溶接した白金箔に付与した

凹凸模様を、試験前と試験を中断し
た時点で撮影し、それぞれの画像
から凹凸模様変化を解析すること
によって、測定領域のひずみ分布を
計測しました。第3図のとおり、軸方
向は、測定領域全面平均のひずみ
の値が1.1%であり、細粒HAZ（赤
枠内）に限定した範囲で平均したひ
ずみの値が5.4%でした。細粒HAZ
で局所的に軸方向のひずみが集中
していることがわかりました。一方、
周方向のひずみは比較的全面に均
一に分布していました。内圧による
周方向応力で全体的に均一に膨ら
んでいることがわかりました。
　第4図では、クリープ損傷比に対
する細粒HAZに限定した軸方向ひ
ずみの関係で整理しました。ひずみ
はクリープ損傷比60%までの間は
緩やかに増加し、60%から80%付

近から徐々に増加率が増し、80%を
超えるとさらに急激に増加すること
が確認されました。細粒HAZに限定
した軸方向ひずみは最大8.7%とな
り大きい値を示しました。

4．まとめ
　本研究を実施した結果、それぞ
れ絶対値は違うもののいずれの測
定においても初期段階でひずみの

兆候をとらえ、破断に至る前段階で
急激なひずみ増加が見られること
が確認されました。特に、SPICA法
による微小領域ひずみ計測では、
局所的な変化を捉えられることが
わかりました。今後は、さらにデー
タを蓄積してデータの信頼性を向
上させ、取得したデータからクリー
プ破断が予測できるように検討を
進めていく予定です。

研究開発室　技術研究所　発電技術研究室

　石炭火力発電所では、環境負荷低減に向けた一層の高効率発電技術への要求が高まる中、発電効率を向上さ
せるために、段階的に蒸気の高温高圧化が図られてきました。現在では、蒸気温度が600℃級となり、その高温高
圧の蒸気に耐えられる高クロム鋼配管が使用されています。これらの配管の継ぎ目である周溶接部では、長期間
にわたる高温・高圧下での使用によりクリープ損傷が発生する恐れがあります。本研究では、実機配管の周溶接
部を模擬して作成した試験体を用いて、配管内部の水を加熱することで圧力をかける内圧クリープ試験を長期間
にわたって実施し、そのクリープ損傷を配管表面の変形挙動に着目して評価することを検討したので報告します。

高クロム鋼周溶接部の変形挙動に着目した
クリープ損傷評価の検討

森田　聡
研究開発室　技術研究所　発電技術研究室
火力発電機器の健全性評価に関する研究に従事

執 筆 者
所 　 属
主な業務

材料において、常温では変形、破壊の発生しない荷重条件でも、一定
の温度以上では時間とともに変形が進行する現象。

クリープ：
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第1図　各位置における試験前寸法に対する外径変化率 第2図　損傷比に対する軸方向変化率

第3図　SPICA法による微小領域ひずみ計測結果 第4図　損傷比に対する細粒HAZに限定した軸方向ひずみ
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第1図　粉末X線回折によって得られた13年使用後のPbABの正極材料の成分のモル比率

第2図　300KでのAIMD計算によって予測されたPbO2表面上で水和したSO42-イオンの吸着構造

注1 β-PbO2とα-PbO2

　β-PbO2とα-PbO2はPbとO原子
の並び方が少しだけ異なります。
　第一原理計算は、β相は半金属で
あり、α相は半導体であると予測し
ました。真空蒸着で作成した試料
は、両相とも半導体であり、電気化
学的に作成した試料は、両相とも高
い電子伝導性（導体）を示しました。
計算結果と実験結果の電子物性の
矛盾だけでなく、試料作成方法によ
る電子物性の違いは、いまだに解
明されておらず、PbO2のなぞと呼
ばれて議論されています。

(　 )内の数字はパーセントを示します。複数サンプルでの平均のため（　 ）内の数字の合計が
100にならないものがあります。
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素原子を表しています。α-PbO2(110)面は2種類の表面構造を持つため、表面エネルギーが低いほうをα-PbO2(110)a、他方をα-PbO2
(110)bと区別して表記されました。
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鉛蓄電池正極‒電解液界面の第一原理分子動力学計算

7研究紹介

1．背景
　鉛蓄電池（PbAB）は電力・通信設
備の無停電電源装置に組み込ま
れ、常時充電状態で使用されてい
ます。現在、PbABの取り替えは、内
部抵抗の測定結果にもとづいて判
断されています。しかしながら、
PbABの中には内部抵抗が高いに
もかかわらず、使用可能なものも
含まれている場合があり、より精度
の高い診断方法の確立が求められ
ています。
　最初に、定置用のPbABの劣化
要因を明らかにするために現場か
ら撤去したPbABを解体しました。
その結果、PbABの正極板に脆性
が確認されました。そこで、正極材
料について粉末X線回折測定を実
施しました。第１図は充電状態と放
電状態で結晶構造の詳細な解析に
よって得られたモル成分比率を示

します。PbABは立てた状態で設置
されているため、正極板の上部、中
部、下部についてサンプルを採取し
ました。充電状態の結果より、おも
な成分はβ-PbO2であることがわか
りました注1。正極板の上部と中部で
は、下部に比べてα-PbO2が幾分多
く検出されました。他方、放電状態
の結果より、正極板の下部では、お
もな 成 分 が 放 電 生 成 物 で ある
PbSO4であるのに対して、正極板
の上部と中部では、PbSO4の生成
がかなり少ないことがわかりまし
た。これらの結果から、α-PbO2が
PbSO4の生成を阻害することによ
りPbABの劣化に影響を与えてい
る可能性があると考えられました。
しかしながら、実験的に正極材料中
のβ-PbO2とα-PbO2を区別するこ
とが困難なため、計算機シミュレー
ションを使って、PbSO4の生成のし

やすさを調べることに取り組みまし
た。今回、その第一ステップとして、
PbABの電解系である希硫酸水溶
液と正極材料PbO2界面の状態を
調べた結果を報告します。

2．計算の概要
　計算は材料の化学反応を調べる
ことができる第一原理分子動力学

（Ab initio molecular dynamics: 
AIMD）計算を使いました。液体と
結晶の界面を調べるためには、結
晶の表面構造を考慮する必要があ
ります。本研究では、低指数表面に
限定して、β-PbO2については4種
類、α-PbO2については7種類の表
面構造を選びました。AIMD計算は
NVTアンサンブルにて温度300K
で30psの時間にわたって実行され
ました。

3．計算から予測された構造
　最初に、希硫酸水溶液中では硫
酸分子は硫酸イオン（SO42‒）に変
化しました。次に希硫酸水溶液と
PbO2表面の模型について、AIMD
計算を実行しました。その結果、本
研究で考慮したすべてのPbO2表
面にSO42‒イオンは、容易に吸着す
ることが明らかとなりました。
　第２図はAIMD計算によって予測
されたPbO 2 表面上で水和した
SO42‒イオンの吸着構造を示しま
す。ブリッジ２は最も多くのPbO2表
面で観察された吸着構造であり、2
本のOSO4‒Pb結合により橋かけ構
造を形成していました。ここでOSO4

は、SO42‒イオンのO原子を表しま
す。次に多く観測された吸着構造
は、オン・トップとブリッジ４です。ブ
リッジ４では、2本のOSO4‒Pb結合と
1本のOSO4‒Osurf結合によりY字形
の橋かけ構造を形成していました。

ここでOsurfはPbO2表面のO原子を
表します。
　OSO4‒Pbの平均結合距離の計
算値は、0.234～0.268 nmであ
り、PbSO4結晶の実験値（0.261
～0.327 nm）に比べて幾分短い
ため、PbO2表面に吸着したSO42‒

イオンは、PbSO4結晶より強くPb
原子に結合している可能性があり
ます。

4．今後の課題
　本研究で得られた構造から、
SO42‒イオンのPbO2表面からの脱
離の自由エネルギーを調べること

により、β-PbO2とα-PbO2のどちら
がPbSO4の生成に有利なのかを明
らかにする予定です。

5．謝辞
　本研究は、HPCIシステム利用研
究課題（課題番号 : hp190015）と
して採択され、2台のスーパーコン
ピュータ、九州大学ITOと大阪大学
OCTOPUSを用いて実施されまし
た。
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　鉛蓄電池は電力・通信設備の無停電電源装置として広く使用されています。電気化学的、結晶学的、計算材料
科学的な多様な観点から鉛蓄電池の劣化要因を調べています。今回は粉末X線回折と計算機シミュレーションに
よって得られた原子・分子レベルでの知見の概要をお知らせします。
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第1図　粉末X線回折によって得られた13年使用後のPbABの正極材料の成分のモル比率

第2図　300KでのAIMD計算によって予測されたPbO2表面上で水和したSO42-イオンの吸着構造

注1 β-PbO2とα-PbO2

　β-PbO2とα-PbO2はPbとO原子
の並び方が少しだけ異なります。
　第一原理計算は、β相は半金属で
あり、α相は半導体であると予測し
ました。真空蒸着で作成した試料
は、両相とも半導体であり、電気化
学的に作成した試料は、両相とも高
い電子伝導性（導体）を示しました。
計算結果と実験結果の電子物性の
矛盾だけでなく、試料作成方法によ
る電子物性の違いは、いまだに解
明されておらず、PbO2のなぞと呼
ばれて議論されています。

(　 )内の数字はパーセントを示します。複数サンプルでの平均のため（　 ）内の数字の合計が
100にならないものがあります。
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　灰色、赤色、白色、黄色の球はそれぞれ鉛、酸素、水素、硫黄原子を示します。赤色と白色の細い棒はそれぞれ希硫酸水溶液由来の酸素と水
素原子を表しています。α-PbO2(110)面は2種類の表面構造を持つため、表面エネルギーが低いほうをα-PbO2(110)a、他方をα-PbO2
(110)bと区別して表記されました。
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液と正極材料PbO2界面の状態を
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第1図　関西VPPプロジェクトのシステム構成（２０１８年度）

第2図　共通実証結果 第3図　独自実証結果

プロトコル
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下げDR 【1/31　9:00～11:00】結果【受給点ベース】
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関西VPPプロジェクト

8研究紹介

1．目的
　本プロジェクトでは、蓄電池、電
気自動車（EV）、ヒートポンプ給湯
器(EQ)、空調、エネルギーマネジメ
ントシステム(EMS)といった各種の
機器（エネルギーリソース）を集約

（アグリゲート）することで、各種の
需給サービス（エネルギーマネジメ
ント、デマンドレスポンス(Demand 
Response ; DR)、再生可能エネル
ギーの有効活用等）を実現するた
めに、VPP事業の基盤となるシステ
ムの構築、実際のサービスを模擬し
たフィールドテスト等の実証を進
め、事業化の検討に資することを目
的として、実証に取組んでいます。

2．システム構成
　本プロジェクトでは、システムの
核となる統合サーバの構築やリ
ソースのメーカに依存しない形で
アグリゲートを志向する“主プロ
ジェクト”と、リソースのメーカなど
が自社製品を中心にアグリゲート
する“関連プロジェクト”とを区分し
て取組んでいます。
　システム構成を第１図に示しま
す。系統運用者や小売事業者等か
らの需要調整依頼を受信し、その
依頼量を配分する“統合サーバ”、
統合サーバから依頼量を受信し、配
下の需要家側リソースに依頼量を
配分して監視制御する“リソース
サーバ”、通信プロトコルの変換等
を行う“ゲートウェイ(GW)、および

各種の“需要家側リソース”によっ
て構成されています。
　通信プロトコルは、階層ごとに
異なる仕様で連携を行っており、
サーバ間はOpenADR2 .0b、
サーバ～ゲートウェイ(GW)間は
OpenADR2.0b等、ゲートウェイ
(GW)～リソース間はECHONET 
LiteやModbus/TCP等を採用し
ています。

3．2018年度実証内容
　2018年度は、システム面では、
補助金事業共通実証メニュー(二次
調整力②、三次調整力①／②)への
対応(1分値のリアルタイム報告、
指令値変更)に加え、2017年度実
証で課題となっていた制御精度を

向上(目標値に対する乖離を縮小)
させるための機能(制御値把握、
フィードバック（FB）制御等)を統合
サーバに追加して、上位サーバ(系
統運用者)および全リソースサーバ
との連携を確認しました。
　一方、実証試験内容は、共通実証
メニューに加え、本プロジェクト独
自の上げ／下げDR実証やEVを活
用した実証を、上記で構築したシス
テムを用いて、各々複数回実証を
実施しました。

4．実証結果
　三次調整力①(下げ)の結果につ
いて紹介します（第2図）。この実証
は、本プロジェクトに参画している
事業者から5社を選抜し、最大供出
可能量が1,120kWという条件で
行ったものです。上位サーバからの
指令値が、継続時間4時間(13時～
1 7 時 ) の 中で3 回 ( 5 6 0 k W →
1,120kW→280kW→1,120kW)
変更され、滞在率(指令値の±10％
以内に入った1分計測値(kW)のコ
マ数の割合)は約78％でした。リ
ソースの大半が産業用蓄電池であ
り、指令値変更に対して1～3分程
度の時間で応答することができた

ことや、変更量が大きい場合の応
答遅れに対してFB制御により改善
することができたことから、昨年度
と比べて目標値に対する乖離を低
減することができました。 
　本プロジェクトでは、共通実証の
他に独自実証として上げ／下げDR
実証を実施しました。実証条件は、
指令値変更なしで継続時間を1～3
時間としました。本実証では、統合
サーバによるFB制御により30分ご
とのkWhを指令値の＋10％以内に
合わせることができることを目標と
しました。 
　第3図に下げDRの結果を示しま
す。 下げDRは、本プロジェクトに参
画している事業者から5社を選抜
し、最大供出可能量が1,414kW、
継続時間2時間（9時～11時）とい
う条件で行ったものです。達成率
(指令値に対する割合)は4コマ全て
において＋10％以内に入っており、

目標を達成することができました。

5．今後の取り組み
　実証事業は既に4年目がスター
トしており、また、需給調整市場の
開設が目前に控えていることを踏
まえ、2019年度は、実運用に対応
する制御機能の実装を目指した実
証を行い、VPPシステムを完成させ
たいと考えています。
　本実証事業のターゲットの一つ
は、需給調整市場等での活用です
が、エネルギーリソースの統合制御
技術は、様々な適用の可能性があ
るため、今後も実証を通じてシステ
ム・技術を確立していくことで、エネ
ルギー利用の最適化や再生可能エ
ネルギー電源の導入拡大等に貢献
できるよう取組んでいきます。

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

　近年、需要家側に設置される蓄電池や再生可能エネルギー発電設備等、分散して存在するエネルギーリソース
をインターネット等で経由して遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力の需給調整に活
用するバーチャルパワープラント(Virtual Power Plant ; VPP)が注目されています。当社では、2016年度から
経済産業省の「VPP実証事業」に複数の企業と協力し「関西VPPプロジェクト」として実証に取組んでいます。本稿
では、本プロジェクトの2018年度実証試験概要とその結果について報告します。

関西VPPプロジェクト

竹村　和久
研究開発室　技術研究所　先進技術研究室
バーチャルパワープラント（VPP）実証研究に従事
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第1図　関西VPPプロジェクトのシステム構成（２０１８年度）

第2図　共通実証結果 第3図　独自実証結果
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関西VPPプロジェクト

8研究紹介

1．目的
　本プロジェクトでは、蓄電池、電
気自動車（EV）、ヒートポンプ給湯
器(EQ)、空調、エネルギーマネジメ
ントシステム(EMS)といった各種の
機器（エネルギーリソース）を集約

（アグリゲート）することで、各種の
需給サービス（エネルギーマネジメ
ント、デマンドレスポンス(Demand 
Response ; DR)、再生可能エネル
ギーの有効活用等）を実現するた
めに、VPP事業の基盤となるシステ
ムの構築、実際のサービスを模擬し
たフィールドテスト等の実証を進
め、事業化の検討に資することを目
的として、実証に取組んでいます。

2．システム構成
　本プロジェクトでは、システムの
核となる統合サーバの構築やリ
ソースのメーカに依存しない形で
アグリゲートを志向する“主プロ
ジェクト”と、リソースのメーカなど
が自社製品を中心にアグリゲート
する“関連プロジェクト”とを区分し
て取組んでいます。
　システム構成を第１図に示しま
す。系統運用者や小売事業者等か
らの需要調整依頼を受信し、その
依頼量を配分する“統合サーバ”、
統合サーバから依頼量を受信し、配
下の需要家側リソースに依頼量を
配分して監視制御する“リソース
サーバ”、通信プロトコルの変換等
を行う“ゲートウェイ(GW)、および

各種の“需要家側リソース”によっ
て構成されています。
　通信プロトコルは、階層ごとに
異なる仕様で連携を行っており、
サーバ間はOpenADR2 .0b、
サーバ～ゲートウェイ(GW)間は
OpenADR2.0b等、ゲートウェイ
(GW)～リソース間はECHONET 
LiteやModbus/TCP等を採用し
ています。

3．2018年度実証内容
　2018年度は、システム面では、
補助金事業共通実証メニュー(二次
調整力②、三次調整力①／②)への
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指令値変更)に加え、2017年度実
証で課題となっていた制御精度を

向上(目標値に対する乖離を縮小)
させるための機能(制御値把握、
フィードバック（FB）制御等)を統合
サーバに追加して、上位サーバ(系
統運用者)および全リソースサーバ
との連携を確認しました。
　一方、実証試験内容は、共通実証
メニューに加え、本プロジェクト独
自の上げ／下げDR実証やEVを活
用した実証を、上記で構築したシス
テムを用いて、各々複数回実証を
実施しました。

4．実証結果
　三次調整力①(下げ)の結果につ
いて紹介します（第2図）。この実証
は、本プロジェクトに参画している
事業者から5社を選抜し、最大供出
可能量が1,120kWという条件で
行ったものです。上位サーバからの
指令値が、継続時間4時間(13時～
1 7 時 ) の 中で3 回 ( 5 6 0 k W →
1,120kW→280kW→1,120kW)
変更され、滞在率(指令値の±10％
以内に入った1分計測値(kW)のコ
マ数の割合)は約78％でした。リ
ソースの大半が産業用蓄電池であ
り、指令値変更に対して1～3分程
度の時間で応答することができた

ことや、変更量が大きい場合の応
答遅れに対してFB制御により改善
することができたことから、昨年度
と比べて目標値に対する乖離を低
減することができました。 
　本プロジェクトでは、共通実証の
他に独自実証として上げ／下げDR
実証を実施しました。実証条件は、
指令値変更なしで継続時間を1～3
時間としました。本実証では、統合
サーバによるFB制御により30分ご
とのkWhを指令値の＋10％以内に
合わせることができることを目標と
しました。 
　第3図に下げDRの結果を示しま
す。 下げDRは、本プロジェクトに参
画している事業者から5社を選抜
し、最大供出可能量が1,414kW、
継続時間2時間（9時～11時）とい
う条件で行ったものです。達成率
(指令値に対する割合)は4コマ全て
において＋10％以内に入っており、

目標を達成することができました。

5．今後の取り組み
　実証事業は既に4年目がスター
トしており、また、需給調整市場の
開設が目前に控えていることを踏
まえ、2019年度は、実運用に対応
する制御機能の実装を目指した実
証を行い、VPPシステムを完成させ
たいと考えています。
　本実証事業のターゲットの一つ
は、需給調整市場等での活用です
が、エネルギーリソースの統合制御
技術は、様々な適用の可能性があ
るため、今後も実証を通じてシステ
ム・技術を確立していくことで、エネ
ルギー利用の最適化や再生可能エ
ネルギー電源の導入拡大等に貢献
できるよう取組んでいきます。

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

　近年、需要家側に設置される蓄電池や再生可能エネルギー発電設備等、分散して存在するエネルギーリソース
をインターネット等で経由して遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力の需給調整に活
用するバーチャルパワープラント(Virtual Power Plant ; VPP)が注目されています。当社では、2016年度から
経済産業省の「VPP実証事業」に複数の企業と協力し「関西VPPプロジェクト」として実証に取組んでいます。本稿
では、本プロジェクトの2018年度実証試験概要とその結果について報告します。
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社外マッチング機関などを活用した新たな技術シーズの発掘

9研究紹介

1．背景および目的
　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。
　この人口減少という課題は単に
販売電力量が減少するだけではな
く、社会の様々な場面において大き
な変化をもたらしています。将来、
電気事業においても、労働人口の
減少など、事業基盤への影響も顕
在化してくるのではないかと考えら
れます。
　こういった状況にあっては、当社
においても、電気事業はもとより、
当社保有資産を本来の目的以外に
も有効に活用することなども含め、
『お客さまに対して新しい価値を提
供する』ための新たな軸となる『事
業領域の拡大』も視野に入れてい
く必要があります。
　当社では、これまで関西電力と
いう社名に冠しているとおり、公
益事業として関西地域に『電力』
を供給する事業および電力小売

全面自由化による域外への電力
供給事業を展開していますが、
その他にも、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、広範な事業領域を有してい
ます。また、当社グループは、こ
れまでの事業活動を通じて、電
柱・路上変圧器などの電力インフ
ラ、光ファイバーなどの通信イン
フラ、活動拠点（人、場所、車など
含む）、スマートメーターなどを
有しています。
　今後は、先にも述べたとおり、こ
れらのアセットの有効活用の検討、
既存の事業領域の拡大、全く新し
い事業領域の開拓など、多岐にわ
たり取り組んでいきたいと考えて
います。
　そのためには、新たな技術の種
（シーズ）の発掘は、喫緊の課題で
あると考えています。

2．シーズ発掘の取組み紹介
　本稿では、技術研究所における、
技術シーズ発掘の取組みの一部を
紹介させて頂きます。

（1）シーズ発掘方法
　大学、研究機関やベンチャー企
業と多数のネットワークを保有する
社外機関を通じて、研究公募を行
いました。
　公募に際しては、以下のテーマを
設定しました。
〇電気事業はもとより、既に展開し
ている事業分野の拡大に資する
技術研究

〇全く新しい事業の創出に資する
技術研究　・・・等

（2）公募の結果
　今回の公募の結果、大学、研究機
関などから合わせて４０件以上の応
募があり、そこから応募者へのヒア
リング等の審査を経て、２件に当社
名を冠した賞を授与いたしました。

　件名①については、バイオフィリ
ア仮説（（バイオ：生命／自然＋フィ
リア：愛）「ヒトは先天的に自然を愛
する」という仮説）に基づき、人と自
然（特に緑）との触れ合いが人に及
ぼす影響に関する研究で、これまで
当社では取り組んでこなかった全
く新しい分野です。
　また件名②については、ナッジ
（（nudge：肘でつつく）2017年ノー
ベル経済学賞受賞した行動経済学
者、リチャード・セイラー氏が提唱し
た理論）は、簡単に説明すると「心理
学を応用し、人の行動を予測可能
な範囲内で、肘でつつくように誘導
する」というもので、例えば、アムス
テルダムのスキポール空港のトイ
レの話が有名で、男性用小便器の
真ん中にハエの絵を置くことで、用
を足す人は思わずこれを「狙ってし
まう」という習性を利用し、年間清
掃費の８０％削減に成功したという
話は有名です。
　このナッジ理論を用いて省エネ
行動を誘発するというもので、特
にナッジの多用途性に期待してい
ます。
　このように、これまで当社とはあ
まりつながりの無かった新たな分野
の研究と出会うことができました。

3．この取組みによる効果
（1）本取組みによる成果
　本取組みによる成果としては、こ
れまでつながりの無かった新たな
シーズの発掘が挙げられます。
　これらの件名については、今後、
採択者との連携を強め、研究開発
を推進していきたいと考えていま
す。

（2）本取組みによる副次的効果
　本取組みを行うことで、さらに以

下のような副次的な効果も得られ
たと考えています。

a.最新研究動向(ホットスポット)
　把握
　今回公募した研究分野は多岐に
わたっており、これまで電力会社と
して親和性があまりないと考えて
いた分野にも及んでいます。
　これらの応募の傾向や、応募者と
のヒアリング、さらには関連技術の
調査等を実施していくことで、大
学・研究機関等の新技術発信元が
現在注目している『研究のホットス
ポット』を把握することができたと
考えています。
　これは、専門的分野の技術動向
調査をしているだけでは到底得ら
れるものではありません。
　一例として、当社はこれまであま
り接点を持っていなかった人文科
学・心理学や人間行動学の分野に
おいては、これまででは予想もでき
ないような、様々な分野の研究との
コラボレーションが行われているこ
となどが挙げられます。

b.異分野人的ネットワークの構築
　本取組みを行うことで、これまで
の研究を実施するだけでは得難い
異分野の研究者の皆さんとの人的
ネットワークの構築には、こういっ
た取組みの場を活用することが有
効であることが分かりました。

c.教育的効果
　その他、これまで異分野の研究
に従事したことのない研究員を上
手く巻き込むことで、巻き込まれ
た人の教育的効果にも期待でき
ます。
　
4．最後に
　技術研究所においては、冒頭述
べたように、『既に展開している事
業分野の拡大に資する技術研究』、
『全く新しい事業の創出に資する技
術研究』について、これからも引き
続き注力していきたいと考えてい
ます。
　なお、今回ご紹介させて頂いた
シーズ調査については、取組みの
一部にしかすぎません。
　本稿をご覧いただいた皆様にお
かれましては、イノベーション的な
取組みに特に関心のある方がほと
んどだと思います。
　興味を持たれた皆様、是非とも
情報交換などをさせて頂ければと
思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

『関西電力賞』を授与した件名

①『現代における植物と人間関係の再構築で可能になる
　  よりよい社会に向けた研究』
　ヒトが植物と触れ合うことで得られる効果・・・等

②『ナッジによる省エネルギー行動誘発に向けた情報デザイン法の構築』
　ヒトの行動を予測可能な範囲で思っている方向に促す仕組み・・・等

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（研究支援）

　技術研究所における『電気事業』はもとより、『既に展開している事業分野の拡大に資する技術研究』、さらに
は『全く新しい事業の創出に資する技術研究』等のシーズ発掘に関する取組みを紹介します。

社外マッチング機関などを活用した
新たな技術シーズの発掘

中尾　総一
研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（研究支援）
技術研究所の各研究室で実施する研究の支援
（必要シーズの調査、成果活用に関する検討、新たなシーズの発掘など）

執 筆 者
所 　 属
主な業務

技術研究所　先進技術研究室　イノベーションＧ　　川野　光伸
研究に携わった人
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研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（研究支援）

社外マッチング機関などを活用した新たな技術シーズの発掘

9研究紹介

1．背景および目的
　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。
　この人口減少という課題は単に
販売電力量が減少するだけではな
く、社会の様々な場面において大き
な変化をもたらしています。将来、
電気事業においても、労働人口の
減少など、事業基盤への影響も顕
在化してくるのではないかと考えら
れます。
　こういった状況にあっては、当社
においても、電気事業はもとより、
当社保有資産を本来の目的以外に
も有効に活用することなども含め、
『お客さまに対して新しい価値を提
供する』ための新たな軸となる『事
業領域の拡大』も視野に入れてい
く必要があります。
　当社では、これまで関西電力と
いう社名に冠しているとおり、公
益事業として関西地域に『電力』
を供給する事業および電力小売

全面自由化による域外への電力
供給事業を展開していますが、
その他にも、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、広範な事業領域を有してい
ます。また、当社グループは、こ
れまでの事業活動を通じて、電
柱・路上変圧器などの電力インフ
ラ、光ファイバーなどの通信イン
フラ、活動拠点（人、場所、車など
含む）、スマートメーターなどを
有しています。
　今後は、先にも述べたとおり、こ
れらのアセットの有効活用の検討、
既存の事業領域の拡大、全く新し
い事業領域の開拓など、多岐にわ
たり取り組んでいきたいと考えて
います。
　そのためには、新たな技術の種
（シーズ）の発掘は、喫緊の課題で
あると考えています。

2．シーズ発掘の取組み紹介
　本稿では、技術研究所における、
技術シーズ発掘の取組みの一部を
紹介させて頂きます。

（1）シーズ発掘方法
　大学、研究機関やベンチャー企
業と多数のネットワークを保有する
社外機関を通じて、研究公募を行
いました。
　公募に際しては、以下のテーマを
設定しました。
〇電気事業はもとより、既に展開し
ている事業分野の拡大に資する
技術研究
〇全く新しい事業の創出に資する
技術研究　・・・等

（2）公募の結果
　今回の公募の結果、大学、研究機
関などから合わせて４０件以上の応
募があり、そこから応募者へのヒア
リング等の審査を経て、２件に当社
名を冠した賞を授与いたしました。

　件名①については、バイオフィリ
ア仮説（（バイオ：生命／自然＋フィ
リア：愛）「ヒトは先天的に自然を愛
する」という仮説）に基づき、人と自
然（特に緑）との触れ合いが人に及
ぼす影響に関する研究で、これまで
当社では取り組んでこなかった全
く新しい分野です。
　また件名②については、ナッジ
（（nudge：肘でつつく）2017年ノー
ベル経済学賞受賞した行動経済学
者、リチャード・セイラー氏が提唱し
た理論）は、簡単に説明すると「心理
学を応用し、人の行動を予測可能
な範囲内で、肘でつつくように誘導
する」というもので、例えば、アムス
テルダムのスキポール空港のトイ
レの話が有名で、男性用小便器の
真ん中にハエの絵を置くことで、用
を足す人は思わずこれを「狙ってし
まう」という習性を利用し、年間清
掃費の８０％削減に成功したという
話は有名です。
　このナッジ理論を用いて省エネ
行動を誘発するというもので、特
にナッジの多用途性に期待してい
ます。
　このように、これまで当社とはあ
まりつながりの無かった新たな分野
の研究と出会うことができました。

3．この取組みによる効果
（1）本取組みによる成果
　本取組みによる成果としては、こ
れまでつながりの無かった新たな
シーズの発掘が挙げられます。
　これらの件名については、今後、
採択者との連携を強め、研究開発
を推進していきたいと考えていま
す。

（2）本取組みによる副次的効果
　本取組みを行うことで、さらに以

下のような副次的な効果も得られ
たと考えています。

a.最新研究動向(ホットスポット)
　把握
　今回公募した研究分野は多岐に
わたっており、これまで電力会社と
して親和性があまりないと考えて
いた分野にも及んでいます。
　これらの応募の傾向や、応募者と
のヒアリング、さらには関連技術の
調査等を実施していくことで、大
学・研究機関等の新技術発信元が
現在注目している『研究のホットス
ポット』を把握することができたと
考えています。
　これは、専門的分野の技術動向
調査をしているだけでは到底得ら
れるものではありません。
　一例として、当社はこれまであま
り接点を持っていなかった人文科
学・心理学や人間行動学の分野に
おいては、これまででは予想もでき
ないような、様々な分野の研究との
コラボレーションが行われているこ
となどが挙げられます。

b.異分野人的ネットワークの構築
　本取組みを行うことで、これまで
の研究を実施するだけでは得難い
異分野の研究者の皆さんとの人的
ネットワークの構築には、こういっ
た取組みの場を活用することが有
効であることが分かりました。

c.教育的効果
　その他、これまで異分野の研究
に従事したことのない研究員を上
手く巻き込むことで、巻き込まれ
た人の教育的効果にも期待でき
ます。
　
4．最後に
　技術研究所においては、冒頭述
べたように、『既に展開している事
業分野の拡大に資する技術研究』、
『全く新しい事業の創出に資する技
術研究』について、これからも引き
続き注力していきたいと考えてい
ます。
　なお、今回ご紹介させて頂いた
シーズ調査については、取組みの
一部にしかすぎません。
　本稿をご覧いただいた皆様にお
かれましては、イノベーション的な
取組みに特に関心のある方がほと
んどだと思います。
　興味を持たれた皆様、是非とも
情報交換などをさせて頂ければと
思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

『関西電力賞』を授与した件名

①『現代における植物と人間関係の再構築で可能になる
　  よりよい社会に向けた研究』
　ヒトが植物と触れ合うことで得られる効果・・・等

②『ナッジによる省エネルギー行動誘発に向けた情報デザイン法の構築』
　ヒトの行動を予測可能な範囲で思っている方向に促す仕組み・・・等

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（研究支援）

　技術研究所における『電気事業』はもとより、『既に展開している事業分野の拡大に資する技術研究』、さらに
は『全く新しい事業の創出に資する技術研究』等のシーズ発掘に関する取組みを紹介します。

社外マッチング機関などを活用した
新たな技術シーズの発掘
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研究に携わった人



第1表　IPCの階層構造とその一例

第1図　請求項にキーワード「微粒子」を含む特許の出願数

第2図　請求項に「微粒子」を含む特許のうち、電池の

　　　　サブクラス（H01M）に分類される特許の数および出願比

第3図　請求項に「微粒子」を含む特許のうち、
　　　  出願件数の多いサブクラスの出願比の変化

第4図　請求項に「微粒子」を含む特許のうち、

　　　  出願比が増加傾向のサブクラスの出願比の変化

＊個数はIPC分類2019.01verのデータより著者が独自に数えたもの。
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研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

微粒子に関する特許調査について　IPCを用いた長期の傾向把握

ミ ニ 解 説

1．背景、目的
　当研究室には噴霧熱分解法を活用し、機能性微粒子＊

を合成する技術があります。この技術を用いてこれま
で燃料電池の燃料極やリチウム二次電池の正極などを
開発してきました。この技術をさらに別の分野に活用
するため、特許調査を行いました。今回は特許調査方
法の工夫と調査結果の一部を紹介します。
＊機能性微粒子：構造制御、複合化などにより機能を持たせた微粒子

2．国際特許分類（IPC）
　国際特許分類（以下IPC）とは、国際的に統一された特
許の技術内容による分類です。毎年膨大な数の特許が出
願されているので、その中から求めるものを探し出すに
は工夫が必要です。どの特許にも一つ以上のIPCが付与
されています。そのため、自分が探したい特許の分野を
決めれば、その分野に該当するIPCとキーワードを組み合
わせることにより効率よく特許を検索できます。
　IPCの分類記号は階層に分かれています。第１表に、
IPCの階層構造とその一例として分類「リチウム二次電
池」をそれぞれの階層で示します。

　全技術分野が8個（A～H）のセクションに分かれます。
その下の階層にクラスがあり、各セクションに2桁の数
字を付け加えて表します。クラスの下がサブクラスでア

ルファベット1文字を付け加えて表します。その下にグ
ループという細目があります。これはサブクラス表記の
後ろに斜線で二つに区分された番号を付け加えて表し
ます。メイングループはサブクラス表記に続き「**/00」

（**は1～3桁の数字）を付け加えたものです。サブグ
ループはメイングループをさらに細かく分類したもの
で、後ろの数字が00以外の数字で表されます。

3．検索方法
　今回は、微粒子に関する特許について出願数の多い
分野、出願が伸びている分野について、長期的な傾向
を調べました。そのため、個々の特許の内容を詳細に
調べる前に、統計的なデータをまとめました。特許検索
のデ ータベ ースとして特 許 情 報 プラットフォーム

（J-PlatPat）を用いました。
　分野別の傾向を調べるため、IPCを活用しました。どの
階層を使って検索するか検討した結果、サブクラスを使う
ことにしました。クラスで分類すると内容を絞り切れず、
グループで分類すると範囲が狭すぎて知りたい情報が
抜けてしまうと考えました。どのサブクラスを使って検索
するかは、微粒子に関する書籍などを参考に40程度選択
しました。それぞれのサブクラスについて、請求の範囲に

「微粒子」というキーワードを含む特許を検索しました。
　また、公知日/発行日を使って期間を指定しました。
今回は長期的な傾向を調べるため、3年間を一つの区
切りとして、過去15年間の特許を調べました。

4．検索結果
　第１図は請求項にキーワード「微粒子」を含む特許の
出願数を表します。長期的な傾向として、請求項に微粒
子というキーワードを含む特許出願数は減少し続けて
いることが分かりました。このことから、単純に微粒子
を作ったり使ったりするだけでは特許化が難しくなって
いると考えられます。
　第2図より、全体の出願件数が減る中、電池関係の微
粒子に関する出願件数は同程度を維持しており、比率

としては2015年まで増加傾向にありました。しかし近
年は出願数が急激に減少していました。このことから、
近年は電池材料に求める性質として微粒子であること
の必要性が下がったと考えられます。
 第3図より、出願件数の多いサブクラスに分類される特
許について、全体的に出願比は横ばいか減少傾向にあり
ました。この中で例外的に増加傾向にある分野がありまし
た。B32Bです。これは「積層体（二層以上が一体になった
もの）から組立てられた製品」に分類されます。表面などに
機能性を付与した製品が該当すると考えられます。
　第4図は、出願件数はそれほど多くないものの、出願比
が長期的に増加傾向にあるサブクラスの出願比の変化を
示します。この図より、A61K（医療用、歯科用又は化粧用
製剤）が注目されます。医療や化粧の分野ではまだ微粒子
の活用の余地があることが示唆されます。ただし、これら
の分野で微粒子を用いた製品を商品化するには、法的な
規制をクリアするのに相当の時間と費用を要することが

予想されるため、参入は容易ではないと考えられます。

5．おわりに
　今回は我々の保有する技術の適用先を検討するた
め比較的広範囲で調べる方法を検討しました。そのた
めサブクラスの分類別に長期的な出願件数の変化を
調べましたが、目的に合わせて適切な階層で分類する
ことが重要です。特許を検索される場合参考にしてく
ださい。
　また、先に記したとおり、当研究室には噴霧熱分解法
という機能性微粒子を合成する技術があります。この
技術の適用先を検討していますので、みなさまの職場
で心当たりがありましたら、ぜひお知らせください。

執筆者名　吉田　洋之

分類の階層 個数 分類記号例 分類の内容

セクション

クラス

サブクラス

メイングループ

サブグループ

8

131

645

7670

66833

H

H01

H01M

H01M 10/00

H01M 10/052

電気

基本的電気素子

化学的エネルギーを電
気的エネルギーに直接
変換するための方法ま
たは手段

二次電池；その製造

リチウム二次電池

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

微粒子に関する特許調査について 
IPCを用いた長期の傾向把握
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　国際特許分類（以下IPC）とは、国際的に統一された特
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願されているので、その中から求めるものを探し出すに
は工夫が必要です。どの特許にも一つ以上のIPCが付与
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執筆者名　吉田　洋之

分類の階層 個数 分類記号例 分類の内容

セクション

クラス

サブクラス

メイングループ

サブグループ

8

131

645

7670

66833

H

H01

H01M

H01M 10/00

H01M 10/052

電気

基本的電気素子

化学的エネルギーを電
気的エネルギーに直接
変換するための方法ま
たは手段

二次電池；その製造

リチウム二次電池

研究開発室　技術研究所　基盤技術研究室（基盤技術）

微粒子に関する特許調査について 
IPCを用いた長期の傾向把握
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研究開発室　知的財産グループ

関西電力グループ知的財産基本方針について ～知的財産の保護・活用の取組姿勢として～

ミ ニ 解 説

1．はじめに
　関西電力グループは、「power with heart」を掲
げ、お客さまや社会のニーズに常に向き合い、いち早
くお応えできるよう、新しい商品・サービスの創出に向
けた技術開発を推進しています。
　知的財産をとりまく社会情勢として、現在、情報処理
技術やAI関連技術の発達による「第四次産業革命の
時代」と言われています。技術開発では、世界的規模で
技術情報などの知的財産にアクセスされるなど、知的
財産の保護・活用の機会が増えてきています。また、こ
の時代に沿った技術情報の活用施策として、日本で新
たなプラットホーム（第１図）の検討が進められている
など、知的財産の活用による新たな商品・サービスの
開発競争が激化しています。
　これまでも関西電力グループは、知的財産の保護・
活用に適切に取り組んでいたところですが、競争の激
化の状況を踏まえ、グループ一丸となって知的財産を
保護・活用していく必要があると考え、知的財産に関す
る取組姿勢を明文化することとしました。

2．知的財産基本方針の骨子
　関西電力グループは、グループ大における知的財
産の保護・活用に関する取組姿勢を示すものとして、
次の４つを骨子とする「関西電力グループ知的財産基
本方針」を策定しています。

（1）新たな価値・サービスの創出に向けたスピード感
のあるイノベーション推進のため、関西電力グ
ループの知的財産を広く活用する。

（2）関西電力グループにおける事業優位性の獲得や
自由度の確保のため、事業活動に必要な知的財産
の権利化やノウハウ化を適切に判断し、確実に保
護する。

（3）関西電力グループがお届けする商品・サービスを、
お客さまに安心して選んでいただくことを目指し
て、関西電力グループのブランド価値を、知的財産
権で保護する。

（4）他者の知的財産を尊重し、権利侵害を回避する。

3．各骨子の背景
（1）知的財産の保護・活用
　社会変化のスピードが世界的に加速しており、技術
開発をイノベーションに繋げていくスピードが重要な
時代です。この技術開発のスピード向上には、「オープ
ン・イノベーション」が有効な手法と言われています。
　関西電力グループは、これまでに培ってきた技術力
や知的財産などを活用するとともに、オープン・イノ
ベーションなどを通じたスピード感のある技術開発を
推進しています。
　また、技術開発を通じて創出する新たな商品・サー
ビスについては、お客さまや社会に安定的にお届けす
る必要がありますので、関連する技術を特許などで権
利化して保護したり、権利化に馴染まない技術をノウ
ハウ化して管理したり、適切に判断していくことが大切
になります（第２図）。

（2）ブランドの保護
　商品やサービスの名称は、お客さまが商品・サービ
スを特定するために大切な標章です。
　 関 西 電 力グ ル ープは、商 品・サ ービスの 名 称や

「power with heart」の表示などを、商標として権利
化し保護することにより、お客さまに安心して商品・
サービスを選択していただけるよう、心掛けています

（第３図）。

（3）他者の知的財産の尊重
　関西電力グループは、企業の社会的責任（CSR：
Corporate Social Responsibility）として、CSR行
動憲章における一人ひとりの行動規範に、他者の知的
財産を侵害しないと定めています。

 前述(1)、(2)にあるように、自らの知的財産が大切で
あることは当然ですが、他者の知的財産に関しても同
様のことが言えます。技術開発をはじめとする関西電
力グループの事業活動においては、他者の知的財産
権に関する情報を把握し尊重することが、社会の一員
としての責務であると考えています。

4．関西電力グループのサポート体制
　関西電力グループは、エネルギー分野にとどまらず、幅
広い分野に事業展開していますので、各々の事業形態に
応じて知的財産の保護・活用に取り組んでいます。
　知的財産グループは、関西電力グループ全体の知的
財産面をサポートする体制を構築し、グループ会社の知
的財産に関する取組みのサポートに力を入れています。

5．おわりに
　この知的財産基本方針の骨子によって、関西電力グ
ループの知的財産に関する取組姿勢を、社外にお伝え
することができると考えています。
　関西電力は、知的財産の活用施策として、開放特許

（第４図）などの特許情報の発信や知財ビジネスマッ
チングにも取り組んでいますので、ぜひお声掛けくだ
さい。
　なお、ご不明な点があれば、知的財産グループまで
お気軽にご相談ください。

（社内の方へ）
知的財産基本方針の骨子を含む全文を、社内標
準・品質文書等管理サイトに掲載していますの
で、是非ご覧ください。　

第2図　企業における知的財産の総合的な管理･活用戦略

第3図　商標｢はぴｅ｣の表示を含むサービス

(出典 ： 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会
 営業秘密の保護・活用に関する小委員会［第2回］
 資料6「中小企業等に対する営業秘密保護を含めた
 知的財産のワンストップ支援体制」2014年10月31日)

第1図　SDGsプラットフォームの将来全体像

(出典 ： 内閣府 知的財産戦略本部
 検証･評価･企画委員会 産業財産権分野会合［第4回］
 資料3-5「オープンイノベーションに関する取り組み
 状況について」2019年3月15日) 

第4図　開放特許（シーズ）とは？
(出典 ： 経済産業省 近畿経済産業局 知財ビジネスマッチングon Web
 https://seeds-matching.go.jp/）

　特許権者が、権利者以
外の他者に対してライセ
ンス許諾する用意のある
特許のことをいいます。権
利者とライセンス契約を
結ぶことで、その特許技術
を自社の商品開発などに
活用することができます。

研究開発室　知的財産グループ

関西電力グループ知的財産基本方針について 
～知的財産の保護・活用の取組姿勢として～
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腐食疲労発生事例箇所

材質：STBA20（寸法φ25.4×t4.1）
設計圧力／温度：29.9MPa／310℃
延べ発電時間：199,549時間、起動停止回数：2,663回

管内面の波状スケールとミクロ組織
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ミ ニ 解 説

1．はじめに
　火力発電機器では、高温状態に曝されるため、常温
状態で生じる金属疲労に加えて、高温水中ならびに高
温燃焼ガスによる腐食が進展しやすい環境にありま
す。ここでは、第１図のボイラ断面図に示したボイラ管
に生じる腐食疲労について紹介します。まず、腐食疲
労とは、腐食作用と繰返し応力を同時に受けることで、
繰返し応力のみが作用した場合の疲労寿命に比べて
著しく短くなる現象を言います。火力発電ボイラは、
タービンへ供給するための蒸気を発生させる構造物
で、その内部には、ボイラ管が多数配置されています。
ボイラ管同士は、伝熱効率を向上させるため、フィンな
どの付着金物で溶接接続されており、第２図に示すよ
うに、その近傍部で腐食疲労損傷が認められます。

2．損傷原因
　ボイラ管材の腐食によるスケール生成と、ボイラの
起動停止に伴う熱応力の変動や管内圧の変動に伴う
応力により、生成したスケールの破壊が繰り返される

ことによって、き裂が進展します。ボイラ管に作用する
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