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私たちが利用しているエネルギーの約9割は、化石燃

料を燃焼させることによって生み出されている。しかし

近年、化石燃料の大量消費により、地球温暖化などの地

球規模の環境問題が起こっている。この問題を解決する

ために、太陽光、風力等の再生可能な自然エネルギーを

用いて、化石燃料を代替する新しい燃料を生み出してエ

ネルギーキャリアを構築するための研究開発が、大型国

家プロジェクトとして推進されている。 

昨今、化石燃料の代替燃料としてのエネルギーキャリ

アとして水素が注目を集めている。将来的には、地球上

に大量に賦存する再生可能エネルギーである太陽光発電

や風力発電によって安価に生み出された電気を用いて水

を電気分解することにより、低コストで水素を大量生産

することが可能であると考えられている。例えば、太陽

光発電であれば、全世界のエネルギー需要は、アフリカ

のサハラ砂漠の1/3の面積に太陽光発電パネルを敷き詰

めることで満たすことができる。また、風力発電の場合、

全世界の潜在的風力量は電力量にして年間 9 兆6700 億

kWh（日本の年間使用電力量の8倍）のポテンシャルを

持つ。もし世界中の風力を有効利用する技術を我が国が

保有すれば、日本が世界屈指のエネルギー輸出国となる

ことも夢ではない。しかし、高圧送電線を用いた電気の

輸送距離は数百km 程度が限度であり、再生可能エネル

ギー起源の電気を全世界へ供給するためには、水素燃料

をはじめとするエネルギーキャリアに関する技術とイン

フラを社会に実装する必要がある。 

水素は燃焼しても二酸化炭素を排出しないために、化

石燃料に混合して燃焼させれば、その分だけ二酸化炭素

の排出量を削減することができ、地球温暖化防止に対し

て即効性がある。しかし、水素を大量に輸送・貯蔵する

ためには、－253℃の極低温にして液化するか、もしくは

常温であれば700気圧の超高圧ボンベに充填する必要が

ある。 

そのような中、水素のキャリア（分子内に多くの水素

を含む物質）として、アンモニアが着目されている。ア

ンモニアは、燃焼過程において二酸化炭素の排出を伴わ

ないCO2フリーな燃料である。アンモニアは約百年前に、

空気中から分離された窒素と、炭化水素などから得られ

る水素によるアンモニア合成法（ハーバー・ボッシュ法）

が開発されたことで大量工業生産が可能となり、全世界

で1 年間に約1 億8千万トンが生産されている。また、

アンモニアは重量割合で 17.8％の水素を含有しており、

－33℃で液化し、常温でも8気圧程度の圧力で容易に液

化することが可能であり、輸送・貯蔵に関する技術と社

会インフラが既に確立されている。 

しかし、アンモニアを燃料として使用する際には、燃

焼性が低いことの他、燃料中の窒素由来の窒素酸化物で

あるFuel-NOxが多量に生成されることが懸念されてい

た。大阪大学 燃焼工学研究室では、酸化剤として利用さ

れる空気中の酸素濃度を高める“酸素富化燃焼”によりア

ンモニアの低燃焼性を克服し、また、二段燃焼技術や燃

焼装置内の排気ガスの再循環技術等によって、NOx排出

濃度を環境基準以下とする燃焼を実現することに成功し

ている。 

シェールガスやシェールオイルをはじめとする非在来

型の化石燃料の生産技術が確立され、数十年のオーダー

では、現在のように化石燃料が安価で安定的に供給され

ることが予測されている。しかし、我々人類がこの先数

十億年の長きにわたって繁栄していくことを考えると、

現時点での目先の利便性や利益を求めるだけではなく、

エネルギーキャリア戦略に関連する技術開発への先行投

資が求められている。 

日本経済新聞のインタビュー記事で、サウジアラビア

元石油相アハメド・ザキ・ヤマニ氏は、石油に代わって

主役になるのは何ですか、という問いに対して、最も影

響のあるのは水素エネルギーだと答えた。また、水素エ

ネルギーへの転換はいつになりますか、という問いには、

それは分からない。だが近い将来、転換は必ず来る。（中

略）原油はまだまだ地下に眠っているし、コストをかけ

て新技術を使えば採掘できる。だが、時代は技術で変わ

る。石器時代は石がなくなったから終わったのではない。

石器に代わる新しい技術が生まれたから終わった。石油

も同じだ、と語った。自国に化石資源がほとんどない日

本が、水素社会が到来した後も工業国として生き残って

いるためには、水素やアンモニアといったエネルギーキ

ャリアのバリューチェーンの構築を世界に先んじて成し

遂げ、これらの非化石燃料の燃焼技術でも世界をリード

することが求められるだろう。 

2025年には大阪で関西万博が開催される。1970年の

大阪万博では“原子力の灯”が脚光を集めた。今回の関西

万博では、世界に水素エネルギーの重要性をアピールし

て、カーボンフリーの水素・アンモニアの炎で輝く第 2

の“太陽の塔”が創造されることを祈念している。 

巻 頭 言  

2025 年大阪・関西万博にカーボンフリー
燃料の炎で輝く第 2 の“太陽の塔”を！ 

赤松 史光                                 

竹原 幸生 

大阪大学大学院工学研究科 機械工学専攻 燃焼工学研究室 教授 
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配電用変電所 LAN 型監視制御システムの 154kV，275kV の変電所 
への適用に向けた検討について
関西電力送配電では、高度経済成長期に数多く設置された変電設備の更新時期を迎えており、その設備

更新工事におけるマンパワー不足が大きな課題となっています。変電所の主回路機器と監視制御装置間

は、制御ケーブルで接続されています。制御ケーブルは、監視制御の要素毎に必要であり、制御ケーブル

切替等による確認作業時間がマンパワーの大きなウェイトを占めています。一次電圧 77kV 変電所（以下

配電用変電所）においては、制御ケーブル切替等による確認作業時間の削減を目的に、配電用変電所用

LAN 型監視制御システム（以下配変 LAN）を開発、採用しています。一次電圧 154kV、275kV の変電所

においても配変 LANを適用することで制御ケーブル切替等に伴う確認作業時間を大幅に削減できる可能

性があります。しかし、配変 LAN を適用するにあたり、インターフェイスユニット（以下 I/F ユニット）

の開閉サージ耐量が課題となるため今回、三菱電機株式会社、日新電機株式会社、株式会社エネゲートと

共同で、実フィールドにおける開閉サージの測定と評価を行い、一次電圧 154kV、275kV の変電所への

配変 LAN 適用可否の検討を実施したので紹介します。 

1. 背景（目的） 

配変 LAN は、小型 I/F ユニットを機器に内蔵、

または機器近傍に設置することで、電気信号をア

ナログからディジタル変換し、LAN ケーブルを使

用することで、制御ケーブルの削減を可能として

います。154kV、275kV 変電所においても配変 LAN

を適用することで、制御ケーブルの削減が期待さ

れますが、機器に内蔵または機器近傍に設置する

小型 I/F の開閉サージ耐量が課題となるため、今

回開閉サージの測定と評価を行い、一次電圧

154kV、275kV の変電所への配変 LAN 適用可否の

検討を実施しました。 

 

2. 研究の概要 

(1) 開閉サージ測定 

電気協同研究（以下電協研）第 57 巻 3 号によ

り、系統電圧が高くなると発生するサージ電圧は

一般的に大きくなることから、154kV、275kV の

変電所では配電用変電所と比べ大きなサージ電圧

の発生が考えられます。今回、154kVGIS、275kV

気中設備において線路用、変圧器一次用断路器開

閉時のサージ電圧、周波数を測定しました。 

(2) 測定方法 

ａ．154kVGIS 断路器 

154kVGIS 断路器開閉サージ測定回路を第 1 図

に示します。154kVGIS および 154kVGIS 監視制

御盤ならびに I/F ユニット模擬端子台の間を制御

ケーブルにて接続し、断路器開閉時に I/F 模擬端

子台にてサージ電圧および周波数を測定しました。

また、制御ケーブルによるサージ減衰効果を確認

するため、154kVGIS 監視制御盤から I/F ユニット

模擬端子台間の制御ケーブル長を 5m、30m、50m

の 3 パターンで測定しました。 

 

 

 

b. 275kV 気中断路器 

  275kV 気中断路器開閉サージ測定回路を第 2

図に示します。断路器操作箱至近に中継端子箱お

よび I/F ユニットを設置し、GIS 同様制御ケーブ

ルにて接続し、断路器開閉時に I/F ユニット端子

台にてサージ電圧および周波数を測定しました。

中継端子箱から I/Fユニット間の制御ケーブル長

については 5m、10m、30m の 3 パターンで測定

しました。 

 

 

 

研究紹介１  

 
R&D News Kansai 2021.6 No.506 

 
2 

第 1 図 154kVGIS 断路器開閉サージ測定回路図                 

第 2 図 275kV 断路器開閉サージ測定回路図 



(3) 評価方法 

 測定結果に対して、配変 LAN 開発時と整合をと

るため、[電圧]と[周波数]の積にて評価を行うこと

としました。評価について、電協研第 57 巻 3 号で

開閉サージの評価に用いる方形波インパルス性ノ

イズ試験条件について述べられており、波高値に

ついては、B-402 でも標準とされている 1kV,周波

数 32MHz であり、[電圧]×[周波数]としては

32kV･MHz に換算される値が標準と考えられます。 

 

3. 研究結果の概要 

(1) 154kVGIS 断路器測定結果 

 154kVGIS 断路器における測定結果を第 1 表に

示します。なお、測定結果は、配変 LAN 採用 I/F

ユニットの仕様比較を容易とするため、方形波イ

ンパルス性ノイズ試験の規格値である 32MHz に

換算した電圧値表記としています。 

配変 LANで採用している I/Fユニットのサージ

耐量に比べて、サージ測定値は小さい値であった

ことから、配変 LAN 用 I/F ユニットの適用が可能

であることが分かりました。 

 

 

 

(2) 275kV 気中断路器測定結果 

275kV 気中断路器の測定結果を第 2 表に示しま

す。測定結果は、154kVGIS 断路器同様、配変 LAN

採用 I/F ユニットの仕様比較を容易とするため、

方形波インパルス性ノイズ試験の規格値である

32MHz に換算した電圧値表記としています。 

配変 LANで採用している I/Fユニットのサージ

耐量に比べて、サージ測定値は小さい値であった

ことから、配変 LAN 用 I/F ユニットの適用が可 

 

 

 

 

 

能であることが分かりました。また、電協研第 57

巻 3 号よりサージ電圧は系統電圧階級とほぼ比例

関係にあることから、154kV 気中設備においても

配変 LAN用 I/Fユニットは適用可能と判断してい

ます。 

 

 

 

4. まとめ 

今回、154kVGIS および 275kV､154kV 気中設備

における配変 LAN I/F の適用が可能であることが

分かりました。配変 LAN を 154kV 以上の変電所

に適用することにより、制御ケーブル切替等に伴

う確認作業に要するマンパワーの削減が期待され

ます。今後 275kVGIS への適用にあたっては、

154kVGIS に存在しないブッシング等からのノイ

ズ影響（サージ輻射）を考慮した検討が必要であ

るため、実フィールドにて開閉サージの測定を行

い、採用可否を検討する必要があると考えていま

す。 
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第 1 表 154kVGIS 断路器開閉サージ測定結果                 

第 2 表 275kV 気中断路器開閉サージ測定結果                 

 



給湯配管用自己制御ヒータの基礎的特性に関する実験的研究

従来の中央式給湯システムでは、給湯温度の保持およびレジオネラ属菌の増殖防止のため、給湯負荷の

ない時間帯でも配管内に湯を循環させる必要があり、熱損失が大きくなることが課題とされています。

一方で、給湯配管用自己制御ヒータを用いた給湯システムは給湯往き配管に自己制御ヒータを装着する

ことで配管内の温度を維持できるため、給湯還り配管が不要になり熱損失の削減が期待できます. 

1. はじめに 

本研究では、給湯配管用自己制御ヒータの各種

運転特性を実験から明らかにすることで、システ

ムの導入可能性や省エネルギー性能の評価を行う

上で、広く設計資料として資することを目的とし

ています。本報では、実証試験の概要と結果、自己

制御ヒータの各種運転特性について報告します。 

 

2. 実証試験の概要 

 (1) 自己制御ヒータの特性 

 第１図に実験で使用した自己制御ヒータの構造

を、第２図に電気特性を示します。グラファイト

と放射線架橋ポリマの混合物である発熱抵抗体の

温度が低い時には、グラファイトの結合が密にな

ることで抵抗値が小さくなり出力が増加します。

反対に温度が高くなると、放射線架橋ポリマが膨

張してグラファイトの結合を切ることで抵抗値が

大きくなり出力が低下する性質を有しています 1)。 

本ヒータには運用管理に活用できるように温度

設定が可能なコントローラが付属されており、配

管表面温度（給湯温度と近似とみなす）が制御設

定温度の±2℃以内で収まるような制御を行いま

す。本コントローラには安全のために約 60 分間通

電後に 5 分間程度停止する制御が組み込まれてい

ます。また、配管表面温度が制御設定温度+2℃を

超過すると自己制御ヒータが停止し、制御設定温

度-2℃未満になるまで停止し続けます。 

(2) 実験概要 

 自己制御ヒータ付属のコントローラを用いて、

室温と配管内の水温を変化させて、自己制御ヒー

タの加熱特性を検証しました。第 1 表に測定項目

と測定機器、第 2 表に配管および保温材の仕様、

また、第３図に配管の断面図、第４図に環境制御

室内の平面図を示します。第３図および第４図の

赤点の箇所に熱電対を設置し各温度を計測しまし

た。実験は第 3 表の通り、8 ケースの室温・水温

条件で行いました。各ケースで配管内の水温がコ

ントローラの制御設定温度を上回ってから実験を

開始し、12 時間検証しました。 

研究紹介 2  
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測定項目 測定機器 測定点数

配管表面温度 配管毎に3点(計9点)

保温材外表面温度 配管毎に3点(計9点)

室温 2点

電圧 クランプオンパワーロガー 配管毎に1点(計3点)

電流 電圧センサ 配管毎に1点(計3点)

力率 クランプオンセンサ -

メモリハイロガー

T熱電対[0.65mm]

第１表 測定項目と測定機器               

25 Su 40 Su 60 Su

(20A) (32A) (50A)

保温材 仕様

(保温筒) 厚さ 20 mm 30 mm 40 mm

グラスウール保温筒

品　名 仕　様

[3000mm]

薄肉ステンレス加工管

第２表 配管および保温材の仕様               

第３図 配管の断面図        

第２図 自己制御ヒータの電気特性 1)を編集        

第１図 自己制御ヒータの構造 1)を編集        

自己制御発熱体コア

配管温度に適応し出力が変化 絶縁被覆 ブレード 外部被覆

導線

冷たい 暖かい 熱い

第４図 環境制御室内の実験装置の概要図        
1出入口



 

3. 実証試験の結果と考察 

(1) 配管温度と消費電力の経時変化 

第 3 表のケース③における配管中央での配管温

度と消費電力の経時変化を第５図に示します。図

より、自己制御ヒータの通電時に消費電力が一時

的に 30 W/m 以上まで上昇し、すぐに下降して、

約 15 W/m 付近で一定時間運転し、停止に至るサ

イクルが繰り返されています。配管径別で比較す

ると、60Su 配管のヒータ運転中の消費電力が最も

大きくなり、運転時間も最も長くなりました。ま

た、自己制御ヒータの発停から 2 分ほど遅れて、

配管温度が上昇・下降しており、消費電力は配管

温度の上昇に伴い小さくなりました。その他のケ

ースにおいても同様の傾向が確認されました。 

また 60Su 、40Su 配管ではコントローラの制御

設定温度 60℃±2℃以内に収まるような温度変化

をしています。一方で 25Su 配管では、制御設定

温度 60℃＋2℃を超えており、この傾向は、水温

が 65℃の条件（第３表のケース⑧）を除いたすべ

ての条件で確認されました。これは、小管径の配

管では配管内の保有水量が少なく、自己制御ヒー

タ停止後の余熱の影響を受けていると推定されま

す。従って、25Su 配管のような小管径配管に自己

制御ヒータを敷設する場合は、コントローラの制

御設定温度を調節する必要があると考えられます。 

(2) 消費電力の回帰分析 

第６図に、12 時間の平均消費電力[W/m]とΔt 

(水温－室温）[℃]の関係を示します。水温は配管

中央の配管表面温度を、室温は測定点 2 点の平均

値で、ともに 12 時間の平均値を用いました。左図

は室温変動条件（第３表のケース①～⑤）を、右図

は水温変動条件（第３表のケース③、⑥～⑧）の結

果を示しています。また、それらの回帰式を第 4

表、第 5 表に示します。 

Δt の上昇に伴い消費電力はほぼ線形に増加す

る傾向が見られました。また切片を 0 とした場合

の回帰式の傾きは、どの条件でも概ね等しくなり

ました。これは、自己制御ヒータは配管からの放

熱量に応じて出力制御を行っており、室温や水温

の変化に関係なくΔt が等温であれば、配管からの

放熱量も等しくなるためと考えられます。またこ

の結果から、実験精度の高さを確認できました。 

 

４. おわりに 

 本実験により、自己制御ヒータの運転特性を明

らかにすることができました。また得られた回帰

式を基づき、自己制御ヒータを用いた給湯システ

ムやその他様々な給湯システムの省エネルギー性

能を評価可能なツールを作成しています。本ツー

ルを活用し、様々な給湯システムの実建物への導

入可能性を評価していく予定です。 

本研究にご協力いただいた東畑建築事務所、福

島大学・北海道大学、エヌヴェントジャパンに感

謝の意を表します。 

参考文献 

1) エヌヴェントジャパン技術資料 

土木建築室 建築環境エネルギーグループ   

10 15 20 25 30

50 ⑥

55 ⑦

60 ① ② ③ ④ ⑤

65 ⑧

室温[℃]

水

温

[℃]

第３表 各検証ケースの室温・水温条件               

第６図 Δt と消費電力の関係 
（左図：室温変動条件、右図：水温変動条件）      

回帰式 R²値 回帰式 R²値

25Su y = 0.2423x - 0.2893 0.9883 y = 0.2355x 0.9997

40Su y = 0.2603x + 0.3209 0.9989 y = 0.268x 1

60Su y = 0.2233x + 1.5887 0.9989 y = 0.2617x 0.9994

切片を0とした場合の回帰式切片がある回帰式

第４表 室温変動条件での消費電力の回帰式               

回帰式 R²値 回帰式 R²値

25Su y = 0.2533x + 0.5816 0.9981 y = 0.2386x 0.9999

40Su y = 0.2922x - 1.0793 0.9999 y = 0.2647x 0.9998

60Su y = 0.2157x + 1.9724 0.9945 y = 0.2667x 0.9992

切片がある回帰式 切片を0とした場合の回帰式

第５表 水温変動条件での消費電力の回帰式               

執 筆 者：土木建築室 建築環境エネルギーグループ 上林 由果 

主な業務：建築設備に関する研究・運用改善に従事 

第５図 配管温度と消費電力の経時変化 
（ケース③：室温 20℃、水温 60℃）       
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事務所建物の ZEB 化改修適用性に関する研究

建築部門では、これまでエネルギーマネジメントや高効率機器の導入を通じて事務所建物の省エネ化

に取り組んできましたが、更なる省エネ化手法の一つとして ZEB1)を目標とした建物改修に着目していま

す。事務所建物において ZEB を実現するにあたり、省エネに資する改修要素技術を整理し、コスト対省

エネ性を評価する検討ツールを開発し、経済合理性と実現性の高い ZEB 化改修計画を策定する手法につ

いて検討しました。 

1. はじめに 

本研究では、事務所建物の更なる省エネ化に向

けて、実現性の高い ZEB 化改修手法を構築するこ

とを目的としています。本報では、改修技術の体

系化と事務所建物でのシミュレーションにより、

ZEB 化の実現性について評価した結果を報告しま

す。 

 

2. 研究の概要 

(1) 省エネに資する改修要素技術の体系化 

 建物を改修工事により ZEB 化するためには、建

具や建築設備等の部分的な改修を組み合わせて省

エネ性を向上させる必要がありますが、それぞれ

の部位の改修方法は、既設建物の形状や状態によ

って採用できる改修技術が限定されます。そこで、

省エネに資する改修要素技術を集約し、それぞれ

を施工性、改修コスト、省エネ効果で評価し体系

化することで、改修計画時に採用可能な技術を選

別するための基本資料を整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) コスト対省エネ性を評価するシミュレーショ

ンツールの構築 

 上記の基本資料を用いて、既設の建物条件から

改修工事による省エネ性を評価するシミュレーシ

ョンツールを開発しました。このツールでは、最

小限の既設建物の条件（床面積、空調対象面積、既

設の仕様上採用できない技術の設定など）と目標

とする BEI 値 2)を入力することで、目標を達成す

るために必要な改修要素技術の組み合わせを表示

することができます。改修要素技術は(省エネ効

果)/(改修コスト)のコストパフォーマンスで評価

し、パフォーマンスの高い改修要素技術から選定

することで、省エネ目標を実現するために最も改

修コストが安価となる組み合わせが提案できるよ

うにしました。改修要素技術毎の省エネ効果は、

社有建物をベースに標準的な建物モデルを作成し、

個々の改修要素技術を適用した際の省エネ効果を

WEBPRO（標準入力法）3)の算出結果と照合したう

えで作成しています。 

 

 

 

 

 

 

(3) モデル建物でのシミュレーションの実施 

 シミュレーションツールの適用性と、事務所建

物での ZEB 化の実現性を確認するため、実際の建

物をモデルにZEB化改修工事のシミュレーション

を実施しました。シミュレーションにおける改修

仕様は、ツールよりアウトプットされる改修仕様

を用いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. シミュレーションの結果 

(1) シミュレーションツールの適用性評価 

第 2 図の通り、BEI 値の算定に用いる基準一次エ

ネルギー消費量は、シミュレーションツールでは

1,210[MJ/m2･年]、WEBPRO では 1,213[MJ/m2･

年]であり、誤差は 0.3%となりました。建物改修に

研究紹介 3  

第１図 改修要素技術(窓断熱)  

建物構造 RC造　地上3階建

用途/規模 事務所ビル(延床面積2,936m2)

築年数 62年　（1959年竣工）

第２表 モデル建物 基本情報 

第 1 表 シミュレーションツール仕様 

既設建物 改修条件

・延床面積 ・目標省エネ率(BEI) ・改修メニュー

・空調対象面積 ・優先改修メニュー ・改修コスト

・既設設備仕様 ・仕様制限(断熱可否等) ・改修後のエネルギー削減率

入力条件
アウトプット

第３表 モデル建物 改修仕様 
既設 改修後(シミュレーションツールのアウトプット)

断熱

仕様

外壁：無断熱

屋根：ポリスチレンフォーム25mm

窓：単板ガラス

外壁：外断熱(無機質発泡系断熱材)50mm

その他：変更なし

空調 氷蓄熱HPチラー(一部ビルマル空調) デシカント空調+高顕熱型ビルマル空調

照明 HF 蛍光灯 LED(人感センサー(熱線検知)

給湯 電気温水器 エコキュート
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よる設計一次エネルギー消費量の総量(その他用

途除く )には、シミュレーションツールでは

601.3[MJ/m2・年]、WEBPRO では 598.7[MJ/m2・

年]であり、誤差は 0.4%となりました。基準一次エ

ネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量共に

精度よく再現できていることが確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ZEB 化の実現性確認と考察 

第４表に、モデル建物に適用できる改修要素技

術について、パフォーマンスの高いものから順に

適用した場合の改修コストと省エネ性を示します。

シミュレーションツールにより提案される技術を

すべて適用した場合、最大 52.9%の削減率となり、

今回のモデル建物では省エネのみで ZEB Ready

が実現可能であることがわかりました。 

改修費用の面では、ZEB を最低限実現する仕様

まで（外断熱(湿式）まで)を採用した場合の費用累

計はベース+28 千円/m2、最大限の削減率を達成

する仕様までを採用した場合の費用累計はベース

+68 千円/ m2となり、40 千円/ m2 の増加となり

ました。今回のモデル建物では、ZEB を実現する

ための削減率 50%を超え余裕がありますが、既設

建物条件によりすべての提案仕様を採用しなけれ

ば ZEB が実現できない場合、改修費用が今回のケ

ースに比べてかなり増額になる可能性があります。

よって、ZEB を目標に建物改修を実施する場合に

は、工事予算を確保する段階で ZEB の実現性を見

定め、ある程度改修仕様を選定しておくことが重

要であることがわかりました。 

改修計画策定の面では、定期的に更新する設備

（空調・照明・給湯設備等）を高効率設備へ改修し

た場合の削減率は 47.7%となり、ZEB を実現する

ためには更に断熱改修を行う必要があることがわ

かりました。断熱改修は設備改修に比べて工事範

囲が拡大するため、執務者への影響を防止するた

めの仮設費用や支障となる設備の移設費用等が発

生するほか、執務者との細かな調整期間が必要と

なります。よって、計画段階で断熱改修の要否を

確認し、必要となる場合には費用と工期を計画に

反映することが重要であることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. おわりに 

 本研究では、ツールを用いたシミュレーション

により、事務所建物の改修工事において ZEB の実

現が可能であることがわかりました。また、ZEB 化

改修工事を計画する場合には、計画の早い段階で

ZEB を実現するために必要となる改修仕様と改修

コストを見定めることが重要であることがわかり

ました。今後は、本ツールの活用と、事務所用以外

の建物へ適用するためのツールの開発を通じて、

社内外の建物のZEB化の展開に向けて取り組んで

いきたいと思います。 

 

1) ZEB とは：Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の略称。省エネと創エネによりエネル

ギー消費量を正味でゼロを目指す建物。広義には基準消費

エネルギーの 50%以上を削減するものを ZEBと定義され、

その割合により ZEB Ready(50%)、Nealy ZEB(75%)、『ZEB』

(100%)にランク付けされる。 

2) BEI：（基準一次エネルギー消費量）/（設計一次エネル

ギー消費量）で算出される、建物の省エネルギー性能の評

価指標。ZEB の評価指標の一つ。 

3) WEBPRO：建築物省エネルギー法で規定された省エネ

ルギー基準への適合性を判定するためのプログラム。 

土木建築室 建築環境エネルギーグループ   

執 筆 者：土木建築室 建築環境エネルギーグループ 徳岡 伸亮 

主な業務：建築設備に関する研究・運用改善に従事 
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第２図 WEBPRO とツールの算出結果比較 

 

第４表 ツールによる改修仕様提案 内訳 

仕様(赤字：設備改修)
費用累計[円/m2]
※別途基本工事費

計上要

省エネ
効果累計

[MJ/m2・年]
削減率[%]

一次エネ
ギー消費量
[MJ/m2・年]

一体型LED - 制御無 2,332 283 23.4% 927

一体型LED - 昼光利用制御 2,694 293 24.2% 918

エコキュート 3,377 307 25.3% 904

高効率ビル用マルチ 16,699 553 45.7% 657

デシカシステム 17,803 562 46.5% 648

一体型LED - 人感センサー
(熱線検知)【他】

19,829 577 47.7% 633

外断熱(湿式)：無機質発泡系
断熱材50ｍｍ

27,721 609 50.3% 601

高断熱アルミサッシ交換 39,527 628 51.9% 582
外断熱(乾式）：ネオマフォーム
50ｍｍ

41,058 630 52.0% 581

地中熱マルチ 68,365 641 52.9% 570



 VPP のリソースとしてのエアコン制御の研究について（第 4 報）

近年の電力自由化に伴い、VPP（Virtual Power Plant）/DR（Demand Response）技術を利用したエ

ネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスなどの電力ビジネスが展開されています。ルームエア

コンについては、消費電力を抑制する下げ DR を行うことで抑制分の電力を需給バランスの調整に使う

ことが可能となりますので、節電状況に応じて報酬が支払われる VPP システムのリソースの一つである

と言えます。また、ルームエアコンは普及台数が多く全体で見れば消費電力が大きいことから、VPP リ

ソースとして貢献できる可能性があります。一方で下げ DR により室内温熱環境が悪化し、居住者の健康

性に影響を与えることが懸念されます。本研究では、これまでに断熱性能毎・エアコン性能毎に冷暖房の

運転抑制実験を行い、電力削減効果と室内温熱環境に与える影響を明らかにしましたが、第４報では居

住者の健康性を担保しながら任意の時間でルームエアコンの VPP 制御を行うために、健康性に関する基

準を逸脱した時にルームエアコンの運転を自動復帰するシステムを試作しましたので紹介します。

1. エアコン運転自動復帰システムの構築 

(1) 試作システムの概要 

本研究では、温湿度センサ値から室内温熱環境

の適否を判断し、自動で復帰指令が行えるシステ

ムを試作しました。実用性を鑑み、簡易な装置で

測定が可能な温度・湿度の情報のみで快適性・健

康性の適否が判断できることを目指し、Wi-Fi や

赤外線通信機能によりエアコンなどの家電が操作

できるスマートフォンやスマートリモコンを使用

することとしました。このスマートリモコンのセ

ンサ値を用いて室内温熱環境の適否を判断し、

VPP 指令による抑制運転から自動復帰するための

プログラムを検討しました。（第１図）。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動作確認試験の概要 

実験は、弊社・巽実験センターの温熱環境が制

御できる環境試験室にある実験住宅で行いました。

住宅は高断熱仕様、エアコンは高効率型を使用し、

温湿度計・放射温度計・風速計などの計測機器を

第２図のとおり配置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験は暖房と冷房で実施しましたが、本報では

暖房について記します。外気温度設定はアメダス

気象データを参考に設定し、エアコンの温度など

を含めた実験条件は第１表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 適否判断の基準 

これまでの実験においては、適否判断の基準値

は、体感温度に近いとされる作用温度および PMV

（ISO 等で国際的に規格化された評価方法で人間

が感じる温冷感の指標）を主な指標として使用し

ていましたが、これらは温度・湿度・放射温度・風

速などを測定する必要があり、実住宅で放射温度・

風速測定器などを用いることは現実的ではないた

め、室温と湿度データのみで室内温熱環境の適否

が判断できる基準を検討することにしました。過

年度実験データを用いて、室温と作用温度および

PMV について分析し、暖房時においては室温が

18.0℃未満で基準を逸脱したと設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究紹介 4  

第 1 図 自動復帰システム概要                 

第 1 表 実験条件概要                 

第２図 実験住宅平面図と室内の様子                 
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 (4) 自動復帰プログラム条件 

プログラムは、ある程度の時間連続して、エア

コンの運転モードが暖房で運転していた場合にの

み VPP 制御を行うことを前提とし、VPP 指令に

よる抑制運転を行う VPP 対象時間は 7:00 開始と

し、「基準を逸脱した時点で VPP 制御による抑制

運転を終了、逸脱しなければ VPP 終了予定時刻ま

で抑制運転を継続し、いずれも終了後は VPP 制御

開始前の運転状態に戻す」仕組みとしました（第

２表）。 

実験ケースは、VPP による抑制時のエアコン運

転条件を、抑制度強（運転停止）・弱（設定温度を

22℃から 18℃に変更）と変化させた２ケースで行

い、試作プログラムの動作確認を実施しました（第

3 表）。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 実験結果 

(1) 自動復帰指令の動作検証 

過年度の実験で、１時間固定で暖房停止の運転

抑制を行ったところ 18℃未満まで温度が低下す

るケースがあったため、１時間経過しなくても

18℃未満になったなら、その時点で暖房運転を復

帰させる必要がありました。 

今回の実験では、case１（暖房運転の抑制度：

強、VPP 対象時間中は暖房停止）を実施してデー

タを分析したところ、7:00 に VPP 指令による抑

制運転が開始、その時、電力量グラフが横ばいに

なったことから暖房運転が停止したことを確認で

きました。その後、リモコンセンサ温度が徐々に

低下、7:57 頃にリモコンセンサ温度が 18℃未満と

なった時、エアコンの電力量が上昇したことから

再起動したことが確認できました（第３図）。 

次に、case２（暖房運転の抑制度：弱、VPP 対

象時間中は 18℃に設定変更）では、7:00 に VPP

指令による抑制運転が開始、その時、電力量グラ

フの勾配が少しなだらかになったことから設定温

度が変更（22℃から 18℃に）されたことが確認で

きました。その後、リモコンセンサ温度は徐々に

低下したものの実験終了の 10:00まで 18℃以上を

維持しました。この時の電力量グラフの勾配も実

験終了の 10:00 まで変化がなかったことが確認で

きました（第４図）。なお、リモコンセンサ温度の

値は、室内で計測した温度とおおむね同じでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、どちらの実験ケースにおいて

も、自動復帰プログラム条件どおりにシステムが

動作したことが確認できました。 

 

3. まとめと今後の予定 

本実験で、室内温熱環境が悪化する前に自動で

ルームエアコンの再起動または設定温度変更を行

えるよう、健康性に関して設定した基準を逸脱し

た時にルームエアコンの運転を自動復帰するシス

テムのためのプログラムを試作し、検証を行った

ところ、プログラム条件どおり作動し、室内温熱

環境が悪化する前にエアコンの運転を復帰させる

ことができました。今後、試作システムを用いた

冷暖房実験により基準逸脱時に自動復帰を行った

場合の電力削減効果を明らかにしていく予定です。 

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） 乃一 麻美 

主な業務：住宅の温熱環境とエネルギー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） 

三島 憲明 

第 3 表 実験ケース                 

第 2 表 VPP 対象時間とプログラム条件                 

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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第 3 図 case1 温度・電力量グラフ 

（暖房、抑制度：強）                 

第４図 case2 温度・電力量グラフ 

（暖房、抑制度：弱）                 



湿度制御した温風処理による社寺建築など伝統木造の虫害対策

近年社寺建築など伝統木造における害虫駆除の手法として、湿度制御した温風処理が注目を集めてい

ます。欧州では、殺虫に際に化学薬剤を用いない環境に優しい手法として行われていますが、日本の寺

社・仏閣などでは、漆や彩色が施されている場合が多く、これらに影響がないように、厳密な湿度及び温

風制御が求められています。この課題に対して私たちは制御性の良い電気式の温調装置を用いて現在取

り組んでおり、今回その概要についてご紹介します。 

1. 背景（目的） 

日本の伝統建築物を構成する主要な建築部材は

木材です。木材は、セルロース及びセミセルロー

スからなる繊維がリグニンにより強固に結びつい

ています。例えば法隆寺の五重の塔のように建立

から 1300 年以上経て現存している建物もあるよ

うに、木材は優れた建築部材と言えます。 

ただ丈夫な木材にも、風雨・日光等の気象要因

による劣化と、生物要因による劣化があります。

中でも生物起因の劣化として、①菌類による腐朽

②シロアリ等による蟻害が知られていました。近

年更なる脅威として、シバンムシ類による木材内

部の深刻な食害が日本でも見つかっています。こ

のような建築部材の害虫駆除には、これまで臭化

メチルガス等による燻蒸処理が行われてきました。

一方欧州では、環境保護の面からガスによる燻蒸

処理ではなく、プロパンガス等の熱源で外部から

木材を内部まで暖めて昆虫を構成するたんぱく質

を変性させて、害虫を死滅させる手法が用いられ

ています。日本でも、欧州を参考にして温風処理

による害虫駆除が試みられています。 

このような中、当社で行ってきた電気式空調機

器制御技術の応用例として、電気熱源を用いた湿

度制御した温風処理による害虫駆除技術の開発状

況について紹介します。 

 

2. 研究の概要 

(1) シバンムシ類による被害について 

シバンムシ類に被害を受けたある建築物の梁

（写真１）を紹介します。この写真の矢印の先に

示した小さな穴は、シバンムシ類が表面から出入

りした跡です。シバンムシ類は、木材表面から内

部に侵入して産卵します。１週間程して孵化した

幼虫は木材内部を食い荒らし、30 日程度すると羽

化して木材表面から飛び出します。20 日程度成虫

として過ごしますが、この間に飛び出した木材の

近傍で産卵します。シバンムシ類は、このような

ライフサイクルを繰り返しながら、木材をゆっく

りと食害します。シバンムシ類によって被害を受 

写真１ シバンムシ類の侵入痕（矢印） 

      及び内部が劣化した木材 

 

けている木材は、表面には小さな穴が空いていま

すが、シバンムシ類の糞等で表面の穴は塞がって

いるように見えます。このため被害にあった木材

は、小さな穴が複数見えるだけですが、実は内部

は写真１に示していますように、食べ荒らされて

空洞化が進んでいます。 

 

(2) 温風処理による害虫駆除について 

これまで建築木材内部に侵入したシバンムシ類

を駆除するには、強い浸透性を有しながらも建築

部材への影響が無いフッ化スルフリル等が用いら

れてきました。ただ、フッ化スルフリル等による

燻蒸処理は、作業現場の安全確保が難しいという

問題がありました。環境面への配慮を重視する欧

州では、化学薬剤を使用することなく木材全体を

50 数℃程度まで温めて、木材内部の虫を駆除する

手法が開発されています。欧州の建屋は一見石造

りで、このような害虫とは無縁では？という印象

があるかもしれませんが、実は屋根等の部材に木

材が使われていたりします。 

さて日本の伝統木造建築物では、木材表面に漆

等の彩色が施されている場合がよくあります。こ

のため、温風処理による害虫駆除作業では、加温

によって彩色が変わることがないように配慮が求

められます。また、木材を急激に温めたり、冷やし

たりしますと、木と彩色層との間に歪が生じ、彩

研究紹介 5  
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色層が剥離するかもしれません。さらに加温・冷

却時の湿度制御がうまくできないと、木材が乾燥

して割れたり反ったりする可能性もあります。こ

のような問題に対して、小峰らは加温時には精緻

な加湿制御し、冷却時には除湿制御を行うことに

より、木材の温度変化に伴う変化を最小限に抑え

込む湿度制御した温風処理手法 1)を開発してきま

した。今回私たちは、本手法の開発者の一人であ

る藤井教授らの指導を受けながら、温度・湿度制

御の最適化の研究を現在取り組んでいます。 

 

３. 研究の概要 

第 1 図に、湿度制御した温風処理を行うシステ

ムの概要を示します。処理対象は、今回図中の小

屋と仮定します。この小屋の周囲を断熱性・密閉

性のある部材で覆います(覆屋)。この覆屋は、処理

時において温度 60℃、湿度 80％超の高温・高湿度

環境になることを考慮しまして、これまでの実験

結果を参考にして、合板の厚板及びポリプロピレ

ン（PP）性の耐熱性のあるエアパッキンで構築し

ました。この覆屋内部には、ヒーターおよびファ

ン機器配置・温湿度制御用センサーを設置し、温

度・湿度分布にムラが生じないように工夫してい

ます。この覆屋外部には、覆屋内部の除湿および

加湿・冷却を行うための装置が設けられています。 

第 1 図 湿度制御した温風処理の概要 

第 2 図 温湿度制御状況 

第 2 図に今回の実験で使用した温度・湿度制御

目標例を示します。初期状態として外気条件を基

にして定めた温度・湿度に保ち、処理対象物の環

境を整えます。この後、木材内部の含水率を基に

して、加温時の相対湿度のプロファイルを決めま

す。今回の例では、実験開始時の外気 24℃相対湿

度 77%時における木材の含水率は 14%でした。加

温処理中に、木材の含水率が変化しないよう最終

目標温度 60℃における相対湿度を 84%と定め、ゆ

っくりと覆屋内の温度・湿度環境を変化させます。

内部の温度目標温度 60℃に到達すると、木材の内

部も充分に温まるように、そのまま 72 時間ほど保

ちます。この 60℃・72 時間という試験条件は、先

行する小峰らの研究 2)で実物件における検証で充

分な殺虫効果を確認しています。そこで、私たち

も目標温度条件・目標温度継続時間としました。

今回の制御では加湿は容易ですが、除湿は乾燥し

た冷気との混合によって行うため、制御目標値を

保つには慎重な制御が必要でした。 

今回の実験は、60℃・相対湿度 80％という高温・

高湿環境で行いました。外気と接する外壁部分は

結露で濡れていました。しかし、覆屋中心に試し

に置いた雑誌は、濡れていませんでした。 

 

4. 今後の計画 

2020 年度は小規模な施設を屋内に構築し、温度

湿度制御システムの開発・改良を行うとともに、

温熱環境制御の基礎研究を行いました。今年度は、

2022 年度に予定している実際の神社建築におけ

る検証試験に向けて、大規模な屋外試験システム

を六甲試験センター構内に構築して、更なる開発

に取り組んでいます。関西には多くの木造の文化

財建造物があり、将来は我々の得意とする電気空

調制御技術を活用し、関西電力として、文化財保

存に役立ちたいと願っています。 
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研究開発室 研究企画グループ   

執 筆 者：研究開発室 研究企画グループ 島田 正理 

主な業務：温風処理による害虫駆除手法の開発に関する業務に従事 
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トピックス 1               研究開発室 技術研究所 発電技術研究室  

排ガス CO2回収に関する最近の研究およびプロジェクトの動向 
～CO2回収率を高める研究および海外での大型プロジェクト対応～

1. 背景 

当社は、火力発電所からの二酸化炭素（CO2）の

排出抑制を目指し、燃焼排ガスから CO2を分離回

収する技術開発に 30 年以上前から取り組んでき

ました。1991 年には化学吸収法によるパイロット

プラントを南港発電所構内に設置し、三菱重工業

（現三菱重工エンジニアリング：以下、MHIENG）

との運転試験研究を開始しました。1999 年には

KS-1TM 吸収液を、2018 年には新たに運転コスト

を低減できる KS-21TM吸収液を発表し、装置のプ

ロセス改良等とともに研究を重ねて現在に至って

います。 

 

2. 昨年度の研究：高 CO2回収率試験 

CO2回収装置の従来の CO2回収率（装置入口ガ

スと出口ガスの CO2量比）は、回収のために投入

するエネルギー効率との兼ね合いから 90％程度

で設計してきましたが、最近は回収率をできるだ

け高くしてほしいとの各方面からの問合せが多く、

化学吸収法のさらに幅広い応用の可能性が広がる

ことから、2020 年度には高 CO2回収率試験を南港

で行いました。 

例えば、装置入口 CO2 濃度 5％で CO2 回収率

98％以上を目指す場合、出口濃度は 0.1％以下

（CO2 回収に伴うガス流量の減少を考慮しない単

純計算）となり、大気中 CO2濃度約 0.04％に近く

なります。 

試験の結果、上記のような高 CO2回収率でもエ

ネルギー効率をあまり下げずに CO2回収ができる

ことを確認でき、今後の実用機の運転に応用し得

る可能性の高い結果となりました。 

次に実機の基本設計や海外での試験プロジェク

トに関する最近の例を記します。 

 

3. プロジェクト案件例 

(1) CO2回収装置のこれまでの商用機設置実績 

化学吸収法のプロセス概要および KM CDR 

ProcessTM を用いた商用プラントの設置実績は本

誌 2019 年 1 月号（496 号）で掲載しています。初

号機を 1999 年にマレーシアで設置して以降、計

15 台が設置または契約済みとなっています。 

大型装置としては、米国テキサス州の石炭火力

発電所で 2016 年末に 4,776 トン／日の装置の設

置実績があります。 

これに続き、MHIENG が最近発表したプロジェ

クトのいくつかを紹介します。 

(2) カナダのセメントプラント（①：図１参照） 

カナダ・アルバータ州にあるセメントプラント

を対象に、年間 60 万トン規模の CO2 排出削減を

目的とした CO2回収装置の概念設計等に着手。 

装置設置検討対象として、従来の発電所排ガス

から他業種に広がりを見せています。 

(3) 米国テキサス州・LNG 液化プラント（②：同） 

米国テキサス州に建設予定のリオ・グランデ

LNG 液化プラントの動力源として設置される天

然ガスコンバインド発電設備のガスタービン排ガ

スから CO2を回収・貯留するシステムの基本設計

に着手。 

(4) 英国・バイオマス発電所（③：同） 

英国ノース・ヨークシャー州にある世界最大の

バイオマス発電所を対象に、300 kg/日の規模の

CO2回収パイロット試験を 2020 年 9 月から 2021

年 12 月の予定で実施中。 

(5) ノルウェー・CO2回収試験（④：同） 

吸収液の実証試験として、CO2 回収試験設備が

あるノルウェーの Test Centre Mongstad で KS-

21TM吸収液での試験を今年 5 月に開始。 

ここでの試験結果は海外の潜在顧客からも客観

的データとして扱われ、今後、欧州を中心とした

商用機展開の加速が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 上述のプロジェクト関連地点 

 

執筆者：野条 貴司 



 

 

トピックス 2    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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「デジタル通貨フォーラム」への参画について
   

1. はじめに 

最近、暗号資産（仮想通貨）や NFT（Non-

Fungible Token）の基盤技術であるブロックチェ

ーンを応用した「デジタル通貨」の議論が各所で

盛んになっています。2020 年からは国内の有力企

業を主な参加メンバーとした「デジタル通貨フォ

ーラム」が設立され、当社もこれに参画して PoC

（Proof of Concept）を通じたデジタル通貨の実

用化に向けて活動中です。（第１図）。 

第１図 デジタル通貨フォーラムと電力取引分科

会の概要 

 

当フォーラムはビジネス領域毎に複数の分科会

組織を擁し、当社は「電力取引分科会」で、現在開

発中の電力P2P取引ビジネスにおけるデジタル通

貨決済の実現を目指しています。 

 

2. デジタル通貨の概要 

デジタル通貨には法定通貨同様に信頼性の高い

資金決済機能が要求されますが、当フォーラムで

はこれに加えてデジタル通貨ならではの高度な機

能を実現するため、「共通領域」と「付加領域」の

二層構造からなるデジタル通貨基盤の構築が予定

されています（第２図）。 

第２図 デジタル通貨基盤のコンセプト 

 

これにより共通領域ではインターオペラビリティ

（相互運用性）を指向した幅広いビジネス応用を

指向し、付加領域ではビジネスの個別取引に固有

な意味情報を流通させることも可能となります。 

 

3. PoCに向けたユースケース検討 

現在、電力取引分科会ではデジタル通貨を応用

した PoC 実施に向けて、具体的なビジネスユース

ケースを検討しています。ここでは様々なビジネ

スが業界横断的に共通のデジタル経済圏の形成を

目指す試みと、エネルギー・環境ビジネスに関連

づけた応用ビジネス開発の両側面から議論を進め

ています。 

特に後者では、付加領域の性質を利用して電力

取引での電源追跡も可能となるため、近年関心が

高まる ESG（Environment/Social/Governance）

経営に意欲的な企業が提供する製品・サービスへ

の環境ラベリングの応用が期待されます。 

 

4. 今後の取組み 

 ユースケース設計では技術的な課題解決に加え

てマーケティングの観点でビジネスの成立性を評

価する必要もあり、カスタマージャーニーの分析

手法も採り入れながら、今後の検討を進めていき

たいと考えています。 

 

執筆者：吉田 高志 



「国内優先権」制度について 
～網羅的且つ包括的な出願～ 

1. はじめに 

研究開発を進めていると、内容は似ているもの

の新しい発想が生まれることが多々あります。全

ての開発完了を待ってから特許出願する場合、先

に他者に出願されると権利化は不可能となりま

す。「国内優先権」とは基本特許を先に出願して

おき、その後の改良発明を追加すること（例えば

開発途上段階のデータに基づき先に出願し、製品

化に伴う若干の設計変更を反映したデータで充実

した内容で権利化する）で、網羅的且つ包括的な

出願へと進展させる制度です。今回は「国内優先

権」制度について紹介します。 

優先権とは・・先の出願を基礎とする後の出願に

おいて、先の出願と重複する部分については、先

の出願がなされた時点での新規性・進歩性等で審

査されるという優先的な取扱いが認められること 

 

2. 制度の概要 

 特許法第 41 条により、日本国内ですでにされ

ている自己の特許出願又は実用新案登録出願を基

礎（先の出願の明細書、請求の範囲、図面に記載

された部分）として新たな特許出願をしようとす

る場合には、先の出願日から１年以内に限り、そ

の出願に基づいて優先権を主張できる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国内優先権」と称する理由は、パリ条約に基

づく外国優先権と区別するためです。外国出願に

ついては次回、紹介予定です。 

 

3-1. 国内優先権の要件（国内優先権を主張できる

期間） 

 先の出願から原則１年以内です。第 1 図左にお

いて発明αの判断は先の出願時が基準に、発明β

は後の出願時が基準となりますが、いずれも存続

期間は後の出願日が起点となります。国内優先権

は、先の出願から１年以内に主張することができ

るため、発明αについては存続期間を延ばす（最

大 1 年間）ことができます。先の出願は優先権主

張の取り下げがなければ、１年４ヵ月で出願その

ものが取り下げられます。図示しませんが、出願

公開は先の出願日から１年 6 ヵ月後、審査請求は

後の出願日から３年以内、特許権の存続期間は後

の出願日から 20 年経過後となります。また、右

上図のような複数の出願を基礎とすることも可能

です。右下図のような累積的な優先権主張は認め

られませんので、国内優先権を主張した出願Ｂを

基礎とした国内優先権を主張した出願Ｃでは発明

αについて認められませんので、出願 A、B 両方

の国内優先権の主張を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニ解説 1  

 

第１図 国内優先権を主張できる期間

きと補正 
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3-2. 国内優先権の要件（国内優先権を主張できる

者）  

 特許を受けようとする者であって、単独か複数

かに関係なく、先の出願人と後の出願人が完全に

一致しなければなりません。 

 

3-3. 国内優先権の要件（国内優先権の主張の基礎

とすることが出来る先の出願） 

 次に掲げる（１）～（４）のいずれかに該当す

る場合を除き、先の出願は、国内優先権を主張す

ることができます。 

（１）先の出願が出願の分割に係る新たな出願、

出願の変更に係る出願、又は実用新案登録

に基づく特許出願である場合 

（２）先の出願がその特許出願（国内優先権の主

張を伴う後の出願）の際に、放棄され、取

り下げられ、又は却下されている場合 

（３）先の出願について、その特許出願（国内優 

先権の主張を伴う後の出願）の際に、査定 

又は審決が確定している場合 

（４）先の出願について、その特許出願（国内優 

先権の主張を伴う後の出願）の際に、実用 

新案権の設定の登録がされている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 国内優先権と補正との違い 

 特許法第 17 条では、明細書等について補正を

許容していますが、先願主義の原則を忘れてはな

りません。第 2 図のように補正は出願時に遡って

効力を有するため、出願当初の明細書等に記載し

た事項の範囲を超える内容を含む補正を許容する

ことは、この原則に反します。このように、補正

は当初明細書等に記載した事項の範囲内において

しなければならず、新規事項の追加は認められま

せん。新規事項の追加が認められるのが国内優先

権で、認められないのが補正です。 

 

5. 国内優先権のメリット 

 基本発明と改良発明をまとめて一つの漏れのな

い網羅的且つ包括的な形で保護できるほか、複数

の出願を維持する場合に比べて費用削減も可能と

なります。 

 

6. 最後に 

 「国内優先権」制度は、既に出願した発明に関

する新規追加や、複数の発明を統合したい場合に

効果的な制度です。本制度のみならず、知的財産

権について興味や疑問点があれば、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。  

研究開発室 知的財産グループ   

第２図 国内優先権と補正 
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低レベル熱源を利用できる熱音響技術の紹介 

 
1. はじめに 

工場や発電所からの廃熱や太陽熱等の低レベル

の熱源の有効利用が可能になれば、低炭素化に貢

献することができます。熱音響技術は、熱エネル

ギーと音エネルギーを相互変換させる熱音響現象

を用いる技術で、低温度廃熱利用システムとして

注目されています。 

ここでは、熱音響現象とそれを用いた熱音響冷

却システムについて紹介します。 

 

2. 熱音響現象とは 

通常の空間中を伝わる音波では周りとの熱の交

換はありません。これに対して細い管などの狭い

空間中に音波を伝搬させると、空間境界壁との間

で熱交換が行われ、音波の伝搬方向に温度差が発

生します。また、逆に急激な温度差がある場合に

は、その熱エネルギーによって音波が発生します。

このように熱エネルギーと音エネルギーが相互に

変換され、エネルギーが輸送される現象を熱音響

現象といいます。 

 

3. 熱音響冷却システム 

 熱音響技術の代表的な利用例として、ループ管

を用いた熱音響冷却システムがあります。 

  

第 1 図 熱音響冷却システムの構成 

 

このシステムでは、２項で説明した熱音響現象

を組み合わせて、熱エネルギーをいったん音エネ

ルギーに変換したあと、発生した音エネルギーを

別の場所で熱エネルギーに再変換して冷却を行う

ことができます。 

第１図に示すように、システムはループ状のパ

イプに２組のスタックと呼ばれる微細な管の集合

体と、これらのスタックと熱交換を行う熱交換器

とで構成されています。スタック１において、外

部の高温熱源からの入熱と低温熱源として室温の

ような基準温度を両端に与えてスタック内に温度

差を生じさせると、熱音響現象により熱から音へ

のエネルギー変換が行われて音波が発生します。

発生した音波はループ管内を伝搬してスタック２

に到達し、スタック１とは逆に音から熱へのエネ

ルギー変換が行われます。ここで、図のように室

温を基準温度に設定すると、スタック２の下方で

は基準温度からの温度低下が生じ、低温の冷熱が

得られます。 

この熱音響冷却システムには次のような利点が

あります。 

・外燃機関であるため熱源を自由に選択可能 

・機械的な可動部がないため構造がシンプル  

・冷媒が不要  

 特に一つ目の利点から、このシステムは工場廃

熱等の低レベルの熱源の有効活用が可能となりま

す。 

 現在の研究開発の状況ですが、低温度廃熱の利

用を目指した低温度駆動化、大量の廃熱利用を目

指した装置の大型化、太陽熱エネルギーの活用、

などの検討が行われており、主に実験レベルで

様々な成果が生まれています。 

 

4. おわりに 

 ここで紹介した熱音響技術を用いることによっ

て、難しいとされる低温度の廃熱利用が可能など、

そのさまざまな特徴から、地球上に存在する自然

熱や人工物からの廃熱を有効活用するシステムを

構築できるので、今後の技術開発の進展により、

地球の温暖化防止などの面から社会への貢献が期

待できる技術として注目されています。 

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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