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2020 年 12 月現在、123 か国 1 地域が脱炭素を

宣言し 2050 年に温室効果ガス排出ゼロにコミッ

トしている（経済産業省資料）。日本も昨年カーボ

ンニュートラルの宣言をした。枯れ木や薪・炭か

ら化石燃料にいたるまで炭素を燃焼させて得られ

るエネルギーに支えられてきた文明は 30 万年以

上続いたようであるが、あとわずか 30 年でその炭

素文明を終えるというエネルギー史上の大きな転

換点を迎えることになった。 

ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』によ

れば「約 30 万年前にはホモ・エレクトスやネアン

デルタール人と、ホモ・サピエンスの祖先によっ

て火が日常的に使われるようになった。ホモ・サ

ピエンスが東アフリカで進化するのは約 20 万年

前で、それより早い。火を使えるようになって、そ

れまで消化できなかったものを食料とすることが

でき、食べるために使っていたエネルギーと時間

を減らすことで、脳を大きくする道が開けた。そ

うしてホモ・サピエンスの現代にいたる進化の歴

史がスタートした。」ということであり、火を使う

ことは我々の長い進化の歴史の始まりであり、以

降 30 万年間、文明は炭素の燃焼から得られるエネ

ルギーの上に成り立ってきた。炭素の燃焼で暖を

取り調理をして生物として特別の地位を得た人類

はその後、農業時代には薪や炭を使い、産業革命

では化石燃料を使い生産、輸送の革新を、さらに

は電力へのエネルギー転換から現在の情報革命へ

と至る 30 万年を経て現在の社会が構築された。薪

や炭から化石燃料を使用することができるように

なり現在の人間一人当たりが使うエネルギーは

30 万年前に比べて約 100 倍に増えた（NIRA『エ

ネルギーを考える－未来の選択－』）ことにより今

の豊かな生活が成り立っている。その間、制約な

く炭素を燃焼させてエネルギーが得られる前提で

社会活動が行われてきた。それに伴う二酸化炭素

の排出量は 2017 年で年間 328 億トンあるが、つ

いにそれが地球のキャパシティを越えたというこ

とであり、いよいよ脱炭素により地球温暖化を食

い止めることを人類共通の大きな課題として認識

せざるを得ないようになった。 

30 万年の間、炭素燃焼以外のエネルギーには歴

史の長いものとして再生可能エネルギーである水

力や風力があり、紀元前から帆船や粉ひき水車が

使われてきた（NIRA『エネルギーを考える－未来

の選択－』）。ただ自然環境に恵まれているところ

に限られたであろうし水車や風車は高コストで小

規模なものであった。さらに 20 世紀には原子力の

エネルギーを大規模に使えるようになったが、現

在でも再生エネルギーと原子力を合わせて全エネ

ルギー消費に占める割合は 2019 年で 16％程度

（電気事業連合会 HP『世界のエネルギー消費と資

源』）と多くはなく、炭素文明がいまも続いている

ことに違いはない。 

そのような歴史から、今からの 30 年間の炭素文

明から脱炭素社会への移行には技術開発やイノベ

ーションはもちろん社会構造の大きな変化を伴い、

想定しきれない大きなインパクトを社会に与える

のではないだろうか。自動車産業、石油天然ガス

などの資源産業、鉄鋼、セメント、運輸、などいず

れも二酸化炭素排出量の多い産業であるが、それ

ぞれが新たな製造プロセスへの転換を余儀なくさ

れ、中には消えていく産業もあるだろうし新たに

生まれる産業もあるだろう。乱暴に言うと脱炭素

社会への移行に伴い新たな勝ち組と負け組ができ

るということだろうか。 

そのような世界へと向かう今、当社はエネルギ

ーを生業とする会社であるから大いに期待される

と同時にチャンスをつかむ良いポジションに位置

している。IT 革命が多くの IT ベンチャーを産んだ

ように技術や社会が大きく変わる時期には多くの

ビジネスチャンスが生まれる。例えば 2050 年に

は誰もがカーボンニュートラルを求められ、炭素

の燃焼が最高に贅沢なエネルギーとなり、ガソリ

ンエンジンの車に乗りたい人やキャンプで焚火を

したい富裕層に炭素吸収券を有料で販売する、と

いったビジネスが生まれているかもしれない。 

新たなチャンスをつかむために研究開発が果た

す役割はこれまでの規制時代とは違って格段に大

きくなる。チャンスの種をいち早く見つけビジネ

スの芽を育てる成長の原動力として研究開発は不

可欠である。研究開発に携わる我々は 2021 年を

脱炭素時代の新たなビジネスチャンスをつかみ取

る最初の年にしなければならない。 

巻 頭 言  

炭素文明 30 万年の終わり 

島本 恭次                                 

竹原 幸生 

関西電力株式会社 執行役常務 研究開発室担当 
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台風時電柱二次被害予測への AI 適用に関する研究

台風襲来時には、電柱などの配電設備に被害がおよび、停電が発生します。当社では、電力中央研究所

や電力 10 社と共同で、台風襲来前に被害予測が可能となるシステムを開発し、その予測に基づいて、あ

らかじめ人員配置などを集中させる施策を試行しています。しかしながら、2018 年の台風 21 号や 2019

年の台風 15 号・19 号のように、屋根材やビニールハウスなどの飛来物が多数発生すると、それが電柱な

どに影響し、二次被害を多数発生させてしまいます。元来、飛来物発生の予測は困難なのですが、AI を

用いて飛来物被害の予測を行う取組を行っていますので、紹介します。 

1. 背景とねらい 

2018 年の台風 21 号（以下、T1821）の襲来時

には、当社管内で 1,000 本を超える電柱への被害

が発生しました。その内の約半数が屋根材やビニ

ールハウスなどの飛来物による二次被害です。 

一方、電力中央研究所と電力 10 社が共同で開発

中の災害時被害予測システム（RAMP）は、高いレ

ベルの精度での被害予測が可能となってきていま

すが、飛来物による二次被害については、予測計

算の中で考慮できていません。 

そこで、RAMP による被害予測の精度向上のた

め、衛星画像等の空中写真を用い AI による深層学

習（Deep Learning）にて、飛来物による二次被害

予測の可能性を検討しました。 

なお、RAMP は迅速な復旧体制構築を目的とし

ており、電柱 1 本ごとの局所的な精緻な予測では

なく、広範囲で大まかな予測をねらいとしている

ものであるため、本検討もそれに沿ったものです。 

 

2. 研究の概要 

(１) AI による深層学習 

本研究では、深層学習の中で、画像分析に有効

な最も代表的なモデルである畳み込みニューラル

ネットワーク(Convolutional neural network)を用

いました。ニューラルネットワークとは、ニュー

ロン(neuron)という神経細胞のネットワーク構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっている人間の脳の仕組みを模倣したネット

ワーク構造となっており、人工知能のモデルです。 

(２) 活用したデータとモデルの学習手順 

1km 四方のメッシュに分割した空中写真に

T1821 による電柱被害実績を紐付けし、データセ

ットとして準備しました。その内の 8 割程度のデ

ータを学習用（訓練用）データとして、システムに

分析させ、出来上がったモデルに検証用として残

した 2 割のデータを用いて、検証を実施しました。

分析には、分析用ソフトウェアで世界的にシェア

のある SAS（Statistical Analysis System）を用い

ました。 

入力データとしては、地理院地図から取得した

空中写真と宅地利用動向調査を重ね合わせたもの

と傾斜量図などを用いました。それらを画像畳み

込み層で特徴量を生成し、結合中間層にて RAMP

で予測した 1km 四方メッシュごとの風向風速お

よび電柱総本数を入力として追加させて、出力デ

ータ（予想結果）を導き出しています（第１図）。

なお、今回の検討に用いたデータセットは、T1821

の被害の多かった大阪府南部（南大阪・岸和田・羽

曳野の各配電営業所分）のみを用いました。 

(３) 判別精度評価手法 

 判別精度評価手法には、正答率と AUC（Area 

Under Curve）を用いました。AUC とはモデルに

よる予想時の判別しきい値を 0%⇒100%まで変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

研究紹介１  

第 1 図 モデルの学習手順                
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させた際に、真陽性率（「被害なし」の実績の内、

正しく「被害なし」と予想された割合）と偽陽性率

（「被害あり」の実績の内、間違って「被害なし」

と予想された割合）の関係を示したものです。AUC

が 0.7 以上であると、予測確率分布の「被害あり」

／「被害なし」の分離度合が良く、予測モデルとし

て成立するとされています（第２図）。 

(４) 判別精度評価結果 

用いるデータの条件を変えるなどして、種々の

モデルを作成しました。その中の現時点での最終

形モデルの判別精度結果を第３図に示します。 

正答率が 0.87、AUC が 0.86 と非常に良好であ

り、予測確率密度図でも「被害なし(青)」の予測分

布と「被害あり(赤)」の予測分布をかなり分離でき

ています。しかしながら、実際に被害のあった 26

のメッシュの内、予想で「被害なし」としたメッシ

ュが 11 存在し、これは『見逃し』となってしまい

ます。密度図からも、「被害なし(青)」の一部が高

確率側に分布しており『誤報』を生じていること、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「被害あり(赤)」の一部も低確率側に分布してお

り『見逃し』を生じていることが分かります（点線

枠部参照）。実際は被害がないのですが「被害あり」

と予測してしまう『誤報』をある程度許容できる

のであれば、判別のしきい値（緑点線）を下げる

（左にシフト）ことにより『見逃し』を減少させる

ことは可能です。なお、今回の判別のしきい値は

正答率が最大となるように設定しています。 

 

3. まとめと今後の計画 

空中写真を用いた AI による深層学習にて、飛来

物による電柱への二次被害を予測できる可能性を

見出すことができました。 

今後は、今回の検討に用いていない T1821 の別

のエリア（大阪府北部など）の衛星画像や過去の

台風での被害実績を用いて、モデルの判別精度を

確認・改良する予定です。高い判別精度を持つこ

とが確認できれば、RAMP による被害予測との併

用方法を検討します。 

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（系統・配電） 清水 慶一 

主な業務：配電部門業務への新技術適用に関する研究業務に従事 

第２図 AUC の説明           

第 3 図 判別精度評価結果               

研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（系統・配電）   
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地上設置型開閉器付変圧器の開発

2016 年 12 月 16 日の「無電柱化の推進に関する法律」施行以降、事業者は「無電柱化に資する技術開

発を行う」ことが責務となっております。地上設置型機器は、社会ニーズとしてコンパクト化（低地上

高・省スペース化）、当社ニーズとして配電線停電時の故障箇所早期切離しや復旧作業時に停電範囲を最

小限に抑えられる用品開発が求められています。本稿では、これらの求められるニーズを実現した「地上

設置型開閉器付変圧器」を開発したため紹介します。 

1. 背景（目的） 

当社の地上設置型変圧器は、π型引込方式（以

下、π型地上設置型変圧器）を採用しており、概ね

変圧器 3台に対して 1台の多回路開閉器※１を設置

しています。π型地上設置型変圧器は、各変圧器

間を高圧ケーブルで繋いでおり、当該箇所のみを

切離しする事で故障時の復旧作業や改修工事等が

可能となります。しかし、π型地上設置型変圧器

に接続されている高圧ケーブルの切り離し等の作

業に時間がかかる、本復旧時に変圧器 3 台分の停

電が必要になるなど、設備の高経年による改修工

事が増加する中で現場運用面での課題が顕在化し

つつありました。そこで、これらの運用面での課

題を解決しつつ、社会ニーズにも対応した開閉機

能付きで従来品よりコンパクト化した地上設置型

変圧器を開発しました。（第 1 図） 
※１ 多回路開閉器は、複数ケーブルを１台の開閉器に接続でき、 

各回路の開閉操作が可能な機器です。 
 

第 1 図 地上設置型機器の系統構成（例） 

 

2. 開発の概要 

(1) 開発品の要求仕様・コンセプト 

まず、開発品の主な要求仕様を、以下のとおり

設定しました。（第２図） 

【要求仕様】 

・機器高さを 900mm から 800mm 以下に低減 

・現行π引込型変圧器に 2 回路開閉器を搭載 

・高圧ケーブルの端末接続や操作方法を、現行の 

多回路開閉器と同様にする 

・地上から検電、検相が可能な構造とする 

・低圧二次側の作業スペースを維持する 

第２図 開発品の要求仕様 

 

(2) 開発品の設計 

前述 2.(1)の要求仕様を基に、a.開閉器および 

b.変圧器の設計を行いました。 

a. 開閉器（2 回路） 

現行多回路開閉器の設計仕様をべースとして、

各部のコンパクト化を図ることで、高さ800mmの

外箱に収納可能な 2 回路開閉器を設計しました。 

（第 3 図） 

第３図 開閉器（2 回路）の設計内容 

b. 変圧器 

高圧側に開閉器（2 回路）を搭載し、かつ低圧側

の作業スペースを現行品同等に確保できるよう、

変圧器寸法を検討しました。開閉器（２回路）の搭

載により変圧器スペースが減少するため、現行品

より変圧器本体を細長くする必要がありました。

また、変圧器本体が長くなる事で地下部での作業

スペースが減少するため、変圧器内部の配線見直

しや開閉器と変圧器間のデッドスペースに放熱器

を設けて変圧器本体の長さを抑え、地下部分を最

小限に抑える構造としました。（第 4、５図） 

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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第４図 変圧器設置スペース 

  （現行品と開発品の比較） 

第５図 地下部の作業スペース 

 

(3) 作業性検証と改良案の検討 

2.(2)の設計を基に試作品を製作し、作業性検証

にて課題の洗い出しを行いました。（第 6 図） 

本検証での抽出課題と解決策の代表例を、以下に

記載します。 

【抽出された課題】 

・ボルト挿入箇所が見にくく機器据付作業が困難 

・地上から検電、検相が困難 

（ケーブルコネクタの検電孔が見えない） 

・低圧ケーブルが基礎ベースの角に接触し、ケー 

ブル外皮（シース）を傷つける虞がある。 

第６図 据付作業、検電の課題 

【解決策】 

・側面扉の下部を開閉できる構造にする事で、据 

付作業性を向上させ、地上からの検電（検相）を 

可能としました。（第７図） 

・２次側分岐導体のサイズを縮小する事で、現行 

の接続可能回線数を維持し、スペースに余裕を 

もたせる事でケーブル外皮（シース）が損傷す 

るリスクを低減できました。（第８図） 

第７図 据付、検電の改善イメージ 

 

 

 

 

 

 

第８図 ２次側分岐導体の縮小 

 

(4) 二次試作品での再検証と最終仕様の決定 

2.(3)の作業性検証と課題の解決策を反映し、二

次試作品を製作しました。 

二次試作品での再検証にて課題解消が確認で

きたため、最終仕様としました。 

 

3. 開発品の概要 

最終仕様として、以下に示すとおり、当初予定

した要求性能をすべて満足する用品を開発する事

ができました。（第 9 図） 

【主な仕様】 

・機器高さ 800mm 

・２回路開閉器を搭載したπ型変圧器 

・現行と同じ高圧ケーブルの接続や操作、低圧 

 二次側での作業が可能 

・地上からの検電、検相が可能 

第９図 開発品と現行品の外観比較 

 

4. まとめ 

本開発にて、社会ニーズである地上設置型機器

の低地上高化を同時達成でき、当社ニーズである

事故探査時間の短縮および停電交渉等のマンパワ

ー削減に寄与する事ができました。さらに、本開

発品の導入により、多回路開閉器の設置数が減少

するため、機器設置台数減少によるコスト削減が

期待できます。 

執 筆 者：関西電力送配電(株) 配電部 配電開発グループ 大麻 純季 

主な業務：配電設備に関する用品開発・研究業務に従事 

研究に関わった人：配電部  配電開発グループ 平野 正行 

京都支社 電力本部 京都配電エンジニアリングセンター 片柳 聡史、芦北 大樹      
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ガスタービン動翼の解析的損傷評価

ガスタービンの動翼や静翼は高温の燃焼ガスに直接さらされるため、供用中に耐熱コーティングの剥

離や疲労き裂発生が生じる場合があります。部品の補修・交換費用を最適化しながらプラントを運用す

るためには、これらの損傷の評価技術向上が求められています。本研究では、動翼の有限要素解析モデル

を作成し、応力分布・クリープ損傷分布を評価した結果を報告します。 

1. 背景（目的） 

ガスタービンでは熱効率向上のために、燃焼ガ

ス高温化が進められています。それに伴い、運転

中に高温の燃焼ガスに直接さらされる部品（動翼

や静翼など）の使用環境は過酷化しています。こ

れらの部品に対しては、部品表面への耐熱コーテ

ィング・耐食コーティングの施工や、部品内部を

空気や蒸気により冷却することで、部品の酸化防

止やメタル温度抑制が行われています。しかしな

がら、破断延性の低いコーティングの存在や内部

冷却に伴う熱応力により、基材表面や応力集中部

からクリープ※1損傷や疲労※2き裂が発生する場合

があるため、定期的な補修や交換などが必要とな

ります。ガスタービン動翼などの部品の補修・交

換などの判断基準を最適化しながらプラントを運

用するためには、これらの損傷の評価技術向上が

求められており、技術研究所では使用済み動翼に

対する破壊調査（組織観察や各種機械試験の実施）

や有限要素法（FEM: Finite Element Method）に

よる解析的評価を実施し、部品の損傷メカニズム

解明や寿命診断手法の高精度化に取り組んでいま

す。 

本研究では、ガスタービン動翼の有限要素解析

モデルを作成し、解析的にクリープ損傷を評価し

ました。 

 

2. 使用済動翼の破壊調査 

評価対象となる使用済みガスタービン動翼に対

して破壊調査を実施しました。第 1 図(a)に示す通

り、当該翼ではプラットフォーム部背側（後述の

第 2 図の矢印部）に耐熱コーティング（TBC: 

Thermal Barrier Coating）の部分的な剥離が認め

られました。動翼の様々な部位から試験片を切り

出し、組織観察などを行い、供用後の動翼材料の

状態を推定しました。第 1 図(b)は組織観察結果の

うち、プラットフォーム部背側の TBC 剥離部近傍

の断面観察像であり、耐熱コーティングの剥離と

ともに耐食コーティング部を起点とした微視き裂

が観察されました。 

 

第 1 図 使用済み動翼の観察結果 

 

３. FEM 解析条件 

(1) 解析モデル 

前項の破壊調査で認められたプラットフォーム

部のき裂の発生メカニズム評価を目的として、動

翼の FEM 解析モデルを作成しました。作成したモ

デルを第 2 図に示します。 

(2) 解析条件 

本研究の対象であるガスタービン動翼では内部

冷却が採用されているため、冷却構造に依存して

複雑なメタル温度分布を示します。技術研究所で

はこれまでに実機使用された動翼の破壊調査等を

実施し、材料特性の変化などの評価を実施してい

ます。これらのデータを介して推定した動翼のメ

タル温度分布に一致するように熱伝達係数等を調

整した FEM 伝熱解析を複数回実施することで、メ

タル温度を再現する伝熱解析の境界条件を求めま

した。その後、伝熱解析で得られた温度分布を規

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。 

研究紹介 3  

※1 高温で荷重を受けると、材料が水飴のように 
時間とともに徐々に変形する現象 

※2 材料に荷重が繰り返し作用すると、応力が集中 
する局部からき裂などが発生する現象 

(a) 外観観察像 

(b) や 

TBC

耐食コー
ティング

基材

(b) 断面観察像 

微視き裂 

 
R&D News Kansai  2021.1  No.504 

 
6 



定場とする弾クリープ解析（弾性変形とクリープ

変形を模擬する解析）を実施しました。弾クリー

プ解析では温度分布による熱応力に加え、遠心応

力を与えています。これにより動翼に作用する応

力・ひずみ分布を計算しました。なお、弾クリープ

解析には各種機械試験により取得した材料物性値

（クリープひずみ速度、熱膨張係数、ヤング率等）

を用いています。また、解析で得られた温度と応

力から、時間消費則※3 によりクリープ損傷率を計

算しました。 
※3 材料各部位に作用する応力・温度は時々刻々と変化

するため、各時間での応力・温度にてクリープ損傷

を評価し、それを時間積分することでクリープ損傷

を評価する方法 

 

4. FEM 解析結果の概要 

解析結果のうち、（時間消費則で計算した）動翼

全体のクリープ損傷率分布を第 3 図(a)に、プラッ

トフォーム部の温度・応力分布を第 3 図(b)と(c)に

示します。第 3 図(a)に示すように本動翼ではプラ

ットフォーム部背側でのみクリープ損傷が発生し、

翼部ではクリープ損傷はほとんど発生しないとい

う計算結果となりました。これは、クリープ損傷

は高温かつ高応力ほど顕著に生じますが、本研究

の対象となった動翼の翼部では内部冷却が良好に

作用しており、そのため翼部ではメタル温度が比

較的低く保たれておりクリープ損傷の発生の程度

が低かったものと推定されます。 

一方で、第 1 図にも示されるように本動翼では

プラットフォーム部背側において TBC の剥離と

微視き裂が認められました。第 3 図(b),(c)に示す

解析結果の通り、プラットフォーム部背側はメタ

ル温度も相対的には高く、応力の絶対値(圧縮応力

のため図中では青色で示される)も高い値を示す

計算結果となりました。プラットフォーム部では

比較的高温状態であるため熱膨張しようとします

が、内部冷却により相対的に低温である動翼翼部

がこれを拘束するため、翼部との距離の短いプラ

ットフォーム部背側において熱膨張が拘束される

ことにより圧縮応力が発生したものと考えられま

す。損傷自体は比較的軽微であったものの、本解

析結果は実機での損傷分布・傾向とも一致してお

り、本解析により当該動翼におけるプラットフォ

ーム部背側での TBC 剥離や微小き裂の原因は供

用中の圧縮クリープ損傷によるものであると推察

されました。 

 

5. 今後の計画 

 本研究で実施した解析的損傷評価手法をほかの 

動翼や静翼などの部品に展開し、部品の損傷・余

寿命の高精度化を目指します。 

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 発電技術研究室 向井 康博 

主な業務：高温構造物の健全性評価に関する業務に従事 

(b)プラットフォーム
の温度分布 

第 3 図 FEM 解析結果 

損傷大 

損傷低 

高温 

低温 

引張 
応力 

圧縮 
応力 

背側 

腹側 

(a)クリープ損傷分布 

腹側 

背側 

(c)プラットフォーム
の最大主応力分布 

背側プラットフォーム部

第 2 図 FEM 解析モデル 

翼部 

プラット 
フォーム部 

研究開発室 技術研究所 発電技術研究室   
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ＵＡＶレーザ測量を用いたダム貯水池の地形計測

航空レーザ測深（ALB：Airborn Laser Bathymetry）は、災害箇所等の計測を安全に短時間で計測する

方法として有効ですが、河川や海岸の地形計測や貯水池の面的な地形を対象とした検証事例はほとんど

なく、ALB によるダム貯水池の地形測量の精度検証を 2018 年度に実施しました。本検証では、無人航空

機（UAV：Unmanned Aerial Vehicle 通称ドローン）搭載型グリーンレーザによるダム貯水池の地形測

量を実施し、音響測深や ALB との測量精度の比較を行いました。 

1. 背景とねらい 

ダム貯水池の地形測量は、主にダム運用上のデ

ータ取得を目的に実施しています。一般的には、

船底にシングルビーム音響測深器を装着した船舶

を横断測線に沿って航行させ河床計測を行います

が、シングルビームでは計測器直下しか計測でき

ないため、面的なデータを取得するには、全球測

位 衛 星 シ ス テ ム （ GNSS ： Global Navigation 

Satellite System）を活用し、貯水池内を隈なく航

行する必要があり、船舶による航行が難しい浅瀬

や陸域には適用できません。一方、水中を透過す

るグリーンレーザを用いたマルチビームでの地形

測量では、一度に水域から陸域までを面的に計測

できるため、非常に効率が良く、測量コストが低

減できると考えました。そこで、本検証では、ダム

貯水池における面的な地形測量に対する UAV の

適用性検証を目的として、音響測深や 2018 年度

に実施したALBとの測量精度の比較を行いました。 

 

2. UAV 搭載型グリーンレーザ計測の概要 

UAV および ALB の機器仕様と計測諸元を第 1

表に示します。今回使用した計測機材は、市販の

UAV に新規開発されたグリーンレーザ測距儀、

GNSS、慣性計測装置（IMU：Inertial Measurement 

Unit）を搭載したものです。あらかじめ設定された

飛行ルートを自律航行しながら陸域・水域の地形

を連続的に計測します。2018 年度の ALB は、有

視界飛行であるため、視程の確保が条件となり、

空港から計測範囲を含めた飛行ルート全域の天候

が良好でなければならない上、飛行制限のある空

域では、航行前に関係機関への申請が必要となる

こともあります。一方、UAV は、現場の環境確認

だけで航行判断ができるほか、自律航行すること

により、オペレーターの技量による計測誤差は発

生しにくく、計測中は UAV に搭載されているカメ

ラで貯水池の状況を確認することも可能です。 

なお、グリーンレーザによる水面下の計測限界

は、1.5 セッキ（1 セッキ=透明度板が視認できる

距離）程度とされています。 

 

3. 現地測量の概要 

 現地測量は、ALB と同じ新宮川系熊野川の最上流

に位置する川迫ダム（堤高 36.5m、堤頂長 111.6m、

重力式コンクリートダム、堆砂率 86％）の貯水池

で行いました。計測は、川迫ダムから上流へ 700m

までの範囲で、陸域・水域両方の地形データを取

得しましたが、本稿では貯水池内のデータのみを

示します。なお、UAV の測量前日に計測した貯水

池の濁度（FTU）は 1 以下であり，透明度は高い

状態でした。 

また、UAV の測量精度の検証を目的に、音響測

深による地形測量を行いました。船底に測深器を

設置した組立式 FRP 船により、GNSS を活用して

貯水池内を隈なく航行することで、面的な河床デ

ータを取得しました。 

 

第 1 表 機器仕様・計測諸元 

 UAV（2019 年度） ALB（2018 年度） 

機器 アミューズワンセルフ TDOT GREEN SAKURA-GH（RIEGL 社 VQ-880-GH 搭載） 

飛行方法 ドローン自律飛行（DJI Matrice600 Pro） 等速直線飛行（回転翼） 

重量 2.6 kg 128 kg 

対地飛行高度 60 m 610 m 

飛行速度 10.8 km/h 100 km/h 

レーザ照射数 60 kHz 550 kHz 

スキャン角度 ±45 ° ±20 ° 

計測点間隔 0.075 m×0.075 m 0.34 m（進行方向）×0.20 m（直行方向） 

   

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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4．測量精度の検証 

UAV と音響測深で計測した結果を第 1 図に示し

ます。ここでは、計測結果を 1ｍ間隔のグリッド上

のデータとし、深さ毎に色分けした等値線で表し

ました。第 1 図(a),(b)より、いずれにも貯水池中

央付近に舌状の浅瀬があること、また、右岸から

取水口付近を経由し洪水吐に向かって深部が帯状

に形成されていることが確認できます。これらの

概況から両計測による地形データは概ね一致して

いると言えます。また、第 1 図(a)からは、朱色の

線で示す音響測深の計測範囲が UAV 計測範囲よ

りも若干内側となっていること、貯水池中央上流

付近において音響測深の計測範囲外に UAV で計

測できている箇所があることが確認できます。こ

れは、音響測深の船舶では近づけない水深が浅い

領域においても、UAV では計測可能であったこと

を表しています。 

また、第 2 図には、グリッド上の同一地点の水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深データを、横軸に音響測深結果、縦軸に UAV 計

測結果として示します。これにより、両者が良好

に一致していることが確認できます。 

さらに、第 3 図には、UAV と ALB の測量精度

の比較を示します。これにより、両者が共に航空 

レーザ測量の標準精度（0.3m）を満足し、各々の

測量精度は同程度であると分かります。 

 

5. まとめ 

UAV レーザ測量は、貯水池の水深が 6m 以浅で

透明度が高いという条件下では、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、

また、2018 年度に実施した ALB とも同程度の測

量精度であることを確認しました。 

本検証では、貯水池の最深部も含めた全領域で

地形データが取得できたため、計測限界となる水

深や濁度の把握、すなわち、計測限界の条件整理

については、今後の課題です。 

(b) 音響測深 (a) UAV 

第 2 図 UAV と音響測深の比較 第 3 図 UAV と ALB の比較 

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 土木技術研究室 神谷 知幸 

主な業務：河床変動予測技術の高度化に従事 

研究に関わった人：水力事業本部 水力エンジニアリングセンター 国内水力グループ 有光 剛 
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研究開発室 技術研究所 土木技術研究室   

第 1 図 ダム貯水池の面的な概況 



オフィスにおける室内環境条件の改善による生産性および健康性の
向上に関する研究
近年、企業の競争力向上、健康経営等の観点より、組織の知的生産性（以下、生産性）、健康性向上の

重要性が認識されつつあります。しかし、実際のオフィスの設計・施設運用において生産性等の向上効果

を定量的に評価した事例は少なく、また、依然として社会における省エネルギー対策が強く求められる

中で、生産性と省エネルギー性を両立させる技術の確立が望まれています。本研究では、室内環境が生産

性や健康性に与える影響を検証するため、実オフィスを対象に夏期フィールド検証を実施してきました。

本報では、その結果の一部を報告します。 

1. 研究の概要 

本研究では、執務者の生産性に対して最適な室

内環境の検討を行うことを目的に、執務空間の温

熱環境等が生産性や健康性に与える影響を明らか

にするため、オフィス空間を対象に室内環境実測、

執務者を対象とした主観アンケート調査、および

単純作業成績・集中度等の被験者実験を実施しま

した。執務空間の物理環境（空調設定温度、机上面

照度）を快適側に推移するように条件変化させ、

その時の室内環境と執務者の単純作業成績、集中

度、主観評価との関係を調査しました。 

 

2. 実験の概要 

(1) 室内環境実測 

環境実測の項目は常時計測を行う固定計測と、

代表日に計測を行う移動計測に分類して実施しま

した。第１表に室内環境実測の概要、第１図に室

内環境実測位置を示します。 

(2) 被験者実験 

実測期間中での代表日の特定環境下で、単純作

業成績および集中度計測を実施しました。単純作

業に関しては、被験者 4 名に対してタブレット端

末を用いた三桁加算作業を依頼し、その正答数を

分析しました。ここでオフィスにおける生産性は

知的活動の階層別に「情報処理」、「知識処理」、「知

識創造」に大別されます 1)が、本研究では「情報処

理」階層に該当すると考えられる三桁加算作業の

成績を生産性の一指標と捉え、客観評価に利用し

ました。 

また、作業中の被験者の集中度の指標として頭

部動作 2)、ストレス指標として心電（LF/HF）3)、

人体生理量の指標として作業前後での鼓膜温度の

計測·分析を行いました。集中度は 45 分間の頭部

角度の平均値と瞬間値を比較し、その差が±10度

以上の範囲を非安定状態（集中していない状態）

と定義し、45 分間のその時間割合を非安定率 [%]

として分析を行いました。LF/HFはストレス状態

の一指標とされ、その数値が大きいほどストレス

が高い状態であると判断されます。 

(3) アンケート調査 

 個人属性（性別、年齢層、役職、職種、座席位置、

勤務時間）と主観作業効率のアンケート調査を行

いました。主観作業効率については、執務空間の

温熱環境、空気環境、光環境および音環境に対す

る主観的な満足度や室内環境が業務の生産性へ及

ぼす影響度について、それぞれ 5 段階での回答を

依頼しました。（満足度／１：不満～５：満足、影

響度／１：低下させている～５：高めている） 

 

 

環境設定条件 現状条件① 快適条件② 

温度（℃） 27.5 25.5 

照度（lx） 500 750 

実測期間 

2018 年 

7 月 17（火）～ 
7 月 27 日（金） 

2018 年 

7 月 30（月）～ 
8 月 9 日（金） 

室内計測項目 

固定計測：温度、湿度、壁面温度、CO₂濃度、
騒音値、上下温度（0.1m、0.6m、1.1m、2.0m、
CL）、PMV 値 

移動計測（代表日に計測）：気流速、照度 

室外計測項目 
固定計測：温度、湿度 
移動計測（代表日に計測）：CO₂濃度 

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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第１図 室内環境実測位置 

第１表 室内環境実測の概要 

成                 

温度
（℃）

湿度
（％）

CO2濃度
(ppm)

騒音値
(㏈)

PMV (-)
風速
(m/s)

照度
(lx)

条件① 26.8 62.0 925 53.3 0.66 0.10 682
条件② 25.5 59.8 875 53.3 0.35 0.11 871

第２表 室内環境実測結果        
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3. 結果の概要 

(1) 室内環境実測結果 

  実測結果を第２表に示します。数値は、執務時

間（平日、8:50～17:30）中に執務室の全計測点で

計測した値の平均値です。条件①から条件②にす

ると、温度は 1.3度低下し、それに伴い PMVも快

適側に推移しました。湿度、CO2濃度、騒音値、風

速については大きな差はなく、照度は 200lx 程度

高くなりました。 

(2) 被験者実験結果 

被検者実験の結果（平均値）を第３表に示しま

す。被験者の人数が少ないため数値は参考になり

ますが、条件①から条件②へ変更した後、温熱環

境満足度と作業能力への影響度が顕著に高くなり

ました。頭部動作計測から算定した非安定率との

相関はいずれの項目でもみられませんでした。 

LF/HFは、正答数が増えるほど値が大きくなる傾

向があり、作業成績が良い場合でも高いストレス

を受けている可能性があります。室温と正答数、

室温と温熱環境満足度にはある程度の相関があり

（それぞれ R＝0.64、R=0.47）、有意差がみられま

した。照度と正答数、照度と光環境満足度には相

関関係はみられませんでした。 

(3) アンケート調査結果 

条件①、②の両方に回答した方のみを分析対象

とし、有効回答数は 118 人でした。第４表に執務

者アンケートの結果を示します。条件①から条件

②に変更することで満足度、生産性への影響度と

もに増加しました。 

(4) 調査結果を用いたクロス分析 

第５表に執務者アンケートの集計結果から、生

産性への影響度と各環境の満足度との相関を分析

した結果を示します。温熱環境満足度、空気環境

満足度および空間環境満足度と生産性への影響度

との間に相関関係がみられました。温熱環境満足

度と空気環境満足度には比較的強い相関関係（相

関係数 R＝0.61）がみられました。また、第２図に

生産性低下要因（複数回答可）の積み上げグラフ

を示します。温熱環境の要因数が低下している一

方で、光環境の不満要因数に大きな変化はありま

せんでした。温熱環境に関する要因が多いため、

これらを改善すれば生産性が高くなる可能性が示

されました。 

 

 

 

4. まとめと今後の計画 

室内環境実測結果からは室内温熱環境、光環境

が検証趣旨の通り快適側に推移したことが確認さ 

れました。また、被験者実験における単純作業成

績の計測結果、被験者へのアンケート結果から、

夏期の温熱環境を快適域に近づけることで単純作

業成績が向上する可能性が示唆されました。 

これまでの検証結果を用いて構築した生産性評

価ツールを活用し、今後は個人の特性に応じて生

産性を最適化させる環境制御手法の開発を行って

いく予定です。 
【参考文献】 

1)国土交通省：平成 20年度 知的生産性研究委員会報告書, 2008 

2)桑名健輔 他：個室ブース内での単純作業における集中状態と頭

部動作の相関に関する研究、空気調和・衛生工学会大会学術講演

論文集, pp. 421-424, 2016（鹿児島） 

3)中川千鶴：生体電気現象その他の計測と解析(5) 自律神経系指

標の計測と解析, 人間工学, 第 52巻 第 1号, pp.6-12, 2016 

執 筆 者：土木建築室 建築環境エネルギーグループ 吉岡 希峰 

主な業務：建築設備に関する研究・運用改善業務に従事 

研究に関わった人：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） 松岡 紗矢佳 

土木建築室 建築グループ 妹尾 将司 

正答数
（/45分）

温熱環境
満足度

空気環境
満足度

光環境
満足度

作業能力
影響度

非安定率
（％）

LF/HF

条件① 521.5 2.63 3.75 3.63 3.13 0.55 1.75
条件② 589.9 4.25 4.00 3.00 3.88 3.01 2.42

温熱環境
満足度

空気環境
満足感

光環境
満足度

音環境
満足度

空間
満足度

生産性へ
の影響度

条件① 3.09 3.34 3.61 3.52 3.48 2.97
条件② 3.52 3.82 3.76 3.64 3.63 3.32

第４表 アンケート結果 

成                 

温
熱
環
境

光
環
境

音
環
境0

50

100
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200
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300

350

条件① 条件②

生
産
性
低
下
理
由
を
挙
げ
た
人
の
人
数
（人

）

合計：326 合計：322

第３表 被験者実験結果 

成                 

第５表 生産性への影響度と満足度との相関関係 

成                 

第２図 生産性低下要因              

温熱環境 空気環境 光環境 音環境 空間環境
相関係数R 0.61 0.42 0.28 0.19 0.48

p値 <.0001 <.0001 <.0001 0.0031 <.0001
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FIT 買取終了後の PV の余剰電力を自家消費するためのエコキュー
ト制御サービスの開発
住宅用太陽光発電(PV)の余剰電力を積極的に自家消費するためのシステムを開発しました。このシス

テムは、翌日の PV 出力と余剰電力を予測し、エコキュートの翌日昼間の沸き上げの可否と開始時刻を判

断し、深夜沸き上げの制限と昼間の沸き上げにシフトすることで、昼間の余剰電力を積極的に自家消費

するものです。このシステムを導入した家庭が、年間に自家消費できる電力量と、節約できる電気料金の

額をシミュレーションで確認しました。次に、システムを構築し、実験住宅で 3 月間の実験を実施し、そ

の実用性を実証しました。 

1. 電力システム改革と再エネの大量導入 

IoT などのデジタル技術を用いて、散在する大

量の電力需要機器や蓄電池などを統合制御するこ

とで電力の需給を調整する、バーチャルパワープ

ラント(VPP)の構築が進められています。 

関西電力技術研究所では、2015 年頃から、電力

システム改革により変化する将来の電気事業に対

応する技術の一つとして、数万台規模の家電を制

御する技術の開発に、取り組んできました。 

2019 年には、余剰電力買取制度の適用を受けて

導入されたPVの買取制度適用期間が順次終了し、

PV 余剰電力は自由契約で売買されています。この

余剰電力を自家消費することは、家庭での経済性

と、再エネの大量導入が電力系統へ与える影響を

低減できる点で、大変に有効な方法であります。

このため、PV 余剰電力を家庭内で積極的に自家消

費する技術が必要となってきます。 

 

2. 自家消費サービスの開発 

エコキュートは広く普及している省エネ型の給

湯機で、料金の安い深夜電力でお湯を沸き上げて

います。これに対して、深夜の沸き上げを制限し、

昼間に沸き上げれば、PV の余剰電力を積極的に自

家消費することができます。 

しかし、予想に反して昼間に余剰電力が少なけ

れば、昼間の割高な電力で沸き上げることとなり

ます。この様にならないよう、翌日の、家庭の電力

消費と PV の発電を予測し、適切な時刻を指定し

てエコキュートの沸き上げを昼間にシフトする、

外部からの最適制御サービスの可能性について検

証しました。 

 

3. 遠隔制御システムの構成 

今回は、分散する大量の電力機器を VPP(1)の概

念で制御する Energy Resource Aggregation 

Business（ERAB）向けに構築されたシステムを用

いるものとしました（第 1 図）。これにより、当該

システムの開発費用と時間を節約できます。 

ERAB は、電力需要の増減の依頼を受け、それぞ

れの Resource Aggregation サーバ(RA サーバ)に

電力増減量を割り振り、RA サーバは各家庭に設置

された ECHONET Lite ゲートウェイ(GW)を経由

して電力需要機器を制御するものです。 

自家消費システムでは、エコキュートの昼間運

転の可否と開始時刻を判断して RA サーバに指令

するシステム構成としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 制御システム 

 

4. 経済性評価 

今回開発したシステムを導入した家庭が、年間

を通して期待できる自家消費量(kWh)から、その

電気料金に係る経済性を評価しました。 

過去に計測した実験住宅の 1 年間の PV 発電電

力と宅内電気負荷の実測値を用い、エコキュート

と家庭用蓄電池の動作を再現するシミュレーンモ

デルを組み合わせて、当該システムが最適制御し

た場合の、年間の売買電力量と電気料金の収支を

求めました。 

シミュレーションの結果、モデルとした住宅で

はエコキュート単独で自家消費を実施すると年間

で数千円、蓄電池と組み合わせた場合で、2～3 万

円程度の電気料金の節約ができることが確認でき

ました。(2) 

Word 内に挿入頂く図表は、 
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また、エコキュートを常時、昼間で沸き上げる

運転や、一般的な天気予報（時系列）を使った予測

では、自家消費できる電力量が小さいことがわか

りました。 

評価の結果から、手数料をいただいて自家消費

を実施するサービス、または、電力小売り事業者

が提供する電気の付加価値サービスとして、事業

化の可能性があることがわかりました。 

 

5. 制御システムの構築と実験結果 

大阪市内にある実験住宅に、自動給湯装置を取

り付けたエコキュートと GW を設置し、クラウド

に RA サーバを構築しました。自家消費は、手元

のパソコンからインターネットを経由して RA サ

ーバに指令をだしました。エコキュートは

ECHONET Lite 規格に対応したもので、遠隔から

の VPP 制御が可能な機種を選択しました。(3) 

実験の手順は次のとおりとなります。 

(1) 翌日の余剰電力の予測 

自家消費実施日の前日の夜に日射予報を取り込

んで求めた PV 発電予測から、翌日の余剰電力を

想定します。 

(2) エコキュートの昼間沸きあげ電力量の予測 

自家消費を実施した場合のエコキュートの昼間

の「電力量」と「電力」を得ます。これは、制御シ

ステムを使ってエコキュートに問い合わせするこ

とで取得できます。 

(3) 昼間沸きあげ開始時刻の決定 

以上から、昼間に沸き上げを実施するかどうか

の判断、沸き上げ開始時刻を決定します。 

(4) エコキュートへの指令 

前日の 22 時までに、エコキュートに翌日の昼間

沸きあげ開始時刻を指示します。これは、パソコ

ンから RA サーバ、GW を経由して指示します。 

実験は、2017 年 12 月から翌 3 月まで、約 60 日

間の自家消費実験を実施しました。2 月 27 日の実

験結果を第 2 図に示します。この日の EQ のシフ

ト時刻は 10 時とし、前日にエコキュートに指令を

送りました。当日は、PV の発電出力が予測のとお

りとなり余剰電力が発生しています。指令した時

刻にエコキュートが沸き上げを開始し、余剰電力

を自家消費していることが確認できました。 

 

次に、RA サーバから監視しているエコキュート

の残湯量を第 3 図に示します。昼間に沸き上げて

いることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 電力消費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図 昼間沸き上げシフト 

 

6. 今後の計画 

実証住宅での実験データを蓄積、評価し、自家

消費サービスの事業化に資する、より具体的は検

討を実施していく予定です。 

また、今回開発した技術を発展させて、家庭用

の EV を制御する自家消費サービスの開発にも着

手しています。 

今後も、自家消費サービスの実用化、事業化に

向けての研究を進めていく所存です。 
【参考文献】 

(1)西村陽：国内外の DR 活用の現状・展望と VPP への展開，電気 

学会全国大会，4-S3-4，（2018） 

(2)岡本，小畑，中西：太陽光発電余剰電力の宅内自家消費に関す

る研究，建築学会大会，41522（2018） 

(3)中西、坂井: 太陽光発電余剰電力の自家消費のための家電制御

の検証，電気学会全国大会，4-303(2019)

 

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） 中西 弘 

主な業務：家庭用空調、エコキュート、エネファームの評価、住宅のエネルギーマネジメントに関する業務に従事 
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高圧一括受電マンションにおける需要分析と電力ピーク抑制効果の
検討
居住者の属性情報と電力データから、デマンドの最大要因であるヒートポンプ給湯機の成分を分離・ 

再配分する新たな技術を開発し、貯湯時間帯を変更してデマンド予測・変更できる手法を考案しました。

 

1. 背景（目的） 

高圧一括受電マンションにおいて、属性による

家庭の電力需要の把握・分析や、家族のライフス

テージ変化に応じたデマンド制御ができれば、マ

ンション全体としてより効果的なデマンド抑制が

できると考えられます。さらに、電力直接取引(電

力 P2P 取引)、DR や VPP による分散型の電力の

アグリゲート・最適制御の進展に備えて、高圧一

括受電マンションの需要分析データの蓄積は有用

であると考えられます。そこで、高圧一括受電マ

ンションの需要分析および電力ピーク抑制手法を

検討しました（第 1 図）。 

 

2. 需要分析 

(1) ヒートマップを使った電力需要の可視化  

6 棟のオール電化の高圧一括受電マンションの

電力需要を、ヒートマップによる可視化を行い 

(第２図)、時刻・季節影響の規則性を確認した結果、

全マンションが夜間早朝が多く、特に冬季の需要

が多いことが分かりました。 

(2) 需要データの類型化 

クラスタ分析を行い、夜間以外の電力使用量が

低いグループと、それ以外のグループに分類しま

した。さらに、マンション住民のアンケート結果

を用いて重回帰分析を行い、夜間以外の電力使用

量が低い＝ヒートポンプ給湯機による電力使用量

(以下、「ヒートポンプ給湯機成分」とする）が分か

りやすいグループ(第 3 図)の家庭が有する可能性

が高い属性や電気機器の使用有無を特定しました。 

 

3. 電力ピーク抑制手法の検討 

(1) ヒートポンプ給湯機成分の推定方法 

（分離手法） 

23 時から 7 時までにおいて電力使用量が 600 

Wh／30 分以上連続する時間帯を、ヒートポンプ

給湯機が主として稼働する期間として抽出しまし

た（抽出期間Ｒとする。第４図）。 

第４図中の抽出期間 Rの４パターンのうち、パ

ターン P1について記載します。第５図のとおり、

抽出期間Ｒのうち単位時間内（30 分単位の倍数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 研究スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 ヒートマップを使った電力需要の可視化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3図 F ﾏﾝｼｮﾝのｸﾞﾙｰﾌﾟ毎の月別・時間別平均 
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で 200Ｗｈ以上の上昇が成立した最初の時刻をヒ

ートポンプ給湯機の稼働開始時刻、抽出期間Ｒの

うち電力使用量の変化量が負に最大となる時刻を

稼働終了時刻と定義しました。稼働時間内で、電

気使用量を 100Wh 単位で算出した値と 1,000Wh

を比較し、小さい方をヒートポンプ給湯機成分と

定義しました。別の需要データの実績値と本手法

による算出値との比較を行い、本手法の妥当性を

検証しました。 

(2) ヒートポンプ給湯機成分再配分(第６図) 

パターン P1 かつヒートポンプ給湯機成分が分

かりやすい家庭のうち、ヒートポンプ給湯機の開

始時刻を 23時になるようにずらす家庭と、ヒート

ポンプ給湯機の終了時刻を７時になるようにずら

す家庭に、マンション全体の電力使用量のピーク

値が最小になるよう 2分割しました。 

(3) 電力ピーク抑制効果の試算(第７図) 

各マンションにおいて、アンケート回答を得ら

れた家庭を対象に、ヒートポンプ給湯機成分分離・

再配分によってシミュレーションした結果、13～

26%程度の電力ピーク抑制効果が確認されました。 

 

4. まとめ 

高圧一括受電マンションの需要分析を行い、電

力使用量からヒートポンプ給湯機成分を推定し、

再配分することでマンション全体の電力ピーク抑

制手法を提案しました。 

 

5. 今後の計画 

ヒートポンプ給湯機成分分離・再配分手法は、

特許出願済（出願番号 2020-107003）です。 

新築および既築物件での居住者の属性情報に基

づく効率的な運用制御や、既築物件での経年での

需要推移予測に基づく長期設備計画において、電

力ピーク抑制手法の活用を検討します。 

また、高圧一括受電マンションのさらなる付加 

価値の提案（ブロックチェーン技術を用いた電力

P2P 取引や環境価値取引等）において、属性情報

に紐づく需要分析結果の活用を検討します。 

謝辞 

 本研究を進めるにあたって、ご指導、ご尽力い

ただいた井上修紀氏（元：関西電力(株)主任研究員、

現：神戸大学 数理・データサイエンスセンター

特命教授）に感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 抽出パターンと稼働期間のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5図 ヒートポンプ給湯機の稼働開始･終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6図 ヒートポンプ給湯機成分再配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7図 アンケート回答 96 軒の総電力使用量 

(Fマンション) 

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） 八木 廉子 

主な業務：エネルギーデータ解析に関する業務に従事 

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）   
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アイデアを保護するために ～ビジネスを知財で保護する～ 

1. はじめに 

 研究開発をはじめとする事業活動において生ま

れてくるアイデア（発明の他、デザインの創作、ネ

ーミングの発案なども含みます）によりビジネス

を行っていくためには、まず、そのアイデアを自

らが使用できることが重要です。そのうえで、そ

のアイデアを用いて、他者に対して優位な立場に

立つには、そのアイデアを他者に無断で使用させ

ないことが必要となってきます。 

  

2. アイデアを権利化し自ら使用する 

 アイデアを自ら使用するために必要なのは、そ

のアイデアが他者の知的財産権を侵害していない

ことです。したがって、そのアイデアと同一また

は類似の知的財産権の有無を事前に調べておくこ

とが重要です。 

 当社が実施する料理教室の名前をホームページ

でＰＲしたところ、他社から登録商標に抵触する

との通知を受け、ホームページから削除するなど

の対応をとったことがありました。使用前に調査

をしていれば、他社の登録商標に気付き、名称を

変えるなどの対応をとることができました。 

 事業の実施が他者の特許権または意匠権に抵触

する場合でも、他者の出願時点で、既にその権利

を使用した事業を実施、あるいは準備していたこ

とを証明できれば、先使用権を主張し、事業への

影響を回避できる可能性があります（特許法 79条、

意匠法 29 条）。他者からの権利行使に備えるため

にも、事業に係る日時を公に証する書類を普段の

業務において整備しておくことが大切です。  

自らのアイデアの使用をより確実なものにする

ためには、出願が最も有力な方法であることは言

うまでもありません。特に商標では先使用権はま

ず認められず、新規性が権利化の要件ではないの

で、使用しているサービス名や商品名を知った第

三者が後から商標を出願・権利化し、権利行使し

てくるリスクがあるため、注意が必要です。 

 

3. アイデアを権利化し積極的に活用する 

特許など産業財産権は、特許庁に出願し、審査

を受け、登録することで、その権利を独占的に使

用することができるほか、他者に使用許諾（ライ

センス）して実施料収入を得ることができます。

また、無断で使用している者に対して権利行使（使

用の差し止め、損害賠償請求など）ができます。 

また、出願していること、権利を保有している

ことを積極的にＰＲし、技術力、ブランド力をア

ピールしていくことも考えられます。「おじいちゃ

んのノート」で有名な中村印刷所では、ホームペ

ージ上で、水平開きノートについて、日本および

アメリカで特許権を取得していること、「水平開き」

が登録商標であることをＰＲしています。 

 

4. 「権利化」できることに気付く 

実際に研究開発業務や、デザインの制作、ネー

ミングの発案などの業務に携わっている人でなけ

れば、「権利化」することが実感として伴わないか

もしれませんが、まず、業務で生まれたアイデア

は「権利化」できるかもしれない、ということを意

識していただければと思います。言い換えると、

他者も同様の意識をもって「権利化」をはかるこ

とが考えられ、「権利化」の意識を持たずにいると、

他者がそのアイデアを先に権利化し自らが使用で

きなくなるということにもなりかねません。 

新しいサービス、事業においては、アイデアを

自らが使うだけではなく、お客さまへのサービス

の提供（「コト」の提供）、具体的な商品の提供（「モ

ノ」の提供）であるという場面が出てくると思い

ます。 

これらにおいては、いわゆる「技術」だけでな

く、具体的な商品の外観（デザイン）や、サービス

の名称が出てくることになりますが、これらを意

匠、商標で権利化し、ビジネスを保護することが

できるということを意識しておいていただきたい

と思います。 

特に、2020 年 4 月の改正意匠法の施行により、

壁に投影される画像、アイコン単体など画像デザ

インが意匠権の保護対象に含まれることとなりま

したので、モノだけではなく、サービスも意匠権

で保護することが可能となっています（Ｒ＆Ｄニ

ュース 2020.9月号「意匠法の改正」参照）。 

 

5. 「権利化」するメリットに気付く 

アイデアを自社で使用するだけでなく、外販、

さらには第三者へのサービス提供に使用する場合

は、そのアイデアを他者に使わせない（独占する）

ことが必要なことも出てきます。 

産業財産権を登録するとその権利を無断で使用

ミニ解説 1  
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している者に対して権利行使ができますが、この

権利行使とは、必ずしも法的な手段（差し止め、損

害賠償請求など）に限りません。それに先立って、

権利を侵害している相手方に対して書面などで注

意、警告をすることで、その行為をやめさせるこ

とができます（ただし、このような権利行使をす

るに当たっては、本当に他者の行為が権利侵害に

該当することを確認することが重要です）。 

さらには、登録された産業財産権は J-PlatPatな

どで公開されますから、当業者はその存在を知る

こととなって、一種の抑止力として、侵害行為を

自主的に止めることにもつながります。 

一概には言えませんが、特許権に比べて、意匠

権や商標権はその権利内容が表出されている（知

覚で捉えられる）ものですので、侵害行為を容易

に把握することができます。言い換えると、第三

者による侵害を防止するのにも役立ちますから、

これらの権利を確保することにも意味があります。 

 

6. 「権利化」をはかるタイミング 

 アイデアのうち、特許、意匠は既に公開されて

いるものは新規性がないものとされ、権利化する

ことができません（特許法 29 条１項、意匠法３条

１項）。これには例外措置があります（特許法 30

条、意匠法４条）が、例外措置の適用を受けるため

には、公開した経緯を全てもれなく記載する必要

があります。新しい製品やアイデアをお客さまに

見せて意見を聞いたような場合、公開した場面が

多数に上り、例外措置を受けるための手間と費用

が大きくなってしまいます。また、例外措置の期

間（公開から１年以内）中に第三者がそのアイデ

アを出願した場合、その出願が先願となって、権

利化ができなくなります。 

 イノベーションなどを発端とする事業開発にお

いては、当初の時点で、知的財産によるビジネス

の保護という点まで含めた全体構想を描くのは難

しいと思われますし、市場を開拓する契機として

のプレスリリースなど外部への情報発信の必要性

が高いと考えられますが、「権利化」（少なくとも

出願）の検討を事業化のスケジュールの中に組み

込むことも実は大変重要です。 

 

7. 権利意識をもつこと 

新規事業、サービスは競合する他者が存在するこ

とが多いため、自らの事業にあたって競合他者の

知的財産権を侵害することがあり得ます。たとえ

他者の権利を侵害していることを知らなくても、

他者から権利行使を受け、事業が継続できなくな

る、損害賠償を請求されるといった有形の損害の

ほか、社会的な信用を失うという無形のリスクが

あります。 

関西電力グループのＣＳＲ 行動原則において、

一人ひとりの行動規範として「他人の知的財産は

侵害しない」ことを定めています。 

知的財産グループにおいても、一昨年６月に制

定した「関西電力グループ知的財産基本方針」に

おいて、「他者の知的財産を尊重し、権利侵害を回

避する。」ことを明文化しています。 

まずは、他者の権利を侵害しないこと、そのた

めの意識をもつことが何よりも大切です。 

一方、自らのアイデアを権利化した場合、その

アイデアを他者に使わせない（独占する）ことが

必要であるならば、普段から他者が権利侵害をし

ていないかを注視していく必要があります。 

 

8. 参考に 

日本弁理士会が「ヒット商品はこうして生まれ

た！～ヒット商品を支えた知的財産権～」という

パンフレットを発行しています。 

アイデアを知的財産で保護しているさまや、知

的財産が事業の保護に役立っているさまをうかが

い知ることができます。 

https://www.jpaa.or.jp/webbook/hit30/html5

m.html#page=1 

 

以 上 
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次世代電池の研究開発動向（３） 

～リチウム以外の金属イオンを用いた次世代電池～ 

1. はじめに 

次世代電池としていくつかの例を紹介していま

すが、今回はリチウム以外の金属イオンを用いた

次世代電池について紹介します。 

 

2. リチウム以外に使える金属イオン 

リチウムイオンを用いる最も大きな利点は、酸

化還元電位が低いことです。一般に、アルカリ金

属、アルカリ土類金属は低い酸化還元電位を示し

ます。酸化還元電位が低い金属イオンを用いると

電池の高電圧化が期待でき、大容量化につながり

ます。第 1 表にリチウムといくつかの金属の酸化

還元電位を示します。これらの金属は今後大容量

の電池が開発できる可能性のあるものです。 

 

第 1 表 酸化還元電位の例 

元素 電気化学反応 標準酸化還元

電位／V 

Li Li+ + e- ⇄ Li -3.045 

Na Na+ + e- ⇄ Na -2.714 

K K+ + e- ⇄ K -2.925 

Mg Mg2+ + 2e- ⇄ Mg -2.356 

Ca Ca2+ + 2e- ⇄ Ca -2.840 

Al Al3+ + 3e- ⇄ Al -1.676 

出典：化学便覧 基礎編 改訂 4 版 

 

以下に各金属を用いた電池の可能性を示します。 

 

3. 各金属イオンを用いた電池の開発状況 

(1) ナトリウムイオン電池 

ナトリウムはリチウムに近い化学的性質を持つ

ため、リチウムイオン電池に代わるナトリウムイ

オン電池の開発研究が盛んに取り組まれてきまし

た。ナトリウムは資源量が豊富でリチウムより原

料の安定供給が可能です。また、ナトリウムイオ

ンを用いたほうが正極の耐久性が高くなる可能性

が示されています。 

Li+のイオン半径は Ni3+、Co3+など正極材料に用

いられる３価の遷移金属に近い大きさなので、充

放電を繰り返すと結晶格子内でリチウムイオンと

遷移金属イオンが混ざってしまい、リチウムイオ

ンが動かなくなってしまうことがあります。これ

に対して、Na+のイオン半径は 3 価の遷移金属イ

オンと比べて十分大きいので、お互い混ざりあう

可能性は小さくなります。ナトリウムイオン電池

では、ナトリウムイオンの出し入れが可能でかつ

安価な負極材料の探索が課題となっています。 

 

(2) カリウムイオン電池 

カリウムイオンを用いた電池ではリチウムイオ

ン電池並みの高電圧の電池が期待されています。

資源の問題もありません。カリウムはリチウムや

ナトリウムに比べると重い元素なので、スマート

フォンなど軽さを求められる用途には向いていま

せん。大型の定置用蓄電池システムなどの用途向

きには使える可能性があり、近年研究が増えてい

ます。課題として新規正極材料とそれに適合する

負極、電解質の開発が望まれています。 

 

(3) 多価イオンを用いた電池 

マグネシウム、カルシウム、アルミニウムなど、

一個の金属イオンで複数電荷をやり取りできるも

のをまとめて多価イオンを用いた電池としました。 

2 価の金属イオンを用いた場合、イオンの個数

としては１価のリチウムイオンの半分で済むので、

エネルギー密度を上げられる可能性があります。 

この中で研究が最も盛んに行われているのが、

マグネシウム電池です。負極材料にリチウムを用

いると、リチウムが樹枝状に伸びるため正負極間

でセパレータを破り内部短絡を起こしやすい問題

があります。これに対して、マグネシウムは粒子

状に析出する特性があるため、安全性が高く、負

極のエネルギー密度を飛躍的に向上させることが

可能です。ただし、マグネシウム電池に適した正

極材料が見つかっていないという課題があります。 

  

以上、リチウム以外の金属イオンを用いた蓄電

池の開発状況を紹介しました。これらの電池は商

用化できたとしてもすべてがリチウムイオン電池

と置き換わるものではなく、コストや耐久性、安

全性、サイズなどそれぞれの特徴に応じて使い分

けられるものと考えられます。 

 

 

 

ミニ解説2          研究開発室 技術研究所 基盤技術研究室(基盤技術)  
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第 49 回全社技術研究発表会総合大会（技術研究報賞表彰式） 
2020 年 12 月 4 日（金）に第 49 回全社技術研究発表会総合大会が開催されました。例年であれば本店

40 階の会場で多くの方々に参加いただき、技術研究報賞受賞者への表彰状授与、受賞者代表者による研

究発表、および社外の第一線研究者による特別講演を実施していましたが、今年度は新型コロナウイル

ス感染防止の観点から、表彰式のみオンライン形式で開催しました。以下に概要をご紹介します。

1. 開会あいさつ 

 表彰式の冒頭、稲田副社長は、「大胆で柔軟な発

想と最後まであきらめない粘り強さで、新技術の

開発・活用や新たな知見の獲得等に挑み、電力の

安全・安定供給基盤の強化やグループ競争力の向

上等につながる素晴らしい成果をあげていただい

た。」と感謝の意を述べたうえで、「当社グループ

は、総合エネルギー事業を中心とする競争の激化

に加え、新型コロナウイルスの影響もあり、大変

厳しい経営状況が続いている中、持続的成長への

道筋を切り拓いていくためには業務改善計画に掲

げた具体的施策を形だけではなく、実効性のある

形で着実に進め、信頼回復を図っていくことに加

え、徹底した効率化の追求や新たな価値創造等に

グループを挙げて取り組んでいく必要がある。そ

の際、当社グループにとって大きな強みの一つと

なるのが皆さんの優れた研究開発力です。ぜひと

も、グループの持続的成長を推進していく原動力

の役割を担い、社内外のあらゆる経営資源を有効

に活用し、創意工夫を重ねながら技術的課題の解

決や新技術の開発などに積極果敢に挑戦していた

だきたい。」と述べ、厳しい経営環境の中における

研究開発部門への期待を寄せました。 

加えて、「10 月に菅総理が『2050 年カーボンニ

ュートラル』を打ち出されたことで、世の中の景

色が大きく変わろうとしている。日本における脱

炭素の流れは加速度的にスピードアップしていく

ことは確実で、そこには大きなビジネスチャンス

があるはず。お客さまや社会に対して、当社グル

ープとして脱炭素の価値をどのような形でどのよ

うに提供していけるのか、それぞれの立場で知恵

を絞り、新たな研究開発テーマの発掘にもつなげ

ていってもらうことを期待している。」と述べ、脱

炭素社会への対応の必要性と期待を強調しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰状を授与する稲田副社長 

 

2. 技術研究報賞(優秀賞・優良賞・特別賞)の授与 

 ８月に開催された部門別大会における約 90 件

の発表論文の中から、「優秀賞」2 件、「優良賞」11

件、およびグループ会社を対象とした「特別賞」2

件が選定され、稲田副社長より表彰状が授与され

ました。この他、「進歩賞」に 19 件および「R&D 

変革 WAY Award」に 8 件の論文が受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞を受賞した森井さん 

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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社内案内   

技術研究報賞受賞論文（優秀賞・特別賞） 



 

● R&D News Kansai についてのお問い合わせ、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 

  関西電力株式会社 研究開発室 研究企画グループ 上野 

  TEL：080-6198-1689  FAX：06-6441-9864  E-mail：research@kepco.co.jp 
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〒661-0974 

兵庫県尼崎市若王寺 3 丁目 11 番 20 号 

TEL：06-6491-0221（代） 

阪急電鉄神戸線「園田駅」から徒歩約 15 分 

JR「尼崎駅」より阪神バス「近松公園」から 

徒歩約 5 分 

技術研究所 

〒530-8270 

大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

TEL：06-6441-8821（代） 

Osaka Metro 四ツ橋線「肥後橋駅」から 

徒歩約 5 分 

京阪中之島線「渡辺橋駅」から徒歩約 3 分 

関西電力（研究開発室） 


