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ご存知の方も多いと思いますが、イノベーションとは単に

「技術革新」だけを意味する言葉ではなく、新しい価値の創造、

新しい品質の生産法の開発、新しいマーケットの創出、組織改

革の実現等を通して既存の固定観念を超えた新たな価値を創

造することを意味しています。つまり、イノベーションは技術

系だけの話ではなく、企業のすべての分野の方々 に関連する

ことであり、異分野とのコミュニケーションが重要となって

きます。 

21世紀となりビジネスを取り巻く環境は大きく変化してお

り、特にイノベーションに関する環境は大きく変貌しつつあ

ります。これまでの量、質に比べて格段に増加しているのはも

ちろんのこと、そのスピードには隔世の感があります。このよ

うな状況下で、これまでのように単独の組織による閉鎖的な

環境下でのイノベーション「クローズドイノベーション」では

現在のようなグローバル化したビジネスの世界では太刀打ち

できないのは明らかとなってきています。 

このような状況を脱却すべく新たに取り入れられた仕組み

が「オープンイノベーション」です。オープンイノベーション

は自社のアイデアやマーケティング情報等と外部のアイデア

やマーケティング情報等を活用し、新たな技術の価値やマー

ケットを創出していくことであり、すでに欧米ではかなり進

んだ取り組みが行われています。ただ、それを実現するために

は参加組織すべてがWin-Winの関係を構築しなくてはなりま

せん。その中核組織としての役割が大学や公立の研究開発法

人に期待されおり、文部科学省や経済産業省を中心に国の支

援も充実してきており、日本型のオープンイノベーションが

模索されています。 

私が所属する近畿大学は大学院11研究科，14学部、2病

院、附属農場含む18研究所を有する日本有数の私立総合大学

であり、医学から芸術までの幅広い研究・教育分野を網羅して

います。本学の建学の精神は「実学教育」と「人格の陶冶」で

す。近年、広く認識していただけるようになってきた「近大マ

グロ」をはじめとする、世の中の役に立つ、他にない独自の研

究に力を入れ、学生、院生もその研究に参加することで社会に

貢献でき、それらの経験をもとに社会で活躍できる人材を社

会に輩出してきております。 

近畿大学リエゾンセンター（KLC）は、近畿大学における

研究活動をベースとする産学官の連携・交流を円滑に推進す

るための組織で、言い換えれば、産業界等から近畿大学へ、あ

るいは近畿大学から産業界等へアクセスする際の窓口となっ

ています。KLCは、全学に関わる組織であり、各学部に所員

が配置され、また広範で様々 なニーズにきめ細かく対応する

ために、各学科に協力所員が配置されています。外部からの

様々 な要望に対して，リエゾンセンターがその窓口として，ワ

ンストップソリューションを実現しています。文部科学省の

統計結果で，「民間企業から受託研究実施件数」に関しては，

全国の国公私立大学の中で平成28, 29年に2年連続で1位と

いう結果になっています。また，「民間企業からの受託研究費

受入額」に関しては関西私立大学では3年連続で1位となっ

ています。 

また、近畿大学大学院総合理工学研究科では、一般的な各学

科に対応する専攻のほかに、特定の学科を持たない「東大阪モ

ノづくり専攻」があります。この専攻は単なる社会人院生の受

け入れではく、一般の学生を対象として、月～木曜日までは大

阪を中心とする特徴ある技術を有する企業の開発研究室に所

属し、実務を経験しつつ、金・土曜日には大学院で高度な専門

教育と研究開発の指導を受けることができます。技術開発の

最前線の現場を体験しつつ、最先端の教育を受けることで、実

社会と乖離しない研究者・技術者を育てる分野横断型の専攻

を目指しています。 

取組みの一部ではありますが上記のように本学では建学の

精神である「実学教育」を目指してこれまで産学官連携に力を

入れてきましたが、今後もさらなる努力によりこの分野を充

実させ、社会に貢献していきたいと思っております。 

オープンイノベーションの流れは、今後益々 、大学と産業界

との連携の機会をもたらすことになり、大学の社会貢献に対

する重要性が高まることが予想されます。この流れは企業に

とっても大きな変化が求められますが、大学にとっても外部

からの多様なニーズに応えられるような仕組み作りが求めら

れ、今後、大学は教育、研究、社会貢献において社会とどのよ

うに連携していくかを見据えた将来方針を打ち出す大きな変

換点となると思われます。 

 

オープンイノベーションと産学官連携 

<略歴> 

1986 年 3 月九州工業大学工学部卒業。1988 年 3 月
九州大学大学院工学研究科修士課程修了。博士(工
学)（1999 年 1 月 九州大学）。1989 年 4 月近畿大
学理工学部助手に着任。講師、助教授、准教授を経
て、2010 年 4 月より近畿畿大学理工学部教授。
2014 年 10 月より大学院総合理学研究科長。2018
年 4 月より近畿大学リエゾンセンター長。専門は水
工学で流れ場の画像計測技術の開発、超高速ビデオ
カメラの開発や大気-海洋間の気体輸送現象の解明
等の研究に従事。平成 8 年度可視化情報学会技術
賞、平成 22 年度土木学会論文賞、平成 29 年 High 
Speed Imaging Award 

竹原 幸生                                 

竹原 幸生 

近畿大学リエゾンセンター長・大学院総合理工学研究科長・教授 

竹原 幸生 
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日射量短時間予測データの利用拡大に向けた精度向上の検討

太陽光発電(Photovoltaic, PV)の著しい増加に対応するため、日射量短時間予測システムと PV 出力推

定・予測システムを開発し、需給運用業務に活用していますが、これからは、この PV 発電量予測技術が、

系統事故復旧業務、VPP(Virtual Power Plant)、EMS(Energy Management System)などにも活用される

ことを期待しています。そのためには、個別の PV における発電量予測精度の向上も図る必要があり、新

たな検討課題となる PV パネルの傾斜角考慮や日射量推定時の空間誤差の補正について、検討を行いま

したので紹介します。

1. 背景とねらい 

電力系統では、電力需要と電力供給をリアルタイムでバラ

ンスさせることにより、周波数を一定に保っています。PVは、

発電出力が気象状況に左右され出力変動も大きいため、より

精度の高い出力予測技術が求められています。そこで関西電

力では、気象衛星画像を利用した日射量短時間予測システム

と日射量予測データを用いた PV 出力推定・予測システムを

開発し、2016年3月から需給運用業務に活用しています。 

 第1図に総PV発電量予測の概略フローを示します。シス

テム開発後も、雲の移動予測手法の改良、雲量の増減予測手法

の追加、日射量推定、発電量推定における補正処理の改善など

による予測精度向上に取り組んでいます。 

 これからは、PV発電量の予測技術が需給運用業務だけでな

く、系統事故復旧業務、VPP、EMSなどにも活用の場が広が

ることをねらっています。そのためには、関西エリア全体では

なく、小さなエリアまたは個別の PV における発電量予測精

度も向上させる必要があります。そこで、新たな検討課題とし

て、発電量推定における傾斜角考慮と日射量推定における空

間誤差補正が考えられますので、これらについて検討を行い

ました。 

 

2. 日射量とPV発電量の推定精度向上 

(1) 発電量推定時の傾斜角考慮 

 PV発電量の推定のためには、まず日射量を推定する必要が

ありますが、一般的に日射量とは水平面全天日射量のことを

言い、日射量短時間予測システムが算出する日射量も水平面

全天日射量となっています。実際には PV パネルは傾斜角を

もって設置されているため、PVパネルから見た傾斜面日射量

は、水平面日射量とは異なり、正比例もしません。そこで、現

状では関西エリア全体での統計処理により、月別および時間

帯別の補正係数を算出して、発電量推定における計算で乗算

しています。しかし、PV個別で見れば、PVパネルの傾斜角

や方位角も異なるため、傾斜面日射量を適正に算出した後、発

電量に換算する必要があります。 

傾斜面日射量を算出するには、日射を直達日射(直射日光に

よる日射)と散乱日射(直射日光以外の全天空からの日射)に分

けて考えます。ここでは、散乱日射は全方向均一とみなし、地

表面反射は無視すると、傾斜面日射量 Isは次式で計算できま

す。 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑏 ∙ sin 𝛼𝑠 + 𝐼𝑑 ∙
1 + cos𝜃

2
 

𝐼𝑏：直達日射量        

𝐼𝑑：散乱日射量        

𝛼𝑠：傾斜面から見た太陽の仰角 

𝜃：傾斜面の傾斜角  

 

直達日射量 Ibと散乱日射量 Idについては、次式により雲ア

ルベドから計算する手法を考案しました。 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑏𝑛 ∙ 𝑒
−
2𝐴
1−𝐴         

𝐼𝑑 = 𝐼𝑏𝑛 ∙ (1 − 𝐴 − 𝑒−
2𝐴
1−𝐴) ∙ sin 𝛼 

𝐼𝑏𝑛：快晴時直達日射量    

A：雲アルベド/100    

α：太陽の仰角      

研究紹介 1  

 

短時間後
雲アル
ベド分布

衛星画像
雲アル
ベド分布

日射量
分布

PV発電量
分布

総PV
発電量

変化予測アルベド変換 日射量推定 発電量推定 エリア積算

※アルベド：反射率

日射量短時間予測システム PV出力推定・予測システム

第１図 総 PV 発電量予測フロー 
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(2) 日射量推定時の空間誤差補正 

 雲アルベド分布と日射量分布の間には、気象衛星と太陽か

ら見た同じ雲に対する地表面投影位置のずれおよび気象衛星

の姿勢ずれにより、空間的なずれやばらつきが生じています。

ところが、総PV発電量算出時のエリア積算の際に、誤差がほ

ぼ打ち消されるため、現状ではずれを無視して日射量を推定

しています。しかし、ずれが数kmになるときもあり、小さな

エリアで見れば、誤差への影響も無視できなくなるため、可能

な限りずれを補正する必要があります。 

 空間的なずれについては、静止衛星である気象衛星と時刻

により移動する太陽から見た、一定の地上高の点に対する地

表面投影位置の緯度経度の差を計算し、座標補正を行うこと

にしました。空間的なばらつきについては、気象衛星画像の空

間分解能が0.5kmのため、日射量分布も0.5kmメッシュで作

成していますが、近隣メッシュで移動平均を行え

ば、地上計測日射量との誤差が小さくなることが分

かりましたので、平均化を行うことにしました。 

 直達日射と散乱日射では、空間的なずれやばらつ

きについても異なりますので、直達日射量分布、散

乱日射量分布のそれぞれについて補正検討を行い

ました。 

 

(3) 傾斜面日射量の算出と評価 

 今回の検討結果をもとに、雲アルベド分布から

傾斜面日射量を算出するまでの概略フローを第 2

図に示します。 

 小曽根変電所に設置されている水平面日射計と

傾斜面日射計(南30度)の実測データおよび、第2

図の算出フローにより求めた同地点の水平面日射

量と傾斜面日射量(南 30 度)の推定データを比較

したものを第3図に示します。なお、気象衛星画

像の時間分解能が2.5分のため、日射計の計測デ

ータも2.5分平均値を採用し、2017年の1年間、

8時から16時までの2.5分間隔のデータを用いて

います。

 計測時間間隔が短い割には、推定値と実測値の間の相関が

十分認められ、また、線形性も得られていると見ています。 

 

3. 今後の取り組み 

検証データの詳細分析を進めるとともに、技術研究所に新

たに設置した4 台の日射計を用いて、データ蓄積を行ってい

きます。この日射計は、水平面のほか、東、南、西の3方向の

傾斜面に設置しており、より綿密なデータ検証が可能となり

ます。今後、さらなる日射量予測精度の向上と日射量データの

活用範囲拡大につながることを期待しています。 

 

 

第 2 図 傾斜面日射量算出フロー 

直達日射量分布

雲アルベド分布

補正後
直達日射量分布

傾斜面日射量

散乱日射量推定

散乱日射量分布
補正後

散乱日射量分布

直達日射量推定

空間移動平均・座標補正

空間移動平均・座標補正

日射量算出

日射量算出

 

第 3 図 日射量の推定値と実測値 

日射量推定値[W/m2]

日
射
量
実
測
値

[
W
/
m
2
]

傾斜面日射量

日射量推定値[W/m2]

日
射
量
実
測
値

[
W
/
m
2
]

水平面日射量

研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（系統・配電）  

 

執 筆 者：澤崎 正明 

所  属：研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（系統・配電） 

主な業務：系統解析、太陽光発電に関する研究に従事 

 

R&D News Kansai  2020.3  No.501 
 

３ 



容量結合による架空配電系統の事故点標定装置の開発に関する研究

当社では、配電線事故発生時の停電時間の短縮とマンパワー省力化を目的として、架空配電系統にパル

ス波を注入し、入射波と反射波の時間差から事故点までの距離を標定することを検討してきました。こ

れまでの研究では、パルスジェネレーター、パルス注入・観測用の電流プローブ、オシロスコープ等を活

用した実験環境下において、事故点を標定できることがわかっています。しかし、現場導入を見据えた場

合、事故点標定装置の実機の評価やコストを意識した開発が必要になります。今回は、6.6 kV 通電状態

の配電設備にも取付け可能であり、電流プローブよりもコスト低減に繋がる容量結合方式の事故点標定

装置の試作機を製作したため、有効性について紹介します。

1. 背景と目的 

これまで、配電線事故発生時の停電時間の短縮とマンパワ

ーの省力化を目的として、事故点標定の研究を進めてきまし

た。事故点標定手法は、架空配電系統にパルス波を注入し、事

故前後の測定波形を差し引くことで、事故点からの差分波形

を算出し、入射波からの時間差を確認して事故点までの距離

を標定します。これまでの研究では、パルスジェネレーターで

発生させたパルスを、電流プローブを介して架空配電系統に

注入し、その反射波を、オシロスコープで観測を行う実験環境

下での評価を進めてきました。しかし、従来の手法は、架空配

電系統の負荷電流が大きくなると、電流プローブが磁気飽和

し、パルス波をうまく注入できない課題がありました。また、

現場導入を見据えた場合、電流プローブが高コストである課

題や、パルスジェネレーター、オシロスコープ等の実験装置で

はなく、代替となる事故点標定装置として評価することが不

可欠になります。 

今回は、事故点標定装置の現場導入を見据え、従来使用して

いた電流プローブ(誘導結合)ではなく、磁気飽和の心配がなく、

低コストである高圧コンデンサ(容量結合)によるパルス注入・

観測を行うこととしました。また、6.6 kV が充電している電

柱にも取付け可能な事故点標定装置の試作機を開発し、有効

性を確認したので、その内容を紹介します。 

 

2. 事故点標定装置の概要 

事故点標定装置の試作機(以下、TDR装置)のシステム全体

構成を第1図に示します。TDR装置は、高圧部分の架空配電

系統に直接接続される結合器箱と、パルス波の生成および反

射波の観測を行うTDR装置箱の2つで構成されています。結

合器箱の1側から制御変圧器を介して電源を取得し、TDR装

置箱にて商用電源に同期しながら、正負逆位相のパルス波を

生成します。増幅基板にて入射パルスを増幅し、結合器箱2側

から高圧コンデンサを介して架空配電系統の2線間に差動信

号を注入し、観測した反射波と入射波の時間差を演算するこ

とで事故点までの距離を標定しています。 

以前測定していた電流プローブでは、パルス入射用・観測

用で計4つの電流プローブを使用していましたが、コスト削

減の観点から、TDR装置では、高圧コンデンサを2つとし、

送受信経路を同一に設計しています。また、結合器箱には、架

空配電系統とTDR装置箱の反射を制御するため、整合回路を

挿入しています。また、TDR装置箱では、方向性結合器を活

用し、パルス入射時の受信回路側への印加電圧を制限しつつ、

架空配電系統からの反射波を観測することとしました。 

 

3. 6.6 kV模擬配電線路での検証 

 TDR装置の有効性検証を行った検証線路を第２図に示しま

す。場所は電力中央研究所赤城試験センターの線路を活用し

研究紹介２  

 
第 1図 TDR装置のシステム全体構成 

 

 

                        

 

第 2図 検証線路  
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て実施しました。TDR装置は22号柱に設置し、27号柱にて

地絡の事故を模擬し、事故点の差分波形と入射波からの時間

差から、事故点標定を行いました。 

 

4. 検証結果 

6.6 kV充電時における定常状態のTDR差動測定波形と、停

電時における27号地絡時の差動測定波形の比較を第3図に

示します。22号のパルスは90 nsが入射点であり、時間軸上

500 ns付近までは、TDR装置と架空配電系統のインピーダン

スの不整合による反射が残っていますが、それ以降は抑制で

きています。その後、電線を碍子で支える線路の引通し箇所か

らの小さな反射波が1200 nsや1500 ns付近で観測されてい

ます。これは、電線と腕金が碍子を介して寄生結合した容量に

よる反射波が観測されているためです。 

次に、定常状態と地絡時の波形を比較すると、約1840 ns付

近で大きく波形が変化していることがわかります。地絡事故

による変化点の抽出のため、第3図の定常状態のTDR差動測

定結果(第3図青線)から、地絡時のTDR差動測定結果(第3図

赤線)を差し引きし、差分を算出すると第4図のとおりとなり

ます。 

第4図より、入射波から約1750 ns付近にて、地絡のイン

ピーダンスの変化に伴う反射波が差分として検出できている

ことがわかります。同軸ケーブルの伝搬速度は真空中の光速

の66%に低下することを考慮すると、実際のパルスの伝搬経

路長(片道)は15 m/0.66(同軸ケーブル)+225 m(22号～27号

の架空配電線こう長) = 247.7 mとなります。パルス波の伝搬

速度2.93×108 [m/s]として事故点を標定すると、256.4 mと

なり、誤差8.7 mで地絡箇所の位置を標定することができ、

TDR装置の有効性を示すことができました。 

 

5. まとめ 

今回の研究紹介では、事故点標定装置の現場導入を見据え、

容量結合を用いた TDR 装置の有効性を電力中央研究所赤城

試験センターの6.6 kV模擬配電線路において検証を行い、地

絡事故の位置の標定ができることを確認しました。 

今後、更なる標定性能向上を実現させ、実配電系統への導入

に向けた研究を進めていきます。 

 最後に本研究を進めるにあたり、終始ご指導賜りました京

都大学の和田教授、久門准教授、九州工業大学の松嶋准教授に

深く感謝致します。 

当社においては、研究計画から実施にあたり有益なご助言、

ご指導いただきました配電部門、研究開発室流通技術研究室

の方々 、検証試験を実施するにあたりご協力を頂きました大

阪北電力本部 大阪北配電 EC、配電研修センターおよび京都

配電営業所の方々 に深く感謝いたします。 

社外におきましては、検証にご協力いただいた一般財団法

人電力中央研究所の方々 、また、活発な議論を交わしながら

TDR装置の開発に多大なご協力をいただきました株式会社ダ

イヘンの方々 に深く感謝致します。

 

送配電カンパニー 配電部 配電計画グループ  

 

執 筆 者：上嶋 宏明 

所  属：送配電カンパニー 配電部 配電計画グループ 

主な業務：配電部門の部門計画、電力システム改革対応に関する業務に従事。 

研究に関わった人：大阪北電力部 大阪北配電 EC 松本 正晃、橋本 直彦 

研究開発室 技術研究所 流通技術研究室 大森 豊 

第 3図 定常状態と地絡時の TDR差動測定波形の比較 第 4図 地絡時の差分測定結果 第 4図 地絡時の差分測定結果 

R&D News Kansai  2020.3  No.501 
 
５ 



一次系変電所における開閉サージの制御系への侵入実態

当社の変電所では、監視制御装置を中心に高速高性能なシステムの導入を進めています。これらのシス

テムは低電圧で動作する構成要素が多く、主回路に生じたサージの侵入によって、その動作に影響を受

ける恐れがあるため、侵入サージの評価と対策が必要です。しかし、低電圧システムのサージ現象に関す

る理論や対策は今なお研究途上であり、その進展のためには実際の変電所におけるサージ侵入実態を把

握することが重要ですが、これまでのところ測定例は少ない状況です。今回、一次系変電所において主回

路の開閉サージの低電圧システムへの侵入状況を測定する機会を得たので、その概要を紹介します。

1. サージの測定方法 

500 kVおよび275 kVGIS（ガス絶縁開閉装置）と500 kV

変圧器についてA変電所、また、275kVおよび77kV気中開

閉設備と275kV変圧器についてB変電所において、主回路の

しゃ断器(CB)や断路器(LS)を開閉した際に保全情報収集シス

テムに侵入する開閉サージを測定しました。保全情報収集シ

ステムとは、しゃ断器や断路器のガス圧や動作回数、変圧器の

温度や油面位置などを取得する計測用の低電圧システムであ

り、機器に設置したセンサ類と、信号をディジタル化する入力

端末を収納する伝送盤の間をCVVS またはCVVケーブルで

接続する構成となっています。測定の概略構成を第1 図に示

します。サージ測定はセンサ側と入力端末側で行いました。測

定プローブのアース側は、測定箇所の接地端子に接続したた

め、各測定波形は測定箇所ごとの接地電位に対する差電圧と

なっています。そのため、線間電圧は対地電圧から計算で求め

ています（第2図）。一部の測定箇所では、何も接続しないプ

ローブを用意し、電波等で測定プローブに侵入する輻射ノイ

ズも測定するようにしました（第3図）。なお、A変電所では、

500 kV設備のセンサ側に測定可能な端子が無かったため測定

対象から除外しました。また、B変電所では、275 kVしゃ断

器に保全情報収集システムが設置されていなかったため、仮

設システムを構成して測定しました。 

2. 測定結果 

第 4 図に測定波形の例として、A 変電所において、500 

kVGIS の断路器を投入したケースでのガス圧センサの入力端

末側のサージ波形を示します。このケースでは、測定波形自体

はVpp値で 約4kVに達していますが、ノイズが重畳してお

り、ノイズ分を除去すると、実際のサージはVpp値で 約2 kV

であったと推定されます。 

このような方法でノイズの影響を補正したサージ測定値

の最大値を電圧別、機器種類別に分類した結果を第1 表に示

します。表を見ると、1 kVを超えるケースが多く、概ね電圧

が高くなるにつれて値が大きくなっていることがわかります。

また、センサに比べて機器から離れている入力端末側でも大

研究紹介３  

 

275/77kV 
変圧器 

77kVCB 

77kVCB 

77kVLS 

架空線 

275kVCB 

275kVLS 

B 変電所 

架空線 

275kV 
GIS 

500kV 
GIS 

500/275kV 
変圧器 

275kVCB 

500kVCB,LS 

500kVCB,LS 

A 変電所 

入力端末 

オシロ センサ 

開閉機器 
開放中の機器 

凡例 

センサ/

入力端末

   

対地

線間

線間は対地から
計算で求める

第 1 図 概略測定構成 

第 2 図 測定電圧 

測定
箇所

測定      

無接続      

オシロスコープ

輻射ノイズ

第 3 図 輻射ノイズ検出 
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きなサージが測定されています。今回の測定値は2 か所の変

電所の保全情報収集システムでの測定結果であり、他の変電

所や低電圧システムにおいてそのまま適用できるものではあ

りませんが、若干低い値になったとしても低電圧システムに

用いられる構成品にとっては厳しい値であることに間違いは

なく、近年、低電圧システムのさらなる低電圧化、高速化が進

んでいることを考慮すると、サージ実態を低電圧システムに

反映しておくことはより重要になると考えられます。 

 

3. おわりに  

 2か所の一次系変電所において、77 kV～500 kV設備の主回

路で発生した開閉サージの低電圧システムへの侵入実態を測

定しました。測定結果から、このサージは、低電圧システムの

構成品にとって厳しい値であり、構成品のサージ耐量や保護

方法に十分注意する必要があることが確認できました。なお、

低電圧システムのサージには、開閉サージ以外にも、雷サージ

や低電圧システム構成部品自身の動作で生じるサージも存在

するので、これらのサージの実態も把握し、低電圧システムの

対策を考慮することが必要となります。 

 

研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（工務）  

 

執 筆 者：山田 正人 

所  属：研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（工務） 

主な業務：変電関係の研究に従事 

研究に関わった人：流通技術研究室（工務） 芥川 卓巳 

第 4 図 地絡時の差分測定結果 第 4 図 地絡時の差分測定結果 

第 4 図 測定波形の例 

第 1 表 電圧・機器種別の侵入サージ最大値 

計測回路 センサ側 入力端末側

500kV GIS

500/275kV
変圧器

275kVCB、
275/77kV変圧器

77kV CB

対地 線間 対地 線間

3.1 0.8

2.2 1.1

2.4

0.9

4.6

2.1 1.1

2.4

0.6

0.2

Vpp最大値 (kV)

測定
対象外 A変電所

B変電所

275kV GIS 3.6 1.7 4.8 1.7

拡大 

Vpp 

測定ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

無接続ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 
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深層学習による高クロム鋼配管溶接部のクリープ損傷評価 AI の開発

ボイラ高クロム鋼配管溶接部では、肉厚内部で損傷が発生しやすいことが知られています。この損傷を

評価する手法として、SPICA 法と呼ばれる手法による微小領域ひずみ分布計測の適用が試みられていま

す。本研究では、微小領域ひずみ分布画像データに深層学習を適用し、余寿命を診断する人工知能モデル

を開発しました。

1. はじめに 

ボイラ配管は高温高圧状態で使用するため、経年使用に伴

う溶接部損傷による蒸気漏洩が懸念されています。そのため

レプリカ観察等の非破壊検査により、定検時に余寿命診断を

実施しています。この余寿命診断技術の高度化を目指し、肉厚

内部の損傷も検知できるよう、さまざまな試みがなされてい

ます。 

本研究では、配管外表面のひずみと肉厚内部の損傷の相関

に着目しました。そして画像相関法であるSPICA法による微

小領域ひずみ分布計測で得られた画像データに深層学習を適

用し、損傷を診断する人工知能モデルの開発を試行すること

により、余寿命診断技術としての適用性について検討しまし

た。 

 

2. 人工知能開発用データ 

人工知能モデル開発に利用した微小領域ひずみ分布画像

は、弊社で実施した内圧クリープ試験のデータを使用しまし

た。試験体は12クロム鋼を用いて作製され、溶接部は管中央

周方向に施工されています。左右のボンド部に180度対称に、

微小領域ひずみ分布計測用の白金箔が4箇所（0°左右、180°

左右）に溶接されています。（第１図） 

 

なお今回は、軸方向の微小領域ひずみ分布画像を人工知能

モデル開発に利用しました。（第２図） 

3. 人工知能開発の問題設定 

 試験時間8,000、12,000、14,000、16,000、17,000、18,000[h]

の微小領域ひずみ分布画像を入手し、16,000[h]以下のデータ

を「損傷小」、17,000[h]以上のデータを「損傷大」とする分類

問題を設定しました。本内圧クリープ試験は19,350[h]で破断

に至っており、この分類は、クリープ損傷率85%をしきい値

とすることに相当します。また、微小領域ひずみ分布を取得す

るための白金箔は4 箇所に溶接されていますが、そのうち1

箇所のみ（180°右）のデータで人工知能のトレーニングと検

証を行い、残り3箇所のデータはテスト用としました。 

 

4. データ拡張 

次に、データの拡張を実施しました。画像データ数が6 枚

では人工知能トレーニングには少ないので、画像を回転させ

て別画像を作成することにより対応しました。回転角度は-0.1

～0.1度まで0.001度ずつ変化させ、これにより「損傷小」の

データを808枚、「損傷大」のデータを404枚、人工知能トレ

ーニング用データとして作成しました。実施については、これ

以降の内容も含め全てMALTAB 2016bで行いました。 

 

5. 学習方法 

上記のデータ数でも深層学習のトレーニングには困難が予

想されたため、学習済み深層学習モデルから、画像の特徴量を

抽出するネットワークを借用し、その出力を機械学習で分類

することで対応しました。転移学習と呼ばれる手法です。ここ

では、学習済み深層学習モデルであるAlexNetを使用しまし

研究紹介４  

第 1 図 データ取得用試験体のイメージ 

第 2 図 軸方向の微小領域ひずみ分布画像例 
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た。また、分類用機械学習にはサポートベクターマシン(SVM)

を用いました。なお、トレーニング用データのうちの30%を

ランダムに検証用データとすることで、モデルの妥当性を確

認しています。 

 

6. 人工知能開発の結果 

人工知能による分類結果より、テスト用データ溶接部右側

（第１表②）についてはトレーニング用データ（第１表④）に

よる結果と一致しました。これは、人工知能トレーニングに用

いたデータも溶接部右側のデータであり、180 度位置が異な

るだけなので、損傷率が近いためであると考えられます。テス

ト用データ溶接部左側（第１表①と③）については、損傷小と

判定されやすい結果になりました。これは、溶接部左側の軸方

向ひずみが右側よりも小さかったことから、溶接部左側は右

側より損傷の進行が遅かったためであると考えられます。 

 

7. 回帰モデルによる改良 

次のステップとして、クリープ損傷率を評価する回帰問題と

して人工知能モデルの開発を実施しました。開発に用いたデ

ータは分類問題と同一です。AlexNetの転移学習を用いたこと

も同一ですが、SVMは分類ではなく回帰のものを使用しまし

た。 

 目的変数は、微小領域ひずみ分布画像に対応する試験時間

を破断時間 19,350[h]で除した値であるクリープ損傷率とし

ました。 

 モデルのテスト結果を第3 図に示します。損傷率が高いと

ころでは比較的良い精度で評価できていますが、損傷率が低

いところでは，ばらつきが大きい結果となりました。よって実

機評価に本手法を応用する際には、分類用人工知能モデルで

第1段階の評価を実施し、「損傷大」と評価された場合に回帰

用人工知能モデルでクリープ損傷率を評価するのが適切であ

ると考えています。 

 

8. 今後の計画 

本研究により、機器損傷評価にAIが活用できることがわか

りました。今後は応用範囲拡大を検討していきます。

 

研究開発室 技術研究所 発電技術研究室  

第 3 図 人工知能による周溶接部クリープ損傷率評価結果 

 

執 筆 者：木津 健一 

所  属：研究開発室 技術研究所 発電技術研究室 

主な業務：火力発電機器の健全性評価に関する研究に従事 

 

第 4 図 地絡時の差分測定結果 第 4 図 地絡時の差分測定結果 

第 1 表 人工知能による周溶接部クリープ損傷評価結果 
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集合住宅のエコキュート・エネファームの VPP 効果の検討

電力システム改革が行われる中で、VPP(バーチャルパワープラント)/DR(ディマンドリスポンス)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。これに関連して、本研究では集合住宅のエコキュート（自然冷媒ヒートポンプ給湯機）やエネファー

ム（家庭用燃料電池）を VPP リソースとして活用した場合の効果量について検討した結果について報告

します。

1. 研究の背景・目的 

VPPとは各地に分散している太陽光発電や蓄電池、住宅設

備など（リソースという）を統合制御し、一つの発電所のよう

に機能させることをいいます。エコキュートは台数が多く、電

力負荷量も大きく、さらには蓄熱を行う時間を変えることに

より電力負荷制御に貢献できます。また、ガスを燃料に発電す

るエネファームも、発電量を変化させることで同様の貢献が

期待できます。 

電気を集合住宅全体でまとめて契約する一括受電集合住宅

が拡大してきていますが、このような集合住宅のうち、エコキ

ュートを導入したオール電化集合住宅や、エネファームを導

入した集合住宅について、これらの機器を集合住宅全体で

VPP 制御できれば、有用なVPP リソースとなることが考え

られます。   

しかしながら、集合住宅で現状このような機器のVPP制御

は進展しておらず、また給湯熱量や電力消費量がお客さまご

とに日々 変化する中で、VPP制御による効果量としてどの程

度の電力調整量が得られるかも十分把握できていません。   

今後VPPリソースとしての活用を図っていくには、VPP制

御による効果量について検討し、VPP制御の有効性を評価し

ていく必要があるため、研究しています。 

 

2. 実施概要 

(1) 集合住宅の需要モデルの作成 

 第１図に作成した集合住宅全体の2日単位の電気・ガス需

要データを示します。 

VPP制御による効果量を実態に即した形で推定するため、

過年度に実測した集合住宅の電気・ガス需要データを用いて、

100 戸相当の需要モデルを作成しています。なお元になった

需要データ（計測期間：夏期９月、中間期10～11月、冬期12

～2月）は、電気・ガス併用住宅のものであったため、カタロ

グなど公表されている効率等を考慮し、オール電化集合住宅

とエネファーム集合住宅の需要データに変換しています。 

 

(2) VPP制御方法 

第1表にVPP制御方法を示します。VPPにおける出力制

御方法としては、電力消費量を増やす上げDR と、電力消費

量を減らす下げDR がありますが、エコキュートについては

上げDR、エネファームについては上げDRと下げDRを行う

ものとして検討しています。  

上げDR は、太陽光発電出力抑制回避を想定し12 時～13

時に、下げDR は夕方にかけて太陽光発電出力が低下した時

の電力需要増加への対応を想定し 15～16 時に実施する設定

で検討しています。 

なお、エネファームの下げDR の場合、集合住宅全体でみ

て系統への逆潮流が無いようにするためには、集合住宅内エ

ネファーム住宅比率を27 ％（それ以外はガス給湯器使用）に

抑える必要があることが検討結果から分かったため、この条

件での制御を実施しています。 

研究紹介５  

第 1 図 集合住宅の電気・ガス需要の日変化 

第 1 表 VPP 制御方法 

 

住宅種別 実施時間帯

オール電化集合住宅 上げＤＲ
エコキュートの夜間の
沸き上げの一部を昼間
にシフト

１２時
～１３時

上げＤＲ
エネファームの発電を
停止

１２時
～１３時

下げＤＲ
エネファームの発電を
定格７００Ｗに移行

１５時
～１６時

エネファーム集合住宅

ＶＰＰ制御方法
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3. 実施結果 

 VPPにおける出力制御は、条件が合致した日のみに行われ

るものですが、給湯熱量や電力消費量の日々 の変動や機器の

効率変化等の影響によりVPP制御による効果量が年間を通じ

てどう変化しているかを把握しておかないと、VPPリソース

として有効活用できません。 

このため、元になった実測データの計測期間で、上げ・下げDR

を毎日行った場合を仮定してVPPの効果量を検証しています。 

(1) オール電化集合住宅・上げDR 

第２図にオール電化集合住宅の上げDRによるVPPの効

果量を示します。集合住宅全体で見て２０～１４０ｋＷｈと

年間を通じて最小でも２０ｋＷｈは見込めること、日々 の変

動とともに、季節によっても給湯熱量の違いから見込める効

果量が大きく異なることがわかります。 

(2) エネファーム集合住宅・上げDR 

第３図にエネファーム集合住宅の上げDRによるVPPの効

果量を示します。日々 の変動はありますが、季節による変動は

オール電化集合住宅の場合ほど明確でなく、年間を通じて 

１４～４５ｋＷｈ程度の効果量が得られることがわかります。 

(3) エネファーム集合住宅・下げDR 

第４図にエネファーム集合住宅の下げDRによるVPPの

効果量を示します。エネファーム設置住宅比率２７％での検

討では、５～１６ｋＷｈ程度の効果量が得られることがわか

ります。設置比率が２７％であり、また下げDR を行ってい

る時間帯１５～１６時は世帯での電力消費量が比較的大きく、

エネファーム発電量も大きい傾向であり、発電上げ幅が小さ

いため、効果量は余り多くないものと思われます。 

 

4. まとめと今後の取組み 

VPP における出力制御に際しては、給湯熱量や電力消費

量の日変動による変化幅が大きいこと、オール電化集合住宅

ではこれに季節による変動も加わること、エネファーム集合

住宅の下げDR では、設置比率の制約もあることなどを考慮

して対応していく必要があると思われます。

 今後は、VPP効果量の推定方法を、実フィールドでの適用

を想定した際の課題や有効性について検討します。また、集合

住宅内での電気のやり取り等の多様な取引形態の適用につい

ても検討を行う予定です。

 

研究開発室 技術研究所 エネルギー利用技術研究室  

第 1 図 あ 

 

執 筆 者：大森 俊也 

所  属：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） 

主な業務：家庭用機器評価に関する研究に従事 

研究に関わった人：エネルギー利用技術研究室（ホームエネルギー）八木 廉子 

第 4 図 地絡時の差分測定結果 第 4 図 地絡時の差分測定結果 

第 2 図 オール電化集合住宅・上げＤＲの効果

量 

第 3 図 エネファーム集合住宅・上げＤＲの効果量

量 

第 4 図 エネファーム集合住宅・下げＤＲ効果

量量 
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業務用空調機器の実使用性能フィールド実証研究

電力市場の自由化により、全てのお客さまが電力会社を自由に選択できるようになっており、お客さま

を繋ぎ止めるための提案活動が重要な課題となっています。この対策の一つとして、エネルギー消費割

合の大きい業務用空調機器に関する省エネ提案活動が考えられます。一方、技術研究所では巽実験セン

ターに環境試験設備を保有しており、業務用空調機器の性能評価、各種検討等を行っています。そこで、

本研究では事務所ビル等における実使用条件を踏まえた運転パターン等による省エネ効果の検討を環境

試験設備で行い、その検討結果を実フィールドである事務所ビルにおいて実証試験を行いましたので、

ここにご紹介させて頂きます。

1. 環境試験設備の概要 

環境試験設備の概要を第1 図に示します。室内機側の環境

試験室、室外機側の環境試験室には、それぞれ試験室用空調機

が設置されており、各試験室の温度、湿度を独立制御すること

により、室内雰囲気、室外雰囲気を模擬することができます。

第2図と第3図に各環境試験室、第4図に計測制御室の状況

を示します。 

一方、業務用空調機(以下、「供試機」という)の冷暖房運転

により室外機、室外機で処理される冷温風は、供試機前後のサ

ンプラーにより温度測定を実施しています。 

また、室外機、室外機で処理された冷温風はコードテスタ

ーにより風量測定された後、試験室用空調機へ戻され、再び環

境試験室の設定温度となるように調整されます。このように

リアルタイム計測された風量と温度差より、供試機の能力を

精密に算出することができます。なお、実フィールドでは正確

な風量測定ができないため、空調機の能力測定は極めて困難

です。さらに、供試機の室内機、室外機の消費電力についても

リアルタイム計測を実施しており、供試機の能力と消費電力

から成績係数(以下「COP」という)を算出することができます。 

 

2. 業務用空調機の性能試験 

(1) 環境温度を一定に保つ試験 

供試機の室外機、室内機の運転状態が共に安定することか

ら、定常状態のデータを得ることができます。空調機カタログ

の仕様欄等には、通常はこの試験結果の数値が採用されてい

ます。 

(2) 一定熱量を付与する試験 

供試機の室外機の定格能力に比して一定熱量の空調負荷を

室内機側に与えることから、実使用時に近いデータを得るこ

とができます。また、室外機側の外気温度条件を変化させて能

力測定することもできます。 

第 1 図 環境試験設備の概要図 

室内機側の環境試験室(A室)室外機側の環境試験室(B室)

室内機１ 室内機２ 室内機３ 室内機４

ダクト

コードテスター
（風量測定装置）

コードテスター
（風量測定装置）

室外機

サンプラー

サンプラー
・加温
・冷却
・加湿

・加温
・冷却
・加湿

試験室用
空調機

試験室用
空調機

ソックスダクト

業務用空調機
（供試機）

ソックスダクト

サンプラー

サンプラー

第 2 図 室外機側の環境試験室(B 室) 第 4 図 計測制御室 第３図 室外機側の環境試験室(A 室) 

研究紹介６  
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3. 実証試験の事前検討 

(1) 実フィールド対象の検討 

当社の南大阪営業所は大阪府堺市のシンボルロード沿いに

位置しており、次世代型営業所を目指して2014年8月に竣工

しました。営業所建物には電気モータヒートポンプ式ビル用

マルチ空調機(EHP)が採用されており、空調機の運転データ等

が取得できる集中制御システムが導入されていることから、

本研究の対象としました。 

(2) 電気使用量の検討 

2019年2月の南大阪営業所について建物全体の使用電力量

の時間推移を日毎で色分けしたグラフを第5 図、建物空調機

全体の負荷電流を第6 図に示します。これより、朝の電気使

用量のピークにおける建物全体と建物空調機との相関関係を

確認することができました。すなわち、建物空調機の運転開始

時間をシフトさせれば、電気使用量の基本料金を抑制できる

可能性があります。そこで、建物空調機の早期予熱運転につい

て検討することにしました。 

(3) 環境試験設備による能力測定 

近年の空調機オプションには強制的に空調機能力を抑制す

る「能力制限モード」が準備されていますが、メーカー、機種

によって仕様が異なります。南大阪営業所の建物空調機には

40%上限と70%上限の二つの設定が準備さている機種でした

が、既に製造終了で入手不能となっていました。そこで、同等

の仕様をもつ同じメーカーの後継機を購入し、環境試験設備

において40%上限、70%上限、能力制限なしの各設定条件、

環境温度一定、連続運転による能力測定試験を実施した結果

を第1 表に示します。これより、40%上限で能力制限モード

を設定すれば、消費電力とCOPが最も改善できることが分か

りました。 

(4) 早朝予熱運転の検討 

第1 表の測定結果に空調機の運転時間、部屋の温度上昇等

の検討条件を追加して、建物空調機の早朝予熱運転について

比較検討した運転パターンを第7図に示します。 

すなわち、南大阪営業所の空調機は通常時では7時30分に

タイマー起動されていることから、その90分前である6時か

ら早朝予熱する運転パターンとしました。また、7時30分以

降も使用電力量のピーク発生を防止するために13時まで能力

制限運転を継続としました。 

 

4. フィールド実証試験の実施 

南大阪営業所が暖房運転期間中の内、3週間で実証試験を実

施しました。試験対象エリアは、営業所建物空調機の室外機2

台分に相当する3Fと4Fの執務室としました。この実証試験

期間の内、外気温度条件が酷似している日を抽出し、早朝予熱

運転有無の電力量を比較した結果を第8 図に示します。これ

より、建物空調機のピーク時の電力量を約30％削減すること

ができました。また、第2表に示すように、各フロアの建物空

調機の1日当たりのCOPについても改善を確認できました。

今後は冷房運転についても実証検証を実施する予定です。

 

30.2%削減
予熱なし

（2019.1.30）

予熱あり
（2019.2.8）

第 2 表 実フィールドでの予熱 

有無による COP 比較 

第 1 表 環境試験設備での能力制限 

モードによる COP 比較 

第５図 建物全体の使用電力量(2 月) 第６図 建物空調機の負荷電流(2 月) 

第 7 図 早朝予熱の運転パターン 

研究開発室 技術研究所 エネルギー利用技術研究室  

 

第 4 図 地絡時の差分測定結果 第 4 図 地絡時の差分測定結果 

電
力
量
（
k
W
h
）

平均能力 平均電力

（kW） （kW）

能力制御なし 28.57 10.44 2.74
能力７０％ 19.69 5.12 3.85
能力４０％ 12.56 2.78 4.52

ＣＯＰ

6:00 7:30 13:00 17:30

40% 40% 能力制御なし予熱あり

予熱あり 70% 70% 能力制御なし

能力制御なし予熱なし（通常）

電気使用量（建物空調全体）

負
荷
電
流
(A
)

執 筆 者：野村 直弘 

所  属：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） 

主な業務：空調機器関係の性能測定等に関する業務に従事 

積算電力 積算能力

（kWh） （kWh）

予熱なし 21.7 94.5 4.36

予熱あり 20.9 102.5 4.91
予熱なし 20.7 88.7 4.28
予熱あり 14.3 63.6 4.45
予熱なし 42.4 183.2 4.32
予熱あり 35.2 166.1 4.72

COP

3F

4F

3F+4F

（比較）

第 8 図 実フィールドでの予熱 
有無による電力量の比較 
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関西電力の知的財産活用の取組みについて ～未活用特許の有効活用～ 

1. はじめに 

関西電力では多数の特許を保有していますが、自社で活用

されていない特許（以下、未活用特許）がいくつか存在します。

未活用特許のうち他社に実施許諾や権利譲渡して良い特許は、

開放特許（特許権者が他社にライセンス契約、譲渡する意思の

ある特許）として実施許諾先等を探すことで有効活用できま

す。 

その手段として、「開放特許情報データベース」と「知財ビ

ジネスマッチング」が広く知られており、当社はそのいずれに

も取り組んでいます。 

 

2. 開放特許情報データベース 

「開放特許情報データベース」(第1図)は、企業、大学、研

究機関等が登録した開放特許の情報をインターネットで検索

できるサービスであり、独立行政法人工業所有権情報・研修館

が提供しています。本サービスは誰でも無料で利用でき、興味

のある開放特許があれば、特許権者に直接連絡を取ることが

できます。ただし、特許権者と利用したい企業等を仲介するコ

ーディネーターがいないため、当事者間で調整する必要があ

ります。 

 なお、本データベースには当社が出願人となる

特許が 17 件登録（2020 年 1 月末時点）されてい

ます。（第２図） 

 

3. 知財ビジネスマッチング 

(1) 知財ビジネスマッチング 

知財ビジネスマッチングとは、大企業が保有する開放特許

のライセンスや権利譲渡により中小企業の新製品開発や新規

事業展開に繋げるべく、自治体等が地域経済の活性化を目標

として、地域の金融機関等と連携して大企業と中小企業との

出会いの機会を提供する活動です。（第３図） 

ミニ解説   

(出典：工業所有権情報・研修館 https://plidb.inpit.go.jp/) 

第 2 図 関西電力の開放特許の例 

第 3 図 あいち産業振興機構：知財ビジネスマッチング 

（出典：https://www.aibsc.jp/tabid/533/Default.aspx） 

第 1 図 開放特許情報データベース 
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 大企業や中小企業にとってのメリットは次のとおりです。 

( 大企業 ) 

① ライセンス料による収益 

② 新たなマーケットの創造 

③ 研究者のモチベーション向上 

④ 地域社会への貢献（企業価値向上） 

( 中小企業 ) 

① 自社ブランド製品の開発に有効 

② 不足技術を速やかに入手可能 

③ 開発した製品が特許権で守られる 

④ 大企業から得られる協力とブランド力 

 

知財ビジネスマッチングにおいて、川崎市と川崎市産業振

興財団が進める「川崎モデル」と呼ばれる中小企業支援スキー

ムが特に有名です。全国に先駆けて自治体主導で知財ビジネ

スマッチングを行って実績を上げており、他の自治体等の参

考とされています。川崎モデルの大きな特徴は、主催者がコー

ディネーターとして、大企業が保有する開放特許を活用でき

そうな中小企業へ声掛けを行うとともに、知財ビジネスマッ

チングをきっかけとした契約交渉や事業化までサポートを行

っていることにあります。2007 年度から取り組みが始まり、

これまでに成約35件、製品化21件の実績があります。（2019

年3月末現在） 

 

(2) 当社の取組み  

当社は地域社会への貢献に加え、ライセンス契約に伴う収

益拡大や開放特許を活用したイノベーション推進の後押しも

狙いとして2018年から取組み始めました。2019年に初めて

知財ビジネスマッチングに参画しており、その概要について

説明します。 

ａ．一般社団法人 大阪市産業経営協会との知財ビジネス 

マッチング 

 大阪市産業経営協会（大阪産業の発展に寄与することを目

的とし設立された中小企業の団体）の会員企業に対して、2019

年9月5，6日に当社の開放特許を紹介しました。（写真１） 

ｂ．かわさき知的財産シンポジウム 

2019年11月15日に開催された川崎市と川崎市産業振興

財団が主催するシンポジウムにおいて、川崎市およびその周

辺に立地する中小企業に対して、当社の開放特許を紹介しま

した。（写真２） 

4. おわりに 

知財ビジネスマッチングでは数社と個別面談を行うことが

できましたが、出会いから交渉が継続し、成約に至るまでの道

のりは困難であると言われています。今後も継続して知財ビ

ジネスマッチングに参画すること等により、未活用特許の有

効活用に貢献したいと考えています。 

 

研究開発室 知的財産グループ  

 

第 4 図 地絡時の差分測定結果 第 4 図 地絡時の差分測定結果 

写真 1 大阪市産業経営協会との 

知財ビジネスマッチングの様子 

写真 2 かわさき知的財産シンポジウムの様子 
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巻頭言   電気自動車 vs. 燃料電池自動車 

2019.6 
    同志社大学理工学部 機能分子・生命化学科 教授 稲葉 稔   

    核融合 -夢のエネルギーから実用化への道- 
2019.9 

    京都大学 エネルギー理工学研究所 教授 長﨑 百伸  

    年頭にあたって 
2020.1 

    関西電力 研究開発室長 西田 篤史  

    オープンイノベーションと産学官連携 
2020.3 

    近畿大学リエゾンセンター長・大学院総合理工学研究科長・教授 竹原 幸生  

研究紹介 系統・制御 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 2019.6 

    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） 2019.9 

    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 2019.9 

    日射量短時間予測データの利用拡大に向けた精度向上の検討 2020.3 

  送電 架空地線自動追尾ドローンを用いた点検手法の開発について 2019.6 

    鉄塔冠雪防止対策に関する人工着雪試験の実施 2019.9 

    マンホール内設備遠隔監視システムの構築について 2019.9 

  配電 高次高調波現象の解明と規格化に向けた取り組みについて 2019.6 

    スマートメーターの通信接続率 100％に向けた取組み 2019.6 

    コンパクト型光ユニット子局の開発研究について 2019.9 

    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 2020.1 

    高圧限流アークホーン付がいしの導入について 2020.1 

    容量結合による架空配電系統の事故点標定装置の開発に関する研究 2020.3 

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

関する研究 
2019.6 

  水力・変電 一次系変電所における開閉サージの制御系への侵入実態 2020.3 

  火力・原子力 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 2019.9 

    深層学習による高クロム鋼配管溶接部のクリープ損傷評価 AI の開発 2020.3 

  土木・建築 グリーンレーザを用いたダム貯水池の測量 2020.1 

    スノージャム現象の認証技術の開発研究 2020.1 

    低コスト版空調最適制御システムの開発 2020.1 

  ホームエネルギー 微振動センサを使った見守りシステムの開発 2019.6 

    エコーネットライトを活用したエネルギーリソースの利用研究 2019.6 

    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 2020.1 

    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） 2020.1 

    集合住宅のエコキュート・エネファームの VPP 効果の検討 2020.3 

  

種別   分野      タイトル                 (巻頭言)執筆者   発行月 
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  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） 2020.1 

  エネルギー 業務用空調機器の実使用性能フィールド実証研究 2020.3 

  先進技術 メンタルヘルス不調と相関のある指標の獲得に向けて 2019.6 

  /基盤技術 導波管被覆の経年劣化の熱分析による評価 2019.6 

    鉛蓄電池正極-電解液界面の第一原理分子動力学計算 2019.9 

    関西 VPP プロジェクト 2019.9 

    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 2019.9 

    リチウムイオン電池正極のサイクル特性評価 2020.1 

トピックス   PVT（Photovoltaic Thermal）の開発動向 2019.6 

    ＡＩを活用した石炭火力発電所燃料運用最適化システムの共同開発 2019.6 

ミニ解説   ＡＩと知的財産について ～データ保護の観点から～ 2019.6 

    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 2019.9 

    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～ 
2019.9 

    火力発電ボイラに生じる腐食疲労事例の紹介 2019.9 

    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～ 2020.1 

    水面の油膜状物質の判別について 2020.1 

    関西電力の知的財産活用の取組みについて ～未活用特許の有効活用～ 2020.3 

社内案内   電気化学分野で技術研究所員に博士(工学)の学位授与 2019.6 

    一般財団法人電力中央研究所 TAKUMI 賞を受賞 2020.1 

    第 48 回全社技術研究発表会 総合大会を開催 2020.1 

    2019 年度 R&D News Kansai 総目次 2020.3 
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