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いわゆる「コロナ禍」という事態がはじまって

から 1 年が経とうとしています。これまで起こっ

たことのない出来事や新しい価値観が絶え間なく

出現し、これらの変化に適応を重ねて現在の状態

にあります。この間、いろいろな局面で「専門家」

が知恵を絞ってこの未曽有な事態に対応し、マス

コミやネットなどのメディアを通して私達に多く

の指針を語りかけてきました。このような先行き

の見通せない状況下では、一般市民よりも多くの

知識を持つ専門家はとても頼れる存在です。とく

に今回のコロナ禍の場合、医学そのものだけでな

く多くの分野に問題が波及したため、広範な分野

にわたる専門家がこの問題に対応し、社会に発信

を繰り返してきました。 

しかしながら一般的に専門家、とくに研究者は

既に起こったこと（過去）を論理的に解釈して真

実を導くことには長けていますが、未来のことを

予測するのはさほど得意ではありません。もちろ

ん、非専門家と比較してその背景となる知識は多

いわけですから、その予測の確度は高くなります

が、その全てが正しいとは言い難いでしょう。か

く言う私は実験を活動のベースとしている研究者

ですが、未来（実験の結果）が完全にわかっていれ

ば実験など行いません。時間と資源の無駄です。

実験を行う意義は、これまでの既存の知識や理論

に誤りがないか、不足が無いか等を検証するため

であり、予想が外れた時こそ真理に近づく絶好の

機会であるといえます。 

このコロナ禍が落ち着いたあと、色々な「説」を

導いた専門家たちは、コロナ禍の最中に唱えた説

の是非を検証することができるのでしょうか。今

から見直しても的を射た指針が多くあった一方で、

必ずしもそうでないものも含まれていたように感

じます。ただし、それ自体について専門家を責め

ても仕方ありません。むしろその論理の構築過程

を検証することができるか否かが重要です。その

説が当たった/外れたといった次元ではなく、この

検証過程を通じてこそこのコロナ禍で顕在した問

題に対して正しい回答を得ることが可能であり、

科学的な面についても真理に近づけると考えます。

逆に検証なく言いっ放しに終わってしまうと、一

般市民は専門家に対する信頼をなくし、専門家の

発言は疑似科学や流言飛語と混同されることにな

るかもしれません。 

繰り返しになりますが、もちろん専門家といえ

ども予測は外れます。完全に未来を言い当てるこ

となど不可能です。むしろ専門家が一般市民から

の信頼を失い、そして予測が外れたときの批判を

恐れことによって、自由な議論ができなくなるこ

とこそが最も憂慮すべき事態であると思います。

これらも含めたリスクコミュニケーションの問題

として、コロナに限らず研究に携わる人達に共通

の課題を投げかけているのではないでしょうか。 

巻 頭 言  

コロナ禍で考える「専門家」の在り方 

重森 啓介                                 

竹原 幸生 

大阪大学レーザー科学研究所 教授 

教授 
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地中配電系統におけるパルス波を用いたTDR法の測定波形について

当社では、配電線事故発生時の事故探査の省力化と停電時間の短縮を目的として、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手法の研究を行っています。

これまでの研究で、事故前（6.6kV 通電状態）と事故後（停電状態）のパルス波を注入した測定波形を差

し引きすることで、複雑な測定波形からでも事故点からの反射を観測できることがわかっています。今

回、機器を含めた地中配電系統においても同様の手法で事故点標定の有効性検討を行うにあたり、まず

パルス波が地中機器を透過するか検証を行ったため、その内容を紹介します。 

1. 背景（目的） 

現在の配電系統は、自動区分開閉器と配電自動

化システムの導入により、事故区間の特定と健全

区間への早期送電が図られています。しかし事故

区間内の事故点を特定するには、現場での探査作

業が必要となります。特に地中配電系統での設備

故障時は、各設備の切り離し等により故障部位を

特定後、故障部位内の詳細な故障箇所の標定を実

施しており、時間やマンパワーを要しています。

そこでパルス波を用いた TDR 測定（Time Domain 

Reflectometry：入射信号と反射信号の時間差によ

りターゲットまでの距離を標定する技術）により、

機器やケーブルを切り離すことなく地中配電系統

を一括で事故点標定することを検討しています。  

架空配電系統において、事故前（6.6kV 通電状

態）と事故後（停電状態）でパルス波を注入した測

定波形を差し引きすることで、複雑な測定波形か

らでも事故点からの反射を観測できることがわか

っています。パルス波がケーブルを伝搬する事は

既に確認されていますが、地中配電系統には地上

設置型多回路開閉器（以下、多回路開閉器）や地上

設置型変圧器（以下、地上置変圧器）などの設備が

多数施設されており、それらの機器をパルス波が

伝搬する事は確認できていません。今回は地中の

主要機器におけるパルス波を用いた TDR 法の測

定波形の確認と、実フィールド線路（停電状態）に

おいて、事故模擬前後の差分波形から事故点標定

が可能か確認しました。 

 

2. 研究の概要 

(1) 測定方法と測定装置 

本検証では、パルスジェネレータ（以下、PG）

にてパルス波を発生させ、ケーブルの導体と遮へ

い層の間に注入し、オシロスコープを用いて反射

波を測定しました。PGとケーブルの特性インピー

ダンスは異なるので、接続部分でのインピーダン

ス不整合による反射を抑えるため整合回路を挿入

しています。第 1図にイメージ図を示します。 

第 1図 パルス注入、測定イメージ 

 

3. 研究結果の概要 

(1) 地上置変圧器の測定結果 

第 2 図に示す測定線路において、線路の測定波

形と電源側ケーブルを取外して測定した波形を比

較することで、地上置変圧器のパルス伝搬につい

て確認しました。測定結果を第 3 図に示します。

パルス幅は 100ns、振幅は 5Vに設定しています。 

2 つの波形を比較することで 0.8μs付近が機器

からの反射波であることがわかります。その波形

は立上り部分で正、立下り部分で負となっており、

地上置変圧器の反射波はインダクタンス成分が支

配的であると言えます。これは機器に接続してい

るケーブルの接地線の影響と推測されます。また

1.4μs 付近の線路末端からの反射波により、パル

スが地上置変圧器を透過する事を確認できました。 

 

 

 

 

 

 

第 2図 地上置変圧器の測定線路 

第 3図 測定波形 

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) 多回路開閉器の測定結果 

第 4図に示す測定線路において、(1)と同様の比

較を行い、多回路開閉器のパルス伝搬について確

認しました。測定結果を第 5 図に示します。なお

パルス幅は 300ns、振幅は 5Vに設定しています。 

2 つの波形を比較することで 2.1μs付近が機器

からの反射波であることがわかります。その波形

は(1)と同様にインダクタンス成分が支配的であ

ると言えます。これは機器に接続しているケーブ

ルの接地線の影響と推測されます。また 2.7μs付

近の線路末端からの反射波により、パルスが多回

路開閉器を透過する事を確認できました。 

第 4図 地上置変圧器の測定線路 

第 5図 測定波形 

 

(3) 実線路における事故点標定結果 

第 6 図に示す地中機器を複数台含む全長

502.8m の線路において、線路末端をリード線にて

事故模擬した場合の事故模擬前後の差分波形より、

事故点標定が可能か確認しました。測定波形を第

7 図、差分波形を第 8 図に示します。なおパルス

幅は 500ns、振幅は 5Vに設定しています。 

測定結果より6.2μs付近の変化を捉えることが

できていることがわかります。このことから地中

機器が複数台ある線路においても、事故前後波形

の差分を取ることで明確に事故点を把握できるこ

とがわかります。ケーブル単体の測定結果から求

めた伝搬速度 165.8m/μs を用いて事故点標定を

行うと、事故模擬箇所までの距離は 165.8 m/μs

×6.2μs÷2＝514m と算出されます。施設ケーブ

ルの実長は 502.8mのため、誤差 2.3%で標定可能

でした。 

第 6図 測定線路 

第 7図 比較波形 

第 8図 差分波形 

 

4. まとめ 

今回の研究紹介では、地中配電系統における

TDR 測定技術の基礎研究として、多回路開閉器、

地上置変圧器をパルス波が透過することを明らか

にしました。また地中機器を複数台含む線路にお

いても、事故点からの反射を観測可能であること

を確認しました。 

今後、充電線路においても検証を実施し、機器

の導入に向けた有効性の検討を進めていきます。 

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。また

本研究の検証にご協力いただいた一般社団法人電

力中央研究所の方々に深く感謝致します。 

執 筆 者：関西電力送配電(株) 配電部 配電開発グループ 山中 優 

主な業務：用品開発に関する業務に従事 

研究に関わった人：大阪北配電エンジニアリングセンター 松本 正晃、橋本 直彦 

大阪南配電エンジニアリングセンター 古賀 敬之、松森 敦 

神戸配電エンジニアリングセンター  平原 大地 
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長尺管路部分ライニング工法の開発

非開削による管路内面の修繕工法として、1 孔当たりの異常箇所が多い場合に用いる「全長ライニン

グ」と限定的な異常箇所の修理に用いる「部分ライニング」があります。異常箇所が限定的な場合、一般

的には、部分ライニング工法を採用していますが、破損箇所が大きい場合、1 回当たりの施工長が短いた

め、複数回施工する必要があります。その結果、施工時間が長くなり、コストが高くなります。この他に

も、ライニング材をラップさせながら修理延長を伸ばしていくため、ラップ箇所で管路内径が小さくな

るといった課題があります。今回、上記課題を解決し、1 回あたりの施工長を既存の 5 倍、かつ管路内径

の減少を抑制した部分ライニング装置を開発しました。 

1. 背景（目的） 

(1) はじめに 

地中送電管路において高経年による劣化や自然

災害・外傷などにより、破損が発生する場合があ

ります。破損箇所の修繕を行う場合、開削工法と

非開削工法がありますが、一般にコストが低い非

開削工法を採用しています。非開削工法は、管路

全長を内面から修繕する全長ライニング工法と、

管路の一部を修繕する部分ライニング工法の 2 つ

に分類されますが、通常は部分的な破損を修繕す

ることが多いため、部分ライニング工法を採用す

ることとなります。しかし、既存の部分ライニン

グ工法には、いくつかの課題が存在したため、工

法の改良・開発に取組みました。 

(2) 既存工法の課題 

既存工法では、施工長が 30cm 程度と短いため、

30cm 以上の修繕を行う場合、複数回施工する必

要があることから、施工時間が長くなるとともに、

コストも高くなるという課題がありました。また、

シート状のライニング材料を丸めて貼り付けるた

め、貼り付け代が必要となるほか、長手方向には

重ね貼りもすることになるため、有効内径の減少

が最大 6mm にもおよぶという課題がありました

（第 1 図）。 

 

 

 

 

 

第1図 現部分ライニング工法の課題 

 

2. 開発概要 

(1) 長尺部分ライニング工法 

ライニング装置とライニング材料の構造を大き

く見直し、ライニング工法の長尺化に向けた開発

を行いました。今回開発したライニング工法の性

能について、第１表に示します。 

 

第 1 表 長尺部分ライニング工法の性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ライニング装置 

今回開発したライニング装置の構造を第２図に

示します。ライニング装置を長尺化した場合、管

路の曲がり部で詰まり、移動できなくおそれがあ

るため、装置に可撓性を持たせる必要がありまし

た。今回胴部に可撓性のある材料を採用するとと

もに、光源を蛍光灯かららせん状にまいた紫 LED

テープに変更することにより、管路の曲がり部に

も対応できるライニング装置を開発することがで

きました。また、長尺化に伴い装置自体が重くな

ったため、構成している材料を見直し、約 50％の

軽量化を図りました。さらに、管路を移動する際、

管路内面とライニング材料の摩擦により樹脂がは

がれたり、しわがよったりすることを防ぐため、

ライニング材料を保護シードで防護した状態で引

き込む構造を考案しました。保護シートは樹脂を

硬化させる直前に反転しながら装置前方に撤去で

きるようにするため、装置の先端部と本体を分離

できる構造とし、材料の劣化が無い状態での貼り

付けが可能となりました。なお、保護シートは長

距離の引込でも破損しないよう、外側は厚い丈夫

なフィルムを使用し、内側は反転撤去時に樹脂を

含浸した材料にしわが発生しないよう薄いフィル

ムを使用しています。 

 

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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第２図 ライニング装置構造 

 

(3) ライニング材料 

今回採用したライニング材料を第３図に示しま

す。シート状のライニング材料の代わりとして、

重なり部が生じない筒状のガラス繊維クロスを採

用しました。これにより、貼り付け代がなくなり、

有効内径の減少を 2mm まで抑制することに成功

しました。一方、本材料を使用することにより、ラ

イニング材料が膨らむ際、含浸させている樹脂が

少なくなる箇所（巣と呼ぶ）が生じやすくなると

いう問題が生じました。そこで、内側は筒状の伸

縮可能な編み方をしたクロス、外側は編み目の細

かい薄いガラス繊維クロスからなる 2 層構造のガ

ラス繊維クロスを採用しました。これにより、巣

の発生を抑制することができ、ケーブルの損傷お

よび強度や気密性の向上を図ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 ライニング材料の構造 

 

3. 開発した装置の性能試験評価 

(1) 基本性能確認試験 

 開発したライニング装置とライニング材料を用い、透明の

アクリル管にて、以下の4 つに関する基本性能確認試験を実

施し、品質上の問題なく、本工法の性能を確認することができ

ました（第４図（a））。 

① 折れ・曲り・開きの破損箇所での性能 

② ライニング装置の水密性能（水没試験） 

③ ライニング材料の耐水性能 

④ 水没管路での施工性 

また、修繕が必要な管路では、AP 管路が最も多い

ため、AP 管路においてもライニング試験を実施し、

品質上問題ないことを確認しました。耐水圧試験

も行い、0.1MPa 以上の水圧に耐えることを確認

しました（第４図（b））。 

 

 

 

 

 

 

 

第４図（a）折れ管路試験 第４図（b）耐水圧試験 

 

(2) 現場検証試験 

 実管路 2 箇所において、開発した長尺部分ライ

ニング工法を用いて検証試験を行いました。検証

試験を第５図、第６図に示します。20 分程度で光

硬化が完了し、クラックおよび欠け部の修繕を行

うことができ、品質や施工性に問題ないことを確

認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 クラック部における検証結果 

 

 

 

 

 

 

第６図 欠け部における検証結果 

 

4. まとめ 

 長尺かつ厚さの薄い長尺部分ライニング工法の

開発に成功しました。本工法の採用により、施工

時間短縮やコスト削減、入線ケーブルサイズの適

用拡大が期待できます。最後に本研究の共同研究

先である㈱かんでんエンジニアリング、㈱インテ

の皆様方に、厚くお礼申し上げます。 

 

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 流通技術研究室（工務） 砂原 智徳 

主な業務：地中送電設備に関する技術研究に従事 

研究に関わった人：関西電力送配電㈱ 工務部 送電グループ 山田 章一郎 
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デジタルカメラ画像による斜面変位計測

本研究では、デジタルカメラ画像の高精度画像マッチング処理を用いた安価で簡便な二次元画像変位

計測技術を応用し、パノラマ画像撮影(手動)・パノラマ合成(自動)・画像変位解析(自動）が可能な三次元

変位計測システムの開発を行いました。また、実際の長大斜面を対象にその適用性を検証しました。本稿

では、これらの結果について報告します。 

1. 背景（目的） 

発電設備の維持管理には、敷地周辺斜面の安定

性確保が重要であり、定期的な測量により斜面変

状の有無を確認しています。一般的にはトータル

ステーション（以下：ＴＳ）を用いて測量が行われ

ていますが、より簡便かつ短時間で計測できる低

コストの計測手法の開発が求められています。そ

こで本研究では、デジタルカメラで撮影した画像

を高精度な画像マッチングで処理することにより、

一度に多点の計測が可能な自然物をもターゲット

代わりにできる斜面変位計測システムを開発し、

実斜面において本システムの適用性を検証しまし

た。 

 

2. 開発したシステムの特徴 

画像解析により三次元変位を計測するためには、

複数地点からの画像撮影、いわゆるステレオ撮影

を行うことが必要です。本システムの画像解析で

は、撮影した複数の画像を高精度な画像マッチン

グ(画像センシング、映像信号処理等の様々な分野

で重要になる基本処理であり、2 つの画像がどれ

くらい似ているかを評価する「画像照合」と、2 つ

の画像間の幾何学的な変形パラメータを求める

「画像位置合わせ」が主な目的となる画像処理）

により処理を行います。具体的には、計測点の探

索領域を設定し、探索領域ごとに基準画像(初期位

置の基準となる画像)と後続画像(異なる時間に撮

影された後続の画像)を照合して、その差分を用い

て計測点の変位を推定します。 

なお、本研究では、検証地の状況等から、第 1 図

に示す半固定式(地面に設置したカメラ架台から

デジタルカメラ脱着可)の撮影方式を採用するこ

とにより、焦点距離や撮影角を維持したままパノ

ラマ撮影(複数に分割撮影した画像を撮影画角の

大きい１枚の画像に合成する撮影手法)が可能と

しました。 

 

3. 実斜面への適用 

今回開発したシステムを実斜面の変位計測へ適

用し、その適用性の評価を行う検証実験を実施し

ました。 

(1) 計測概要 

実斜面における画像変位計測の位置図を第 2 図

に示します。計測対象斜面は、幅約 60ｍ、延長約

150ｍ、比高約 30ｍの切土法面です。計測結果を

ＴＳ測量と比較することも考慮し、斜面内に計測

点 6 箇所(全て人工ターゲット)、斜面外に不動点

4 箇所(人工ターゲット 2 箇所、自然ターゲット 2

箇所)、斜面が見渡せる離れた位置にカメラ設置架

台 2 箇所を設置しました。撮影距離は、49ｍ～205

ｍ、撮影焦点 200ｍとなり、焦点距離 50mm の単

焦点レンズを採用しました。一画素当たりの実寸

サイズは、パノラマ画像合成時に行う画像圧縮も

加味して 5mm(撮影距離 49ｍ)～21ｍｍ(撮影距離

205ｍ)です。最も遠い不動点(鉄塔)で約 500ｍ離

れています。 

設置した人工ターゲットを写真 1 に、カメラ設

置架台を写真 2 に示します。現場条件から、撮影

地点 1 では斜面を見上げる撮影となるため、人工

ターゲットは縦長のものを採用しました。また、

パノラマ雲台における撮影開始位置のばらつきを

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  

第 2 図 画像変位計測の位置図               

 

第 1 図 画像撮影イメージ               
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抑えるため、カメラ設置架台にクイックシューベ

ースを、パノラマ雲台にクイックシューを取付け

ました。 

(2) 計測結果 

実証実験は、2019 年 8 月から開始し、2020 年

2 月まで月 1 回の頻度で計 7 回、ＴＳ測量の計測

日付近で実施しました。計測結果の一例を第 3 図

にまとめて示します。同図(a)は撮影画像とパノラ

マ合成した計測画像の一例であり、計測 1 回の 1

サイクル当たりの撮影枚数は、撮影地点１で 26 枚、

撮影地点 2 で 8 枚です。また、同図(b)では南北(斜

面横断)方向における水平変位の経時変化を、同図

(c)では三方向における計測値の平均値と標準偏

差を、画像計測とＴＳ測量で比較しています。な

お、画像計測点とＴＳ測量点の離隔距離は、1.5～

1.8ｍです。 

これらの計測結果の比較により、画像計測にお

ける水平変位は、東西(斜面縦断)方向・南北(斜面

横断)方向ともに精度が高く、ＴＳ測量と同程度の

精度であることが分かりました。一方、画像計測

における鉛直変位は、ＴＳ測量との比較で数 mm

の差異があることも分かりました。想定される要

因としては、大気ゆらぎやパノラマ合成などに起

因する変位のばらつきが考えられます。なお、現

時点では、サンプルデータ数が 7 サンプルと少な

いため、変位の発生や経時変化の傾向について分

析するには、より長期間で多くのサンプルデータ

が必要です。 

 

(3) 機能の維持 

現地の自然環境下に設置している計測装置は、

現在、乾季・雨季を一通り経験し、大きな不具合も

なく計測できていることから、良好な機能を維持

しているものと考えられます。 

 

4. おわりに 

今回開発した半固定式カメラを用いた斜面変位

計測システムは、実斜面(自然環境下)における画

像変位計測に適用可能性があり、特に水平変位に

対しては精度が高く、ＴＳ測量と同程度の精度で

あると考えます。一方、鉛直変位においては、ＴＳ

測量との比較で数㎜の差異が認められました。 

今後は、長期にわたり現地計測を継続するとと

もに、本システムの自然ターゲット(斜面に設置し

ている構造物等)への適用性についても確認を行

う予定です。 

執 筆 者：研究開発室 技術研究所 土木技術研究室 丸屋 孝広 

主な業務：斜面画像計測システムの開発に従事 

                                  

                                                                                                      

写真 

第 3 図 計測結果の一例               

 

(a) 撮影地点２のパノラマ画像 

 
【画像計測の符号】 

＋：北(斜面前方)への変位 
－：南(斜面後方)への変位 

(b) 南北(斜面横断) 方向における 
水平変位の経時変化図 

 
(c) 三方向における計測値の 

平均値・標準偏差 

写真 1 人工ターゲット             

  

写真 2 カメラ設置架台               

  

研究開発室 技術研究所 土木技術研究室   
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微振動センサを使った見守りシステムの開発

近年暮らしが抱える問題には、浴室事故や熱中症、不眠等による健康上の問題、外部侵入者によるセキ

ュリティなど様々なものがあり、これらの問題を解決し、安心・快適に暮らすためには、第三者による見

守りが有効です。そこで我々は、高性能な振動センサを考案し、そのセンサを活用した見守りシステムの

開発を行っています。本報告では、見守りシステム開発の最終段階の報告を行います。 

1. 背景と目的 

家庭で発生する死亡事故の原因は、厚生労働省
(1)によると、その発生の多い順に、浴槽での溺水・

溺死、誤嚥等による窒息、転倒・転落です。特に、

近年では、浴槽事故死者数が交通事故死者数を上

回る結果となっており、何らかの対策が必要とな

っています。（1）（2）そこで我々は、入浴者の状態を

非接触で検知できる高性能な微振動センサを開発

して、浴室での見守りさらには寝室、リビングで

の見守りができるシステムの開発を行っています。 

 

2. 研究の概要 

(1) 微振動センサ 

写真１に微振動センサの外観写真を示します。 

円柱状のアクリル容器に溶媒が封入されており、

下面にレーザ発信部、上面にレーザ受信部が設け

られています。次に、第 1 図に測定原理を示しま

す。下部のレーザ発信部から発信されたレーザ光

は、容器内液面がフラットな時（振動がない時）は

殆んど減衰せずに受信部に到達するが、振動発生

時は、液面が波立つためレーザ光の屈折・反射が

発生し、受信部に到達するレーザ光は減衰します。

その減衰量を検知することで微振動を測定するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) センサユニット 

 写真 2 にセンサユニットを示します。このセン

サユニットは、微振動センサ、基板、電池、アンテ

ナが防水容器内に入った構造になっており、振動

データの収集、データ増幅、これらの振動データ

を無線でゲートウェイに送信する役割を担ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 研究結果の概要 

(1) 見守りシステムの構築 

第 2 図に、見守りシステムの概略図を示します。 

図中の赤色の部分が、今回構築した機器システム

です。まず微振動センサで得た振動データは、分

析をしやすいようにセンサユニット内でフィルタ

等の前処理を行ってからゲートウェイに送信しま

す。ゲートウェイでは機械学習で被見守り者の状

態推定を行います。その結果とデータは、サーバ

ーに一定期間保管されます。また、被見守り者が

転倒等の危険状態であると推定した場合は、スマ

ホ等の通信端末に通知するようになっています。 

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。 

研究紹介４  

第 1 図 微振動センサの測定原理 

写真 2 センサユニット 

写真 1 微振動センサ本体 

寸法：直径 35×高さ 50(㎜) 

（振動のない時） 

 

（振動発生時） 

 

 

レーザ送信部 

レーザ光 レーザ光 

レーザ受信部 

 

屈折・乱反

射 

センサ 基板、電池、アンテナ 

寸法：縦 89×横 54×高さ 88(㎜) 
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(2) 実サイトでの検証 

 この見守りシステムを実家庭に設置して、その

実用性を検証しています。第 2 図に示したご家庭

では、主に浴室・寝室・リビングでの見守りを行い

ました。 

(3) 実証試験状況 

 実験結果の出力画面の例を第 3 図に示します。

お風呂に 30 分以上入っていることを検知し、注意

喚起を表示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、第 4 図にリビングルームの振動測定例を

示します。このご家庭では小型犬を飼っていらっ

しゃいますが、人の動きは朝 6 時過ぎの起床時か

ら夜 22 時頃に就寝のため寝室に移動されるまで

検知しているものの、人よりも早朝から動き回っ 

 

ている小型犬は検知しておらず、振動の検知によ

り人を効果的に判別できることが判ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第 4 図 リビングでの振動測定例 

 

4. まとめ 

 今年度は、微振動センサを使った見守りシステ

ムの最終試作機を製作して、実際のご家庭で検証

を行いました。これまでに、居住者が在宅かどう

か、各部屋間の移動状況、浴室での長時間無動な

ど、判別することができています。独居高齢者宅

や在宅療養等に有効活用できると考えられます。 

 

[文献] 

(1)厚生労働省大臣 官房統計情報部「2015 年人口動態統計」 

(2)一般財団法人全日本交通安全協会「平成 27 年中の交通

事故死者数」 

写真１ 微振動センサの外観写真 

サーバー 

第 3 図 浴室在室 30 分間 超過注意 

 

 

 

第２図 見守りシステムの実証例 

深夜に振動を検知 

sin深夜 
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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）   

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） 堀田 和孝、三島 憲明 

主な業務：センサに関する研究業務に従事 



局所空調システムにおけるダクト風量分布の解析評価

このたび開発を行ったイチゴ栽培のための局所空調システムに用いている長尺のダクトについて、一

様な冷却を達成するためダクト吹出し・吸込み風量分布のモデル化・解析を行いましたので紹介します。

1. 背景 

近年、農業分野において高度な環境制御を行っ

て競争力を高めるスマート農業の取り組みが始ま

り、効率の良いヒートポンプ式電気空調の使用が

広まっています。家庭用のイチゴについては、従

来の施設園芸栽培では収穫できる時期が冬から春

(概ね 11 月～5月)に限られていますが、栽培時に

クラウン（株元）や果実を冷却することで収穫期

間の延長などによる収益拡大が期待できます。そ

こで、イチゴ栽培において作物周辺をヒートポン

プ式電気空調により効率的に冷暖房を行う局所空

調システムを開発しました。この構造を写真１に

示します。 

2. モデルの構築と実測 

一般に、事業規模の栽培ベッドの長さは約 40m

に及び、全体に一様な温冷却を行うことが重要で

す。そこで、ダクトに等間隔に開けた穴からの吹

出し・吸込みを模擬する簡易シミュレーションモ

デルを作成しました。このモデルを第１図に示し

ます。このモデルではダクト内の流体の圧力損失

（圧損）と動圧による圧力低下を考慮しています。 

このダクトを用いて実測を行い計算値との比較

を行いました。この結果を第２図に示します。吹

出しと吸込みで各々適した損失係数 Cを選定する

ことでダクト各所の流速・圧力を模擬できました。 

 

3. シミュレーション解析結果 

このモデルを用いて長さ 60m にわたる長尺ダ

クトの風量分布を解析しました。先端を 0 とした

位置 x（手前が負）における単位長さ当たりの風量

分布の解析結果を第３図に示します。送りダクト

では、圧損と動圧の偏りが相殺されるためダクト

穴数に関わらず先端から約 28m の区間の分布が

ほぼ一様となり、それより手前では入口に近づく

につれ流量が大きくなります。一方、戻りダクト

では手前ほど流量が大きく顕著な偏りがあります。 

簡易に各穴からの吹出量が一定、つまり 

V=-kx  (V:ダクト内流速 k:定数)  

とすると、ダクトの圧損ΔPは式(3-2)を積分して 

研究紹介 5  

 

写真１ 局所空調システムの構造 

（当社試験設備 送りダクト施工中の例）                 

 

第 1図 ダクトの簡易シミュレーションモデル 

 

C=2.5    C=1 C=0.34~2.5

D : ダクト直径 [m]

d : ダクト穴直径 [m]

L : ダクト穴間隔 [m]

m: ダクト穴数 [個/m]

ρ : 気体密度 [kg/m3]

λ : 管摩擦係数
C : 損失係数

Vk : ダクト内流速 [m/s]

vk : ダクト穴吹出･吸込速度 [m/s]

Pk : ダクト内全圧 [Pa] 

Psk :ダクト内静圧 [Pa] 

Pdk :ダクト内動圧 [Pa]  

ΔPk :ダクト穴間の差圧 [Pa] 

Psk=C･ρ/2･vk
2 (1)

［ダクト穴吹出・吸込速度算出］

n

πD2Vk /4= Σ πd2vj /4  (2)
j= k

［ダクト内流速算出］

n

Pk= Pn+Σ ΔPj (3-1)
j= k+1

ΔPk=λL/D･ρ/2･Vk
2 (3-2)

[ダクトの圧損算出]

Psk = Pk – Pdk (4-1)

Pdk=ρ/2･Vk+1
2 (4-2)

[ベルヌーイの定理

（静圧=全圧-動圧）]

損失係数の代表例（ダクト設計資料より）

・・・

ΔP1
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・・・
P1
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   ΔP =-λ/D･ρ/2･k2x 3/3 

一方、動圧による静圧の低下は式(4-1),(4-2)より 

   Pd =ρ/2･k2x2        

となり、これらが一致する点は 

    x = -3D /λ  

となります。第２図中のパラメータを代入すると

x =-30mとなり、上記の第 3図の送りダクトの解

析結果を近似できています。 

4. おわりに 

局所空調システムに用いる穴あき長尺ダクトに

ついて実測とモデル化により圧力・風量分布を解

析し、各所の圧損および動圧の兼ね合いから吹出

し・吸込みで異なる特性となることが解析できま

した。 

このようなダクトの特性を織り込んでダクト穴

を最適に配置することで、一次元方向に長尺な栽

培ベッドの効率良い温冷却が行なえイチゴの収量

増加・収益拡大につながっています。また、大規模

な温室のビニールダクトによる室内暖房において

温度むらを低減することができる他、閉鎖空間に

おいて流体の注入口・排出口の箇所が限定される

場合に、内部に配するダクトの特性が吹出し・吸

込みで異なることも勘案してシステムの設計を行

うことができ、植物工場の冷却や居室・屋根裏等

の一様な換気・乾燥などへの応用も考えられます。 

 
[参考資料] 

「イチゴ栽培における局所空調システムの研究 (その３)」

R&D News Kansai 2019 年 3月号 

 
(1) 送りダクト（吹出）  C= 2 .5 

 
(2) 戻りダクト（吸込）  C= 1.0 

 
ダクト長:29ｍ 内径 D:0.2ｍ ダクト穴径 d:0.02m 菅摩擦係数λ: 0.02（実測より）ダクト穴間隔 L=1m 当たり穴数 m:10個/m と仮定 

第２図 ダクト簡易シミュレーション計算値と実測値 
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パラメータ： ダクト穴数 ｍ [個/m] 

第３図 簡易シミュレーション解析結果 
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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(都市・産業エネルギー) 神野 幸弘 

主な業務：農業分野の環境制御システムおよび建物の最適空調制御システムの評価・開発に従事 

研究開発室 技術研究所 エネルギー利用技術研究室(都市・産業エネルギー)   
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ソーシャルメディアと知的財産 

 ～ソーシャルメディアと著作権～ 

1. はじめに 

Facebook 、Twitter、YouTube、インスタグラ

ムなどのソーシャルメディアによる情報発信を個

人だけでなく、当社を含め、企業が行っているケ

ースが増えています。それにつれて、情報発信が

他者の権利を侵害しているとして問題になる事例

もみられます。 

当社は、2019 年度に「関西電力グループ知的財

産基本方針」を制定し、知的財産に関する取り組

み姿勢を明文化しました。ソーシャルメディアに

よる情報発信においても、他者の知的財産権を侵

害することがあれば会社の社会的信用を失うこと

になります。 

今回は、ソーシャルメディアを使用するにあた

り、知的財産権の侵害に関して法律面から説明し

ます。 

 

2. ソーシャルメディアと知的財産権 

知的財産権には大別して、第１表のとおり産業

財産権と著作権がありますが、ソーシャルメディ

アによる情報発信において、権利侵害の可能性が

高いと思われるのは著作権ですので、著作権法上

の規定とその事例について説明します。 
 

第 1 表 知的財産権 

知的財産権 

産業財産権 

特許権 

実用新案権 

意匠権 

商標権 

著作権 

その他の権利 

回路配置利用権 

育成者権 

営業秘密、など 

 

3. ソーシャルメディアと著作権 

著作権は著作者が自らの著作物を独占的に使用 

できる権利です（著作権法（以下、条数のみ記しま

す）第 17 条第 1 項）。ですから、ソーシャルメデ

ィアの利用において、他者の著作物を無断で使う

と著作権法違反となる可能性があります。 

著作権は著作物について認められます。著作物

とは、思想又は感情を創作的に表現したものであ

って、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも

のをいいます（第 2 条第 1 項第 1 号）。著作権法で

は、著作物に該当するものが例示されており（第

10 条第 1 項第 1 号～第 9 号）、文章、写真、動画

などは著作物に該当します。 

ソーシャルメディアを利用して表現する場合に、

注意する点等について説明します。 

＜言語の著作物＞ 

文章などは「小説、脚本、論文、講演その他の言

語の著作物 」（第１号）に該当します。ただし、

「スカイツリーの高さは 634m です」といった単

なる事実は思想又は感情を創作的に表現したもの

とはいえず、著作物の対象となりません。 

 

＜動画、音楽＞ 

YouTube などの動画投稿サイトで流されてい

る音楽の音声や映像やダンスの振り付けなどは、 

「音楽の著作物」に該当します（第 2 号）ので、

これらを無断で流すと著作権法違反になります。

歌詞などを文字にして流す場合も同様です。 

「舞踊又は無言劇の著作物」（第 3 号）に関して

も、「音楽の著作物」と同様、著作物である舞踊又

は無言劇の音声や映像を流すと著作権法違反にな

ります。 

 

＜絵画、イラスト＞ 

「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」（第

4 号）に関しては、「その他」としてマンガ、キャ

ラクターなども入りますので、使用前には著作権

者から許可を得る必要があります。 

フリーで使用できる素材を掲載したホームペー

ジもありますが、一見、使用自由のようにみえて

も、使用には料金を必要とするものがありますか

ら注意が必要です。 

 

＜建築、地図＞ 

「建築の著作物」（第 5 号）としては、建築物の

写真を撮り、それをソーシャルメディアに掲載す

る場合等が考えられますが、屋外に恒常的に設置

されている絵画や彫刻の原作品と建築の著作物、

つまり、建物内ではなく外に設置されていて、誰

でも見られるようになっている著作物に対しては、

ミニ解説 1  
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著作者の人格権を侵害しない限り、著作権法上の

制限を受けません（第 46 条）。 

当社のソーシャルメディアでは、【みんなの“1 枚”

で心をつなぐフォトコンテスト】カレンダー部門

＜季節を彩る灯り篇＞の受賞作品として滋賀県の

琵琶湖大橋を紹介（写真 1）していますが、琵琶湖

大橋は一般に公開されている建築物ですので、著

作権法上の制限を受けません。 

 

 

 

 

 

 

 

      写真 1 琵琶湖大橋 

 

「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、

模型その他の図形の著作物」（第 6 号）としては、

具体的には、道路地図、住宅地図、建築物の設計

図、グラフ、地球儀、人体模型等が該当します。地

図に表示されるデータには創作性がないように思

われますが、地図の作成においては、用途に応じ

て何の情報を選択するか、縮尺や色彩はどうする

か等の工夫がなされており、著作者の思想又は感

情を創作的に表現したものとなりますので、地図

も著作物といえます。したがって、これらをソー

シャルメディアに掲載する場合には注意が必要で

す。 

 

＜映画、写真＞ 

映画の音声や映像は、「映画の著作物」に該当し

ます（第７号）ので、 YouTube などの動画投稿サ

イトに無断でそれらを流すと著作権法違反になり

ます。 

当社のソーシャルメディアでは、【停電発生時に

備えて～雪上車両運転訓練～】とのタイトルで、

関西電力送配電 京都支社 福知山配電営業所の

「雪上車両運転訓練」の様子を紹介しております

が、当社が撮った映像であり、訓練参加者の許可

も得ているため問題はありません。 

 「写真の著作物」（第８号）に関しては、写真は

撮った人の著作物となるので、他人の撮影写真を

ソーシャルメディア上に掲載する場合には許可を

得なければなりません。なお、写真１は著作権の利

用を許諾いただいた上で応募されたものです。 

４. 他者の著作物の利用 

 他者の著作物をソーシャルメディアで使用する 

場合には、著作権者の同意が必要ですが、例外と

して、他者の著作物を引用して利用する場合、そ

の引用が公正な慣行に合致するものであり、かつ、

報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範

囲内で行なわれるものであれば、著作権法違反に

ならず、利用の際に著作権者に許可を得る必要は

ありません（第 32 条第 1 項）。 

 引用を行うにあたっては、引用の必然性がある

こと、引用部分にかぎ括弧をつけたり□で囲うな

どして自分の著作物と区別すること、自分の著作

物が主体であること、出所を明示することなどが

必要となります。 

 

５. Web サイト利用における著作権侵害／非侵害 

 他の Web サイトの文章や画像などをコピーし

て、無断でソーシャルメディアに掲載すると、こ

れは著作物の複製にあたり、４．の引用の要件を

満たさない限り、著作権侵害になります。 

一方、他の Web サイトへの URL リンクを貼る

ことがよく行われていますが、URL リンクは、画

面上の一定の場所の文字や URL、バナーなどをク

リックすると、そのリンク先のページに自動的に

移動するという仕組みで、リンク先サイトへの誘

導以上の意味はなく、相手先から承諾を得る必要

はありません。 

 コピーして掲載するのとリンク先を貼るのとで

は、結果的には似たような見え方になりますが、

全く異なる結果となります。 

 

6. 最後に 

 ソーシャルメディアと著作権侵害について解説

しましたが、知識がないために正しく運用されず、

知らないうちに著作権を侵害してしまう可能性が

あります。特にソーシャルメディアによる情報発

信は瞬時に広く拡散しますので、他者の権利を侵

害していないかに注意する必要があります。 

繰り返しますが、会社にとって他者の権利侵害

行為は、長年築きあげたお客さまの信頼喪失に直

結することを忘れてはなりません。 

権利侵害について分からない点があれば、研究

開発室 知的財産グループまでお問い合わせくだ

さい。 
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次世代電池の研究開発動向（４） 

 ～新たな原理に基づく次世代電池～ 

1. はじめに 

次世代電池のミニ解説シリーズの最終回となる

今回は、これまでに示したものとは全く異なる原

理に基づく次世代電池の概要を紹介します。 

 

2. フロー電池 

通常の電池は電極に物質をため込んだり放出し

たりすることにより充放電を行いますが、フロー

電池では電極は電池反応を起こす場でしかなく、

液中に存在するイオンの価数が変化することで充

放電を行います。 

第１図 フロー電池の概要図 

（バナジウムレドックスフロー電池（充電時）） 

 

第１図に、フロー電池の代表例としてバナジウ

ムレドックスフロー電池の概要を示します。正極

側、負極側にそれぞれ金属イオンが含まれる電解

液タンクを置き、ポンプでそれぞれの電極に電解

液を流すことにより充放電ができます。小型化が

難しい一方、タンクを大きくすればいくらでも電

気をためることができるので、大型の蓄電池シス

テムに向くといわれ、実用化が進みつつあります。 

電解液タンクの片側または両側に有機物イオンを

用いた有機型フロー電池や、さらに近年では懸濁

液中の粒子を使って充放電を行う半固体型と呼ば

れるものもあります。 

 

3. 全固体鉄－空気電池 

 金属を空気中の酸素で酸化／還元させることで

充放電を行うものを金属－空気電池といいます。

その中でも、全固体鉄－空気電池は、液体を使わ

ない高温で作動する電池です（第 2 図）。 

第 2 図 全固体鉄－空気電池の概要図（放電時） 

 

本電池は、固体酸化物形燃料電池（SOFC）の技

術を応用しています。充放電反応は空気中の酸素

と気密容器中の水素／水蒸気が電気化学的に反応

することで起こります。気密容器には鉄粉が入っ

ており、水蒸気が鉄を酸化し、水素が酸化鉄を還

元することで充放電を行います。高温で動かす必

要があるため用途は限られますが、安全・安価な

蓄電池システムとして期待され、基礎的な研究が

進められています。 

 

4. フッ化物イオン電池 

 リチウムイオン電池など、通常の蓄電池は陽イ

オンが正極と負極を移動して反応することで充放

電を行いますが、フッ化物イオン電池は陰イオン

であるフッ化物イオンが正極と負極を移動して反

応することで充放電を行います。 

 フッ化物イオン電池の利点は、電極側で多価の

反応を行うことができること、酸化物を使う必要

がないので電池反応に寄与する元素のみで電極を

構築できること、材料の選択が広いこと、などが

あります。今のところ内部抵抗が大きい、サイク

ル性能が低いなどの課題があります。 

 

以上、次世代電池を紹介しましたが、今後電力

貯蔵用途に向く蓄電池が開発される可能性がある

ので、引き続き情報収集を続けたいと思います。

 

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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2021.1 

    関西電力株式会社 執行役常務 研究開発室担当 島本 恭次 

    コロナ禍で考える「専門家」の在り方 
2021.3 

    大阪大学レーザー科学研究所 教授 重森 啓介 

研究紹介 系統・制御 電圧フリッカ予測計算ツールの開発 2020.6 

    Ｎ－１電制システムの開発研究について 2020.9 

    台風時電柱二次被害予測への AI 適用に関する研究 2021.1 

  送電 電動小型クローラ運搬車の開発 2020.6 

    AI を活用した架空地線金具における設備異常判定の自動化について 2020.6 

    鉄塔基礎材腐食検査装置の開発研究 2020.9 

  77kV 級簡易気中終端箱の適用評価 2020.9 

  長尺管路部分ライニング工法の開発 2021.3 

  配電 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 2020.6 

    地上設置型開閉器付変圧器の開発 2021.1 

    地中配電系統におけるパルス波を用いた TDR 法の測定波形について 2021.3 

  水力・変電 AI を活用したダム下流河川内の立入者自動検知プログラムの開発 

遮断器機構部への高性能グリス適用調査 

2020.6 

2020.6  

  火力・原子力 ガスタービン動翼の解析的損傷評価 2021.1 

  土木・建築 時刻別総電力量を用いた建物エネルギー消費実態推定手法の開発 2020.6 

    ＵＡＶレーザ測量を用いたダム貯水池の地形計測 2021.1 

    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 2021.1 

  デジタルカメラ画像による斜面変位計測 2021.3 

  ホームエネルギー エアコン暖房のサーキュレーター併用による温熱環境評価 2020.6 

  

 

VPP のリソースとしてのエアコン制御の研究について（第３報） 2020.6 

    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 2020.9 

    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 
2021.1 

  
 

  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 2021.1 

  微振動センサを使った見守りシステムの開発 2021.3 

種別   分野      タイトル                 (巻頭言)執筆者   発刊月 
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局所空調システムにおけるダクト風量分布の解析評価 2021.3 
  

 

  

 
VHF 帯無線における干渉源の探査手法の研究 2020.9 

  

 
関西ＶＰＰプロジェクト 2020.9 

トピックス 

 
巽実験センター ブロックチェーン技術を活用した P2P 電力取引実証施設紹介 2020.6 

ミニ解説 

 
次世代電池の研究開発動向（１） ~次世代電池の全体像~ 2020.6 

  

 
侵害調査の方法とコツ ~新規事業で他者の特許権を侵害しないために~ 2020.6 

  

 
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~ 2020.9 

  

 
養殖の課題と技術開発について 2020.9 

  

 
意匠法の改正 ~デザインでビジネスを保護する~ 2020.9 

  

 
アイデアを保護するために ~ビジネスを知財で保護する~ 2021.1 

  

 
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~ 2021.1 

 

 

 ソーシャルメディアと知的財産 ~ソーシャルメディアと著作権~ 

次世代電池の研究開発動向（４）~新たな原理に基づく次世代電池~ 

2021.3 

2021.3 

社内案内 

 
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） 2021.1 

 

  

 
R&D News Kansai  2021.3  No.505 

 
16 



 

● 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：070-2447-5386  FAX：06-6441-9864  E-mail：research@kepco.co.jp 

 

● 弊社ホームページ『https://www.kepco.co.jp』 ABOUT US → 研究開発情報 → R&D News Kansai 

 にバックナンバーを掲載しております。 

2021 年 3 月号 vol.505 

発行 関西電力株式会社 研究開発室 

◆本誌に記載されている記事、写真等の無断掲載、複写、転載を禁じます。 

 

〒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） 


