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NEWS KANSAI

年頭にあたって

　時節柄ですので、行く年を振り返り、新たな年の展望を考えて
みたいと思います。
　いきなりで恐縮ですが、個人的に２０１９年を振り返ると、ほぼ
30年振りに研究開発部門に戻ってきたことが大きな出来事の一
つとなります。ただ、当時は会社に入りたてのまだまだ新入社員
の頃で、電力会社が行う「研究開発」というものがよく理解できて
いませんでしたので、実質的には今回、改めて研究開発部門の業
務に深く携わることになります。みなさん、よろしくお願いします。
　さて、世の中に目を向けてみますと、２０１９年も例年に負けず
劣らず、さまざまな出来事があった１年だったように思います。日
本では平成の世が終わり令和の新しい時代が始まりましたが、世
界では、ブレグジットの迷走や米中の貿易摩擦等、混沌としてな
かなか先行きが見通せない状況にあったと言えます。国内の電
気事業でも電力システム改革が最終段階を迎え、送配電事業が
法的分離される中で、それぞれのプレイヤーがそれぞれに生き
残りをかけて新たな事業形態を模索し続けています。一言で言う
のは乱暴過ぎるかもしれませんが、まさに世の中全体が大きく動
き続けている中で、自分たちのポジションを見つけようと全ての
人たちが暗中模索を繰り返した１年だったように感じます。
　難しい話はこれくらいにしておいて、今度は目をスポーツ界に
向けてみましょう。１月の大坂なおみさんの全豪オープンテニス
の優勝に始まり、渋野日向子さんの全英女子オープンゴルフの
優勝、ラグビーワールドカップでの日本チームのベスト８進出等、
少し前であれば夢のまた夢であったような快挙を目の当たりに
できた素晴らしい１年でもありました。今や地上波テレビでは放
送されなくなってしまい、あまり話題に上らないＦ１グランプリの
世界でも、ホンダエンジンが久しぶりの勝利をあげたという、私
のようなバブル世代の方々には久々に“Japan as Number 
One”を思い出させる嬉しい出来事もありました。ジャンルを問
わず、互いに切磋琢磨する厳しい競争の世界にあっても、自分た
ちの可能性を信じて頑張りつづける姿には見ているこちらも大
いに勇気づけられます。
　私の場合で言えば、こうした純粋なひたむきさに感動すること
に加えて、もう一つ、毎回、考えさせられることがあります。それは
快挙達成を紹介するテレビ番組なり、雑誌記事なりを見ている
と、華やかな勝利の裏側では、彼らは必ずと言っていいほど、冷静

で客観的なセルフマネージメントに徹しているという点です。自
分たちの持つ身体的（物理的）能力や技術的な得失を分析・評価
し、それに見合った戦術を考え、セルフコントロールを徹底して持
てる能力の最大限を引き出す。周囲の状況に目を奪われること
なく、こうした地道で基本に忠実な努力を積み重ねていくことが
大きな成功につながっているように思います。
　例えば、さきほどのＦ１を例にとってみましょう。確かにホンダが
すばらしいエンジンを開発したというのが大きな勝因の一つに
なったとは思いますが、レースを戦うＦ１チームという目線に立つ
と、また違ったことが見えてきます。当然、車はエンジンだけでは
動かないので、車体やサスペンション、タイヤといったその他全
てのパーツがうまく開発され、そしてそれらが有効に組み合わさ
れること、また、実際のレースにおいて自分たちの能力にあった
最適な戦略を考えてそれを確実に実行すること、トラブルが発生
した際にも臨機応変に対応できる危機管理なりオペレーション
能力なりが備わっていることなど、まさに総合的に力を発揮する
ことがチームの勝利につながるものだと思います。
　こうした総合的なマネージメントという観点は、まさに複雑
で巨大な電力系統を相手にする私たち電気事業者に通じるも
のだと思います。つねに「電気を通じて皆さまのお役に立つ」と
いうアウトプットを強く意識しながら、個々の技術を研究、開発
して一つのシステムに組み上げて運用していく「エンジニアリ
ング」能力こそが電気事業者が本来的に持つ大きな強みであ
ると思います。
　もちろん、個々人のレベルでは、エンジンに強い人、タイヤに
強い人、それらの組み合わせを考えることに長けている人がいる
ように、当社の研究開発に携わる方々にもそれぞれに得意とする
ところがあると思いますので、それらの個々の小さな強みをうま
く結集し、最終ゴールを強く意識、共有した研究開発活動を続け
ていければ、と思います。
　２０２０年は「子」年です。一般には「ねずみ年」と言われています
が、これは後年、覚えやすくするために動物を当てはめたもので、
もともとは「孳」＝「新しい生命が種の中に萌（きざ）し始める状
態」を表したそうです。まさに皆さん一人ひとりの内にある芽を
見つけ出して、それを大きく育てていく１年にしていきましょう。

巻 

頭 

言

研究開発室　研究開発室長

西田　篤史
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第2図　両タイプＰＶ混在時の単独運転検出時間の変化
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研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統･配電）

フリッカ防止タイプＰＶの単独運転検出シミュレーション検討事例

1研究紹介

1．シミュレーション用ＰＶモデル
　シミュレーションには、電力中央
研究所（以下、電中研と略称）開発
の電力系統瞬時値解析プログラム
ＸＴＡＰ(eXpandable Transient 
Analysis Program)を用いました。
シミュレーションソフトXTAP上で
動作するPVモデルには幾つかの種
類があり、電中研作成の「内部DC
回路の詳細検討のための最新モデ
ル」は、能動注入一時中断の動作が
可能であるものの、パソコンでの計
算に長時間を要するものでした。一
方、以前に電中研が作成していた

「配電系統側のAC回路の影響検討

用の高速計算モデル」では、従来タ
イプPV(能動注入継続)の動作しか
できませんでした。そこでDC回路
詳細検討モデルから｢能動注入一
時中断（フリッカ防止）機能｣部分を
取出し、AC回路高速計算モデルへ
移植することにしました。これによ
り、様々に設定条件を変化させた多
数のケースの検討が短時間で出来
るようになりました。

2．フリッカ防止タイプＰＶと
　従来タイプＰＶの動作波形比較
　第１図にフリッカ防止タイプＰＶと
従来タイプＰＶの計算機シミュレー

ション結果の一例として、ＰＶ出力電
流の瞬時値波形を示します。いず
れのＰＶも当初は正常に連系運転し
ていますが、時刻0.6秒の時点で、
フリッカ誘発擾乱を配電系統に印
加してやると、その後の動作に相違
が見られます。フリッカ防止タイプ
ＰＶでは一時的に出力電流が変動
するものの、すぐに収束していま
す。しかし従来タイプＰＶではフリッ
カが継続しています。従来タイプの
ＰＶが大量に連系されると、それに
応じて配電線へ大量の「能動信号」
注入が継続してしまう場合があり、
この際にフリッカ障害が出現するこ

とになります。一方、「能動信号一時
中断」方式の新型ＰＶでは、フリッカ
予兆を検出すると、「能動信号」の注
入を中断するため、大量に連系され
た場合であってもフリッカ障害の防
止に確実な効果を発揮する仕様に
なっていることが判ります。
　引き続いて、時刻1.0秒の時点
で、上位の系統電源を開放し単独
運転状態を出現させてみました。
ＰＶ発電出力と単独運転区間の負
荷量とをバランスさせて単独運転
の検出には最も困難な条件を設定
しましたが、両タイプいずれのＰＶ
も0.1秒弱で出力を停止していま
す。能動注入を一時中断させるフ
リッカ防止タイプＰＶの停止時間と、
能動注入を継続する従来タイプＰＶ
の停止時間に差はみられません。
一時中断の影響は表面化せず、検
出遅延には至っていないことが判
ります。
　ただし、このシミュレーションは、
配電線に連系しているＰＶが全てフ
リッカ防止タイプＰＶだけの場合
や、全て従来タイプＰＶだけの場合

の模擬ですので、配電線に連系さ
れている既存の従来タイプＰＶの一
部がフリッカ防止タイプＰＶに順次
リプレースされていく場合につい
ては、検討しきれていません。

3．両タイプＰＶ混在時の影響
　そこで、フリッカ防止タイプＰＶと
従来タイプＰＶとが混在している現
場での影響を検討するため、両タイ
プのＰＶを混在させてシミュレー
ションを行ってみました。フリッカ防
止タイプＰＶ(新型パワコン)導入率
を横軸に、単独運転検出時間を縦
軸にプロットした結果を第２図に示
します。フリッカ防止タイプＰＶ(能
動注入一時中断仕様)が増加して
も、単独運転検出時間は長期化せ
ず、ほぼ一定(0.06～0.09秒以内)

でした。両タイプが混在した場合で
もフリッカ防止タイプＰＶによる単
独運転検出時間の遅延は表面化す
ることはないという結果が確認で
きたと言えます。

4．成果と今後の取組み
　新たに仕様改正されたフリッカ
防止タイプＰＶに関し、コンピュータ
シミュレーションを用いた様々な条
件設定ケースでの検討が可能とな
りました。今後は、力率0.95運用の
インバータや、各種の高機能化が
施された多種多様の新たな仕様の
インバータが系統に連系されてく
ると考えられることから、それらに
ついても必要に応じて適宜モデル
化を図り、電力系統の品質維持を
図っていきます。

フリッカ防止タイプＰＶの導入率が増加しても、
単独運転検出時間は、0.06～0.09秒で、ほぼ一定。

研究開発室　技術研究所　流通技術研究室（系統･配電）

　配電系統への太陽光連系インバータ(以下PVと略記)には、単独運転防止装置（能動信号注入方式）が搭載され
ていますが、大量連系時に一部のPVにおいて発生したフリッカ障害を防止するため「能動信号注入の一時中断/自
動再開」方式に仕様変更されました。この能動注入一時中断によって、今度は単独運転の検出を遅延させてしまう
のではないかと懸念されたため、計算機シミュレーションによって検討を行いました。その確認結果を紹介します。
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第1図　両タイプＰＶのシミュレーション波形

第2図　両タイプＰＶ混在時の単独運転検出時間の変化
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写真1　限流AH付がいし

（b） 限流AH付引通しがいし（a） 限流AH付引留めがいし

写真2　限流AH付がいし用カバー

（b） 限流AH付引通しがいし用カバー（a） 限流AH付引留めがいし用カバー

第1図　避雷器と限流AH付がいしのV-I特性

第3図　避雷器とAH付がいしの性能

第2図　各種配電機材のV-T特性
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AH付がいしと配電機材の
S.O電圧波高値は交わっておらず、
絶縁協調が保たれています

方法 取付間隔※1
コスト比較

（現行対策基準）
Ｆ.Ｏ.発生率
[件/km/年] 評価

現行対策※2
避雷器 150m~300m

100 0.038~0.058 ー
架空地線 全径間

新対策 ＡＨ付がいし 40m 90 0.000※3 〇
※1 当社では電柱から電柱の標準間隔は約40mです。
※2 地域によって異なる可能性があります。
※3 全電柱（40m）にAH付がいしを取付した場合は、計算上F.0.は発生しません。

第1表　避雷器とAH付がいしのコストおよび性能比較
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高圧限流アークホーン付がいしの導入について

2研究紹介

1．背景および目的
　高圧配電線における供給支障事
故の約2割が雷を原因とした設備
故障です。当社の対策は、直撃雷は
考慮せず、誘導雷からの保護を目的
として架空地線と避雷器による対
策を実施してきました。しかし、近年
供給支障事故件数は横ばいであり、
さらなる減少には直撃雷も考慮し
た対策検討が必要となっています。
　直撃雷の対策には、避雷素子を
密に施設することが有効とされて
います。しかし、避雷器を密に施設
するには避雷器の増設および接地
工事が必要であることからコスト
アップが課題です。そこで、さらな
る供給信頼度向上とコスト低減を
目的として、高圧限流アークホーン
付がいし（以下、AH付がいし）を開
発しました。

2．限流アークホーン付がいしの概要
　開発したAH付がいしを写真1に
示します。
　AH付がいしは、引留めと引通し
の2種類を開発しました。特徴は、避
雷器同様に雷サージをアークホー
ン部と接地電極間で放電できる構
造とし、また避雷器のような接地工
事は不要としました。AH付がいしの
動作原理は、避雷器と同一です。避
雷器とAH付がいしのそれぞれの
V-I特性を第1図に示します。AH付
がいしは、避雷器同様に非線形抵抗
の特性を有しています。
　また従来の高圧ピンがいしは、電
線を把持するためにバインド掛けを
実施してきましたが、作業性を考慮
して、AH付引通しがいしの電線把
持部は片側のみボルトを締め付け
することで、容易に把持することが
可能となる構造としました。また風

による振動を原因とした断線対策と
して、ストレスを分散させるために
把持部をスイング構造としました。

3．限流アークホーン付がいし用
カバーの概要

　AH付がいしの取付後、がいし
と電線の接続箇所へ雨水や埃等
の混入を防ぐために、開発した
AH付がいし用カバーを写真2に
示します。
　カバーの形状は、安全面を考慮
して関接活線工法にも適用できる
構造とし、作業性向上のために絶縁
ヤットコで把持が容易に出来るよう
工夫しました。

4．耐雷性能評価
（1）AH付がいしと各種配電機材の

絶縁協調の検証
　電力中央研究所殿の塩原実験場

にて、AH付がいしと各種配電機材
との間の絶縁協調について検証を
行いました。
　検証内容は、試験配電線へ雷イ
ンパルス電流を印加し、電流波高
値を変化させスパークオーバ（以
下、S.O.）が生じるまでの時間を測
定しました。第2図に各機材のV-T
特性を示します。AH付がいしの
V-T特性は、いずれの時間領域にお
いても他の配電機材と交わらず、
絶縁協調が保たれていることを確
認しました。

（2）AH付がいしの導入効果の検証
　AH付がいしの耐雷性能を確認
する目的で、電力系統瞬時値解析
プログラム（以下、XTAP）を使用し
て、AH付がいし、もしくは避雷器が
取付られた条件におけるフラッシ
オーバ発生率（以下、F.O.発生率）
の計算を行いました。第3図に計算
結果を示します。
　避雷器とAH付がいしでは、どの
取付間隔においてもF.O.発生率が
同程度であることから、同等の性能
を有していることも確認しました。
　次に当社における雷に対する現
行対策（避雷器・架空地線）と新たな
対策（AH付がいし）における条件で
F.O.発生率の計算を行い、コストお
よび性能比較を第1表に示します。
　新たな対策としてAH付がいしを
40m（全柱）に取付しても、現行対
策よりもコストメリット（約1割）があ
り、またF.O.発生率も低くなるた
め、耐雷性能についても優れてい
ることを確認しました。

5．まとめと今後の予定
　さらなる供給信頼度向上とコス
ト低減を目的として、AH付がいしを
開発しました。耐雷性能評価では、

各種配電機材と絶縁協
調が保たれていること、
またXTAPを用いた計算
では、避雷器とAH付がい
しの性能が同等であるこ
とを確認しました。
　AH付がいしは現状対
策よりコスト面および耐
雷性能面で優れており、
AH付がいしを効果的に
施設することで、供給信
頼度向上とコスト低減の
両立が図れます。
　今後は、雷害による高
圧配電線事故を防止する
ことを目的に、実現場へ
の導入を行う予定です。

送配電カンパニー　配電部　配電開発グループ

　高圧配電線の雷害対策については、誘導雷からの保護を目的として架空地線と避雷器の施設を行ってきました
が、依然として全ての供給支障事故における雷を原因とした事故が約2割と高い比率を占めています。
　高圧配電線における雷事故の低減には、避雷素子を密に施設することが供給信頼度向上の観点から有効であ
ることがわかっており、今回高圧限流アークホーン付がいしを開発したものです。
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写真1　限流AH付がいし

（b） 限流AH付引通しがいし（a） 限流AH付引留めがいし

写真2　限流AH付がいし用カバー

（b） 限流AH付引通しがいし用カバー（a） 限流AH付引留めがいし用カバー

第1図　避雷器と限流AH付がいしのV-I特性

第3図　避雷器とAH付がいしの性能

第2図　各種配電機材のV-T特性
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AH付がいしと配電機材の
S.O電圧波高値は交わっておらず、
絶縁協調が保たれています

方法 取付間隔※1
コスト比較

（現行対策基準）
Ｆ.Ｏ.発生率
[件/km/年] 評価

現行対策※2
避雷器 150m~300m

100 0.038~0.058 ー
架空地線 全径間

新対策 ＡＨ付がいし 40m 90 0.000※3 〇
※1 当社では電柱から電柱の標準間隔は約40mです。
※2 地域によって異なる可能性があります。
※3 全電柱（40m）にAH付がいしを取付した場合は、計算上F.0.は発生しません。

第1表　避雷器とAH付がいしのコストおよび性能比較
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高圧限流アークホーン付がいしの導入について

2研究紹介

1．背景および目的
　高圧配電線における供給支障事
故の約2割が雷を原因とした設備
故障です。当社の対策は、直撃雷は
考慮せず、誘導雷からの保護を目的
として架空地線と避雷器による対
策を実施してきました。しかし、近年
供給支障事故件数は横ばいであり、
さらなる減少には直撃雷も考慮し
た対策検討が必要となっています。
　直撃雷の対策には、避雷素子を
密に施設することが有効とされて
います。しかし、避雷器を密に施設
するには避雷器の増設および接地
工事が必要であることからコスト
アップが課題です。そこで、さらな
る供給信頼度向上とコスト低減を
目的として、高圧限流アークホーン
付がいし（以下、AH付がいし）を開
発しました。

2．限流アークホーン付がいしの概要
　開発したAH付がいしを写真1に
示します。
　AH付がいしは、引留めと引通し
の2種類を開発しました。特徴は、避
雷器同様に雷サージをアークホー
ン部と接地電極間で放電できる構
造とし、また避雷器のような接地工
事は不要としました。AH付がいしの
動作原理は、避雷器と同一です。避
雷器とAH付がいしのそれぞれの
V-I特性を第1図に示します。AH付
がいしは、避雷器同様に非線形抵抗
の特性を有しています。
　また従来の高圧ピンがいしは、電
線を把持するためにバインド掛けを
実施してきましたが、作業性を考慮
して、AH付引通しがいしの電線把
持部は片側のみボルトを締め付け
することで、容易に把持することが
可能となる構造としました。また風

による振動を原因とした断線対策と
して、ストレスを分散させるために
把持部をスイング構造としました。

3．限流アークホーン付がいし用
カバーの概要

　AH付がいしの取付後、がいし
と電線の接続箇所へ雨水や埃等
の混入を防ぐために、開発した
AH付がいし用カバーを写真2に
示します。
　カバーの形状は、安全面を考慮
して関接活線工法にも適用できる
構造とし、作業性向上のために絶縁
ヤットコで把持が容易に出来るよう
工夫しました。

4．耐雷性能評価
（1）AH付がいしと各種配電機材の

絶縁協調の検証
　電力中央研究所殿の塩原実験場

にて、AH付がいしと各種配電機材
との間の絶縁協調について検証を
行いました。
　検証内容は、試験配電線へ雷イ
ンパルス電流を印加し、電流波高
値を変化させスパークオーバ（以
下、S.O.）が生じるまでの時間を測
定しました。第2図に各機材のV-T
特性を示します。AH付がいしの
V-T特性は、いずれの時間領域にお
いても他の配電機材と交わらず、
絶縁協調が保たれていることを確
認しました。

（2）AH付がいしの導入効果の検証
　AH付がいしの耐雷性能を確認
する目的で、電力系統瞬時値解析
プログラム（以下、XTAP）を使用し
て、AH付がいし、もしくは避雷器が
取付られた条件におけるフラッシ
オーバ発生率（以下、F.O.発生率）
の計算を行いました。第3図に計算
結果を示します。
　避雷器とAH付がいしでは、どの
取付間隔においてもF.O.発生率が
同程度であることから、同等の性能
を有していることも確認しました。
　次に当社における雷に対する現
行対策（避雷器・架空地線）と新たな
対策（AH付がいし）における条件で
F.O.発生率の計算を行い、コストお
よび性能比較を第1表に示します。
　新たな対策としてAH付がいしを
40m（全柱）に取付しても、現行対
策よりもコストメリット（約1割）があ
り、またF.O.発生率も低くなるた
め、耐雷性能についても優れてい
ることを確認しました。

5．まとめと今後の予定
　さらなる供給信頼度向上とコス
ト低減を目的として、AH付がいしを
開発しました。耐雷性能評価では、

各種配電機材と絶縁協
調が保たれていること、
またXTAPを用いた計算
では、避雷器とAH付がい
しの性能が同等であるこ
とを確認しました。
　AH付がいしは現状対
策よりコスト面および耐
雷性能面で優れており、
AH付がいしを効果的に
施設することで、供給信
頼度向上とコスト低減の
両立が図れます。
　今後は、雷害による高
圧配電線事故を防止する
ことを目的に、実現場へ
の導入を行う予定です。
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　高圧配電線における雷事故の低減には、避雷素子を密に施設することが供給信頼度向上の観点から有効であ
ることがわかっており、今回高圧限流アークホーン付がいしを開発したものです。
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第3図　ALBと深浅測量で得られた水深の比較

第1図　ALB測量当日の濁度鉛直分布

第1表　機器仕様・計測諸元

機  器  名 SAKURA-GH
（RIEGL社VQ-880-GH搭載）

飛 行 方 法 等速直線飛行（回転翼）

飛 行 高 度 610 m

飛 行 速 度 100 km/h

レーザ照射数 緑：550 kHz，近赤外：145 kHz

スキャン角度 プラスマイナス20 °

計測点間隔
【進行方向】
緑：0.34 m，近赤外：0.44 m

【直行方向】
緑：0.20 m，近赤外：0.44 m

第2図　ダム貯水池の地形測量結果
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グリーンレーザを用いたダム貯水池の測量

3研究紹介

1．背景と目的
　ダム貯水池内の地形の計測には、
従来から主に音響測深による深浅測
量が行われています。その際、所定
の横断測線に沿った地形を計測する
場合にはシングルビームが、面的な
地形情報を取得する場合にはマル
チビームが使用されます。
　しかしながら、いずれの方法も、広
域の測量には膨大なコストと時間が
必要となるだけでなく、水際などの
浅部では、座礁するリスクがあるため
ボートが浅部に近寄れず、地形デー
タを取得することができません。
　このため、浅部や陸域のように音
響測深では地形を計測できない領
域については、トータルステーション
などを用いた別の手法による測量
が必要であり、これもまたコスト増
大の原因となっています。
　一方、これらの問題の解消が期待さ
れる技術として、近年、河川において
水中を透過するグリーンレーザを用
いた航空レーザ測深（ALB：Airborne 
Laser Bathymetry）に関する検討が
進められています。また、ALBの計測
精度に関しては、河川横断測量の結果
と比較した検証事例はあるものの、ダ
ム貯水池の面的な地形データと比較
した検証事例はありません。
　そこで、本研究では、ダム貯水池
におけるALBの適用性を確認するこ
とを目的として、グリーンレーザを用

いたALBを実施するとともに、従来
からの手法である音響測深の結果
と比較検証しました。

2．ALBの概要
　今回の測量で使用したALBは、近
赤外線波長域（レッドレーザ）と緑色
波長域（グリーンレーザ）の2つのレー
ザ測距儀を用いて陸域と水域の地形
を計測するシステムです（第1表）。
　レッドレーザは、水に吸収されやす
いため、水底部である河床形状や海
底地形は計測できません。一方、グ
リーンレーザは、水による吸収が少
なく、水底まで到達したレーザ光の
反射波を取得することができるた
め、従来の航空レーザ測量（レッド
レーザ）では困難であった水域の地
形の把握が可能となります。ただし、
水域の水深や濁度の影響により、水
底部からの反射波が得られない場
合には欠測となります。

3．現地測量の概要
（1）ALBによる測量
　現地測量は、新宮川系熊野川最上
流に位置する川迫ダム（堤高36.5m、
堤頂長111.6mの重力式ダム）で行い
ました。川迫ダムの洪水吐には、幅8m
のラジアルゲート1門を備えていま
す。ダム貯水池の堆砂率は約86%で
あり、かなり堆砂が進行しています。
　川迫ダムにおいて、平成30年10
月16日にALBによる地形計測を行
いました。計測は、ダムから上流へ
3.5kmの範囲で実施し、陸域・水域
両方の地形データを取得しました。
7コースを飛行し、コース間隔は
220m（重複度約50%）としました。
本稿では、そのうちの貯水池内の
データを示します。
　また、ALB測量当日のダム貯水池
内の濁度は、第1図に示すとおり濁
度（FTU）が1以下であり、透明度が
高い状態でした。

（2）深浅測量
　ALBによる計測精度を比較検証する
ことを目的として、平成30年10月11日
～13日に深浅測量（水域のみ）を行い
ました。深浅測量には、組立式FRP船に
設置した音響測深機（シングルビーム）
を用いました。堆砂測量では、所定の
横断測線に沿って水深を測定するのが
一般的ですが、本研究では、ALBによっ
て取得した面的な地形データとの比較
検証を目的としているため、GNSS（全
球測位衛星システム）を利用して平面
座標を求めながら縦横断方向に船を
航行させることで、ダム貯水池内の面
的な地形データを取得しました。

4．計測精度の検証
　ALBと深浅測量で計測したダム貯
水池の水底の地形を第2図に示しま
す。図中のコンターは、当日のダム水
位を基準とする水深の等値線です。
なお、ALBの結果（第2図（a））には、両
者の比較を容易にするために深浅測
量の計測範囲を示しています。
　両者の結果には、川迫ダム貯水池
の中央付近に堆砂の進行に伴う舌状
の浅瀬が確認できます。また、右岸側
には、上流からダム洪水吐に向かって
周辺より深い領域（澪筋）が形成され
ていることが分かります。これらの概
観による比較から、ALBで計測された
地形は深浅測量で得られた地形と概

ね一致しているといえます。
　次に、ALBおよび深浅測量
の計測データから、それぞれ
1m間隔のグリッドデータを作
成し、同一地点（11,326点）に
おける水深を比較した結果を
第3図に示します。この結果に
より、両者が良好に一致して
いることが定量的に確認でき
ます。
　なお、ALBが深浅測量と比
べて小さくなっている箇所が
ありますが、これらは、人工構
造物や堆砂の進行により水深が浅く
船が航行できない領域と推定されま
す。本来、深浅測量では、水際などの
浅部については、レッド（測深錘）やロッ
ド（測深棒）を水底に着底させて計測
するのに対して、本研究では、音響測
深のみによる深浅測量としています。
したがって、船が航行できない浅部で
は、深浅測量の水深データは、周辺の
音響測深の計測値から補間されるた
め、実際よりも大きな値となる一方
で、ALBの水深データは、浅部でも計

測可能であるため、実際の水深を計
測した値となっており、両者の結果に
差異が生じたものと考えられます。

5．まとめ
　グリーンレーザを用いたALBによ
りダム貯水池内の測量を行った結
果、水深6m以浅で透明度の高い水
質という限られた条件であるもの
の、従来の深浅測量（音響測深）と同
程度の精度で面的な地形データを
取得できることが確認されました。

研究開発室　技術研究所　土木技術研究室

　河川・海岸の地形測量では、水中を透過するグリーンレーザを用いた航空レーザ測深（ALB：Airborne 
Laser Bathymetry）により、測量コストの削減や詳細な地形データの取得が期待されます。ALBの計測精度に関
しては、河川横断測量の結果と比較した検証事例はあるものの、ダム貯水池の面的な地形データと比較した検証
事例はありません。そこで、本研究では、ダム貯水池におけるALBの適用性を確認することを目的として、グリー
ンレーザを用いたALBを実施するとともに、従来からの手法である音響測深の結果と比較検証しましたので、そ
の概要について報告します。
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第3図　ALBと深浅測量で得られた水深の比較

第1図　ALB測量当日の濁度鉛直分布

第1表　機器仕様・計測諸元

機  器  名 SAKURA-GH
（RIEGL社VQ-880-GH搭載）

飛 行 方 法 等速直線飛行（回転翼）

飛 行 高 度 610 m

飛 行 速 度 100 km/h

レーザ照射数 緑：550 kHz，近赤外：145 kHz

スキャン角度 プラスマイナス20 °

計測点間隔
【進行方向】
緑：0.34 m，近赤外：0.44 m
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第2図　ダム貯水池の地形測量結果
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グリーンレーザを用いたダム貯水池の測量

3研究紹介

1．背景と目的
　ダム貯水池内の地形の計測には、
従来から主に音響測深による深浅測
量が行われています。その際、所定
の横断測線に沿った地形を計測する
場合にはシングルビームが、面的な
地形情報を取得する場合にはマル
チビームが使用されます。
　しかしながら、いずれの方法も、広
域の測量には膨大なコストと時間が
必要となるだけでなく、水際などの
浅部では、座礁するリスクがあるため
ボートが浅部に近寄れず、地形デー
タを取得することができません。
　このため、浅部や陸域のように音
響測深では地形を計測できない領
域については、トータルステーション
などを用いた別の手法による測量
が必要であり、これもまたコスト増
大の原因となっています。
　一方、これらの問題の解消が期待さ
れる技術として、近年、河川において
水中を透過するグリーンレーザを用
いた航空レーザ測深（ALB：Airborne 
Laser Bathymetry）に関する検討が
進められています。また、ALBの計測
精度に関しては、河川横断測量の結果
と比較した検証事例はあるものの、ダ
ム貯水池の面的な地形データと比較
した検証事例はありません。
　そこで、本研究では、ダム貯水池
におけるALBの適用性を確認するこ
とを目的として、グリーンレーザを用

いたALBを実施するとともに、従来
からの手法である音響測深の結果
と比較検証しました。

2．ALBの概要
　今回の測量で使用したALBは、近
赤外線波長域（レッドレーザ）と緑色
波長域（グリーンレーザ）の2つのレー
ザ測距儀を用いて陸域と水域の地形
を計測するシステムです（第1表）。
　レッドレーザは、水に吸収されやす
いため、水底部である河床形状や海
底地形は計測できません。一方、グ
リーンレーザは、水による吸収が少
なく、水底まで到達したレーザ光の
反射波を取得することができるた
め、従来の航空レーザ測量（レッド
レーザ）では困難であった水域の地
形の把握が可能となります。ただし、
水域の水深や濁度の影響により、水
底部からの反射波が得られない場
合には欠測となります。

3．現地測量の概要
（1）ALBによる測量
　現地測量は、新宮川系熊野川最上
流に位置する川迫ダム（堤高36.5m、
堤頂長111.6mの重力式ダム）で行い
ました。川迫ダムの洪水吐には、幅8m
のラジアルゲート1門を備えていま
す。ダム貯水池の堆砂率は約86%で
あり、かなり堆砂が進行しています。
　川迫ダムにおいて、平成30年10
月16日にALBによる地形計測を行
いました。計測は、ダムから上流へ
3.5kmの範囲で実施し、陸域・水域
両方の地形データを取得しました。
7コースを飛行し、コース間隔は
220m（重複度約50%）としました。
本稿では、そのうちの貯水池内の
データを示します。
　また、ALB測量当日のダム貯水池
内の濁度は、第1図に示すとおり濁
度（FTU）が1以下であり、透明度が
高い状態でした。

（2）深浅測量
　ALBによる計測精度を比較検証する
ことを目的として、平成30年10月11日
～13日に深浅測量（水域のみ）を行い
ました。深浅測量には、組立式FRP船に
設置した音響測深機（シングルビーム）
を用いました。堆砂測量では、所定の
横断測線に沿って水深を測定するのが
一般的ですが、本研究では、ALBによっ
て取得した面的な地形データとの比較
検証を目的としているため、GNSS（全
球測位衛星システム）を利用して平面
座標を求めながら縦横断方向に船を
航行させることで、ダム貯水池内の面
的な地形データを取得しました。

4．計測精度の検証
　ALBと深浅測量で計測したダム貯
水池の水底の地形を第2図に示しま
す。図中のコンターは、当日のダム水
位を基準とする水深の等値線です。
なお、ALBの結果（第2図（a））には、両
者の比較を容易にするために深浅測
量の計測範囲を示しています。
　両者の結果には、川迫ダム貯水池
の中央付近に堆砂の進行に伴う舌状
の浅瀬が確認できます。また、右岸側
には、上流からダム洪水吐に向かって
周辺より深い領域（澪筋）が形成され
ていることが分かります。これらの概
観による比較から、ALBで計測された
地形は深浅測量で得られた地形と概

ね一致しているといえます。
　次に、ALBおよび深浅測量
の計測データから、それぞれ
1m間隔のグリッドデータを作
成し、同一地点（11,326点）に
おける水深を比較した結果を
第3図に示します。この結果に
より、両者が良好に一致して
いることが定量的に確認でき
ます。
　なお、ALBが深浅測量と比
べて小さくなっている箇所が
ありますが、これらは、人工構
造物や堆砂の進行により水深が浅く
船が航行できない領域と推定されま
す。本来、深浅測量では、水際などの
浅部については、レッド（測深錘）やロッ
ド（測深棒）を水底に着底させて計測
するのに対して、本研究では、音響測
深のみによる深浅測量としています。
したがって、船が航行できない浅部で
は、深浅測量の水深データは、周辺の
音響測深の計測値から補間されるた
め、実際よりも大きな値となる一方
で、ALBの水深データは、浅部でも計

測可能であるため、実際の水深を計
測した値となっており、両者の結果に
差異が生じたものと考えられます。

5．まとめ
　グリーンレーザを用いたALBによ
りダム貯水池内の測量を行った結
果、水深6m以浅で透明度の高い水
質という限られた条件であるもの
の、従来の深浅測量（音響測深）と同
程度の精度で面的な地形データを
取得できることが確認されました。
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　河川・海岸の地形測量では、水中を透過するグリーンレーザを用いた航空レーザ測深（ALB：Airborne 
Laser Bathymetry）により、測量コストの削減や詳細な地形データの取得が期待されます。ALBの計測精度に関
しては、河川横断測量の結果と比較した検証事例はあるものの、ダム貯水池の面的な地形データと比較した検証
事例はありません。そこで、本研究では、ダム貯水池におけるALBの適用性を確認することを目的として、グリー
ンレーザを用いたALBを実施するとともに、従来からの手法である音響測深の結果と比較検証しましたので、そ
の概要について報告します。
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第1図　岸田川発電所の現状設備

①映像を二値化し、フレーム毎に白部分の重心
と移動方向（＋の時1、－の時－1）を求めます。

②連続nフレーム分の移動方向を累積し、累積値
が閾値を超えた時、スノージャムと判定します。

第7図　二値化重心移動によるロジック例

写真2　スノージャム未発生時のフレーム状況

写真3　スノージャム発生時のフレーム状況

第6図　画像検出装置の設置イメージ

写真1　昼間のスノージャム発生状況

第1表　スノージャムの発生状況

第5図　検出装置の設置状況
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スノージャム検出部と水位検出部 
との角度差により検出 

スノージャム検出部 水位検出部 

スノージャム 
除けスノコ 

ｽﾉｰｼﾞｬﾑ 

パソコン 気象観測装置 

監視カメラ 

検出センサー 

回数 発生期間 気温 
兎和野高原 

発電停止  
降雪 積雪 

1 回目 
H29/12/13 
18:00 ～ 22:00 

-1℃ 
付近 

2cm 37cm  

2 回目 
H29/12/27 
02:30 ～ 04:30 

-2℃～
-1℃ 

6cm 60cm  

3 回目 
H29/12/27  H29/12/28  
08:30 ～ 14:30 

-2℃～
-0℃ 

3cm 78cm 
H29/12/27 H29/12/28
13:54  ～ 16:00

4 回目 
H30/01/26 
03:30 ～ 16:30 

-4℃ 
付近 

5cm 109cm 
 

 

重心 

重心 

第4図　水位換算のイメージ

第3図　傾斜計による検出システム概要

第2図　傾斜計による検出イメージ

■7シーン、4200フレームの映像による検証例
　未発生 ： 6シーン（昼夜、降雪有無）
　発　生 ： 1シーン（夜間降雪）
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スノージャム現象の認証技術の開発研究

4研究紹介

1．岸田川発電所の概要とスノージャム
　 発生時の運用と問題点
　岸田川発電所は、兵庫県美方郡新温泉町南西部の岸田
川水系岸田川に位置し、当社朝来水力センター管内の最大
出力900kWの水路式の発電所で、大正9年から運用され
ています。第1図に岸田川発電所の現状設備を示します。

　岸田川発電所におけるスノージャム発生時の運用
は、「スノージャムの発生」→「応水自動運転で発電機
停止～起動を繰り返す」→「給電制御所から土木係長
へ連絡」→「現場のスノージャム状況を確認（土木係長
がITVカメラでスノージャム発生を確認、委託水路員
が第一取水口ならびに水槽にて目視でスノージャム
発生を確認）」としています。必要に応じて「委託水路員
が水槽でスノージャム排出作業の実施」→「スノージャ
ムの排出が不可能な場合は、給電制御所にて発電機
の保安停止と第一取水口制水門の非常閉操作ならび
に導水路途中にある石井谷制水門の非常閉操作・排
砂門の非常開操作の実施」→「水槽排砂門からスノー
ジャム排出作業の実施」という対応を行っています。
　現状のスノージャム発生時の運用には、以下の三
点の問題があります。一点目は、水車発電機の応水制
御により停止～起動するまでスノージャムの検出が
出来ないという点です。二点目は、給電制御所がス
ノージャムを確認し、対応が遅れた場合、第三者被害
の可能性がある点です。三点目は、水槽内へ大量の
スノージャムが流入すると排出作業が必要となり、長
期間の発電停止を余儀なくされる点です。上記問題
を解消するには、素早く正確にスノージャムを検出で
きる技術を構築する必要があります。

2．機械式認証技術について
（1）検出装置の概要

　第2図に機械式認証用の検出装置の概要を示します。ここ
では、スノージャムがある程度の塊となった状態で水路全体
に流入し、検出装置へ連続的に衝突することを想定していま
す。装置には、検出センサーとしてフロート付き傾斜計を用
いています。検出センサーは、第3図のように水槽内に3台設
置しました。そのうちの1台（左岸側）は、スノージャムの影響
を受けないようにスノコで防護し、水位検出用のセンサーと
しました。残りの2台（中央部と右岸側）をスノージャム検出
用のセンサーとしました。第4図に示すように、検出センサー
で計測した傾斜角度から算定した水位をスノージャム検出
の閾値とし、スノージャム検出用センサーが、その閾値を連
続で超えた場合に、スノージャム発生の判定を行いました。

（2）検出装置の現地実証試験
a.現地実証試験方法
　現地実証試験は、岸田川発電所水槽で実施しま
した。実証試験は、「（1）検出装置の概要」で述べた
とおり水位検出用センサーとスノージャム検出用
センサーの双方で求めた水位の差に基づいて、ス
ノージャム発生の判定を行なうものとしました。ス
ノージャム発生有無の閾値は、双方のセンサーで
求めた水位の差が5cmを超え、かつその状態が20
秒以上連続で続くこととし、その閾値を超えた場合
にスノージャムが発生したものと判定しました。
　実証試験の検出装置の設置状況を第5図に示し
ます。なお、現地のスノージャム発生状況や検出装
置の動作状況を把握するため、現地に監視カメラ
を設置し、動画撮影を行いました。また、現地の気
象情報（温度・湿度・雨量・風速・気圧）を把握するた
め、気象観測装置を設置しました。検出データ、動
画データ、気象観測データは、水槽番舎に設置した
PC内臓HDDへ保存管理を行いました。

b.現地実証試験結果
　スノージャム検出装置の実証試験をH29/12/7から
H30/3/2で実施しました。実証試験期間において第1
表に示すタイミングでスノージャムが発生したことを監
視カメラの映像記録から確認しました。しかし、その各
時点では、実証試験の閾値を超過することはなく、この
検出装置ではスノージャムを検出できませんでした。

c.スノージャム検出が出来なった原因
　今回の検出装置において、スノージャムの検出が出
来なかった主な原因は、以下の三点が考えられます。

（a）スノコの機能不全
　当初計画では、スノージャム除けスノコを設置する
ことで水槽内の流れが水路右岸側に偏ると想定し、水
路左岸側の水位検出部へは、スノージャムが流入しな
いと考えていました。そのため、スノージャムが発生し
た際、水位検出用センサーとスノージャム検出用セン
サーに有意な差が生じるものと見込んでいました。
　しかし実際には、スノージャムが水路全体（均等）
に流れ込み、すべての検出センサーが同様の動き
となり、センサー間の水位差が生じず、検出するこ
とができなかったものと考えられます。

（b）検出センサー上の積雪
　スノージャム発生時に検出センサー上に大量の積
雪が確認されました。雪の重みのためにセンサーが動
作せず、スノージャムがセンサーの下を通過したこと
で、検出することができなかった可能性があります。

（c）スノージャムの流速
　当初計画では、ある程度の大きな流速により、スノー
ジャムが検出センサーに衝突することで検出させる構
造でした。しかし実際には、水槽内に流れるスノージャム
自体の流速が想定よりも遅く、スノージャムが検出セン
サーを動作させるほどの衝撃を与えることができず、検
出センサーの下や周囲を通過してしまい、スノージャム
を検出することができなかった可能性があります。

3．光学（画像）式認識技術について
（1）検出装置の概要

　USBタイプのカメラを用い、第6図のように岸田川発
電所水槽上1mに下向きで取り付け撮影を行いました。

（2）実証試験方法
　岸田川発電所においてH29/12/7～H30/3/19
で連続撮影を行い、第1表のようにスノージャム発
生を4回確認できました。上記映像の他に、岸田川
発電所水槽のITV映像も加えて、ディープラーニン
グ、二値化重心移動観察の画像処理によるスノー
ジャム発生の検出を試みました。

（3）実証試験結果
　画像処理は、Python、OpenCV、Chainerなど
のオープンソースにより実施しました。
a.ディープラーニングによる判定
　ライブラリとしてChainerを使い、モデルはAlexNetとし
て三状態判定（夜間、昼間、それ以外）の学習済みモデルを
作成しました。52295枚の画像を学習用として用い、学習
精度は98.6％となりました。作成した学習済みモデルによ
る判定は0から1の数値で返され、三状態のうち一番大き
いものが判定結果となります。写真1は、昼間のスノージャ
ムの事例（返り値0.9889以上スノージャムの判定）であり
ますが、昼間・夜間とも、いずれも良好な結果となりました。

b.二値化重心移動観察による判定
　映像を二値化し、白部分の重心を各フレーム間で、
どのように移動するか連続的に観察することにより、
スノージャムの発生を判定させました。
　スノージャムが発生していない場合の二値化画像は、
風波などの影響を受けた水面からの反射など、これまで
の手法では検出を妨げるノイズのみとなるが、この場合
の重心移動は1点で小さく振動する傾向になります。

　これに対してスノージャムが発生した場合は、ノイ
ズ源による振動に加え、重心が一定方向に移動しま
す。これを識別することでスノージャム発生を判定
することができます。第7図にロジック例を示します。

　取水口で取得した映像検証では、夜間・昼間ともス
ノージャム発生を検出し、スノージャムが発生していない
状態では誤検出しないことを写真2、3で確認しました。

4．おわりに
　本報告は、岸田川発電所水槽におけるスノー
ジャム発生状況を素早く正確に認識させることを
目的として、機械式認証技術ならびに光学（画像）式
認証技術の取り組みについて報告しました。今回、
特に光学（画像）式認証技術において、一定の成果
が得られました。今後は、専門的な知見が必要であ
ることから、情報通信部門が開発を進めます。
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第1図　岸田川発電所の現状設備

①映像を二値化し、フレーム毎に白部分の重心
と移動方向（＋の時1、－の時－1）を求めます。

②連続nフレーム分の移動方向を累積し、累積値
が閾値を超えた時、スノージャムと判定します。

第7図　二値化重心移動によるロジック例

写真2　スノージャム未発生時のフレーム状況

写真3　スノージャム発生時のフレーム状況

第6図　画像検出装置の設置イメージ

写真1　昼間のスノージャム発生状況

第1表　スノージャムの発生状況

第5図　検出装置の設置状況
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第4図　水位換算のイメージ

第3図　傾斜計による検出システム概要

第2図　傾斜計による検出イメージ

■7シーン、4200フレームの映像による検証例
　未発生 ： 6シーン（昼夜、降雪有無）
　発　生 ： 1シーン（夜間降雪）
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スノージャム現象の認証技術の開発研究

4研究紹介

1．岸田川発電所の概要とスノージャム
　 発生時の運用と問題点
　岸田川発電所は、兵庫県美方郡新温泉町南西部の岸田
川水系岸田川に位置し、当社朝来水力センター管内の最大
出力900kWの水路式の発電所で、大正9年から運用され
ています。第1図に岸田川発電所の現状設備を示します。

　岸田川発電所におけるスノージャム発生時の運用
は、「スノージャムの発生」→「応水自動運転で発電機
停止～起動を繰り返す」→「給電制御所から土木係長
へ連絡」→「現場のスノージャム状況を確認（土木係長
がITVカメラでスノージャム発生を確認、委託水路員
が第一取水口ならびに水槽にて目視でスノージャム
発生を確認）」としています。必要に応じて「委託水路員
が水槽でスノージャム排出作業の実施」→「スノージャ
ムの排出が不可能な場合は、給電制御所にて発電機
の保安停止と第一取水口制水門の非常閉操作ならび
に導水路途中にある石井谷制水門の非常閉操作・排
砂門の非常開操作の実施」→「水槽排砂門からスノー
ジャム排出作業の実施」という対応を行っています。
　現状のスノージャム発生時の運用には、以下の三
点の問題があります。一点目は、水車発電機の応水制
御により停止～起動するまでスノージャムの検出が
出来ないという点です。二点目は、給電制御所がス
ノージャムを確認し、対応が遅れた場合、第三者被害
の可能性がある点です。三点目は、水槽内へ大量の
スノージャムが流入すると排出作業が必要となり、長
期間の発電停止を余儀なくされる点です。上記問題
を解消するには、素早く正確にスノージャムを検出で
きる技術を構築する必要があります。

2．機械式認証技術について
（1）検出装置の概要

　第2図に機械式認証用の検出装置の概要を示します。ここ
では、スノージャムがある程度の塊となった状態で水路全体
に流入し、検出装置へ連続的に衝突することを想定していま
す。装置には、検出センサーとしてフロート付き傾斜計を用
いています。検出センサーは、第3図のように水槽内に3台設
置しました。そのうちの1台（左岸側）は、スノージャムの影響
を受けないようにスノコで防護し、水位検出用のセンサーと
しました。残りの2台（中央部と右岸側）をスノージャム検出
用のセンサーとしました。第4図に示すように、検出センサー
で計測した傾斜角度から算定した水位をスノージャム検出
の閾値とし、スノージャム検出用センサーが、その閾値を連
続で超えた場合に、スノージャム発生の判定を行いました。

（2）検出装置の現地実証試験
a.現地実証試験方法
　現地実証試験は、岸田川発電所水槽で実施しま
した。実証試験は、「（1）検出装置の概要」で述べた
とおり水位検出用センサーとスノージャム検出用
センサーの双方で求めた水位の差に基づいて、ス
ノージャム発生の判定を行なうものとしました。ス
ノージャム発生有無の閾値は、双方のセンサーで
求めた水位の差が5cmを超え、かつその状態が20
秒以上連続で続くこととし、その閾値を超えた場合
にスノージャムが発生したものと判定しました。
　実証試験の検出装置の設置状況を第5図に示し
ます。なお、現地のスノージャム発生状況や検出装
置の動作状況を把握するため、現地に監視カメラ
を設置し、動画撮影を行いました。また、現地の気
象情報（温度・湿度・雨量・風速・気圧）を把握するた
め、気象観測装置を設置しました。検出データ、動
画データ、気象観測データは、水槽番舎に設置した
PC内臓HDDへ保存管理を行いました。

b.現地実証試験結果
　スノージャム検出装置の実証試験をH29/12/7から
H30/3/2で実施しました。実証試験期間において第1
表に示すタイミングでスノージャムが発生したことを監
視カメラの映像記録から確認しました。しかし、その各
時点では、実証試験の閾値を超過することはなく、この
検出装置ではスノージャムを検出できませんでした。

c.スノージャム検出が出来なった原因
　今回の検出装置において、スノージャムの検出が出
来なかった主な原因は、以下の三点が考えられます。

（a）スノコの機能不全
　当初計画では、スノージャム除けスノコを設置する
ことで水槽内の流れが水路右岸側に偏ると想定し、水
路左岸側の水位検出部へは、スノージャムが流入しな
いと考えていました。そのため、スノージャムが発生し
た際、水位検出用センサーとスノージャム検出用セン
サーに有意な差が生じるものと見込んでいました。
　しかし実際には、スノージャムが水路全体（均等）
に流れ込み、すべての検出センサーが同様の動き
となり、センサー間の水位差が生じず、検出するこ
とができなかったものと考えられます。

（b）検出センサー上の積雪
　スノージャム発生時に検出センサー上に大量の積
雪が確認されました。雪の重みのためにセンサーが動
作せず、スノージャムがセンサーの下を通過したこと
で、検出することができなかった可能性があります。

（c）スノージャムの流速
　当初計画では、ある程度の大きな流速により、スノー
ジャムが検出センサーに衝突することで検出させる構
造でした。しかし実際には、水槽内に流れるスノージャム
自体の流速が想定よりも遅く、スノージャムが検出セン
サーを動作させるほどの衝撃を与えることができず、検
出センサーの下や周囲を通過してしまい、スノージャム
を検出することができなかった可能性があります。

3．光学（画像）式認識技術について
（1）検出装置の概要

　USBタイプのカメラを用い、第6図のように岸田川発
電所水槽上1mに下向きで取り付け撮影を行いました。

（2）実証試験方法
　岸田川発電所においてH29/12/7～H30/3/19
で連続撮影を行い、第1表のようにスノージャム発
生を4回確認できました。上記映像の他に、岸田川
発電所水槽のITV映像も加えて、ディープラーニン
グ、二値化重心移動観察の画像処理によるスノー
ジャム発生の検出を試みました。

（3）実証試験結果
　画像処理は、Python、OpenCV、Chainerなど
のオープンソースにより実施しました。
a.ディープラーニングによる判定
　ライブラリとしてChainerを使い、モデルはAlexNetとし
て三状態判定（夜間、昼間、それ以外）の学習済みモデルを
作成しました。52295枚の画像を学習用として用い、学習
精度は98.6％となりました。作成した学習済みモデルによ
る判定は0から1の数値で返され、三状態のうち一番大き
いものが判定結果となります。写真1は、昼間のスノージャ
ムの事例（返り値0.9889以上スノージャムの判定）であり
ますが、昼間・夜間とも、いずれも良好な結果となりました。

b.二値化重心移動観察による判定
　映像を二値化し、白部分の重心を各フレーム間で、
どのように移動するか連続的に観察することにより、
スノージャムの発生を判定させました。
　スノージャムが発生していない場合の二値化画像は、
風波などの影響を受けた水面からの反射など、これまで
の手法では検出を妨げるノイズのみとなるが、この場合
の重心移動は1点で小さく振動する傾向になります。

　これに対してスノージャムが発生した場合は、ノイ
ズ源による振動に加え、重心が一定方向に移動しま
す。これを識別することでスノージャム発生を判定
することができます。第7図にロジック例を示します。

　取水口で取得した映像検証では、夜間・昼間ともス
ノージャム発生を検出し、スノージャムが発生していない
状態では誤検出しないことを写真2、3で確認しました。

4．おわりに
　本報告は、岸田川発電所水槽におけるスノー
ジャム発生状況を素早く正確に認識させることを
目的として、機械式認証技術ならびに光学（画像）式
認証技術の取り組みについて報告しました。今回、
特に光学（画像）式認証技術において、一定の成果
が得られました。今後は、専門的な知見が必要であ
ることから、情報通信部門が開発を進めます。
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第3図　代表階室内機・温湿度計の配置図

第1表　対象施設・設備概要
項　目 内容

記号
PAC-1 高顕熱型ビル用マルチエアコン室外機 56.0 63.0 15.37 16.70
PAC-1-1,2,7,8 ビル用マルチエアコン室内機 11.2 12.5 0.186
PAC-1-3,4,5,6 ビル用マルチエアコン室内機   5.6   6.3 0.050

機器名称 能力［kW］ 消費電力［kW］
冷房 冷房暖房 暖房

階　数 地上2階、塔屋1階
延床面積 1,078㎡
制御対象

室外機容量
冷房55.9 kW 暖房62.5 kW 
2台（2009年設置）

室 内 機 天井カセット室内機（4方向吹出）
換気方式 ヒートポンプ式デシカント個別方式

設定
パラメータ

•解放1の時間設定：5分または10分
•制限1,2の制限条件：所定
　電流値以下を1分継続または
　所定電流値以下を計測後即時

第1図　制御システム概要図 第2図　制御イメージ
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出力上限値を一定時間下回った
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第4図　定格電流比率および室内・外気温度
（左：制御無効日（3月6日）、右：制御有効日（2月25日））

第2表　制御対象空調設備の概要

第5図　代表日におけるCOP向上率
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低コスト版空調最適制御システムの開発

5研究紹介

1．はじめに
　多くの中小規模建物に採用され
ているEHPは、その制御内容が機
器メーカー独自の方式となってい
ます。また機器本体で制御が完結
していることもあり、設備設計者の
意図する省エネルギー運転を容易
に実現できない場合が多くありま
す。このような背景から、EHPに対
して外部から指令を与え効率を向
上させることにより省エネルギー
運転を実現できる制御システムを
開発してきました。一方で、従来の
制御システムでは高コストという課
題があったことから、さらなる普及
拡大のために、従来の制御システ
ムを簡素化し、「低コスト版空調最
適制御システム」（以下、新制御シス
テム）を開発しました。本報では、新
制御システムの概要と冬期実証試
験の結果について報告します。

2．新制御システムの概要
　新制御システムの概要を第1図に示
します。新制御システムは室外機の動
力盤もしくは各室外機から電流値のみ
を取得してエッジコンピュータに入力
し、室外機に対して指令を与えるシン
プルな構成となっています。従来の制
御システムでは入力条件として、室外
機の電流値以外に設定温度や各室内
機の吸込温度、運転モードを取得して
いましたが、新制御システムでは入力
条件を「室外機電流値」に限定すること
でシステムの簡素化を図りました。
　制御イメージを第2図に示します。図
中の制御手順により、空調機の効率（以
下、COP）が最も高くなる領域の運転時
間をできる限り長時間化することに
よって、空調機の省エネルギー運転を
実現します。従来の制御システムでは、
設定温度と室内機吸込温度の差を確
認し、乖離が大きい場合に室外機出力

を解放していましたが、新制御システム
では設定温度と室内機吸込温度は計測
せずに、電流値により出力制限・解放の
判定を行います。在室者は設定温度を
自由に変更できるため、適切な容量の
空調設備が設置されている条件下では
室内の温熱環境を長時間にわたり悪化
させる可能性は低いと考えられます。
一方で、解放条件の設定によっては室
内設定温度に対し短期的に室温の追従
が遅くなる可能性が懸念されるため、
室内の温熱環境を確保しながらCOP
の高い領域での運転を長時間化させる
ことが可能な判定条件を確認する必要
があります。そこで、実証試験を通じて
新制御システムによる効果と温熱環境
への影響を評価することとしました。

3．実証試験の概要
　兵庫県宝塚市の事務所ビルで冬期
の実証試験を行いました。対象施設

および設備の概要を第1表に、代表階
平面図を第3図に、代表階の制御対象
空調設備の概要を第2表に示します。
当該設備は高顕熱型ビル用マルチエ
アコンであり、暖房能力63.0kWの室
外機に対し、暖房能力12.5kW、
6.3kWの室外機が4台ずつ接続され
ています。試験期間は2019年1月24
日～3月8日とし、この期間内で制御
無効日・有効日を設定することで制御
の効果を検証しました。また室内温熱
環境への影響は第3図中バツ印に設
置した温湿度計により確認しました。

4．実証試験の結果
（1）電流値および室内温度の推移
　「定格電流比率」（室外機電流値／
室外機定格電流値）を負荷率に見立て
て評価を行いました。代表日における
制御無効日・有効日での定格電流比率
および室内温度の推移を第4図に示し
ます。外気温度および日積算処理熱量
が近い日を比較しました。制御無効日
では、7:20の空調起動時に定格電流
比率が70%程度に上昇しましたが、す
ぐに30%まで低下した後、8:20ごろに
98%まで再び上昇し、以降は短時間で
の発停を繰り返しました。一方で、制御
有効日は、空調機の効率を表すCOP
が最も向上する領域である出力上限
2とサーモOFF状態である出力上限1
の運転を繰り返していました。室内温
熱環境を比較すると、両日とも室内温
度推移の傾向は類似しており、制御を
有効にすることでの著しい室内温度
の変化は見られませんでした。

（2）COPの比較
　先に示した代表日におけるCOPの
向上率（制御有効日のCOP／制御無
効日のCOP）を第5図に示します。両
日とも日積算処理熱量は概ね同程度
でしたが、COPは7.0%向上しました。

5．まとめ
　低コスト版空調最適制御システムを
開発し、冬期の実証試験を行った結果、
制御を有効にしても室内環境の著しい
悪化は見られないことが確認できまし
た。引き続き、実証試験を行い、本制御
システムの有効性を評価する予定です。

土木建築室　建築環境エネルギーグループ

　近年多くの中小規模建物で電気式空気熱源ヒートポンプビル用マルチエアコン（以下、EHP）が採用され
ていますが、その制御内容はメーカー独自の方式となっており省エネルギー運転を実現できていない場合
が多くあります。
　そこで、EHPに対して外部から指令を与え、効率を向上させることにより省エネルギー運転を実現できる
制御システムを開発してきました。本報では、さらに普及拡大を目指して開発した「低コスト版空調最適制御
システム」の概要と冬期の実証試験結果について報告します。
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第3図　代表階室内機・温湿度計の配置図

第1表　対象施設・設備概要
項　目 内容

記号
PAC-1 高顕熱型ビル用マルチエアコン室外機 56.0 63.0 15.37 16.70
PAC-1-1,2,7,8 ビル用マルチエアコン室内機 11.2 12.5 0.186
PAC-1-3,4,5,6 ビル用マルチエアコン室内機   5.6   6.3 0.050

機器名称 能力［kW］ 消費電力［kW］
冷房 冷房暖房 暖房

階　数 地上2階、塔屋1階
延床面積 1,078㎡
制御対象

室外機容量
冷房55.9 kW 暖房62.5 kW 
2台（2009年設置）

室 内 機 天井カセット室内機（4方向吹出）
換気方式 ヒートポンプ式デシカント個別方式

設定
パラメータ

•解放1の時間設定：5分または10分
•制限1,2の制限条件：所定
　電流値以下を1分継続または
　所定電流値以下を計測後即時

第1図　制御システム概要図 第2図　制御イメージ
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第4図　定格電流比率および室内・外気温度
（左：制御無効日（3月6日）、右：制御有効日（2月25日））

第2表　制御対象空調設備の概要

第5図　代表日におけるCOP向上率
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1．はじめに
　多くの中小規模建物に採用され
ているEHPは、その制御内容が機
器メーカー独自の方式となってい
ます。また機器本体で制御が完結
していることもあり、設備設計者の
意図する省エネルギー運転を容易
に実現できない場合が多くありま
す。このような背景から、EHPに対
して外部から指令を与え効率を向
上させることにより省エネルギー
運転を実現できる制御システムを
開発してきました。一方で、従来の
制御システムでは高コストという課
題があったことから、さらなる普及
拡大のために、従来の制御システ
ムを簡素化し、「低コスト版空調最
適制御システム」（以下、新制御シス
テム）を開発しました。本報では、新
制御システムの概要と冬期実証試
験の結果について報告します。

2．新制御システムの概要
　新制御システムの概要を第1図に示
します。新制御システムは室外機の動
力盤もしくは各室外機から電流値のみ
を取得してエッジコンピュータに入力
し、室外機に対して指令を与えるシン
プルな構成となっています。従来の制
御システムでは入力条件として、室外
機の電流値以外に設定温度や各室内
機の吸込温度、運転モードを取得して
いましたが、新制御システムでは入力
条件を「室外機電流値」に限定すること
でシステムの簡素化を図りました。
　制御イメージを第2図に示します。図
中の制御手順により、空調機の効率（以
下、COP）が最も高くなる領域の運転時
間をできる限り長時間化することに
よって、空調機の省エネルギー運転を
実現します。従来の制御システムでは、
設定温度と室内機吸込温度の差を確
認し、乖離が大きい場合に室外機出力

を解放していましたが、新制御システム
では設定温度と室内機吸込温度は計測
せずに、電流値により出力制限・解放の
判定を行います。在室者は設定温度を
自由に変更できるため、適切な容量の
空調設備が設置されている条件下では
室内の温熱環境を長時間にわたり悪化
させる可能性は低いと考えられます。
一方で、解放条件の設定によっては室
内設定温度に対し短期的に室温の追従
が遅くなる可能性が懸念されるため、
室内の温熱環境を確保しながらCOP
の高い領域での運転を長時間化させる
ことが可能な判定条件を確認する必要
があります。そこで、実証試験を通じて
新制御システムによる効果と温熱環境
への影響を評価することとしました。

3．実証試験の概要
　兵庫県宝塚市の事務所ビルで冬期
の実証試験を行いました。対象施設

および設備の概要を第1表に、代表階
平面図を第3図に、代表階の制御対象
空調設備の概要を第2表に示します。
当該設備は高顕熱型ビル用マルチエ
アコンであり、暖房能力63.0kWの室
外機に対し、暖房能力12.5kW、
6.3kWの室外機が4台ずつ接続され
ています。試験期間は2019年1月24
日～3月8日とし、この期間内で制御
無効日・有効日を設定することで制御
の効果を検証しました。また室内温熱
環境への影響は第3図中バツ印に設
置した温湿度計により確認しました。

4．実証試験の結果
（1）電流値および室内温度の推移
　「定格電流比率」（室外機電流値／
室外機定格電流値）を負荷率に見立て
て評価を行いました。代表日における
制御無効日・有効日での定格電流比率
および室内温度の推移を第4図に示し
ます。外気温度および日積算処理熱量
が近い日を比較しました。制御無効日
では、7:20の空調起動時に定格電流
比率が70%程度に上昇しましたが、す
ぐに30%まで低下した後、8:20ごろに
98%まで再び上昇し、以降は短時間で
の発停を繰り返しました。一方で、制御
有効日は、空調機の効率を表すCOP
が最も向上する領域である出力上限
2とサーモOFF状態である出力上限1
の運転を繰り返していました。室内温
熱環境を比較すると、両日とも室内温
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有効にすることでの著しい室内温度
の変化は見られませんでした。
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効日のCOP）を第5図に示します。両
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第1図　実験住宅平面図とリビング室内の様子

第３図　実験住宅平面図

第４図　平均室温と18℃未満の割合グラフ
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本研究では作用温度≒室温とみなして考察しました
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※快適範囲は本来は室内空気温度も示すべきですが、
本図(第２図(a),(b))では床温のみを示しています。
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高断熱住宅におけるエアコン暖房の温熱環境評価について

6研究紹介

1．はじめに
　国内の住宅ストック（中古住宅）約
5000万戸のうち約95％が省エネ基
準のうち断熱等性能等級の最上位で
ある等級4の断熱性能（平成25年基
準の性能）を満たさない低断熱住宅
です。これに対し国や地方自治体は住
宅の断熱化を促進するため、補助金や
税制優遇などの様々な施策を行って
います。また国土交通省の支援の下、
スマートウェルネス住宅企画委員会
（以下、SWH）を中心とした、住宅の断
熱化がもたらす健康への影響に関す
る全国規模の調査や研究も進められ
ており、今後、高断熱住宅が普及する
中で、省エネ性・快適性などに加えて、
健康性も注目されると考えられます。
　本研究では、断熱性能別（高断熱・
中断熱・低断熱）に家庭用エアコン暖
房運転時の温熱環境を実験住宅で把
握し検証を行いましたので、高断熱住
宅条件でのエアコン暖房による床の
温まり性能の検証結果と、断熱性能別
の温熱環境についてご紹介します。

2．実験条件（床温まり性能検証）
　実験は、弊社・巽実験センターの
温熱環境が制御できる環境試験室
にある実験住宅のリビング（約22
㎡・13畳程度）で行いました。
　実験条件概要は第1表の通りで、
実験に用いるエアコンは実験室の
面積からJISに基づき選定、また高

効率エアコンと比較検討するため
の普及機エアコンも選定しました。

3．検証結果（床温まり性能検証）
　実験は風向・風量等の条件を変
えて複数ケースで行いましたが、本
稿では床の温まり性能を見るため
エアコン風向は下向き、風量は自動
の条件にした結果についてご紹介
します。高効率エアコンでは、運転
開始9分で床温が25℃に達して床

温の快適範囲とされる範囲に入り、
その時の積算消費電力量は
155Whでした。実験はリビングに
人がいる想定で風向を設定しまし
たが、狙った領域を確実に温めてい
ることもわかりました。また、運転開
始15分で床・空間とも十分に温
まっている状況となり、その後は出
力を抑えて運転していることがわ
かりました（第2図（a））。
　一方、同時刻の普及機エアコン
は、ようやく床温が上昇しはじめた
ところで、床・空間とも十分に温まっ
ていない状況でした。
　普及機エアコンで床温の快適範
囲に入るのは運転開始21分で、そ
の時の積算消費電力量は406Wh
と高効率エアコンより多い結果と
なりました（第2図（b））。
　高効率エアコンは、最初は高出
力で素早く温め、その後は出力を
抑えて省エネ性能を発揮しており、

普及機エアコンに比べて床の温め
性能に優れ、かつ積算消費電力量
も少なく省エネである事がわかり
ました。

4．実験条件（SWH指標）
　実験は、床の温まり性能と同じ実
験住宅のリビングに廊下・トイレを
含めて実施しました（第3図）。実験
室の断熱性能を、高断熱・中断熱・

低断熱と変化させ、リビングと廊下
の間のドアを閉めるケースと、全館
空調をイメージして開けるケース、
換気の影響を見るためにトイレの
換気ファンをONのケースとOFFの
ケース、それらすべての組合せ全
12ケースで実験を行いました。暖
房は22℃設定とし、運転スケジュー
ルは自立循環型住宅のガイドライ
ンで示されている平日スケジュー
ルを用い、暖房運転するのは朝6時
～10時、昼12～14時、夕方16時～
0時までの間欠運転としました。

5．実験結果（SWH指標）
　実験条件12ケース別の平均室
温と18℃※未満となった割合を第4
図に示しました。リビングの温度
は、断熱条件・ドアの開閉にかかわ
らず概ね18℃を上回っています。

　一方、廊下・トイレの温度は、ドア
を閉めた場合はいずれの断熱仕様
においても18℃に達していません
が全館空調をイメージしてドアを
開けた場合は高断熱・中断熱で廊
下温度が18℃を上回っており、高
断熱でトイレの換気ONのケース
では、トイレの温度が18℃を上回っ
ている時間帯があったことから、高
断熱であれば室間温度差が改善さ
れることがわかりました。

6．まとめ
　エアコン暖房の有効性につい
て、床の温まり性能による快適性や
健康性について示すことができま
した。今後の取組みとして、結果を
拡販ツール等に展開し、健康性につ
いては引き続き検証します。

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）

　家庭用エアコンメーカー各社は、センシング技術を活用して気流の向きや強さをコントロールする機能を開発
するなど、日進月歩で性能向上に取り組んでおり、エアコン暖房により省エネルギーで快適な温熱環境を形成す
ることは可能であるものの、エアコン暖房は、特に床の温まり性能の面で床暖房には及ばないといった考え方が
あることから、その有効性をわかりやすく示す必要があります。一方、住宅性能においては、高断熱化による省エ
ネ性・快適性に加え、健康面への注目が高まりつつあります。本稿ではエアコン暖房運転時の温熱環境を実験住
宅で把握し、高断熱住宅におけるエアコン暖房の有効性について検証しましたので、ご紹介します。

高断熱住宅におけるエアコン暖房の温熱環境評価について

乃一　麻美
研究開発室　技術研究所　
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住宅の温熱環境とエネルギーに関する研究に従事
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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）　三島　憲明
研究に携わった人
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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）

VPPのリソースとしてのエアコン制御の研究について（第2報）

7研究紹介

1．実験の概要
　本実験は、当社の環境試験設備
において、第1図のとおりエアコン
のVPP模擬システムを作り実施し
ました。実験状況は写真1のとおり
です。
　一日の運転スケジュールは、国
土交通省の住宅事業建築主基準に
基づき第1表のとおり設定し、白熱
球で人の在宅を模擬し照明とエア
コンを運転させました。
　VPPによる制御方法としては、冬
期に電力消費が増加する午前7～
8時と夕方17～18時に1時間ずつ
暖房22℃から下げDRを行うことと
仮定しました。なお、外気温度設定
は、アメダス気象データ大阪2010
を参考にして設定しました。
　そして、断熱性能の高い住宅に
おいて高効率のエアコンを用い暖
房実験を行いました。室内温熱環
境は作用温度OT、居住者の温冷感
は予測平均温冷感申告PMVを算
出して評価し、室内の温熱環境を悪
化させない条件でエアコンの下げ
DRがどの程度可能であるか検討し
ました。
　また、VPPの実験ケースは、第2

表のとおり、基準データとして下げ
DRなしのケースを①、1日のうち7
～8時、17～18時の各1時間に下
げDRとして暖房22℃自動運転か
ら停止させるケースを②、暖房
22℃自動運転から設定温度を

18℃に変更するケースを③、同様
に20℃に変更するケースを④とし
て、4ケースの実験を行い、それぞ
れのケースにおいて室内の温熱環
境と電力削減効果を評価しました。

2．実験結果
　室内温熱環境の評価について
は、快適性の指標として国土交通
省関係の建築環境・省エネルギー
機構スマートウェルネス住宅企画
委員会が用いている作用温度OT
を用い、推奨値である18℃を基準
として第2図のとおり評価したとこ
ろ、すべてのケースで基準を満たし
ました。また、人が感じる温冷感の
評価として、ISO規格の指標である
予測平均温冷感申告PMVを用い、
寒いとまではされない-1を良否の
基準としたところ、第3図のとおり
-1を下回るケースがありましたが、
カーディガンを羽織るなど着衣を
工夫することによって、PMVのパラ
メータの一つで着衣の保温力を数
値化したclo値を変化させPMVを
改善することができました。
　電力削減効果は、下げDRなしの
実験ケース①を基準として、②停
止、③18℃に設定温度変更、④
20℃に設定温度変更のルームエア
コン電力の差を第4図のとおり比
較しました。7～8時、17～18時の
下げDRを行った時間帯で電力削減
分を積算し、電気の使用量の計測
に用いられる30分値で評価を行っ
たところ、7時から7時30分まで停
止させた時に、最大で182Whと1
台あたりの削減量はそれほど大き
くありませんが、ルームエアコンは
普及台数が多ことから全体で見れ
ば大きな削減量となると考えます。

3．まとめと今後の予定
　本実験のような環境であれば、
そのままの条件、または着衣量を
工夫することなどによって室内の
温熱環境を悪化させることなく
ルームエアコンをVPPリソースとし
て利用できると考えます。

　今後は断熱性能の低い住宅や普
及型のルームエアコンを使用し、冷

房実験も行うなど、実験ケースを増
やして検討したいと考えています。

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）

　近年の電力自由化に伴い、VPP（Virtual Power Plant）/DR（Demand Response）技術を利用したエネル
ギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスなどの電力ビジネスが展開されています。
　ルームエアコンについては、消費電力を抑制する下げDRを行うことで抑制分の電力を需給バランスの調整に
使うことが可能となりますので、節電状況に応じて報酬が支払われるVPPシステムのリソースの一つであると言
えます。また、ルームエアコンは普及台数が多く全体で見れば消費電力が大きいことから、VPPリソースとして貢
献できると考えます。
　そこで本研究では、ルームエアコンについて室内温熱環境を悪化させないVPPの制御条件を明らかにするた
め、当社の環境試験設備において模擬システムを用いた実験を行い、VPPリソースであるルームエアコンの下げ
DRによる電力削減効果とその時の室内温熱環境について検討しましたので紹介します。

VPPのリソースとしてのエアコン制御の
研究について（第2報）

前嶋　納里子
研究開発室　技術研究所　
エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）
エアコンおよびヒートポンプの制御および性能評価に従事

執 筆 者
所 　 属

主な業務
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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）

VPPのリソースとしてのエアコン制御の研究について（第2報）

7研究紹介
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研究開発室　技術研究所　エネルギー利用技術研究室（都市・産業）

EMSのための超音波気体流量計測に関する研究（その３）

8研究紹介

1．研究の背景
　ビルや工場における効率的な省
エネや電力ピーク低減方策のひと
つとしてEMSが注目されています。
EMSでは各種センサを用いてエネ
ルギー消費量を「見える化」し、情報
通信技術などによりシステマチック
に管理することで、効率的にエネル
ギー消費の低減を図ります。また、
エネルギー使用量を見える化する
ことで、ガスや電力のエネルギー選
択の最適化も図ることができます。
　ビルや工場では、熱源としてガス
や蒸気が用いられています。特に既
設設備でガスや蒸気の流量を計測
するには、配管を加工して流量計を
挿入する必要がありますが、配管工
事はコストや時間がかかります。こ
のため、容易にガスや蒸気の流量を
計測できる手法があれば便利です。
　配管を加工することなく流量を
計測する技術として、配管外付式

（クランプオン式）の超音波流量計
があります。私たちはこれまで、クラ
ンプオン式超音波流量計で気体の
流量を計測する手法の研究を行っ
てきており、これらの詳細は本紙の
No.484、487で紹介してきました。
　過去の紹介では、もっぱら一般的
な気体（主に都市ガス）を想定した
計測技術について紹介をしてきま
した。本号では、この技術を応用し
て蒸気を計測するための計測技術
について紹介します。

2．蒸気流量計測の課題
　超音波流量計にはいくつかの方
式がありますが、私たちは配管工
事をすることなく流量を計測でき
るクランプオン式の超音波流量計
に着目しています。クランプオン式
超音波流量計の模式図を第1図に
示します。都市ガスなどの一般的な
ガスをクランプオン式超音波流量

計で計測する場合の課題とその解
決方法については、過去に紹介して
きたとおりです。特にクランプオン
式では金属の配管を介して超音波
を送受信するため、内部気体に効
率的に超音波を打ち込んだり、金
属配管を回り込む超音波ノイズの
除去が大きな課題でした。
　このクランプオン式で蒸気流量
を計測することを考えます。まず、
一般的なガス計測と、蒸気計測の
違いについて整理します。蒸気配
管は一般的な低圧都市ガス配管と
比較して、以下のような違いがあり
ます。なお、ここでは一般の工場な
どで加熱用に使われる蒸気を想定
しています。
　①配管が高温（～180℃程度）
　②都市ガスよりも高圧／高流速
　③水分（ドレン水）を含んでいる
　この違いを模式的に示した図を
第2図に示します。これらについて、

クランプオン式超音波流量計に与
える影響と、その対応について、そ
れぞれ解説します。

（1）高温対応
　加熱用の蒸気は高温であり、当
然ながらその外側の配管金属も
高温になります。一般的な工場で
の加熱用蒸気はだいたい10気圧
以下で用いられているため、蒸気
の温度は最大で180℃程度にな
り、配管表面温度もそれと同等に
なっていると想定されます。クラン
プオン式超音波流量計は、配管外
側に超音波センサを設置するた
め、センサがこの熱に耐える必要
があります。
　しかし、センサ本体を耐熱仕様
にすることは、材料レベルですべ
て180℃に耐える必要があり、セ
ンサの設計そのものを根本的に
変える必要が出てきます。これは
非常に困難であるため、ウェッジと
呼ばれる部分で耐熱させることを
考えます。通常、超音波はセンサ内
の振動子で発生し、ウェッジを介し
て配管に打ち込まれます。ウェッジ
は、丸い配管への密着と、超音波
の斜角打ち込みのために用いられ
ています。このウェッジを耐熱材料
に変更し、この部分で耐熱させる
ことを考えます。こうすることで、
超音波センサの本体側での設計
をそれほど変更することなく、高温
の配管に対応させることができま
す。なお、ウェッジの材料選定に
は、耐熱性能だけでなく、超音波の
透過しやすさなどを考慮する必要
があります。

（2）高圧高流速対応
　一般の工場などで用いられる加
熱用の蒸気は、もっぱら飽和蒸気

が用いられています。これは潜熱
による加熱効率の高さと、圧力計
測による温度制御の容易さのため
です。また、蒸気配管は最大流速
で数十m/sになるように設計され
るのが一般的です。これは低圧都
市ガスの流速と比較するとおよそ
10倍程度の高流速です。
　まず圧力の影響を考えます。蒸
気の圧力は、超音波が伝搬する際
の金属配管と内部蒸気の透過係
数に関係してきます。ざっくり言う
と、配管金属の密度と内部蒸気の
密度の差が大きいほど、超音波が
透過しにくくなります。この点か
ら、蒸気の圧力が高くなってくるの
は、超音波の透過から考えると、透
過しやすい方向になります。この
ため、超音波の透過特性だけで言
えば、蒸気の圧力自体はそれほど
問題になってこないと考えられま
す。ただし、計測時に圧力が変動す
る場合は、超音波の音速が変化し
入射角が変わってくることも考慮
が必要です。
　また、高流速の影響を考えます。
高流速になってくると、受信する超
音波の最適位置が下流側に流さ
れてしまい、十分な受信感度が得
られない可能性があります。この
ため、受信位置を最適に決定する
ことが必要になってきます。

（3）ドレン水対応
　（2）でも記載しましたが、一般の
工場ではもっぱら飽和蒸気が用い

られています。このため、蒸気配管
で放熱ロスがあると、配管内でドレ
ン水が発生してしまいます。このド
レン水はドレントラップで除去され
るのですが、それでも完全な乾き
蒸気にはならないと考えられま
す。このため、蒸気配管の内面には
ドレン水による液膜や液溜まりが
存在していると想定されます。こ
のドレン水は超音波の透過に影響
を与えてしまいます。このため、計
測時に多少のドレン水が存在して
も計測可能な程度の超音波信号
精度を確保することが必要となっ
てきます。

3．蒸気流計測に向けて
　これら蒸気流計測に特有の課題
を解決すべく、現在研究を継続し
ています。都市ガス配管での計測
技術を応用し、蒸気流計測技術の
検討を行っています。

4．謝辞
　本研究は、福井大学の長宗高樹
准教授ならびに有限会社ニューセ
ンサー開発と共同で研究を行って
います。関係各位に感謝の意を表
します。
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第2図　蒸気計測と都市ガス計測の相違第1図　クランプオン式超音波流量計
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8研究紹介

1．研究の背景
　ビルや工場における効率的な省
エネや電力ピーク低減方策のひと
つとしてEMSが注目されています。
EMSでは各種センサを用いてエネ
ルギー消費量を「見える化」し、情報
通信技術などによりシステマチック
に管理することで、効率的にエネル
ギー消費の低減を図ります。また、
エネルギー使用量を見える化する
ことで、ガスや電力のエネルギー選
択の最適化も図ることができます。
　ビルや工場では、熱源としてガス
や蒸気が用いられています。特に既
設設備でガスや蒸気の流量を計測
するには、配管を加工して流量計を
挿入する必要がありますが、配管工
事はコストや時間がかかります。こ
のため、容易にガスや蒸気の流量を
計測できる手法があれば便利です。
　配管を加工することなく流量を
計測する技術として、配管外付式

（クランプオン式）の超音波流量計
があります。私たちはこれまで、クラ
ンプオン式超音波流量計で気体の
流量を計測する手法の研究を行っ
てきており、これらの詳細は本紙の
No.484、487で紹介してきました。
　過去の紹介では、もっぱら一般的
な気体（主に都市ガス）を想定した
計測技術について紹介をしてきま
した。本号では、この技術を応用し
て蒸気を計測するための計測技術
について紹介します。

2．蒸気流量計測の課題
　超音波流量計にはいくつかの方
式がありますが、私たちは配管工
事をすることなく流量を計測でき
るクランプオン式の超音波流量計
に着目しています。クランプオン式
超音波流量計の模式図を第1図に
示します。都市ガスなどの一般的な
ガスをクランプオン式超音波流量

計で計測する場合の課題とその解
決方法については、過去に紹介して
きたとおりです。特にクランプオン
式では金属の配管を介して超音波
を送受信するため、内部気体に効
率的に超音波を打ち込んだり、金
属配管を回り込む超音波ノイズの
除去が大きな課題でした。
　このクランプオン式で蒸気流量
を計測することを考えます。まず、
一般的なガス計測と、蒸気計測の
違いについて整理します。蒸気配
管は一般的な低圧都市ガス配管と
比較して、以下のような違いがあり
ます。なお、ここでは一般の工場な
どで加熱用に使われる蒸気を想定
しています。
　①配管が高温（～180℃程度）
　②都市ガスよりも高圧／高流速
　③水分（ドレン水）を含んでいる
　この違いを模式的に示した図を
第2図に示します。これらについて、

クランプオン式超音波流量計に与
える影響と、その対応について、そ
れぞれ解説します。

（1）高温対応
　加熱用の蒸気は高温であり、当
然ながらその外側の配管金属も
高温になります。一般的な工場で
の加熱用蒸気はだいたい10気圧
以下で用いられているため、蒸気
の温度は最大で180℃程度にな
り、配管表面温度もそれと同等に
なっていると想定されます。クラン
プオン式超音波流量計は、配管外
側に超音波センサを設置するた
め、センサがこの熱に耐える必要
があります。
　しかし、センサ本体を耐熱仕様
にすることは、材料レベルですべ
て180℃に耐える必要があり、セ
ンサの設計そのものを根本的に
変える必要が出てきます。これは
非常に困難であるため、ウェッジと
呼ばれる部分で耐熱させることを
考えます。通常、超音波はセンサ内
の振動子で発生し、ウェッジを介し
て配管に打ち込まれます。ウェッジ
は、丸い配管への密着と、超音波
の斜角打ち込みのために用いられ
ています。このウェッジを耐熱材料
に変更し、この部分で耐熱させる
ことを考えます。こうすることで、
超音波センサの本体側での設計
をそれほど変更することなく、高温
の配管に対応させることができま
す。なお、ウェッジの材料選定に
は、耐熱性能だけでなく、超音波の
透過しやすさなどを考慮する必要
があります。

（2）高圧高流速対応
　一般の工場などで用いられる加
熱用の蒸気は、もっぱら飽和蒸気

が用いられています。これは潜熱
による加熱効率の高さと、圧力計
測による温度制御の容易さのため
です。また、蒸気配管は最大流速
で数十m/sになるように設計され
るのが一般的です。これは低圧都
市ガスの流速と比較するとおよそ
10倍程度の高流速です。
　まず圧力の影響を考えます。蒸
気の圧力は、超音波が伝搬する際
の金属配管と内部蒸気の透過係
数に関係してきます。ざっくり言う
と、配管金属の密度と内部蒸気の
密度の差が大きいほど、超音波が
透過しにくくなります。この点か
ら、蒸気の圧力が高くなってくるの
は、超音波の透過から考えると、透
過しやすい方向になります。この
ため、超音波の透過特性だけで言
えば、蒸気の圧力自体はそれほど
問題になってこないと考えられま
す。ただし、計測時に圧力が変動す
る場合は、超音波の音速が変化し
入射角が変わってくることも考慮
が必要です。
　また、高流速の影響を考えます。
高流速になってくると、受信する超
音波の最適位置が下流側に流さ
れてしまい、十分な受信感度が得
られない可能性があります。この
ため、受信位置を最適に決定する
ことが必要になってきます。

（3）ドレン水対応
　（2）でも記載しましたが、一般の
工場ではもっぱら飽和蒸気が用い

られています。このため、蒸気配管
で放熱ロスがあると、配管内でドレ
ン水が発生してしまいます。このド
レン水はドレントラップで除去され
るのですが、それでも完全な乾き
蒸気にはならないと考えられま
す。このため、蒸気配管の内面には
ドレン水による液膜や液溜まりが
存在していると想定されます。こ
のドレン水は超音波の透過に影響
を与えてしまいます。このため、計
測時に多少のドレン水が存在して
も計測可能な程度の超音波信号
精度を確保することが必要となっ
てきます。

3．蒸気流計測に向けて
　これら蒸気流計測に特有の課題
を解決すべく、現在研究を継続し
ています。都市ガス配管での計測
技術を応用し、蒸気流計測技術の
検討を行っています。

4．謝辞
　本研究は、福井大学の長宗高樹
准教授ならびに有限会社ニューセ
ンサー開発と共同で研究を行って
います。関係各位に感謝の意を表
します。
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　ビルや工場における省エネや電力ピークの低減、最適なエネルギー選択などのために、エネルギー使用量を
「見える化」して管理するエネルギー管理システム（EMS：Energy Management System)が注目されています。
特にガスや蒸気といった熱エネルギーの管理では、簡易に使用量を計測する技術が求められています。ガスや蒸
気などの流量を超音波により計測する技術について、最新の研究状況について紹介します。
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第2図　セルの模式図と写真

第1表　放電容量と容量維持率

第1図　正極粒子の表面劣化と粒子割れ

第4図　粒子断面（a）NCM811, （b）1 wt% LS-NCM811, （c）2 wt% LS-NCM811

第3図　充放電曲線（a）NCM811, （b）1 wt% LS-NCM811, （c）2 wt% LS-NCM811
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試料名
最大

放電容量
(mAh g-1)

100 cycle後
放電容量
(mAh g-1)

100 cycle
容量維持率

(%)

NCM811 206 163 79.0

1 wt% LS-NCM811 213 183 85.9

2 wt% LS-NCM811 204 177 86.8

(a) (b) (c)

1 μm 1 μm 1 μm
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リチウムイオン電池正極のサイクル特性評価

9研究紹介

1．研究の背景とねらい
　電力需給の安定化や系統電力の
効率的な利用を目的としてリチウ
ムイオン電池などのエネルギー貯
蔵技術に注目が集まっています。リ
チウムイオン電池は時間の経過や
充放電の繰り返しにより、劣化が進
行し放電可能な容量が減少します
が、その劣化要因および緩和方法
は十分に解明されていません。そ
のため、電池の導入時における適
切な容量設計や、需要家への設置
提案の際の特性保証、トラブル発
生時の原因究明が困難です。これ
らの課題を解決するためには蓄電
池の劣化をシステムだけでなく材
料から評価し、電池材料の特性を把
握する知見が不可欠と考えられま
す。
　市販のセルに使用されている正
極材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2のニッケ
ル含有率の多いLiNi0.8Co0.1Mn0.1O2

（NCM811）は高容量を示し、先進
リチウムイオン電池の正極材料と

して注目されています。しかし、
NCM811は劣化しやすいことが知
られています。模式図を第1図に示
します。充放電に伴う容量減少の要
因としては、電解質に由来するフッ
化水素による正極粒子からの金属
イオンの溶出、正極粒子表面への
電解液の酸化分解生成物の堆積、
および正極粒子/電解液界面付近
の不可逆的な結晶構造変化などが
挙げられます。また最近、粒子内部
での亀裂形成がNCM811の大き
な劣化要因であることが報告され
ています。亀裂は充放電中の一次
粒子の膨張と収縮によって二次粒
子内部に形成され、粒子内部での
電解液分解や還元相形成といった
副反応の促進や孤立粒子の生成を
引き起こします。
　本研究では、Ni0.8Co0.1Mn0.1

（OH）2前駆体粒子内にケイ酸リチ
ウムを添加して、NCM811の内部
の微細構造を制御し、亀裂形成と
容量減少の抑制を試みました。

2．正極材料合成と充放電条件
　正極材料は共沈法を用いて合成し
ました。ケイ酸リチウム添加には貧溶
媒沈殿法という手法を用いました。
　 正 極 材 料 の N C M 8 1 1 や
NCM811にケイ酸リチウムを添加し
たNCM811（LS-NCM811）、導電助
剤、バインダー、分散剤を所定の重量
比で混合した後、アルミニウム箔上
に塗布して正極としました。所定の対
極、セパレータ、電解液を用いて、第2
図に示したセルを組み立てました。
　充放電の電位はLi負極に対して
3.0－4.5Vとし、定電流充放電方式
で測定を行いました。充放電速度
および測定温度は、それぞれ0.1C
相当電流（10時間で理論容量とな
る電流値）および30̊Cとしました。

3．充放電サイクル特性
　第 3 図にN C M 8 1 1 、1 w t％ 
L S - N C M 8 1 1 、および 2 w t％ 
LS-NCM811の充放電曲線を示
します。LS-NCM811は、充放電

サイクルの経過に伴う容量減少
がNCM811ほど顕著ではあり
ませんでした。これは、ケイ酸リ
チウムの添加により劣化が抑制
されることを意味します。最大放
電容量、容量維持率を第1表に示
します。ケイ酸リチウムの添加に
よるNCM811の最大放電容量
の減少は見られませんでした。こ
れらの結果は、粒子内部のケイ
酸リチウムがリチウムイオン輸送
を阻害しないことを示唆してい
ます。

4．物性測定
　第4図は、3.0－4.5Vの100
サ イ ク ル 後 の 放 電 状 態 で の
NCM811、1wt% LS-NCM811、
および2wt％ LS-NCM811の断
面の電子顕微鏡観察結果を示して
います。NCM811粒子では内部
に亀裂が観察されました。対照的
に、1および2wt％ LS-NCM811
粒子は、100サイクル後でも目に
見える亀裂がほとんどありません
でした。亀裂は正極粒子の電子お

よびイオン伝導経路を分断させま
す。さらに、電解液が亀裂に浸透
し、その結果生じる粒界での分解
生成物の蓄積や還元相の形成が、
容量減少を導きます。ケイ酸リチ
ウムは、粒界に存在することで二
次粒子の粒子接着を改善し、割れ
を 抑 制 し ま し た 。こ れ が 、
LS-NCM811の容量維持率が改
善された主な理由と考えられま
す。

5．まとめ
　 貧 溶 媒 沈 殿 法 を 用 い て
NCM811の内部にケイ酸リチウ
ムを添加することで充放電に伴う
容量減少を抑制しました。ケイ酸リ
チウムを添加したNCM811粒子

は、未修飾のサンプルとは異なり
100サイクル後でも亀裂形成がほ
とんど見られませんでした。ケイ酸
リチウムの添加は、粒子接着を強
化し、亀裂形成および亀裂内部の
電解液分解を抑制したと考えられ
ます。
　最後に、本研究を進めるにあた
りご指導賜りました同志社大学稲
葉稔教授に深く感謝いたします。

6．参考文献
　S. Hashigami et al . ,  ACS 
Appl. Mater. Interfaces 2019, 
11, 39910-39920.
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ことで、充放電サイクル特性が向上することを示しました。また、ケイ酸リチウムの添加により正極材料の密度が
改善され、充放電後の亀裂形成が抑制されることを明らかにしました。これらの結果はケイ酸リチウムが粒界で
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第2図　セルの模式図と写真

第1表　放電容量と容量維持率

第1図　正極粒子の表面劣化と粒子割れ

第4図　粒子断面（a）NCM811, （b）1 wt% LS-NCM811, （c）2 wt% LS-NCM811

第3図　充放電曲線（a）NCM811, （b）1 wt% LS-NCM811, （c）2 wt% LS-NCM811

正極粒子 正極粒子

電解液分解生成物

還元相

cycle

亀裂

遷移金属溶出

LiPF6 → LiF + PF5
PF5 + H2O → POF3 + 2HF

酸化分解

cycle

電解質塩

電解液溶媒

固定バネ

対極

電解液

ガイド

セパレータ

正極

0 50 100 150 200 250
3.0

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

 1st
 5th
 10th
 50th
 70th
 100th

 

 

Vo
lta

ge
 / 

V 

Specific capacity / mAh g-1

(b)

放電容量 / mAh g-1
電
圧

/
 
V

0 50 100 150 200 250
3.0

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

 1st
 5th
 10th
 50th
 70th
 100th

 

 

Vo
lta

ge
 / 

V 

Specific capacity / mAh g-1

(a)

放電容量 / mAh g-1

電
圧

/
 
V

0 50 100 150 200 250
3.0

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

 1st
 5th
 10th
 50th
 70th
 100th

 

 

Vo
lta

ge
 / 

V 

Specific capacity / mAh g-1

(c)

放電容量 / mAh g-1

電
圧

/
 
V

試料名
最大

放電容量
(mAh g-1)

100 cycle後
放電容量
(mAh g-1)

100 cycle
容量維持率

(%)

NCM811 206 163 79.0
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リチウムイオン電池正極のサイクル特性評価

9研究紹介

1．研究の背景とねらい
　電力需給の安定化や系統電力の
効率的な利用を目的としてリチウ
ムイオン電池などのエネルギー貯
蔵技術に注目が集まっています。リ
チウムイオン電池は時間の経過や
充放電の繰り返しにより、劣化が進
行し放電可能な容量が減少します
が、その劣化要因および緩和方法
は十分に解明されていません。そ
のため、電池の導入時における適
切な容量設計や、需要家への設置
提案の際の特性保証、トラブル発
生時の原因究明が困難です。これ
らの課題を解決するためには蓄電
池の劣化をシステムだけでなく材
料から評価し、電池材料の特性を把
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す。
　市販のセルに使用されている正
極材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2のニッケ
ル含有率の多いLiNi0.8Co0.1Mn0.1O2

（NCM811）は高容量を示し、先進
リチウムイオン電池の正極材料と

して注目されています。しかし、
NCM811は劣化しやすいことが知
られています。模式図を第1図に示
します。充放電に伴う容量減少の要
因としては、電解質に由来するフッ
化水素による正極粒子からの金属
イオンの溶出、正極粒子表面への
電解液の酸化分解生成物の堆積、
および正極粒子/電解液界面付近
の不可逆的な結晶構造変化などが
挙げられます。また最近、粒子内部
での亀裂形成がNCM811の大き
な劣化要因であることが報告され
ています。亀裂は充放電中の一次
粒子の膨張と収縮によって二次粒
子内部に形成され、粒子内部での
電解液分解や還元相形成といった
副反応の促進や孤立粒子の生成を
引き起こします。
　本研究では、Ni0.8Co0.1Mn0.1

（OH）2前駆体粒子内にケイ酸リチ
ウムを添加して、NCM811の内部
の微細構造を制御し、亀裂形成と
容量減少の抑制を試みました。

2．正極材料合成と充放電条件
　正極材料は共沈法を用いて合成し
ました。ケイ酸リチウム添加には貧溶
媒沈殿法という手法を用いました。
　 正 極 材 料 の N C M 8 1 1 や
NCM811にケイ酸リチウムを添加し
たNCM811（LS-NCM811）、導電助
剤、バインダー、分散剤を所定の重量
比で混合した後、アルミニウム箔上
に塗布して正極としました。所定の対
極、セパレータ、電解液を用いて、第2
図に示したセルを組み立てました。
　充放電の電位はLi負極に対して
3.0－4.5Vとし、定電流充放電方式
で測定を行いました。充放電速度
および測定温度は、それぞれ0.1C
相当電流（10時間で理論容量とな
る電流値）および30̊Cとしました。

3．充放電サイクル特性
　第 3 図にN C M 8 1 1 、1 w t％ 
L S - N C M 8 1 1 、および 2 w t％ 
LS-NCM811の充放電曲線を示
します。LS-NCM811は、充放電

サイクルの経過に伴う容量減少
がNCM811ほど顕著ではあり
ませんでした。これは、ケイ酸リ
チウムの添加により劣化が抑制
されることを意味します。最大放
電容量、容量維持率を第1表に示
します。ケイ酸リチウムの添加に
よるNCM811の最大放電容量
の減少は見られませんでした。こ
れらの結果は、粒子内部のケイ
酸リチウムがリチウムイオン輸送
を阻害しないことを示唆してい
ます。

4．物性測定
　第4図は、3.0－4.5Vの100
サ イ ク ル 後 の 放 電 状 態 で の
NCM811、1wt% LS-NCM811、
および2wt％ LS-NCM811の断
面の電子顕微鏡観察結果を示して
います。NCM811粒子では内部
に亀裂が観察されました。対照的
に、1および2wt％ LS-NCM811
粒子は、100サイクル後でも目に
見える亀裂がほとんどありません
でした。亀裂は正極粒子の電子お

よびイオン伝導経路を分断させま
す。さらに、電解液が亀裂に浸透
し、その結果生じる粒界での分解
生成物の蓄積や還元相の形成が、
容量減少を導きます。ケイ酸リチ
ウムは、粒界に存在することで二
次粒子の粒子接着を改善し、割れ
を 抑 制 し ま し た 。こ れ が 、
LS-NCM811の容量維持率が改
善された主な理由と考えられま
す。

5．まとめ
　 貧 溶 媒 沈 殿 法 を 用 い て
NCM811の内部にケイ酸リチウ
ムを添加することで充放電に伴う
容量減少を抑制しました。ケイ酸リ
チウムを添加したNCM811粒子

は、未修飾のサンプルとは異なり
100サイクル後でも亀裂形成がほ
とんど見られませんでした。ケイ酸
リチウムの添加は、粒子接着を強
化し、亀裂形成および亀裂内部の
電解液分解を抑制したと考えられ
ます。
　最後に、本研究を進めるにあた
りご指導賜りました同志社大学稲
葉稔教授に深く感謝いたします。
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研究開発室　知的財産グループ

オープンイノベーションと知的財産 ～他者と望ましい関係を築くために～

ミ ニ 解 説

1．オープンイノベーションとは
　イノベーションとは、今までのモノ・仕組みなどに対
して全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値
を生み出すことを指し、関西電力グループ中期経営計
画では、社会課題に対してイノベーションを加速するこ
とで、より幅広い解決策を提供することがうたわれてい
ます。
　イノベーションを進める手段として、とりわけオープ
ンイノベーションが注目されています。オープンイノ
ベーションとは、自社の技術と、異なる分野が持つ技術
などを組み合わせ、新しいビジネスモデルや製品開発
につなげていくことです。
　オープンイノベーションの重要性が高まっているの
は、多様化する価値観に自社の技術だけでは対応でき
ないこと、開発から事業までのスピードが高くなってい
ることなどが背景としてあり、自社だけの研究開発では
なく、他者（とりわけベンチャー企業）と連携して分担
し、新しい技術を取り込む必要があるためです。
　知的財産グループは、2019年6月に制定した関西
電力グループ知的財産方針の１番目の骨子に、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
ベーション推進の取り組みとして、関西電力グループ
の知的財産を広く活用したオープンイノベーションを
挙げています。
　本稿では、オープンイノベーションと知的財産の関
係に焦点をあてて説明します。

2．オープンイノベーションと知的財産
　従来、知的財産は自社の研究開発によって生み出さ
れた技術上の成果などの保護という観点で考えられて
きました。しかし、新しい事業を他者と連携して進めて
いくオープンイノベーションにおいては、事業を構想す
る段階から知的財産が関係してくること、自社が保有
する知的財産を他者に提供するといった活用の面があ
ること、という点で違いがあります。
　オープンイノベーションと知的財産の関係について、

①事業構想
②連携する相手方の選定
③他者に提供する知的財産
④研究（技術）開発によって生み出されたアイデアや
ビジネスモデルの保護

の各断面について、説明します。
　①の事業構想においては、事業を検討している分野
における技術情勢を特許調査によって調査すること
で、有望な事業分野を探し当てることができます。
　②の連携する相手方の選定においては、自社の技術
情報、特許情報などの整理を通じて、自社の技術を把
握します。自社に足りない技術については、技術をもつ
ベンチャー企業や大学等を探索します。連携する相手
方の探索にあたっては、その相手方がどのような技術
をもっているかを特許情報で調べることができます。
出願した特許は出願から１年半で公開されます。
　③の他者に提供する知的財産については、②で行っ
た、自社の技術情報、特許情報などの整理を通じて、相
手方に提供できる技術情報、知的財産権を抽出しま
す。特に自社では使用していない特許など（休眠特許）
をベンチャー企業等に提供、ライセンスすることで、共
同研究・開発につなげることができます。
　オープンイノベーションにおいては、他者の技術、知
的財産を取り入れるだけでなく、自社の技術、知的財産
を相手方に提供することになります。しかし、自社が有
する技術情報や知的財産をすべて相手方に提供するこ
とは、必要以上に相手方に技術情報を手渡してしまうこ
とになり、自社に損失を与えることにつながりかねませ
ん。自社の技術、知的財産のうち、相手方に開放するの
は、それが自社の利益につながる範囲に限る必要があ
ります。
　特にノウハウ（営業秘密）は外部に漏洩してしまうと、
それを止める方法がないので、オープンイノベーショ
ンにおいては、自社が保有するノウハウについても把
握が必要です。
　そのためには、他者に開放する部分（オープン）と開

放しない部分（クローズ。自社が独占的に保有するコア
の技術やノウハウ）の切り分けが重要です。
　④については、次の３．で説明します。

3．知的財産権による事業の保護
（１）オープンイノベーションにあたっての自社の技術の
　  知的財産権による保護
　自社の技術、知的財産を相手方に提供するにあたっ
て、自社のコアな技術を事前に知的財産権で保護する
ことによって、他者との提携において、自社が不利な立
場にならないようにすることができます。しかし、特許
は出願から１年半後に公開されますので、技術情報が
提携する相手方以外にも広く知れることになります。
　そのため、その技術の秘匿可能性を判断し、秘匿が
可能なものはノウハウとして管理することも考える必
要があります。

（２）オープンイノベーションの結果生み出された成果の
  　知的財産権による保護　
　生み出された技術成果、知的財産権は、協業した当
事者で適切に管理、出願による権利化を図ることにな
ります。
　なお、提携する相手先がベンチャー企業の場合、知
的財産による保護に関する知識が乏しいこともありま
す。必要に応じて、知財面でのサポートをすることで、
オープンイノベーションの結果生み出された成果をよ
り強く保護することができます。

4．契約による事業の保護
（１）秘密保持契約
　オープンイノベーションにおいては、他社の技術、
知的財産権を取り入れることがあるとともに、自社の
技術、知的財産権を他社に提供することになります。
したがって、相手方とは秘密保持契約を締結すること
で技術上の情報が外部に漏れないようにする必要が
あります。
　秘密保持契約では、秘密の保持義務だけでなく、契
約で定められた一定の目的以外への情報の流用をし

ない義務（目的外使用禁止義務）を設けることが大切
です。

（２）共同研究開発契約
　オープンイノベーションにおいては、双方の保有す
る情報や技術を提供するので、その提供する情報や技
術の範囲を特定することが大切です。また、共同研究
開発の結果発生した技術情報や知的財産について、そ
の秘密保持や、権利の帰属などの取扱いについて取り
決める必要があります。

5．ベンチャーにおけるイノベーション
　当社においても、ベンチャー的な取り組みが始まっ
ています。ベンチャーが他者と協業するにあたっては、
まず他者の注目を受けるために、その技術を特許とし
て保有することで、外部にアピールすることができま
す。また、ベンチャーにおいても、自らの核となる技術
は何か、相手方に提供できる技術、知的財産と、自らが
保有するコアな技術の取り分けが重要です。

6．おわりに
　オープンイノベーションは、自社と協業相手とのＷｉｎ
－Ｗｉｎの関係を築くことでもあります。それは自社の核
心的な利益は守りつつ、自社の技術を提供することで、
相手から得るということです。
　オープンイノベーションにおける知的財産は、事業
計画から、研究開発、その成果の保護に至る様々な断
面で関係してきます。
　オープンイノベーションを成功させるために、知的財
産を適切に活用することが望まれます。

研究開発室　知的財産グループ

オープンイノベーションと知的財産
～他者と望ましい関係を築くために～
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ミ ニ 解 説
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1．はじめに
　油が公共用水域（川、海、池など）に流出した場合、火
災発生や環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、迅速
な対応が求められます。そのため、普段見られない場
所で油膜が発生した場合、対策を検討する必要があり
ますが、油の発生源を特定できない場合もあります。
その場合、油種を特定するための分析が必要です。
　油種は、鉱物油と動植物油に大きく分けることがで
き、さらに詳細に分類されます（鉱物油＝ガソリン、軽
油、重油など，動植物油＝パーム油、大豆油、牛脂な
ど）。また、機械油のように油に化学物質を添加したも
のもあります。これら油種は、油の変質や混合が起きて
いなけれれば、機器分析で特定することが可能です。ま
た、油膜のように見えても、その物質が油でない場合
もあります。

2．油でない油膜状の物質 １）

　自然界で油と間違えやすい油膜状の物質として、鉄
バクテリアにより作られた酸化鉄の被膜があります。側
溝や草地の水たまりなど、水の流れが少ない場所で発
生します。形成される酸化鉄の被膜は、油と同じように
光の反射率が水よりも高いため、光を照射した場合、反
射輝度が高くなり、ギラギラと光沢を帯びます。鉄バク
テリアが形成する酸化鉄の被膜を油と簡単に判別する
方法は、棒などで被膜に触れてみることです。被膜にひ
びが入り、元に戻らなければ、酸化鉄の被膜である可能
性が高いといえます。また、被膜をティッシュペーパー
などで採取すると、酸化鉄が茶色を呈し、判断材料にな
ります。

3．鉱物油種の特定 2）

　ガソリンや軽油などの鉱物油は、様々な脂肪族炭化
水素類と芳香族炭化水素類の混合物で構成されてい
ます。鉱物油の種類により、それぞれの炭化水素類の
構成比が異なることが知られています。油膜のような
微量のサンプルについては、ＧＣ／ＭＳ（ガスクロマトグ

ラフィー‒質量分析法）を用いて直鎖型脂肪炭化水素
類の構成比を分析することで、鉱物種を特定すること
が可能です。また、機械油など添加物によって機能性を
付加した鉱物油については、添加物を特定することで
油種を判明できる場合もあります。

4．動植物油の特定 3）

　動植物油にはオレイン酸やリノール酸などの脂肪酸
類が含まれています。サンプルに適切な前処理を実施
後、ＧＣ／ＭＳを用いて分析することで、脂肪酸の有無
と脂肪酸類の構成比が得られます。構成比により、動植
物油種の推定が可能となります。鉱物油の場合、油膜
を常温で1日放置すると低沸点成分が減少して構成比
が変化することがあります。一方、動植物油の脂肪酸
類の場合、構成比に大きな変化は起こりません。

5．まとめ
　市街地の側溝や水たまりで見られる油膜は、鉄バク
テリアによるものである場合も多くあります。判別する
ことは容易ですので、まずは油か否かを確認し、油で
あった場合は、速やかに分析することが発生源の特定
につながります。

１）技術開発ニュース　No.143“油膜と鉄バクテリアの判別方法”

２）兵庫県立健康環境科学研究センター紀要　第2号“鉱物油

による環境汚染時のGC-MSを用いた汚染成分の分析事例”

３）岡山県環境保健センター年報　39“事故時等緊急時の化学

物質の分析技術の開発に関する研究―動植物性油脂類の油

種分析法の検討―”

執筆者名：奥畑　博史

1．受賞題目および受賞者
　2019年11月29日、一般財団法人電力中央研究所（以下、
電中研）エネルギーイノベーション創発センター（以下、
ENIC）において表彰式が行われ、送配電カンパニー　配電
部　配電計画グループの織田俊樹マネジャーに、『TAKUMI
賞』が授与されました。
　織田さんは、2016年12月から2019年6月まで電中研に
出向され、全国的な技術的課題に対し日々創意工夫を重ね
ることで解決に道筋をつけられました。その功績が認められ
今回の受賞に至ったものです。

　（受賞題目）
　「太陽光発電連系時の電圧低下現象に対応した電圧
　 制御手法の開発　- 系統状況把握ツールとSVR
　 新型電圧制御手法の開発 -」

　（共同受賞者）　織田　俊樹 （関西電力）
　　　　　　　   高橋　尚之 （ENIC）

2．TAKUMI賞の概要
　TAKUMI賞は、アイデア、技能を駆使し、自ら独創的な装
置、器具、プログラム等を製作し、研究・技術開発に寄与する
ことが期待される事実が認められた研究者が、電中研の各
研究所およびセンター長から授与される賞です。

3．受賞の概要
　近年のPV連系の増加により、長亘長の配電線で電圧が低
下するという新たな現象が発生しています。この現象は既存
の電圧調整機器で適切に制御ができず、系統電圧低下によ
るPVの不要解列やお客さま苦情の原因となっており、対応
が急務でした。
　そこで、当該現象の発生メカニズムを解明しつつ発生条
件を整理し、PVの連系状態により配電系統の電圧分布を簡
易に把握できるツールを開発することで、系統状態を速やか
に把握することを可能としました。また当該現象に対応可能
な新型電圧制御手法による対策技術を開発し（特許出願済
み）、自動電圧調整器の1つであるSVRに適用することで実
用化に道筋を付けました。今年度は、対策機器の試作を行い
実系統による評価を行う予定です。

研究開発室　技術研究所　先進技術研究室

水面の油膜状物質の判別について
一般財団法人電力中央研究所 TAKUMI賞を受賞

「太陽光発電連系時の電圧低下現象に対応した電圧制御手法の開発　
 -系統状況把握ツールとSVR新型電圧制御手法の開発-」

ミ ニ 解 説
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　2019年11月29日、一般財団法人電力中央研究所（以下、
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ENIC）において表彰式が行われ、送配電カンパニー　配電
部　配電計画グループの織田俊樹マネジャーに、『TAKUMI
賞』が授与されました。
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出向され、全国的な技術的課題に対し日々創意工夫を重ね
ることで解決に道筋をつけられました。その功績が認められ
今回の受賞に至ったものです。
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　「太陽光発電連系時の電圧低下現象に対応した電圧
　 制御手法の開発　- 系統状況把握ツールとSVR
　 新型電圧制御手法の開発 -」

　（共同受賞者）　織田　俊樹 （関西電力）
　　　　　　　   高橋　尚之 （ENIC）

2．TAKUMI賞の概要
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置、器具、プログラム等を製作し、研究・技術開発に寄与する
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用化に道筋を付けました。今年度は、対策機器の試作を行い
実系統による評価を行う予定です。
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太陽光発電予測システムアポロンの
豪州への展開 株式会社気象工学研究所 高　田　　　望

電力土木施設における土木構造物
調査・点検へのドローン適用事例 株式会社環境総合テクノス

特 別 賞 グループ
事業

谷　上　雅　人

フライアッシュを使用するコンクリー
トの強度寄与率に関する検討 土木建築室　保全技術グループ 松　本　行　平

泥岩を対象としたX線CTに基づく
風化区分評価

水力事業本部　水力エンジニアリング
センター　海外水力グループ

土木建築
礒　谷　泰　市

地上設置型開閉器付変圧器の開発 送配電カンパニー　配電部
配電開発グループ配　電 大　麻　純　季

プロセスバスを適用した保護リレー
システムの開発

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

優 良 賞
系統運用 舩　本　政　尚

PV自家消費のためのエコキュートの
遠隔制御システム実証実験

研究開発室　技術研究所
エネルギー利用技術研究室

中　西　　　弘
坂　井　寛　久

普及型空調制御システムの開発と
検証

土木建築室
建築環境エネルギーグループ

営　業
上　林　由　果

スマートメーターを活用した停電
継続箇所可視化システムの開発

送配電カンパニー　配電部
配電高度化グループ配　電 中　拂　慎　治

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

送配電カンパニー　電力システム技術
センター　制御グループ優 秀 賞 系統運用 三　井　秀太郎

実在環境を模擬した高温ブラスト
エロージョン試験方法の開発

研究開発室　技術研究所
基盤技術研究室火　力 京　　　将　司
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研究開発室　研究企画グループ

第48回全社技術研究発表会　総合大会を開催

社内案内

1．開会のあいさつ
　大会冒頭のあいさつで土井副社長は、グループ会
社を含む社員に向け、日頃の取組みに敬意と感謝の意
を伝えるとともに、現在、当社グループが置かれてい
る厳しい状況に触れ、「どのような状況であっても電力
の安全・安定供給をはじめ、お客さまと社会のお役に
立ち続けるという当社グループの使命は変わるもの
ではなく、引き続き、全社を挙げて力を尽くしていかな
ければならない。これに加え、昨今、相次ぐ自然災害を
受けたレジリエンス強化などに対する社会的要請が高
まる一方、世界のエネルギー市場は、脱炭素化や分散
化など、新たな潮流変化に直面しており、こうした変化
にも、グループ一丸となって適切に対応していく必要
がある。」と述べました。
　その上で、研究開発分野においては、「これら当社グ
ループの取組みをしっかりと後押しするため、デジタ
ル技術を含めた社内外の最新の知見・技術を結集し、
様々な技術課題の解決に努めるとともに、新たな価値
創出にもチャレンジしていく必要がある。」と述べまし
た。

2．技術研究報賞の授与
　8月に開催された部門別大会における約100件の
発表論文の中から、「優秀賞」3件、「優良賞」6件、およ
びグループ会社に対する「特別賞」2件が土井副社長
より授与された。また、他に「進歩賞」に17件および

「R&D 変革WAY Award」に9件の論文が受賞した。

3．優秀賞・特別賞受賞論文の代表発表
　優秀賞、特別賞の中から下記3件の代表発表が行われた。
【優秀賞】
■火力部門「実在環境を模擬した高温ブラストエロー
ジョン試験方法の開発」
石炭火力発電所のボイラ等において燃焼灰によっ
て生じる摩耗特性の評価装置を開発

■配電部門「スマートメーターを活用した停電継続箇
所可視化システムの開発」
スマートメーターの通信状態の情報を活用して低
圧停電箇所を把握可能にするシステムを開発

【特別賞】
■（株）環境総合テクノス「電力土木施設における土木
構造物調査・点検へのドローン適用事例」
ドローンで撮影することでダムの表面や水圧鉄管の
内部などを調査・点検する手法を確立

4．特別講演
　富士フイルム株式会社　R＆D統括本部の中村善貞
様から、「新規事業創出への挑戦　～富士フイルム第
二の創業～」と題してご講演いただきました。
　ご講演では、写真のデジタル化によって「銀塩写真
フィルム」という本業に代わる新たな事業の創出に取
り組まれた際のご経験について、化粧品事業を例にお
話し頂き、活発な質疑が行われた。

　電力需要が伸び悩む中、新たな収益源となる新商品
やサービスを世に提供することが求められる当社グ
ループにとって大変貴重な話をお聞きすることができ
た。　2019年12月5日（木）午後、本店40階において、約280名の参加者のもと、第48回全社技術研究発表会 

総合大会が開催されました。以下に、大会の概要をご紹介します。

研究開発室　研究企画グループ

第48回全社技術研究発表会　総合大会を開催
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