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今年の 4 月に始まったオンライン授業も慣れてき

て、9 月には大学院の遠隔入試を行うなど、東京大学

では創立後初めての事象が目白押しでした。2020 年

は、コロナウイルスによるパンデミックが大きく経済

活動を変えた年としてながく記憶されることになる

ことでしょう。ただ、今年が特別な事象というよりは、

近年は巨大化する台風や水害、各地で発生する地震な

ど、異常事態が発生しない年はない時代になったとい

う理解の方が正しいでしょう。不確実性が急速に高ま

っている時代においては、想定外のことが毎年起こる

前提で、企業が変化に適応することが求められており、

その点では研究探索がこれまで以上に重要になって

いるといえます。 

 

ポストコロナ時代においては、デジタル技術をはじ

めとする破壊的な技術革新も同時に進行し、電力業界、

自動車業界といった既存業界の枠にとらわれない大

きな変革が予想されます。顧客視点で柔軟に業界を組

替えてサービスを構築することができるところが次

の勝ち組となります。そこには絶対的な解はなく、百

発百中を目指すのではなく、変化に対応しながら数多

くのサービスを探索していくことが求められます。一

説には１つの大成功事業には、約 250 もの試行が必

要との報告もあり、そのアイデアの着想からのスピー

ドも重要なカギを持つといわれています。 

 

そんな想像力を必要とする研究探索において、個人

的に大学に在籍していることで有利だなと感じてい

るものは若い才能との接点です。私が大学に着任して

から十数年になりますが、ともすると固定観念に陥り

そうなところ、学生と議論することでその真っすぐな

志や旺盛な新しい技術の探求心にいつも助けられて

います。無知からくる提案も多いですが、いい意味で

常識が通じないので、当然の前提としていたものが現

実は矛盾を抱えていたことに気づかされるなど耳を

傾けるべき論点や視野の広がりを与えてくれます。こ

れは、知らないからこそ見える「New comer’s eye」

といわれる視点で、若い人が持つ才能の一つになりま

すが、将来の非連続な変化を見通す際に有効な切り口

となります。その視点からの理想的な目標は当然なが

ら新技術導入とも相性がよく、機械学習やブロックチ

ェーンなど新しい技術を研究テーマへ導入するきっ

かけにもなりました。そこでは、事業の成功には、一

定数の探索が必要でそのサイクルの速さが鍵になり

ます。完成度は低くても、また着眼から着手までの学

生の動きの速さと実行力もなかなかのものです。 

 

東京大学としても、これら活力に着目し研究の社会

実装を通じた社会貢献を促進する仕組み構築を進め

ています。起業を通じてベンチャー企業のスピードと

リスク許容力を活用して社会実装を進め、大企業にも

参画いただきながら社会変革を目指すものです。一見

効率が悪く遠回りしているように見えますが、大企業

の品質の高さゆえの「既存リプレイスの壁」を超えら

れるような設計となっています。徐々に成功事例も出

てき始めて新しい産学連携の形になりつつあります。 

 

関西電力さんとは共同研究プロジェクトを進めさ

せてもらっていますが、ともすれば研究対象を自社領

域の守りに限定しがちなところ、我々以上に先進的な

考えをお持ちであったり、学生の意見も好意的に聞い

ていただいたりして、大学の良さを引き出していただ

いているように感じますが、引き続き攻めの研究を維

持して、ポストコロナ時代を見据えた周辺業界も巻き

込む活躍を大いに期待しています。 

 

ポストコロナ時代の不確実性が増大する
なかにおける「眼」 

<略歴> 
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Ｎ－１電制システムの開発研究について

流通設備の利用率向上を目的に、流通設備の単一故障時（Ｎ－１故障時）に、リレーシステムで瞬時に

電源制限を行うことで運用容量を拡大するＮ－１電制が考案されました。Ｎ－１電制では、同一系統で

多数の発電事業者を制御する必要がありますが、既存の電源制限装置は、システム構築費用が高額であ

り、制限対象が数ヶ所程度であるという課題がありました。本研究では、IP 技術の活用により、複数拠

点を同一ネットワーク上で接続し、加えてソフト化による構成部品の大幅な削減を行うことで、低コス

トで多数の発電機の制御を実現する画期的なＮ－１電制装置の新規開発が実現したので、その結果を報

告します。

1. 背景（目的） 

近年、再生可能エネルギーの増加に伴い、送電

系統への系統連系ニーズが高まっています。しか

しながら、多数の新規電源の系統連系により、流

通設備の単一故障時に、送電容量を超過する可能

性があります。そこで、Ｎ－１故障時に発電機の

電源制限を行う事で、運用容量を拡大するＮ－１

電制が考案され、今後の系統連系ではＮ－１電制

を標準的に適用するように見直しが行われていま

す。 

Ｎ－１電制では、同一系統で多数の発電事業者

を制御する必要がありますが、既存の電源制限装

置は、システム構築費用が高額であり、制限対象

が数ヶ所程度であるという課題がありました。本

研究では、これらの課題に対して、IP 技術の活用

やソフト化により、低コストかつ多数の発電機の

制御を可能とするＮ－１電制実現に向けた検証を

行いました。 

 

2. Ｎ－１電制システム装置構成 

(1) システム構成 

今回開発したＮ－１電制システムは、検出装置、

演算装置、制限装置で構成され、ＩＰネットワー

クを介して各信号の伝送が行われます。（第 1 図） 

(2) 検出装置 

検出装置は、対象送電線・変圧器のＣＴから最

大 3 要素（3 回線）の単相電流を取込み、過電流

要素により過負荷検出を行います。 

(3) 演算装置 

演算装置は、最大 5 箇所の検出装置からの過負

荷情報を受け取り、最大 20 箇所の制限装置に対し

て抑制・遮断信号を送出することができます。運

用設定により、各々の検出装置に応じて、トリッ

プ対象の発電機の設定ができます。また、過負荷

情報をハード接点ではなく、ＩＰ伝送で受信する

ことで DI/DO 部品点数の削減が可能となり、低

コスト化・装置のスリム化を実現しました。 

(4)  制限装置 

制限装置は、演算装置からの抑制・遮断信号を

受信し、無電圧接点に変換した上で発電事業者の

制御盤へトリップ信号を引き渡します。トリップ

信号を出力する際は、同時に演算装置にトリップ

出力が完了した事を通知します。本装置は、Ｎ－

１電制を運用する上で必要な機能を整理し、電流

要素などＴＭ要素の取込みを省略することで小型

化を実現し、キュービクルに組み込み可能なサイ

ズとしています。 

第１図 Ｎ－１電制システムの構成 

 

3. Ｎ－１電制システム仕様 

(1) 過負荷電制機能 

送電線・変圧器のＮ－１故障時に過負荷を検出

した場合に、制限対象発電所の遮断器にトリップ

信号を送出します。送電線過負荷時には、制限対

象発電所の遮断器の順序遮断を行います。一方、

変圧器過負荷時は、当社変圧器過負荷リレーより

先行して動作する必要があるため、時間の制約上、

制限対象発電所の遮断器の一斉遮断を行います。 

  

Word 内に挿入頂く図表は、 

配置や構図を把握するため

のものですので、元データ

（excel, ppt, jpeg 等）を別

途ご提出願います。 
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(２) バックアップ遮断機能 

装置不応動等により、規定時間内に過負荷解消

が出来ない場合、検出装置にバックアップ遮断機

能を設けています。過負荷状態が一定時間経過後

に自変電所の遮断器を開放させることで強制的に

過負荷を解消し、設備損傷リスクを低減させるこ

とができます。 

 

4. 試作装置の製作 

 今回、製作した検出装置、演算装置、制限装置の

外観をそれぞれ、第２～４図に示します。 

 各装置は、Ｌ２ＳＷを介してＩＰ伝送が行われ、

実運用に近い環境で検証を行っています。また、

演算装置の最大接続に対する処理能力（処理負担）

の評価が行えるように、試作装置とは別に模擬装

置（検出装置：４台、制限装置：１９台）も製作し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 検出装置 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 演算装置 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 制限装置 

 

5. 検証試験 

本試験では、各種装置（検出装置、演算装置、制

限装置）の基本処理能力の確認を行うため、第５

図に示す構成で検証を実施しました。過負荷発生

～トリップ指令出力までの装置仕上がり時間の結

果を表１に示します。本装置は、変圧器故障時の

過負荷も発電機を抑制・遮断を行う必要があるた

め当社変圧器過負荷リレーより先行して動作する

必要があります。 

そのため本試験では、変圧器保護リレーとの協

調と通信遅延の影響（最大 200 ms）を考慮し、装

置仕上がり要求時間を 600 ms 以内と設定してい

ます。第 1 表の結果から、今回開発したＮ－１電

制装置で期待した装置仕上がり時間内で実現が可

能であることが確認できました。今回は代表で、

装置仕上がり時間の試験結果を記載していますが、

システム最大負荷時の演算装置の処理能力などの

基本機能についても、過負荷の種類に応じた順序

遮断、一斉遮断等要求した処理フローの実現が可

能であることが確認できています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 検証試験環境 

 

第 1 表 装置仕上がり時間 

装置仕上がり 
要求時間 

最大 
時間 

備考 

600ms 以内 223.8ms 
過負荷検出時間
200ms 含む 

 

6. おわりに 

本研究では、多数の発電機の制御を低コストで

実現する画期的なＮ－１電制装置の新規開発を行

いました。引き続き本装置の実用化に向けた詳細

検討を進めていきます。

 
執 筆 者：関西電力送配電（株） 電力システム技術センター 制御グループ 知花 包章 

主な業務：系統保護リレーの開発研究に従事 

研究に関わった人：滋賀電力本部 電気グループ 三井 秀太郎 

電力システム技術センター 制御グループ 舩本 政尚     
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鉄塔基礎材腐食検査装置の開発研究

送電鉄塔における基礎コンクリートの境界部分である基礎材の地際部は錆やすく、地際部に発生した

錆や腐食を起点に基礎コンクリート内部で基礎材が腐食する事象が発生しています。基礎コンクリート

に覆われた部分の錆・腐食は目視では確認できないため、コンクリートを割って確認する必要があり、地

際部の状態確認に非常に手間がかかっています。そこで非破壊で地際部の基礎コンクリートに覆われた

部分の錆・腐食状況を検査する装置の開発に取り組みましたので紹介します。

1. 背景（目的） 

鉄塔基礎材の地際部（写真 1）に発生した錆・腐

食は、基礎コンクリート内またはコーキング材な

どで補修した内部へと進展するため外部から発見

することが難しく、発見された時には腐食が進み

基礎材が強度不足となっているケースもあります。

ただし、基礎コンクリート内部の腐食状況を確認

するにはコンクリートを割らなければ確認できな

いため、非常に手間がかかります。また地際部に

発錆が見られても、基礎コンクリート内まで錆び

ているとは限らないため、コンクリート内まで錆・

腐食のないものも含めて全てコンクリートを割っ

て確認することとなり無駄が多く、非破壊でコン

クリート内部の基礎材腐食を検査できる装置の開

発を行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 送電鉄塔の地際部 

 

2. 研究の概要 

(1) 非破壊検査手法の選定 

非破壊検査は多くの手法がありますが、鋼材の

欠陥を検出する手法としては、超音波探傷や渦電

流探傷，腐食環境測定法などが使われています。

本研究では、鋼材の探傷に広く使われており、コ

ンクリートに覆われた鋼材表面の欠陥（腐食）の

検出に適していると考えられる超音波を用いるこ

ととしました。超音波探傷では、第 1 図に示すと

おり検査対象物に超音波を入射し、内部の欠陥に

より反射した超音波（反射エコー）を検出するこ

とで欠陥（腐食）の有無、大きさ、位置などを判断

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 超音波探傷の原理 

 

(2) 超音波の選定 

超音波探傷は使用する超音波により複数の手法

があります。山間部の鉄塔への装置の運搬や、山

の斜面など足場が必ずしも良くないこと、基礎材

表面の腐食を検出対象としていること、検査範囲

は地際から深さ 20cm 程度までであることなどを

考慮して、超音波の伝搬効率が高く、探触子の取

扱いが容易な表面波を用いることにしました。第

２図に示すように表面波は鋼材表面を伝播するた

め、表面の欠陥(腐食)検出感度に優れますが、表面

の凸凹などの影響を受けやすいため、鋼材内部を

一定の角度で反射しながら伝播する表面状態の影

響を受けにくい超音波を併用することとしました。 

 

 

 

表面波         斜角 

第 2 図 使用する超音波 

 

(3) 装置の試作と検証試験 

 事前検討として、探触子を試作し、コンクリー

トで覆った人工的に付けた傷を検出できるか試験

を実施しました。試験体を写真２に示します。 

その試験結果よりコンクリートで覆われた傷で

も表面波・斜角とも検出できることを確認しまし

た。さらに実際の送電鉄塔での試験を行い、その

結果を基に検査装置を試作し、探傷試験を実施し

性能を確認しました。 

Word 内に挿入頂く図表は、 

配置や構図を把握するため

のものですので、元データ

（excel, ppt, jpeg 等）を別

途ご提出願います。 
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探触子

超音波

探触子

超音波



 

 

 

 

 

 

 

写真２ 試験体 

 

3. 研究結果の概要 

(1) 模擬欠陥による探傷試験 

 試作した探触子を汎用の超音波探傷器に接続し

写真２の試験体について、探傷した結果が第 3 図

です。探傷波形を見ると、人工傷の位置に反射エ

コーが見られ、コンクリートに覆われた傷でも検

出できていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 試験体の探傷結果 

 

(2) 装置の試作 

模擬欠陥による試験結果などより、検査装置を

試作しました（写真３）。装置は、探触子の信号を

受信するパルサーレシーバー、探触子の位置情報

を取得するワイヤーエンコーダー、探触子や結果

表示用のパソコンで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 試作装置 

なお、試作に当たっては山間部の鉄塔での使用

を考慮して、運搬の手間を低減するため小型化を

図っています。 

(3) 試作装置による送電鉄塔での探傷試験 

装置を試作し、地際に腐食の見られる実際の送

電鉄塔で試験を実施しました。試験を実施した鉄

塔の地際は土に埋まっており、土を取り除いたと

ころ埋まっていた部分が腐食しているのを発見し

たものです（写真４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 実際の鉄塔の地際腐食状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 探傷結果 

写真４に示す範囲を探傷した結果が第４図です。

土に埋まっていた部分の腐食は正確に検出でき、

一方基礎コンクリート内は全く腐食していないと

いう結果が得られました。後日修繕のためコンク

リートを割ってみたところ、コンクリート内部は

全く錆びておらず、探傷結果が正しいことを確認

できました。 

 

4. まとめ 

地際腐食の非破壊検査に特化することで地際腐

食に対し非常に高い検出精度を有した非破壊検査

装置を開発することができました。本装置を使用

することでコンクリートを割らずにコンクリート

内の腐食状況を詳細に把握でき、点検の省力化の

みでなく腐食状況に応じた計画的な修繕が可能と

なります。ただし、今回開発した装置は超音波探

傷の知識と経験を有した専門家による操作が必要

で、検査コストがかかるという問題点があります。

今後は装置の取り扱いの簡易化など検査コストの

低減に取り組むことも検討していく予定です。 

 

人工傷（深さ0.12㎜）をコンクリートで
覆ったもの

 

探触子

走査方向

探触子

探傷範囲

80130180

表面の激しい腐食

表面の軽い腐食

入射部でのエコー

地際ライン

コンクリート内
（腐食無し）

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（工務） 加藤 正樹 

主な業務：架空送電に関する業務に従事    
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77kV 級簡易気中終端箱の適用評価

CV ケーブル用気中終端接続箱は、磁器がい管等を用い、その内部に絶縁油を充填する構造が一般的で

すが、施工時間短縮およびコスト低減を可能にする、がい管と電界緩和機能を一体化した簡易型気中終

端接続箱が古河電気工業(株)にて開発されました。現場適用に向けた評価として、鉄塔上に設置すること

を想定した風圧荷重ならびにリードオフ（ジャンパー線との切り離し）作業における簡易気中終端箱の

曲がりに対する影響評価を実施したため、その結果を報告します。

1. 背景 

FIT 電源対応や新規供給案件等により、架空送

電線鉄塔から地中送電線を分岐させる場合、鉄塔

上に気中終端接続箱を設置する鉄塔立上げ方式で

は架地鉄塔化に伴う鉄塔改造や鉄塔建替が必要と

なります。また、架空送電鉄塔の下に気中終端接

続箱を設置するための架台を建設し、鉄塔上の架

空送電線と架台上の気中終端箱を架空送電線にて

接続する引下げ線方式により分岐する場合には、

鉄塔下の用地確保が必要となります。これら工事

にかかるコスト削減および工事期間の短縮を目的

として、架空送電鉄塔から直接分岐可能な簡易気

中終端接続箱（以下、全ゴム端末）と呼ばれるポリ

マーがい管型気中終端接続箱に関する評価内容に

ついて紹介します。なお、全ゴム端末の電気的性

能や屋外暴露された際の紫外線による影響等につ

いては問題の無いことを確認しています。 

 

2. 全ゴム端末の概要 

従来、気中終端接続箱は主に磁器がい管型が使

用されています。磁器がい管型終端箱は 1 相当た

り約 180kg(B-854)と重く、施工日数も 1 相当たり

1 日を要します。一方で全ゴム端末は軽量かつ施

工時間が短く、絶縁油を充填させないため据付方

向に制限が無いといった特徴があります。また、

第 1 図に示す通り、終端の外被と主絶縁部である

ストレスコーンをシリコーンゴムで一体成型する

ことで構造を簡素化したことにより、施工工程の

簡略化を実現し、3 相を 1 日で施工することが可

能となりました。しかし、がい管自体が曲がる構

造であるがゆえの懸念事項もあります。懸念事項

の一つ目は、風圧荷重によるストレスコーンの面

圧への影響です。二つ目はリードオフ作業におい

て、ジャンパー線（充電部）からの離隔を確保する

ために全ゴム端末およびケーブルを大きく曲げる

必要があるため、ストレスコーンの面圧やケーブ

ル部へ影響を与える可能性があることです。本検

討では、これらの観点から鉄塔上のジャンパー線

から全ゴム端末を利用した分岐方法の適用可否検

討を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 簡易気中終端箱の構造と組立方法 

 

3. 風圧荷重による影響評価 

 鉄塔上で全ゴム端末を使用する際に風によるジ

ャンパー線の振動等が全ゴム端末のストレスコー

ン界面の面圧に与える影響を確認するため、下記

に示す風洞試験を実施しました。 

3-1 試験条件 

・風速：40m/s（電気設備技術基準第 58 条甲種 

風圧荷重相当） 

・試験時間：10 分間を 2 回（インターバル 10 分） 

・試験時の風速上昇下降速度と保持時間： 

(0m/s)⇒(約 1 分間で上昇)⇒（40m/s を 10 分

間保持）⇒（約 1 分で下降）⇒（0m/s） 

・据付条件：鉄塔上での全ゴム端末の取り付け状

況を模擬するため、第 1 表に示す各据付条件に

対して風洞試験を実施しました。ジャンパー線

の固定方法については長幹支持碍子による固定

点模擬部とジャンパー線端部を固定した場合

（両端固定）と、長幹支持碍子模擬部のみ固定

した場合（片端固定）の 2 パターンで検討を実

施しました。 

 

第１表 風洞試験における全ゴム端末据付条件 

条件 
全ゴム端末 

取り付け方向 

ジャンパー線 

固定方法 
風向き 

1-1 斜め 両端固定  

1-2 斜め 片端固定  

2-1 水平 両端固定  

2-2 水平 片端固定  

3-1 斜め 両端固定 1-1 と逆 

3-2 斜め 片端固定 1-2 と逆 

Word 内に挿入頂く図表は、 

配置や構図を把握するため

のものですので、元データ

（excel, ppt, jpeg 等）を別

途ご提出願います。 
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3-2 試験結果 

試験状況（条件 3-2）を写真１に示します。この

図に示した P1～P6 の各部において、風洞試験中

のストレスコーン界面の面圧値を第２図に示しま

す。この結果から、どの測定部も 0.1MPa 以上で

推移しており、電気特性上十分な面圧を確保でき

ていることが確認できました。また、風洞試験中

の面圧変動量は最大でも 0.005MPa 程度であり、

面圧特性に問題はないと考えられます。これらの

結果は全ての据付条件においても同様であり、鉄

塔上で全ゴム端末を使用した場合でも、風圧によ

る問題がないことを確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 風洞試験状況（条件 3-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 風洞試験結果（条件 3-2） 

 

4. リードオフ作業時の性能評価 

ケーブル取替工事や事故時の対応等でリードオ

フ（ジャンパー線との切り離し）作業が必要とな

る場合があります。従来使用してきた磁気がい管

型終端箱であれば、自立性があるためジャンパー

線と終端箱を接続しているリード線を切り離すこ

とでリードオフが可能です。一方、全ゴム端末は

自立性が無く、ジャンパー線に直接接続するため、

全ゴム端末とケーブルを大きく曲げることでリー

ドオフを行う必要があります。本検討では、リー

ドオフ時の曲げによる全ゴム端末や手巻き防食処 

 

理部、クリートで固定したケーブル部の影響を評

価しました。なお、リードオフはジャンパー線か

ら 1,000mm の離隔を確保するものとし、手巻き防

食下端から 250mm の位置をクリートにて固定し

た状態で実施しました。また、ケーブルは 77kV 

CVSS 250mm2を用いました。 

4-1 試験内容 

･リードオフ作業で全ゴム端末を曲げた状態を模

擬し、ストレスコーン界面の面圧を確認します。 

･第 3 図に示すように繰り返し曲げ試験（リードオ   

フ相当の曲げを 10 回繰り返す試験）を実施した

後、手巻き防食部に 0.1MPa の水圧を 1 時間加

え、解体調査にて防水性能を確認します。 

･繰り返し曲げ試験後にクリート固定部のケーブ

ルの解体調査を実施し、異常の有無を確認します。 

4-2 試験結果 

･リードオフ作業において全ゴム端末を曲げた場

合でも電気特性上、必要な面圧を十分確保できる

ことを確認できました。 

･繰り返し曲げ試験後の手巻き防食部の水密試験

の結果、浸水は手巻き防食部で止まっていたこと

から、防水性能を確認できました。 

･繰り返し曲げ試験後のクリート固定部の解体調

査の結果、ケーブルの性能上問題となるような異

常は見られませんでした。 

以上より、10 回程度のリードオフ作業を実施し

た場合でも、全ゴム終端およびケーブルの健全性

を確保できることが確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 繰り返し曲げ試験 

5. まとめ 

本検討により、鉄塔上における全ゴム端末を用

いた分岐手法において、性能上の問題がないこと

を確認できました。今後は実現場への適用に向け

て取り組んでいきます。また、架空送電鉄塔建替

時の仮鉄塔省略によるコストダウンや事故時のレ

ジリエンス強化を目的として活用できる可能性も

あるため、適用先の視野を広げて検討を進めてい

きます。 
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執 筆 者：関西電力送配電（株） 電力システムセンター 地中送電グループ 上岡 祐太 

主な業務：地中送電設備の技術業務に従事 
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ブロックチェーン技術を活用した電気のシェアリングサービス研究

住宅用太陽光発電設備で発電した電気のうち自家消費しない分をお得に使用していただくため、ブロ

ックチェーン技術を活用した電気のシェアリングサービス提供を念頭に、海外での事例を調査するとと

もに、サービス例を設定して実証試験を実施しました。

1. 背景（目的） 

住宅用太陽光発電設備(PV)の固定価格買取制度

(FIT)による買取期間が終了する電力(卒 FIT 余剰

電力)が 2019 年 11 月から出始めています。期間

終了後の買取価格は、FIT による買取価格と比べ

て安価になります。蓄電池を設置するなどして自

家消費することも考えられますが、それには初期

費用やメンテナンスコストがかかることから、費

用負担なしで卒 FIT 余剰電力をお得に使いたいニ

ーズがあります。 

そこで本研究では、海外事例を調査し、これを

参考にサービス例を設定してブロックチェーン技

術を活用したサービス提供システムとして電気の

お届けサービスのプロトタイプを構築し、実証試

験を実施しました。 

 

2. 事例調査 

太陽光発電の余剰電力をお得に使用できるサー

ビスについて、2018 年度に事例調査を実施したと

ころ、ドイツでは、余剰電力を仮想口座に預け、こ

れをシェアして別の時間・場所・人での使用を可

能とするサービスが提供されていました。サービ

スを提供する３社のサービスの概要は次のとおり

です。 

エネルギー大手の E.ON は、2017 年 4 月にサー

ビスを開始しています。預けられる電気の量に制

限はなく、預けた電気は、自宅だけでなく別荘や

仕事場など別の場所でも使用可能となっており、

さらに夏に預けた電気を冬に使用できるなど、月

を跨いだ使用も可能です。サービス料は 21.99 ユ

ーロ／月からです。 

主要蓄電池メーカーの SENEC は、2016 年にサ

ービスを開始しています。同社の蓄電池を導入し、

PV を保有する家庭や事業者向けで、2018 年から

は、預けた電気を欧州内に約 85 千ヵ所ある充電ス

タンドでの電気自動車(EV)への充電に使用可能と

するオプションを用意しています。また、別の場

所に住む家族や友人とシェアできるオプションが

あります。預けられる電気の量は、サービス料に

より異なり、1000kWh の場合は 14.95 ユーロ／月

で、さらにオプション料が必要になります。 

電力大手の EnBW は、2016 年にサービスを発

表しています。電気を預かるというよりも、余剰

分を売り、不足分を買うことができるオンライン

コミュニティ／マーケットであったと思われます。 

同社は SENEC を 2018 年 1 月に買収し、新規顧客

向けには、自社サービスに SENEC のサービスを

組み込み提供しています。 

 

3. 実証試験の概要 

(1) サービス例の設定 

電気のシェアリングサービスは様々なものが考

えられますが、今回の研究では、ドイツの事例を

参考に実証試験用のサービスを設定し、その提供

システムについて概念実証することにしました。

そのサービス内容は、卒 FIT 余剰電力が発生する

自宅(卒 FIT 宅)で余った電気を仮想の蓄電池で預

かり、その電気をお届けして①自宅以外の場所で

使用可能、②外出先で EV に充電可能の２つとし

ました(第 1 図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 実証したお届けサービスの概要 

 

(2) 実証環境の構築 

実証試験では、当社の巽実験センター内にある

PV と２つの負荷を、卒 FIT 宅と自宅以外の電気の

使用場所やＥＶ充電器に見立て、それぞれに対応

するスマートメーターで計量した発電量と使用電

力量を、お預かりした電力量とお届けした電力量

として用いることにしました。 

Word 内に挿入頂く図表は、 

配置や構図を把握するため

のものですので、元データ

（excel, ppt, jpeg 等）を別
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また、サービス提供システムはクラウド上のブ

ロックチェーン基盤を利用して構築し、各スマー

トメーターの計量データは 30 分毎に API 連携に

より取得するようにしました。取引(お預かり・お

届け)の内容は、取得した電力量に基づいて、卒 FIT

宅、仮想蓄電池、自宅以外、EV 充電器に紐づけた

４つのアカウント間でのトークンのやり取りに対

応させ、ブロックチェーンに記録するようにしま

した。使用したスマートメーターの最小目盛

0.1kWh を１トークンとし、ブロックチェーンは

Ethereum ベースのものを用いました。 

このサービス提供システムは、API アプリケー

ションとコントラクトアプリケーションの２つで

構成しました。API アプリケーションには、スマー

トメーターから計量データを取得する機能を実装

し、コントラクトアプリケーションには、発電を

トークンの発行処理として、電気のお預かりとお

届けをトークンの移転処理として実装しています。

トークンの処理は、Ethereum の規格(ERC20)で定

義されているメソッドを利用しました。ブロック

チェーンの記録状況は、ブロックの可視化ツール

で確認するようにしました。可視化ツールは、ブ

ロックチェーン全体の情報、ブロックチェーン上

で起きるイベント(トークンの発行、移転承認、移

転)のリスト、１つの取引の詳細情報(どのアカウ

ントから、どのアカウントに、何トークンが移転

したかなど)を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 実証システムの概要 

 

 

このように構築した実証システムは、第 2 図の

とおりです。クラウド上には、API アプリケーショ

ン実行する API サーバ、管理者のログインをする

踏み台サーバ、可視化ツールをインストールする

監視用サーバ、コントラクトアプリケーションを

実行するサーバを配置しています。 

 

4. 実証結果 

構築したプロトタイプシステムを用いて実証試

験を実施しました。取引は 30 分毎に実施され、ブ

ロックチェーン上に記録されます。このうち、例

えば、2020 年 2 月 7 日の 14:00～14:30 では、PV

の余剰発電量は 0.3kWh、自宅以外で 0.1kWh を使

用し、外出先で EV へ 0.3kWh 充電しました。ま

た、可視化ツールでブロックチェーンに記録され

た内容を確認してまとめると第 1 表のとおりにな

りました。このように、今回構築したシステムに

ついてブロックチェーン上に取引内容が記録され

ていることを確認しました。 

 

第１表 ブロックチェーンによる電力量の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 今後の計画 

今回の研究では、当社の実験設備を対象とする

小規模な概念実証を実施しました。 

当研究室では、P2P 電力取引や環境価値取引な

どにブロックチェーン技術を活用する研究に取り

組んでいます。今後は、これらの成果も用いなが

ら規模拡大など、より実践的な研究を進める予定

です。 

 

 執 筆 者：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） 山田 洋右 

主な業務：住宅のエネルギー利用技術に関する業務に従事     
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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）   



 VHF 帯無線における干渉源の探査手法の研究

 VHF 帯無線で発生する通信障害への対応の一環として無線干渉源の探査手法の検討を行いました。外

来電磁波による干渉が障害原因と推定される場合に対して、干渉波の発生状況を長期間にわたって自動

で測定・記録をするシステムを構成するとともに、複数箇所の測定結果を使えば干渉波の発生位置を実

用的な精度で推定できる見通しが得られたので紹介します。

1. 背景 

無線回線には、無線テレメータ等、ラジオ放送

に近い VHF 帯の狭帯域の電波で音声やデータを

伝送するものがあります。VHF 帯は、比較的減衰

が少なくて通信に使いやすいのですが、電気機器

や放電等による雑音が発生しやすく、遠くからの

電波の影響が出やすい周波数ともいえます。この

ため、VHF 帯の無線システムで発生する通信障害

の原因としては、他の通信システムの混信や雑音

等による干渉の場合が多くあります。この対策を

検討するには干渉波の発生位置の特定が必要とな

りますが、干渉波は低頻度で不規則に発生するこ

とが多いので、非効率な作業となりがちです。こ

れに対して汎用的かつ省力的な仕組みで干渉源を

特定する手法の確立が求められていました。 

 

2. 研究の概要 

干渉源位置の特定を行うためには、まず不規則

に発生することが多い干渉波の信号強度や発生の

タイミングを把握するためのシステムが必要です。

また位置の特定は、一般には指向性アンテナを用

いて電波の到来方向を調べて行いますが、周波数

が低い VHF 帯の指向性アンテナは巨大なものと

なるため、利用が難しいという問題があります。

そこで干渉源の位置を簡便に把握する手法を検討

する必要があります。 

これらの課題を解決するために、干渉波の信号

強度や発生のタイミングを把握する経済的な連続

測定システムを開発するとともに、このシステム

を用いて複数箇所で干渉波を測定して干渉源位置

を推定する干渉源位置推定手法を検討しました。 

 

3. 連続測定システムの開発 

 干渉波の測定では、干渉波自体がどのような信

号であるかが分かりません。このため通信障害が

発生した無線信号の周りの周波数で発生する電波

を測定することになります。周波数毎の受信レベ

ルを測定するスペクトル測定に対応するため、PC

に USB で接続可能な市販の無線モニタ装置をベ

ースに、連続測定システムを開発しました。シス

テムの構成を第 1 図に示します。微弱な無線信号

のスペクトルを、分オーダーの時間分解能で記録

可能としています。開発したシステムは、専用測

定器（スペクトルアナライザ）を用いた測定系に

比べて、大幅に安価であること、PC を利用するこ

とでデータ保存容量が増加し長期測定に対応でき

ること、モバイルバッテリー等で測定が可能なた

め設置場所の制約が緩やかなこと、などの特長が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 システム構成 

 

４. 連続測定システムの現場での動作検証 

このシステムを、実際に約 2.6 ㎞離れた現場（A

地点、B 地点）に設置し、約１ヶ月の動作検証を行

いました。検証事項は連続測定において、①単発

的に発生する信号の発生時刻と受信レベルが記録

できるか、②単発信号のスペクトルが記録できる

か、③異なる地点で信号の受信レベル差が識別で

きるか、です。 

システムは 1 か月間にわたり安定稼動して、次

の評価ができました。はじめに第 2 図は、期間内

のある１日において検出できた単発信号です。

2MHz の帯域内で発生した信号の、毎分の最大値

を示しています。不連続に発生する信号を測定で

きているのが分かります。次に２地点で同一時刻

に受信した信号のスペクトルの例を第 3 図に示し

ます。異なる地点で、単発的に発生した同じスペ

クトルの信号が異なるレベルで記録されています。 

このように干渉波のスペクトルと発生時刻が記

録できれば、干渉波の種類や発生パターンが把握

でき、障害要因の絞り込みにつなげられます。 

研究紹介５  
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第３図 測定されたスペクトルの例 

 

５. 干渉源位置の推定の検討 

干渉源の位置を簡便に把握する手法に関しては、

第 4 図に示すように、３か所で干渉波のレベルを

測定し、互いのレベル差から干渉源位置を推定す

る方法を検討しました。連続測定システムを用い

て複数地点で同時測定すれば、干渉波の受信レベ

ル差が検出できるので、干渉源の位置の推定が可

能になってくると考えたものです。 

しかし実際には、無線信号の伝搬は構築物や地

形等の要因によって変わるので、測定位置によっ

ては受信レベルの信頼性が低くなると考えられ、 

実環境では単純に３か所の測定から位置推定を行

うと、大きな誤差が生じることは明らかです。 

そこで実際の環境における状況を確認するため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 推定手法のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較的平坦な市街地で、模擬干渉源からの信号を

異なる位置で測定し、受信レベルに生じる誤差の

程度を調べてみました。その結果、場所によって

受信レベルが低く出るものの、そのデータを除外

できれば、一様な距離減衰と見なせることがわか

りました。このため４か所以上で測定を行い、そ

の中から測定の信頼性の高い場所を選んで干渉波

の受信レベルの相対的な差を得るようにすれば、

実用的な位置推定ができると考えました。 

これをもとに、信号の受信レベルの相対差によ

る位置推定について、郊外の平坦地（電波伝搬の

安定した良好な条件）と、山間部の谷あい（電波伝

搬が乱れる過酷な条件）で干渉源位置推定を実施

して、手法の実用性を検証しました。その結果、平

坦地では干渉源位置を誤差数十mで推定できまし

た。これに対して山間部では、受信点間の距離が

十分とれなかったこともあり、推定誤差は 200m

程度まで拡大しました。 

通信障害の調査において、干渉源を数十ｍの範

囲に絞ることができれば、現地で周囲をみて電磁

波の発生が疑われるものを探すことで、原因が高

い確率で判明すると思われます。山間部では調査

範囲が広がりますが、電磁波を発生する電気的な

構造物は平坦地に比べて少ないので調査の難易度

はほとんど増加しないと考えられます。このため、

単純な方法ですが、実用的な推定結果であると評

価をしています。 

 

６. まとめ 

テレメータ等に用いられる VHF 帯無線に通信

障害をもたらす干渉波に対して、発生時の強度や

発生のタイミングを把握するための経済的な連続

測定システムを開発するとともに、複数箇所で干

渉波を測定して干渉源位置を推定する干渉源位置

推定手法を検討しました。今後は障害解決のため

の手法として活用する予定です。 
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第２図 単発的に発生する信号の測定結果 

執 筆 者： 研究開発室 技術研究所 基盤技術研究室（基盤技術） 金岡 泰弘 

主な業務：無線に関する研究等に従事 

研究開発室 技術研究所 基盤技術研究室（基盤技術）   



 関西ＶＰＰプロジェクト 

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 2019 年度実証試験概要とその結果について

報告します。

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～GW 間は OpenADR2.0b 等、GW～リソース間

は ECHONET Lite や Modbus/TCP 等を採用して

います。 

 

3. 2019 年度実証内容 

2019 年度は、システム面では、本実証事業にお

ける共通実証メニュー(三次調整力①／②、市場価

格連動上げ下げ DR)への対応に加え、2018 年度実

証で課題となっていた制御精度を向上(目標値に

対する乖離を低減)させるための機能(フィードバ

ック（FB）制御仕様の見直し、ポートフォリオに

合わせた最適なチューニング)を統合サーバに追 

研究紹介６  

 

第 1 図 システム構成図                 
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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。  

実証試験内容は、共通実証メニューおよび

EV/EQ を活用した実証を、上記で構築したシステ

ムを用いて、各々複数回実施しました。 

 

4. 実証結果 

共通実証（三次調整力②(下げ DR)）では、実証

発動時間 3 時間（30 分毎 6 コマ）すべてにおいて

入札量±10％以内（入札量とは、需給調整市場に

て調整力提供者が約定を希望する kW の量を指し

ます。実証試験では、簡易的にアグリゲーション・

コーディネーター（以下、AC）が系統運用者（早

稲田大学）に提出する供出可能量を入札量とみな

しています。）に滞在させることを目標としました。 

ここでは、三次調整力②(下げ DR)の結果につい

て紹介します。ちなみに、当該実証メニューの要

件のうち主なものは以下のとおりです。 

・指令値変更あり（30 分間隔） 

・応動時間:45 分以内 

・実証発動時間:3 時間 

・応動の基準値:アグリゲーターが設定（30 分値） 

・応動の成功率判定方法:入札量に対して±10％

以内に入った 30 分値のコマ数 

第２図に受給点ベースと指令値(統合サーバか

らの依頼量、基準値と当日需要との差分)ベースの

結果を示します。この実証は、本プロジェクトに

参画している事業者から 4 社を選抜し、最大供出

可能量が 276kW という条件で行ったものです。た

だし、入札量は、アグリゲーターやリソースの脱

落および基準値のずれを考慮し 220kW としまし

た。 また、上位サーバからの指令値が持続時間 3

時間(12 時～15 時)の間に 2 回(220kW→55kW→

165kW)変更されました。 

実証結果は、指令値変更への対応が困難（0 また

は 100％への変更のみ可）なリソース（浄水ポン

プ）がポートフォリオに含まれているにもかかわ

らず、応動の成功率は 6/6 コマで 100％でした。

AC が A 社の指令値変更に対するずれを C 社およ

び D 社のリソースにフィードバック制御（13 時～

15時までの間に計 7回）したことによるものです。

例えば、13 時～14 時の場合、指令値 55kW（入札

量×1/4）への変更に対し A 社が浄水ポンプを稼

働させたため制御量が不足し、その不足分を C 社

および D 社のリソースで補っています。また、14

時～15 時の場合、指令値 165kW（入札量×3/4）

への変更に対し A 社が浄水ポンプを停止させ制御

量が過剰となったため、C 社および D 社のリソー

スに対し上げ DR（蓄電池充電）指令を出し補正し

ています。この結果から、2019 年度に見直したフ

ィードバック制御仕様および本実証試験における

ポートフォリオのチューニングは適切であったと

考えています。 

 

5. 今後の取り組み 

本実証事業は最終年度を迎えており、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、

2020 年度は、最適なポートフォリオの形成やそれ

に合わせたフィードバック制御のチューニングに

より実証の総仕上げを行います。 

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   

  

第２図 共通実証結果（2019 年度）                
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執 筆 者：研究開発室 技術研究所 先進技術研究室 竹村 和久 

主な業務：バーチャルパワープラント（VPP）実証研究に従事 



次世代電池の研究開発動向（２） ～リチウム金属を用いた次世代電池～ 

1. はじめに 

前回は、次世代電池の開発が現在盛んに進めら

れていることを紹介し、次世代電池には大きく分

けて 3 種類あることを説明しました。今回からは

３回にわたり、それぞれの次世代電池について紹

介します。今回はリチウム金属を用いた次世代電

池に焦点を当てました。 

 

2. リチウム金属の特徴 

(1) エネルギー密度の大きさ 

現在広く使われているリチウムイオン電池の負

極には、主にグラファイトなどの炭素材料が使わ

れています。充放電時にはグラファイト内にリチ

ウムイオンが挿入・脱離されます。グラファイト

内にリチウムイオンが規則的に挿入されたときの

重量当たりのエネルギー密度は、372 mAh/gです。

炭素材料以外にも様々な負極材料が考案されては

いますが、もし、リチウム金属そのものを負極に

用いると、エネルギー密度は 3,861 mAh/g と極め

て大きな値となります。そのため、電気自動車や

スマートフォンなど、コンパクトで大容量である

ことが要求される用途に、リチウム金属を用いた

蓄電池が期待されています。 

(2) リチウム金属負極の課題 

リチウムイオン電池では正極と負極の間にある

電解液を通してリチウムイオンが動きます。正極

と負極が接すると短絡するため、セパレータとい

う電気絶縁性のある高分子多孔膜が間に入ってお

り、そこに電解液が満たされています。リチウム

金属を負極に用いた電池では、充放電を繰り返す

と、第 1 図に示すようにリチウム金属が徐々に樹

枝状に伸びてゆく現象が起こります。樹枝状リチ

ウム金属がセパレータを突き破って正極に達する

と内部短絡を起こし、発火の原因の一つとなりま

す。これをどう抑制するかが最大のポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. リチウム金属を用いた次世代電池の例 

(1) 全固体電池 

負極にリチウム金属を用い、セパレータと電解

液のかわりになる固体電解質を用いた電池です。

固体電解質は強度が高いので、リチウム金属が樹

枝状に伸びるのを抑制できます。そのため、盛ん

に開発が行われており、次世代の電気自動車用蓄

電池の本命と考えられています。小型の電池はす

でに商用化され始めています。 

(2) リチウム硫黄電池 

正極に硫黄、負極にリチウム金属を用いた電池

です。硫黄は正極材料としてはエネルギー密度が

極めて大きい（1,672 mAh/g）ため、リチウム金属

と組み合わせることで大容量の蓄電池が期待でき

ます。しかし、硫黄は導電性が極めて低い、充放電

時の体積変化が大きい、中間生成物が有機電解液

に溶解しやすいなどの欠点があり、まだ商用化で

きていません。 

(3) リチウム空気電池 

空気中の酸素とリチウム金属との反応を電気化

学的に行い充放電させる電池です。正極は空気中

の酸素が反応するための場として使われるだけで、

外部に無尽蔵にある空気からエネルギーを利用で

きるため、極めて高容量の蓄電池が期待されます。

しかし、リチウム空気電池特有の問題点が多く、

これらを解決するための対策を取ると、期待する

ほど大きな容量が得られない可能性があります。 

 

以上、リチウム金属を用いた次世代電池を紹介

しました。リチウム金属を用いた二次電池は、

1980 年代に一度商品化されましたが、発火事故が

相次ぎ、間もなく製造が中止されました。そのた

め、性能がよいものができたとしても、安全性を

確保するために十分な対策が必要です。 

 

以 上 
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第 1 図 リチウム金属の析出の模式図 



養殖の課題と技術開発について 

1. はじめに 

令和元年度水産白書によると、世界の１人当た

りの食用魚介類消費量は、50 年で約２倍に増加し

ています。一方供給は、漁船による魚介類の採取

は横ばい傾向、養殖による魚介類の生産量は急激

に増加しています 1)。世界の水産資源を生物学的

に持続可能なレベルで維持させる場合、養殖は今

後も増加すると考えられます。その養殖にはいく

つかの課題が存在します。代表的なものとして、

餌料コストの高騰や稚魚の確保があります。 

 

2. 養殖用餌料 

養殖に用いる餌料には、たんぱく質源として魚

粉が配合されています。魚粉の価格は、世界的な

飼料需要の拡大や、原料となるペルーカタクチイ

ワシの漁獲量の減少により、2005 年から 2015 年

の間で約2.6倍まで上昇し、高止まりしています。 

農林水産省の統計によると、国内のブリやマダ

イの養殖においては、餌料代が支出の半分以上を

占めており 2)、対策技術の開発が注目されていま

す。対策技術の一つとして、低魚粉餌料がありま

す。これは、餌料に含まれる魚粉の割合を減少し、

代わりに植物性タンパク質（大豆油かすなど）の

代替原料を加えるものです。しかし、代替原料は

魚粉に比べて栄養価が低いことや、魚類の生理状

態に悪影響を及ぼす物質を含んでいる場合があり、

それらを解決する研究を水産研究・教育機構 増養

殖研究所などが実施しています 3)。その方法は、栄

養価、および生理状態の改善のために必要な物質

を添加する方法や、低魚粉飼料で飼育しても成長

の良い個体を選抜、交配し、低魚粉餌料に適した

魚を育種するなどがあります。 

また、魚粉の代替として動物性タンパク質であ

る昆虫を用いる方法も研究されています。昆虫を

用いることは、コスト面での改善だけでなく、魚

粉にない魚に対する良い効果も期待できることが

分かってきました。愛媛大学の研究では、カイコ

に含まれる機能性の糖が、魚の免疫力を上昇させ

る効果があることを見出しました 4)。 

 

3. 完全養殖魚 

 養殖のニホンウナギについて、必要な稚魚が不

作となり、市場価格や養殖業の経営に大きな影響 

 

を与えているとの報道がされています。このよう

に、養殖に用いる稚魚を天然資源に依存する場合、 

調達管理が難しく、経営に影響を及ぼすことがあ

ります。一方、人工的に孵化・稚魚生産を行い、飼

育した成魚を産卵させるサイクルを回す養殖技術

を完全養殖と呼びます。 

 近年、完全養殖に成功した有名な事例として、

近畿大学のクロマグロがあります 5)。クロマグロ

は、世界的な資源減少により、漁獲に制限が設け

られていますが、完全養殖であれば、天然資源に

影響を与えることなく生産が可能です。また、稚

魚の計画的な生産が可能となり、養殖経営が安定

します。 

 さらに、完全養殖ができれば、養殖に適した個

体（味の良い魚や少ない餌で生育する魚など）を

選抜し、育種できる可能性があります。また、稚魚

の生産を大型水槽で実施することができれば、病

害リスクをコントロールできる可能性もあります。 

 

４.おわりに 

 養殖は紹介した以外にも、陸上養殖や IoT の導

入など、技術的な開発課題が多くあります。また、

世界的な海水温度の上昇により、中長期的に養殖

適地や養殖魚種の変化も起こる可能性もあります。

国内では法制度面での課題もありますが、養殖は

大きなビジネスチャンスがある事業分野であると

考え、技術研究所でも検討を進めています。 

 

 

1) 令和元年度水産白書 

2) 農林水産省「漁業経営調査報告」(平成 30 年) 

3) 水産研究・教育機構 HP 

http://nria.fra.affrc.go.jp/RCAS/ag.html 

4) 愛媛大学 HP 

https://www.ehime-u.ac.jp/data_study/ 

data_study-12727/ 

5) 近畿大学水産研究所 HP  

https://www.flku.jp/aquaculture/tuna/ 

 

 

執筆者：奥畑 博史  

ミニ解説（２）            研究開発室 技術研究所 先進技術研究室   
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意匠法の改正 ～デザインでビジネスを保護する～ 

1. 意匠と意匠法 

意匠は、物品の形状、模様や色彩とその結合、建

築物または画像であって、視覚を通じて美感を起

こさせるものをいいます。 

特許がアイディアであるとすると、意匠はデザ

インであるといえます。 

意匠は意匠法にもとづき、特許庁に出願して審

査を受け、登録を受けることによって意匠権とな

り、保護を受けることができます。 

当社は意匠の出願件数、権利の保有件数ともに

少ないですが、例として、保安帽収納袋（意匠第

1612194号）があります（第１図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 「保安帽収納袋」 

 

昨年、意匠法が改正され、2020 年 4月 1日に施

行されました。今回の改正は、立法以来の大改正

とも言われています。本稿ではその概要を説明し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 意匠法改正の契機 

従来、意匠権として保護される対象は物品（＝

有体物である動産）の形状や色彩などに限られて

いました。 

したがって、例えば、不動産である建築物、物品

と離れたデザインであるタイプフェイス、物品以

外の場所に投影される画像などは、物品とは認め

られず、意匠権の保護を受けることができません

でした。 

しかし、デザインの対象や役割の拡大により、

現在の意匠法による保護では十分ではなくなって

きました。 

そのため、デザインの力をより活かすために、

保護対象などを見直す必要が生じてきたのです。 

 

3. 意匠法改正の内容 

 改正は、「保護対象の拡充」（（１）、（２））

と「関連意匠制度の拡充」（（３））、存続期間の

延長（（４））に分けることができます。「保護対

象の拡充」については、第２図を参照ください。 

(1) 画像デザインの保護 

改正前は、表示画像および操作画像のうち、物

品に記録・表示される画像が保護対象となってい

ました。改正後は、物品に記録・表示されているか

否かにかかわらず、画像そのものを保護すること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安帽収納袋 使用状況 

第２図 保護対象の拡充 （出典：特許庁広報誌「とっきょ」2019 年 12月 9日号） 

 

ミニ解説（３）  
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例えば、サーバーに記録され利用の都度送信され

る画像、壁に投影される画像、アイコン単体など

が新たに保護対象になります。 

(2) 建築物デザインの保護 

改正により、保護の対象に建築物が追加されま

した。その結果、建物の外観を意匠権で保護する

ことができるようになります。 

また、⼀意匠⼀出願の要件を満たさないため、

意匠登録を受けることができなかった、複数の物

品（テーブル、椅子、照明器具など）や建築物（壁

や床の装飾）から構成される内装のデザインは、 

改正により、内装全体として統⼀的な美感を起こ

させる場合は、意匠登録を受けることができるよ

うになります。例えば、レストランの内装なども

意匠権で保護することができるようになります。 

(3) 関連意匠制度の拡充 

 関連意匠とは、類似する複数のバリエーション

の意匠について、出願人が同⼀であれば、各々の

意匠について意匠登録を受けることができる制度

です。 

 改正前は関連意匠の出願は本意匠（関連意匠の

元となる意匠）の意匠公報発行日前までにしなけ

ればならないこと（出願日からおおむね８か月以

内）、関連意匠にのみ類似する意匠は登録できない

といった制約がありました。 

改正により、関連意匠の出願可能期間は、本意

匠の出願から 10 年が経過する日前までに延長さ

れました（ただし、関連意匠の設定登録時に、本意

匠が存続していることが必要です）。 

また、最初の本意匠（基礎意匠）には類似してい

ないが、関連意匠にのみ類似する意匠（関連意匠

B）についても、基礎意匠の出願から 10 年が経過

する日前までの出願であれば、登録が認められる

ようになりました。関連意匠 B は、関連意匠 B の

本意匠（関連意匠 A）が存続していれば、関連意匠

A の本意匠が存続しているか否かにかかわらず登

録を認められます（第３図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 意匠権の存続期間の延長 

 意匠権の存続期間は、今回の改正で「登録日か

ら２０年」から「出願日から２５年」になります。

これにより、存続期間は実質的に延長されたとい

うことができます。 

 

4. 最後に 

当社においても、モノの提供をともなう新規事

業や、Web アプリによりサービスを提供する事業

が誕生しています。これらのデザインを意匠権と

して権利化することで、事業を保護することがで

きます。   

反面、デザインが他者の意匠権を侵害する可能

性が高まったということでもありますから、デザ

インの使用に当たっては注意する必要があります。 

 ご不明な点は、知的財産グループにお問い合わ

せください。 

 
以 上 

第 3図 関連意匠 

（出典：特許庁令和元年度特許法等改正説明会テキスト 

研究開発室 知的財産グループ   
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