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背景と目的 

弊社は温室効果ガス削減目標達成に向け，大学研究

機関（慶應義塾大学，東北大学）と協力して，二酸化

炭素排出削減技術の開発に取り組んでいます。具体的

には，火力発電所排ガス中の二酸化炭素削減を目的に，

二酸化炭素からプラスチック原料などの有価物を合成

する技術について研究を行っています。 

 

研究の概要 

(1) ダイヤモンド電極による有価物生成 

ホウ素ドープダイヤモンド（BDD）電極とは，シ

リコン基板上にダイヤモンド多結晶薄膜を作製した

ものです。BDD 電極は水の電気分解が起きにくい，

物理化学的に安定であるなどの金属電極にはない優

れた特徴があります。BDD 電極を用いた CO2 の電

解還元(図 1)における主生成物はギ酸でした。48 時

間の連続電解還元において、ギ酸生成のファラデー

効率が 75%以上でした (図２)。 

(2) 酸化ｾﾘｳﾑを用いた CO2 のｶｰﾊﾞﾒｰﾄ変換技術 

本研究では，酸化ｾﾘｳﾑ

触媒を用い二酸化炭素と

ｱﾙｺｰﾙ等から，ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝや

農薬の中間原料であるｶｰ

ﾊﾞﾒｰﾄの合成に関し，反応

条件の最適化等について

検討を行っています。 

実験装置を図３に，図４

にｱﾙｺｰﾙ種の影響を示し

ます。検討の結果 2-ﾌﾟﾛﾊﾟ

ﾉｰﾙが有望であることが

分かりました。また，注

入する二酸化炭素の圧力について検討した結果，

圧力 1MPa という温和な条件でもｶｰﾊﾞﾒｰﾄの収

率が 90%以上であることが分かりました。 

 

今後の予定 

これまでの結果を踏まえ，今後は実機排ガスへの適

用を目的に，NOx や SOx 等の共存物質が反応に与える

影響等について検討を進める予定です。 

 

1．火力発電所排ガス中二酸化炭素 

の有効利用に関する研究 

 

担当 ： 電源･環境 G，火力部 

 研究期間 ： 平成 27 年度 ～ 平成 30 年度 

図３ 実験装置 

図 1 BDD 電極を用いた CO2 電解還元の例 

担当 ： 電源･環境 G，環境部 

特 許 特許登録済（2 件） 
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図２ ギ酸生成のファラデー効率の時間推移 

図４ カーバメイト合成における

アルコール種の影響 
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背景と目的 

当社日本海側沿岸部は全国的にも飛来塩分量が多い

地域であり，屋外設置が大半の配電設備は金属腐食対

策が課題となっています。配電設備は設置数が膨大で

あることから，メンテナンスコスト効率化には劣化程

度に応じた適切な対策エリア設定が重要となりますが，

多数点の腐食速度や飛来塩分量の計測は困難です。 

そこで本研究では飛来塩分量の簡易計測手法を開発

し，一般的な鋼材である亜鉛めっき材の腐食速度を飛

来塩分量から推定する方法について研究しております。

さらに塩害腐食の影響を受けるコンクリート電柱内の

鉄筋に対しても，劣化機構解明および劣化対策の研究

を実施しております。 

 

研究の概要 

(1) 飛来塩分の簡易計測手法の開発 

本研究では簡易的な塩害計測手法として，電柱の足

場ボルトに覆い付きのガーゼと銅片を設置し，前者で

飛来塩分量を後者で色彩（色差）変化による腐食挙動

調査をこれまで約 100 箇所で実施しております（図１）。 

測定は日本海側沿岸部にて季節毎に 5 期間実施してお

り，秋期・冬期は夏期と比較し約 10 倍程度，塩分量が

多い結果が確認されております。 

また従来の亜鉛めっき材および耐食性が高いとされ

る亜鉛アルミめっき材の曝露試験により塩分量と腐食

速度の関連性を調査しております。図２は簡易計測結

果と曝露試験結果の比較で，ガーゼと銅片は秋季１ヶ

月間，亜鉛めっきは１年間の曝露期間です。図２のガ

ーゼによる飛来塩分量と銅片の色差変化と亜鉛めっき

減量に明確な相関関係が見られ，この短期間の簡易計

測手法で長期間の亜鉛めっき腐食量が推定できること

が確認されております。また亜鉛アルミめっき減量で

は亜鉛めっき減量と比較し数倍程度，耐食性に優れる

結果が確認されております。 

(2) コンクリート電柱の鉄筋腐食 

コンクリート電柱における塩害として，鉄筋が腐食

し，発生した錆の成長により表面割れまで進展する事

例が発生しております。抜本的対策方法の検討には劣

化機構解明につながる人工的な表面割れ再現試験手法

の確立が必要と考え検討しております。電柱を塩水中

に浸漬させ，外部から鉄筋に対し強制的に電気を通電

させ腐食させる試験により，数十年の使用で発生した

実際の電柱におけるものと類似した表面割れの再現が

数日間で達成されております（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

めっき材の曝露試験は継続中であり，今後も簡易計

測手法の妥当性を検証していきます。また電柱の人工

劣化試験により対策手法を検討予定です。 

 

2．配電設備における塩害腐食対策に関する研究 

 

特 許 特許出願中（２件） 

 研究期間 ： 平成２６年度 ～  

担当 ： 電源･環境 G，配電部 
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図 2 簡易計測結果と各種めっき減量の比較 

 レベルⅠ判定見本 レベルⅡ判定見本 レベルⅢ判定見本 変化量大見本
初期状態サンプル 光沢保持率≒11.8% 光沢保持率≒6.47% 光沢保持率0.4以下

第1回回収No40 第1回回収No34 第1回回収No3

第1回回収No79 第2回回収No117 第1回回収No4

第2回回収No175 第3回回収No125 第2回回収No167

 レベルⅠ判定見本 レベルⅡ判定見本 レベルⅢ判定見本 変化量大見本
初期状態サンプル 光沢保持率≒11.8% 光沢保持率≒6.47% 光沢保持率0.4以下

第1回回収No40 第1回回収No34 第1回回収No3

第1回回収No79 第2回回収No117 第1回回収No4

第2回回収No175 第3回回収No125 第2回回収No167
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図 1 飛来塩分量の実測風景(左)と銅片腐食例(右) 

図 3 人工劣化電柱の試験模式図（左）と試験後

外観写真（右） 
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背景と目的 

発電設備には，過酷な摩耗環境下で使用される機器

が多数あり，従来から溶射皮膜が適用されていますが，

十分な摩耗防止効果が得られていませんでした（図１）。 

本研究では，従来皮膜の損傷原因の分析結果から，

耐久性向上に必要な性能を明確化し，試作品の評価お

よび選定に反映することによって，従来品よりも耐久

性を向上させた溶射皮膜を開発しました。 

 

研究の概要 

(1) 従来皮膜の損傷原因の分析 

石炭火力発電所の排煙脱硫装置用ポンプにて，従来

皮膜の損傷原因を分析した結果，主として流体中の固

形分によるスラリー摩耗損傷，およびキャビテーショ

ン発生による摩耗損傷であることが判明しました。 

(2) 試作品の評価試験 

耐スラリー摩耗性を比較するため，自作試験装置に

よる隙間噴流試験を行ないました（図 2）。 

 

 

 

 

 

  

 

その他，耐キャビテーション摩耗性を比較するため，

JIS 規定による磁歪振動試験を行ないました。これら

の試験によって試作品を比較した結果，開発品の候補

として WC-10Co-4Cr 皮膜を選定しました（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 実機検証試験 

WC-10Co-4Cr 皮膜の強度をさらに高めるため，2 層

目に硬質炭素膜を蒸着させた「WC-10Co-4Cr+CVD」

皮膜を開発し，排煙脱硫装置用ポンプによる実機検証

試験を行ないました（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

2 年間の実証試験を行なった結果，従来皮膜では皮膜

の剥離とポンプの磨耗損傷が見られたのに対して（図

5），開発皮膜では CVD の剥離はあるものの 1 層目の皮

膜の剥離がほとんどなく，ポンプの摩耗防止効果が確

認されました（図 6）。 

 

 

 

  

 

今後の予定 

火力発電設備と類似の摩耗環境下で使用される水力

発電設備についても，溶射皮膜による摩耗防止の研究

を進めていきます。 

 

3．高耐久皮膜開発による電力設備の延命化 

 

 

担当 ： 電源･環境 G，火力部，水力部 特 許 

 研究期間 ： 平成２６年度 ～ 平成３１年度 

表 彰 

図２ 隙間噴流試験装置および原理 

図 3 摩耗量の比較（摩耗量が少ないほど高性能） 

図 1 機器損傷事例（皮膜の効果が不十分） 

図 4 「WC-10Co-4Cr+CVD」皮膜（黒く見える翼） 

図 5 従来皮膜 図 6 開発皮膜 

特許登録済（1 件） 渋澤賞（平成 28 年度） 
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背景と目的 

火力機器の性能・信頼性の維持を目的として，必要

に応じ余寿命診断を行い，機器の保守・更新を効率的

かつ経済的に行っていくことが求められております。 

そこで，当社では，火力発電所ボイラ・タービン高温機

器を対象に余寿命診断ツールの一つとして活用できる構

造・余寿命解析システム（以下，開発システム）の開発に

取り組んできました。 

 

研究の概要 

(1) 開発システムの概要 

開発システムの解析フローを図１に示します。モデ

ル作成，温度解析，応力解析を行い，その結果をもと

に疲労※１やクリープ※２によるき裂発生までの損傷解

析やき裂発生後の進展解析を行う流れとなっておりま

す。解析作業画面例を図２に示します。解析対象とし

ては，ボイラ高温溶接配管をはじめタービン車室や弁

等を想定しており，２次元または３次元形状モデルに

対応した解析が可能となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 精度検証例１（クリープ損傷解析） 

発電所で使用・取替したボイラ高温溶接配管を対

象として，開発システムによるクリープ損傷解析結

果と配管断面における組織観察結果との比較を行

いました（図３）。クリープ損傷解析で予測した高

損傷位置と組織観察で示したボイド※３が多い位置

が良く対応することが確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 精度検証例２（き裂進展解析） 

標準コンパクトき裂進展試験データ（電力中央研

究所研究報告 Q07024）を比較対象として，検証

解析を行った結果を図４に示します。開発システム

によるき裂進展解析結果と実験値は比較的一致し

ており，解析結果が安全側評価になることが確認で

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

材料データの蓄積を進め，ボイラ・タービン高温機器

の余寿命診断や機器のトラブル対応に開発システムを

活用していく予定です。 

 

4．火力機器の構造・余寿命解析システムの開発 

特 許 特許出願済（１件） 

 研究期間 ： 平成２２年度 ～  

図１ 開発システムによる余寿命診断解析フロー 

図２ 解析作業画面の例 

図３ クリープ損傷解析（左）と溶接配管断面 

   のボイド量（右）との比較 

図４ クリープき裂進展解析と試験 

データとの比較 

(例：ボイラ配管) 

 

 担当 ： 電源･環境 G 

※１ 繰り返し荷重を負荷することにより材料が劣化 

する現象。 

※２ 高温下で荷重あるいは応力が一定の条件において 

時間とともに材料が劣化する現象。 

※３ 数μｍ程度の非常に小さな穴 
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背景と目的 

火力発電の高効率化に伴う蒸気の高圧化・高温化に

対応するため，最新鋭火力ボイラの大口径蒸気配管は，

高温強度を高めた「高 Cr 鋼」と呼ばれる合金鋼が用い

られています。しかし近年，高 Cr鋼の溶接部について，

損傷が材料内部から発生・進行するため，従来実施し

ていた材料表面の組織観察では損傷を捉えられないこ

とが判明してきました（図 1 参照）。 

そこで当社では，損傷

発生・進行メカニズムの

解明および初期段階での

損傷検出技術について研

究を実施しています。 

 

研究の概要 

(1) 経年使用材の溶接部の微細組織調査 

実機で取替えた配管の溶接部について断面を観察

し，溶接部の微細組織の特徴を調査しました。図２

の断面写真に示すとおり，熱影響部で微小欠陥(ボイ

ド)が発生しており，このボイドが損傷の進展に影響

を与えると推定されます。 

また，溶接金属内に著しい軟化領域が確認されま

したが，これは溶接時，溶接金属を層状に重ねた際

に，熱が複数回入熱したためと推定されます。 

今後は，軟化領域の発生による損傷の影響につい

て研究していく予定です。 

 

図 2 経年使用した配管溶接部の断面写真 

 

 

 

(2) 初期段階での損傷検出技術 

金属内部の損傷を検出する手法として，超音波探

傷法(UT 法)や，UT 法を高度化したフェーズドアレ

イ法(PA 法)などがあげられます。特に PA 法につい

ては，図 3 に示すように内部損傷の位置を容易に把

握することができます。UT 法や PA 法は，図 4(a)

に示すように材料内部に超音波を照射し，内部の欠

陥からの反射波を受信することで損傷の有無を検知

していますが，欠陥があまりに小さい場合，超音波

は反射せずに，すり抜けてしまいます。そのため，

UT 法や PA 法で検知可能な大きさは，数 mm 以上と

末期段階の損傷しか捉えることができません。 

そのため当社では，初期段階における損傷も検出

可能な技術について研究しております。 

 

  (a)溶接部断面写真     (b)ＰＡ探傷画像 

図 3 ＰＡ法による溶接部断面探傷画像※1 

 

(a)欠陥が大きい場合 

 

(b)欠陥が小さい場合 

図４ 欠陥の大きさに対する超音波探傷イメージ 

今後の予定 

再生可能エネルギーの大量導入に伴い，今後火力プ

ラントにおいては，従来よりも運用出力範囲が拡大す

ると想定されるため，部材にかかる力が変動すること

で生じる「クリープ疲労損傷※2」が懸念されます。そ

のため，クリープ疲労損傷を評価するための準備を進

めていきます。 

 

 

 

※1：電力中央研究所 TOPICS(vol.17)より引用 

※2：金属がある一定以上の力を繰り返し受けた際に

生じる損傷 

拡大図

硬さ測定痕

ボイド
（青矢印）

熱影響部
溶接金属部

軟化領域
（赤矢印）

微小き裂

送受信機

損傷末期

き裂で反射した
超音波を検知

・ ・

・
・ボイド

送受信機

損傷初期

欠陥が小さすぎるため，
超音波がすり抜ける
→損傷を検知できない

 

5．最新鋭火力ボイラにおける高Ｃｒ鋼溶接部の 

            余寿命評価技術の開発 

 

担当 ： 電源･環境 G，火力部 

特 許 特許出願中（1 件） 

 研究期間 ： 平成２６年度 ～ 

溶接金属

き
裂

組織観察可能な
外表面に損傷見られず

図 1 損傷末期段階の
溶接部断面写真※1 

担当 ： 電源･環境 G 
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背景と目的 

架空送電設備の保守業務は，広範囲かつ峻険な山地

での作業も多く，鉄塔の昇降や架渉線への宙乗りなど

作業員にかかる負担が大きいことから，施工力確保の

面からも作業の省力化が課題となっております。 

近年，小型無人機（以下「ドローン」という）の利

用が急速に進んでおり，災害現場での調査など活躍の

分野は多岐にわたっております。 

当社送電部門においても，ドローンの活用について

実用化に向けた検討を進め，保守業務の効率化・省力

化につなげる研究を進めております。 

架空送電線の点検においても，ドローンが活用され

つつありますが，ドローン操作者の負担を軽減するた

めに電線を自動的に追尾して撮影するシステムの開発

を進めております。 

 

 

研究の概要 

(1) 自動追尾撮影システム 

電線（直径約２ｃｍ）と一定の離隔（約１５ｍ）

を保ちながら自律飛行するドローンに，電線の状態

を確認できる性能を持ったカメラを搭載し，撮影し

た画像を処理しながら電線を自動的に追尾する『自

動追尾撮影システム』（図１）を試作しました。 

 

 

 

 

 

追尾する電線の背景の状況により，自動追尾が成

功する場合もありますが，背景の状況により電線が

認識できず自動追尾できない場合もありました。 

 

(2) 点検模擬飛行試験 

総合研修センターの訓練鉄塔（３径間）で，点検

を模擬した自動追尾撮影飛行試験を行いました。（図

２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初の鉄塔から離陸後，点検対象とする電線を自

動追尾しながら，４基目の鉄塔まで自律飛行し，そ

こで折り返して最初の鉄塔まで自律飛行して戻って

来る，電線の自動追尾撮影飛行に成功しました。（図

３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

今後は電線の背景の状況によらずに電線が認識でき

るように，自動追尾システムの精度を上げることを検

討し，実用化を検討していきます。 

また，ドローンを活用した写真測量などにより，設

備の調査・点検業務のほか，樹木との離隔調査業務へ

の活用や管理資料への活用などの検討を進めていきま

す。 

 

6．架空送電線点検へのドローン活用に関する研究 

 

図１ システム概要図 

図２ 飛行試験ルート 

図３ 飛行試験状況 

 研究期間 ： 平成２７年度 ～ 平成３０年度 

担当 ： 電力流通 G，電力システム部(送電) 
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背景と目的 

電力設備の雷対策は，架空地線，避雷装置，良好な

接地，適切な絶縁設計等により，主に雷過電圧を対象

に講じられ，安定な電力供給に貢献しています。 

一方，日本海側で冬季に発生する落雷(冬季雷)は，電

流やエネルギーが大きいことから，甚大な設備被害を

引き起こすことがありますが，その性状が十分に解明

されていないため，対策が必ずしも確立されているわ

けではありません。このため，当センターは様々なア

プローチにより，冬季雷の様相解明に取り組んできま

した。 

具体的には，冬季雷に伴う電界変化を観測し，その

特徴が夏季雷と異なることを解明し，この知見をもと

に冬季雷を標定可能な新型落雷位置標定システム（Ｌ

ＬＳ）を実用化しました。 

また，冬季に雷害が多発する設備で雷電流観測を行

い，冬季雷の電流波形が夏季雷と異なり複雑で，エネ

ルギーが夏季雷より桁違いに大きいことを見出しまし

た。これらの観測により得られた雷電流と雷電界の解

析から，冬季雷の様相が解明されつつあります。 

 

研究の概要 

 尾神岳（新潟県）の無線鉄塔の搭脚にﾛｺﾞｳｽｷｰｺｲﾙを

設置して雷電流観測を行いました（図１）。平成２４年

度の冬季に得られた１００件の雷電流を調べると，全

て上向き落雷と判定され，電流の極性と電荷量につい

て，以下のことがわかりました。 

 

（１）電流の極性 

 極性とは，雷放電で中和される雲中の電荷の正負を

表し，一般的には正負どちらかの電流が流れてひとつ

の放電が終わります。しかし，負極性の電流に続いて

正極性の電流が流れる事例（両極性落雷）も観測され

ました。但し，これとは反対に，正極性の電流に続い

て負極性の電流が流れる事例はありませんでした。 

 また，電流の継続時間は，正極性で 300ms，負極性

で 500ms を超える事例がありました。これらの継続時

間は夏季雷に比べ３桁程度長いものです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）電荷量 

 電流を時間積分して推定したエネルギー（電荷量）

を累積頻度分布を図２に示します。両極性落雷につい

ては，正負の部分に分けてそれぞれ電荷量を求めてい

ます。電荷量を極性別に見ると，最大値は正極性 650

クーロン，負極性 203 クーロンで，これらは何れも電

線等に損傷を与え得る値です。正極性落雷の電荷量は

約１／４が 200 クーロンを超えています。 

なお，上記の電荷量の最大値は，正負とも両極性落

雷において観測されたもので，単極性の正極性落雷お

よび負極性落雷の電荷量の最大値に比べ，ともに３割

程度大きな値でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

冬季雷の様相が解明され，雷電流や雷電荷量を統計

的に把握できるようになると，費用対効果を考慮した

合理的な対策が可能になるものと期待されます。この

ため，冬季雷の性状解明の研究を継続し，エネルギー

の大きな冬季雷の対策に資する研究を進めていく予定

です。 

極性 
単極性 

両極性 
負極性 正極性 

件数 ５６ ８ ３６ 

 

7．冬季雷の様相解明に関する研究 

  研究期間 ： 平成２３年度 ～  

表１ 電流極性の分類 

図１ 無線鉄塔塔脚部 

担当 ： 電力流通 G 

図２ 電荷量の累積頻度分布 

1 5 10 50 100 500 1000

0.01

0.3

4.5

31.7

50

68.3

95.5

99.7

99.99

●：負極性92件（単極性＋両極性の負の部分）

○：正極性44件（単極性＋両極性の正の部分）

負極性

10% = 24 [C]

50% = 54 [C]

90% = 103 [C]

正極性

10% =11 [C]

50% =58 [C]

90% =309 [C]

電荷量[C]

累
積
頻
度

[％]
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開閉器，計器用変成器等

電源・通信箱

kHz帯PLC
モデム

高圧配電線
　６．６ｋV

通信線

高圧カプラ

電源
ＡＣ／ＤＣ

低圧
カプラ

変圧器

低圧線１００V

信号

信号

相互協調電圧制御

Ｂ

Ｂ

Ｇ

Ｂ

高速ループ切替制御

高速故障区間切離し制御故障点

分散型電源

電圧調整器
開閉器
入

開閉器
切

Ｇ

変電所

開閉器
切

開閉器
入

子局間通信

変圧器 ＣＢ

変電所

変圧器 ＣＢ

背景と目的 

太陽光発電等の再生可能エネルギー大量導入により

複雑かつ不安定となっている配電系統において，高度

な系統運用や電力品質管理が求められる一方，今後更

に競争化が進み低廉で安定した電力供給が求められま

す。これら要求を実現すべく次世代に向け配電技術と

通信技術の融合を図り，高度かつ経済的な新たな配電

ネットワークシステムの開発を進めております。 

 

研究の概要 

(1) ｋＨｚ帯ＰＬＣ利用子局間通信技術の開発 

既設伝送路のメタル通信線と高圧配電線の双方に

対応可能で，現行の情報通信を妨げることなく，よ

り高速・多チャネルで子局同士の情報伝送も可能な

通信技術の開発を行っております。 

特に，高圧配電線による信号伝送では，誘導結合

方式の信号結合器（カプラ）を採用しており，より

低インピーダンス環境での効率的な信号結合が可能

となっています。さらに，配電線に直接電圧印加す

ることなく信号結合できるため，事故時などの停電

線路での通信も可能となります。（図１） 

長距離配電系統において，開発した通信装置によ

り情報伝送試験を実施した結果，営業所(親局)～通

搬区間(11km，子局 1 台)～配搬区間(14km，子局 6

台)の各区間で良好な通信を確認しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 子局間通信を用いた自律分散・相互協調制御

システムの開発 

ａ．相互協調電圧制御システム 

センサー開閉器および電圧調整器等が相互通信に

より協調して電圧制御を行うシステムを開発してい

ます。 

ｂ．高速系統切替制御システム 

センサー開閉器同士の相互通信により，潮流変動

や故障検出に応じて高速にループ切替や故障区間切

離し等の系統切替を行うシステムを開発しています。 

 

8．次世代配電ネットワークシステムに関する研究 

 研究期間 ： 平成２５年度 ～ 

図１．高圧配電線信号伝送装置構成 

図２．次世代配電ネットワークシステム適用事例 

特 許 特許登録済（１件） 担当 ： 電力流通 G 
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背景と目的 

近年，ICT の進展に伴い多種多量なデータの生成，収

集，蓄積等をリアルタイムで行うことが可能となり，

保守業務の効率化や設備形成の合理化等への活用が期

待されています。このため，配電部では落雷位置標定

システム（LLS）を活用した「配電線雷保護支援 Web

サーバ」の試験運用を平成 28 年度から実施しています。

研究開発センターでは，配電部からの依頼により実用

化に向けた機能改善および高度利用による「配電線雷

保護支援システム」の構築について研究開発を進めて

います。 

研究の概要 

(1) 配電線雷保護支援システムの機能 

配電線雷保護支援 Web サーバのシステム構成は，

図 1 に示す通り，配電線雷保護支援 Web サーバから

社内インターネット回線を経由して各事業所の業務

用端末で利用できる構成としています。 

(2) 機能 

試験運用中の配電線雷保護支援システムは，図 2

に示す通り，落雷日時指定検索，落雷期間指定検索，

フィーダ指定検索，雷撃頻度解析（年度指定），雷撃

頻度解析（期間指定），落雷データダウンロード（日

毎），雷事故率・ハザード解析の機能を実装していま

す。 

落雷検索は，図 3 に示す通り日時・期間・フィー

ダ・配電線情報を入力することで地図上に電柱，過

去の雷被害情報，落雷情報が表示され，検索地点と

落雷点との距離，落雷点から 1 番近い電柱番号等の

情報が落雷データとして出力されます。本機能によ

り，配電線事故時の巡視優先エリアの選定や被害原

因の解明等の保守業務に活用されています。 

雷撃頻度検索，雷事故率・ハザード解析は，図 4

に示す通り指定したエリアの落雷頻度や雷事故率マ

ップを季節毎に表示することができます。本機能に

より今後の雷害対策エリアの選定や設備形成の合理

化に活用されます。 

今後の予定 

 雷ハザード解析（落雷発生頻度，エネルギーを考慮

した落雷による危険度の評価），雷リスク解析（雷ハザ

ードに対する雷被害の大きさと発生頻度，各種対策に

よる被害低減効果の評価）等，雷被害の規模と対策コ

ストとを総合的に勘案した最適な雷害対策を支援する

機能について研究開発する予定です。 

 

図 1 システム構成 

 

図 2 ポータル画面 

 

図 3 落雷検索画面（日時指定） 

 

図 4 雷事故率マップ（1/8 度メッシュ） 

 

9．配電線雷害対策の高度化に関する研究 

  研究期間 ： 平成２8 年度 ～  

担当 ： 電力流通Ｇ，配電部 
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背景と目的 

人口減少社会の到来により，電力業界においても，

電力設備の運転・保守に従事する人員が減少し，一人

あたりが保守する設備量，作業量が増大する傾向にあ

ります。また，設備に習熟したベテラン技術者の減少

により，現場保守技術・ノウハウの喪失が課題となっ

ております。 

この問題への対策の一つとして，近年発展が著しい

ウェアラブルデバイスや生体センサをはじめとするＩ

ｏＴ(Internet of Things)機器と音声・画像認識などの

ＡＩ(Artificial Intelligence)技術を組み合わせて，変電

所の運転・保守作業を支援する装置の開発を行い，保

守業務効率化に繋げることを目的としております。 

 

研究の概要 

(1) スマートグラスを適応した保守業務支援 

変電所保守業務従事者にスマートグラスを装着さ

せ，現場映像を撮影，遠隔地の支援者と映像・音声

を共有することで，保守業務の省力化に繋げるべく

実証試験を行っております（図１）。スマートグラス

には監視者(支援者)からの指示内容を文字や描画で

投影する機能があり，意思疎通を円滑に行える仕様

としております。 

(2) 生体センサの適用検討 

保守業務従事者が現場において熱中症などの体調

急変が生じた際，速やかに発見・対処するために，

変電所工事従事者にリストバンドタイプの発汗量検

出センサなどを装着させ，生体情報の収集を行いま

した。 

(3) 屋内外の位置標定 

準天頂衛星「みちびき」による GPS 情報や 3D マ

ッピング技術などを活用し，変電所保守業務従事者

が変電所屋外・屋内の危険エリア(開口部,充電個所)

に近づいた際に警告（アラート）を発出する装置に

ついて試作し，実証試験を行っております。 

 

今後の予定 

実証試験結果を踏まえて各装置の改良を図り，現場

への適用を進めてまいります。 

 

10．変電所保守作業支援デバイスの開発に関する研究 

  研究期間 ： 平成２８年度 ～ 平成３０年度 

担当 ： 電力流通 G，電力システム部(変電) 

（スマートグラス装着状況） 

図1 スマートグラスシステム概要図 

図2 熱中症危険判定システム概要図 
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背景と目的 

近年，太陽光発電システムは環境問題への関⼼の⾼

まりや再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT 

制度）などもあり，急激に導入が増加しております。 

太陽光発電システムは長期にわたる品質維持や安全

性が求められていますが，特に太陽電池モジュールに

ついては経年劣化に伴う状態変化や異常発⽣の傾向な

ど，保守⾯に関わる検討がほとんど⾏われていません。 

本研究は，効率的，かつ環境条件に左右されずにモ

ジュールの不具合を検出診断する技術や装置を開発し，

太陽光発電システムの適正な保守運⽤に資することを

目的としています。 

研究の概要 

当社の太陽光発電システムにおいて，発電出⼒低下

の不具合に関する原因究明をとおして保守点検手法に

ついて検討しました。 

(1) モジュール，太陽光発電システムの基礎調査 

目視による外観調査，電気的調査（開放電圧測定，±

電極の対地間絶縁抵抗測定）や配線断線有無等の探索

を実施し，その結果，配線の断線個所を特定し確認し

ました。不具合個所を特定するためには多くの手間が

かかることから，全体的な把握から不具合個所を絞り

込んでいく保守点検手法が有効であることを確認しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 不具合モジュールの検証例 

最近注目されている保守点検手法である，熱画像撮

影装置（サーモカメラ）とＥＬ画像撮影装置について

検証しました。 

⽩濁があるセルがあるモジュールについて，日中の

発電状態において熱画像撮影装置（サーモカメラ）に

より撮影したところホットスポット（局所加熱）を確

認しました。さらに，日没後にＥＬ画像撮影装置によ

り撮影したところ発光していないことを確認しました。

これらより，⽩濁セルは何らかの原因で⾼抵抗となっ

たため，日中の他のモジュールの発電により発熱し，

さらにＥＬでは電流が流れないため発光しない，とい

う二つの状況から⽩濁セルは発電していないといえま

す。 

今後の予定 

これまで太陽光発電システムにおける経年劣化した

モジュールについて，外観や電気的な特性（Ｉ－Ｖ特

性）などの調査等をとおして，モジュールなどの不具

合に関する知⾒を得ております。 

今後は，これらの知⾒をもとに，家庭⽤から産業⽤

まで適⽤可能な太陽光発電システムの保守技術や手法，

故障検出などの診断手法について，更なる検討を進め

ていく予定です。 

 

11．太陽光発電システムの保守技術に関する研究 

 

図 2 不具合モジュールの検証例 

担当 ： 電力流通 G 特許出願済（７件） 

図 1 モジュールの基礎調査状況  

 

⽩濁セルの熱画像とＥＬ画像 

 研究期間 ： 平成２４年度 ～  

特 許 
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背景と目的 

現在，固定価格買取制度・再生可能エネルギーへの

関心の高まりなどを背景に，太陽光発電（PV）の連系

が拡大しています。PV は天候によって出力が瞬時に大

きく変動する特性があるため，電力系統に大量に導入

された場合には，電力品質面や需給運用面への影響が

懸念されます。このため，PV 出力に大きな影響を与え

る日射量の推定・予測※精度の評価，また，PV 出力の

推定・予測の手法や，精度向上などについて研究して

います。 

 

研究の概要 

(1) ローカル系統における出力推定・予測 

太陽光発電の導入拡大により，配電用変電所のバン

ク単位での逆潮流も見受けられるようになり，送・配

電系統の運用管理を適切に維持するため，PV 出力（ま

たは実負荷）を正確に把握することが重要となってい

ます。 

そこで，PV 出力を配電用変電所等の潮流計測値から，

バンクや配電線単位で推定できる技術を開発しました。 

（開発技術の特徴） 

 ・潮流計測値のみから推定でき，気象情報や PV 設

備等の情報は不要 

 ・リアルタイムで推定可能 

 

配電用
変電所

潮流計測値
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（
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）

太陽光発電の
出力を推定

潮流計測値から，その下流
に連系されるPV出力を推定

 

図 1 ローカル系統の PV 出力推定イメージ 

 

（2）東北全系における出力推定・予測 

  日射量推定手法の代表的なものは，アメダス推定

と衛星推定の２つがあります。アメダス推定は，ア

メダス地点で観測している日射時間からアメダス地

点の日射量を推定します。衛星推定は，可視・赤外

等の複数の気象衛星画像を利用して日射量に変換し，

1～5km のメッシュ単位の日射量を推定します（図

2）。これらの推定日射量と観測日射量を比較するこ

とで，日射量推定の精度を評価しています（図 3）。 

次に，日射量予測は気象庁が配信する雲量などの

予測データを利用し，数値予測計算・統計処理など

を行い，72 時間先までの 1～5km メッシュ単位の日

射量を予測します。この予測日射量と観測日射量を

比較することで，日射量予測の精度を評価していま

す。 

 

 

図 2 蓄電池出力の対比波形 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 気象衛星を用いた日射量推定の概要 

 

図 3 推定日射量と観測日射量の比較 

 

今後の予定 

これらの PV 出力推定・予測手法は，送・配電系統を

運用する際の需要想定や発電計画など，日々の安定供

給に活用されています。 

今後 PV の連系拡大が予想されるため，更なる PV 出

力推定・予測精度の向上に向けた研究開発に取組みま

す。 

 

※推定：過去から現在までの状態を求めること 

 予測：現在から将来の状態を求めること 

 

12．太陽光発電出力の推定・予測に関する研究 

 

担当 ： 電力系統 G，電力システム部 

 

「太陽光発電出力予測技術開発実証事業の概要」より 

 研究期間 ： 平成２７年度 ～ 平成３０年度 

特 許 特許登録済（5 件） 
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背景と目的 

再生可能エネルギーが大量連系された場合には需要

変動に対する系統の調整力（短周期：ＬＦＣ容量，長

周期：上げ代，下げ代）不足が懸念されます。再生可

能エネルギーの連系拡大のためには適切なシミュレー

ションにより必要な系統調整力を評価することが重要

であり，長周期変動に対しては経済性の高い発電所を

優先的に運用し発電コストを低減することも重要です。 

本稿は需給シミュレーション技術のうち長周期変動

に対するシミュレーションツール開発について紹介し

ます。 

 

研究の概要 

(1) 長周期需給シミュレーション技術の開発 

本ツールは需給バランス，系統の調整力，発電機

の出力上下限，最低運転/停止時間，出力変化速度等

の条件を満たし発電コストが最少となる発電機の起

動停止計画を作成します。（図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電コストを最小化するには最適化問題を解きます。

最適化問題としては発電コストが目的関数，需給バ

ランス等の条件が制約条件となります。本ツールは

この問題を混合整数線形計画法（MIP）と二次計画法

（QP）を組み合わせて解いています。ソフトウェア

とハードウェアの飛躍的な進歩により，複雑で大規

模な最適化問題を解くことが可能になっています。 

(2) シミュレーション例 

シミュレーション結果の一例を図２に示します。

時期により再生可能エネルギーが需要に占める割合

が異なりますが，需給バランス等を満たす発電機の

起動停止計画が作成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

更に詳細な発電機の運用条件を追加した発電機の起

動停止計画を作成できるよう改良します。再生可能エ

ネルギーの連係拡大のために将来の長周期変動に対す

る系統の調整力ならびに経済性について評価を進めて

いきます。 

 

13．需給シミュレーション技術の精度向上に関する研究 

開始 

終了 

ＥＤＣ
計算 

Yes 

No 

No 

Yes 

発電所運用体制作成 

 

体制作成 

 

並解列時刻の決定 

 

体制作成 

 

燃料制約の考慮 

収束したか？ 

火力分担負荷作成 

配分上下限値作成 

仮配分値・ゾーン作成 

運転ゾーン作成 

収束したか？ 

配分値作成 

仮配分値・仮ゾーン 

を計算結果とする 

担当 ： 電力系統 G 

図2 需要カーブと発電機の出力 

（b）軽負荷期 

（a）重負荷期 

図1 シミュレーションツールの概要 

ＵＣ 
計算 

 研究期間 ： 平成２７年度 ～ 平成３１年度 
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背景と目的 

当社の一次系統の系統構成は，500kV～275kV～

154kV の３電圧階級を異電圧ループ系統の構成として

います。異電圧ループ系統の電圧制御は，500/275kV

の AVQC，275/154kV の AVQC などで行っています。

１つの電気所に電圧階級が３種ある場合，500/275kV

の AVQC と 275/154kV の AVQC を設置しており，そ

れぞれの AVQC が独立して電圧制御をしているため，

500kV 側では ShR を運転する一方で，154kV 側では

SCを運転するような互いに協調のとれていない電圧制

御となる場合が発生しています。 

このため，３電圧階級を総合調整することで電圧調

整装置の運転の最適化が図られると考えられます。 

研究の概要 

(1) 課題が発生する系統の条件整理 

課題となる事象を下図へ示します。課題事象は，

１つの電気所に設置しているAVQC1とAVQC2が独

立して電圧制御を行うことで,ShR 及び SC の投入状

態が異なる運用状態を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．課題となる事象発生時の調相設備の投入状態 

３電圧階級のある電気所を調査した結果,年間を通

して宮城 SS の日中に発生しており，275kV 系統の

電圧変動に対する電圧制御が要因で発生しているこ

とを確認しました。 

(２) ３電圧階級ＡＶＱＣの電圧制御方式の検討 

1つのAVQCにて500kV系統の電圧をV1，275kV

系統の電圧を V2，154kV 系統の電圧を V3 として， 

V1-V2 制御，V2-V3 制御を行い，課題事象となる電

圧状態となった際に，タップ制御を実施する電圧制

御方式を検討しました。システム構成を図 2 に，制

御シーケンスを図 3 に示します。 

図 3では，例えばV1-V2制御状態がShR入領域，

V2-V3 制御状態が SC 入領域の際，従来は

500-275kV ShR および 275-154kV SC を投入して

いるのに対し，500/275kV LTC のタップ上げ制御で

対応し，課題事象を回避しています。 

課題事象となる電圧状態となった際の LTC タップ

制御方法の詳細は今後検討することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

図２．システム構成 

 

 

 

 

 

 

 

図３．制御シーケンス 

本制御方式の採用により，以下のメリットが考え

られます。 

①．課題事象の解決 

課題事象としている ShR および SC の投入状態

が異なる運用状態を解決。 

②．運用負担の増加が無い 

現在の運用と同一の V1-V2 制御方式を実装す

ることで新たな整定値検討等の運用者負担を抑制。 

③．ＡＶＱＣの統合によるシステム構成のスリム化 

従来，AVQC1 と AVQC2 の 2 台で制御していた

のに対し，1 つの AVQC にて制御することから，

システム構成のスリム化が可能。 

今後の予定 

今後，以下の事項について検討を実施する予定です。 

①．LTC 点検改修費用と調相設備用遮断器の動作

回数による点検費用の比較 

②．効率的なタップ制御方法の詳細検討 

③．新しい電圧制御方式の効果検証 

④．システム導入費用の検討。 

 

14．ＡＶＱＣの運用高度化に関する研究 
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V1-V2
制御状態

ShR入領域

SC入領域

ShR入領域

SC入領域
＆

＆

500/275kVLTCタップ下げ

500-275kV ShR投入

500-275kV SC投入

275-154kV ShR投入

275-154kV SC投入

V2-V3
制御状態

500/275kVLTCタップ上げ

基準電圧に対して
の電圧状態

500kV 系統の電圧が基準

電圧より高い運用となる

ため,500kV電圧の維持を

目的として ShR を投入。 

154kV 系統の電圧が基準

電圧より低い運用となる

ため，154kV 電圧の維持

を目的として SC を投入。 

 研究期間 ： 平成２８年度 ～ 平成３１年度 

担当 ：電力系統 G，電力システム部 
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背景と目的 

再生可能エネルギーの導入拡大にあたっては，気象

条件による出力変動の調整が課題となっております。

これまで当社では，蓄電池技術を活用した出力変動対

策に取り組んできました。本研究では，出力変動の大

きい再生可能エネルギーを水素製造に使用し，吸収す

ることで，水素製造装置が蓄電池と同様に再生可能エ

ネルギーの出力変動対策として適用可能か検証するこ

ととしています。 

また，水素エネルギーは，省エネルギーやエネルギ

ーセキュリティの向上，環境負荷の低減などの面から

我が国の重要なエネルギー源として期待されており，

本研究を通じて水素エネルギーに関する知見を獲得し

ていきたいと考えています。 

 

研究の概要 

(1) 研究実施状況 

本研究では，研究開発センター（仙台市青葉区）

に新たに太陽光発電設備や水素製造装置等を設置し

ました。そして，太陽光発電による電気を用いて水

素を製造・貯蔵し，この水素を燃料に研究開発セン

ター向けの電力を発電します。図１に水素製造シス

テムのイメージを示します。 

水素製造システム設置工事は，平成２８年７月に

着工し，平成２９年３月に竣工しました。竣工から

現在まで，様々な気象条件の下でのデータ収集を中

心に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要設備の概要 

水素製造システムの構成機器は，７つのコンテナ

に設置しています。主要設備の概要は次のとおりで

す。 

ａ．水素製造装置 

水を電気分解して水素を製造します。起動や水素

発生量の調整を短時間で行うことができる固体高分

子形を採用しました。 

ｂ．水素貯蔵タンク 

省スペースや安全確保のため，水素を金属と化合

した状態で貯蔵する水素吸蔵合金方式を採用しまし

た。貯蔵タンク内水素の吸蔵・放出には，それぞれ

タンクの冷却・加温を行います。 

ｃ．燃料電池 

水素と酸素を反応させて発電します。燃料として

都市ガスではなく直接水素を使用することから，純

水素型燃料電池を採用しました。なお，発生した熱

は貯湯の上，熱交換器を経て水素貯蔵タンクへ供給

します。 

 

今後の予定 

研究期間は，平成２９年３月から平成３１年３月ま

での２年間としており，今後は詳細なデータ分析など

を行っていきます。また，自治体等へ本研究で得られ

た知見や成果を情報提供するなど，地域に寄り添った

取り組みを進めていきます。 

 

 

15．水素製造技術を活用した再生可能エネルギーの 

出力変動対策に関する研究 

担当 ： 電気利用 G 

 研究期間 ： 平成２８年度 ～  
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背景と目的 

施設栽培では，ハウス内を植物の生育に適した環境

に制御する必要があります。今日のハウスの環境制御

は，ハウス内温度，湿度，光，CO2 濃度などの環境情

報をもとに行っていますが，そのような環境制御が，

本当に植物にとって好ましい状態をつくりだしている

かどうかは確認することができません。 

本研究では，赤外線カメラ（サーモカメラ）を利用

して植物の状態をリアルタイムに把握し，その情報を

指標として，ハウスの環境を制御する技術の開発を行

っています。 

 

研究の概要 

トマトを栽培している生産者施設に，赤外線カメラや

環境計測機器を設置して，実験を行っています（図１）。 

 赤外線カメラを用いて，トマトの体温（表面温度）

を非接触で測ります（図 2）。そして，その変化を空間

の温度，湿度，日射など環境の状態と関連づけること

で（図 3），植物の状態やストレスの有無を把握します。

この植物から直接得られる情報を，ハウスの換気・空

調，給液や CO2 供給などの環境制御に利用します。 

 

今後の予定  

様々な環境条件下でデータを収集して解析を行い，

得られた情報を，環境制御システムに適用していく予

定です。 

 

 

 

 

図 2 赤外線カメラによる植物体温計測 

左：可視光画像 右：赤外線カメラ画像 

16．赤外線カメラを利用した園芸ハウスの 

環境制御に関する研究 

 

担当 ： 電気利用 G 

図 1 計測機器 

左上：赤外線カメラ 

右上：通風式温湿度センサ 

左下：日射計 

図 3 計測結果の一例 
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背景と目的 

地中熱ヒートポンプシステムは，外気温度に比べて

冬は高く，夏は低い地中の熱（未利用エネルギー）を

有効活用できるため，空気を熱源としたヒートポンプ

よりも消費電力が小さく，省エネ性・環境性等に優れ，

地球環境保全に寄与するシステムとして普及拡大が期

待されています。 

しかし，地中の熱を得るための熱交換器の埋設費が

高いなどの理由から普及が進まない状況にあります。

そこで，配電工事で使用される建柱車を利用し，浅層

土壌を対象とすることで，工期短縮による埋設費低減

を図るなど，地中熱ヒートポンプシステムの普及拡大

に向けた研究を進めています。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 地中熱ヒートポンプシステム 

 

研究の概要 

(1) 本工法に適した掘削機材の開発 

浅層部に熱交換器を設置するため，ドリルヘッド，

伸縮ロッド，掘削ドリル等を開発しました（図２）。

これにより，建柱車で最大１２ｍまで掘削できるよ

うになりました。 

掘削時間については，一般的な土質である粘性土

であれば，２時間程度で１２ｍまで掘削可能ですが，

飽和砂質土の場合，孔壁の崩壊等により掘削時間が

長くなるなどの課題があります。 

 

(2) 熱交換器の開発と評価 

浅層土壌において，効率的な採放熱を行うために，

熱交換器を螺旋状としました。また，建柱車を用い

た施工を考慮した上で，採放熱量が最大となる螺旋

径，螺旋間隔，長さを検証し，熱交換器を開発しま

した（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 掘削機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 熱交換器 

 

(3) 地中熱交換器の熱収支モデルの開発 

空調負荷に応じた地中熱交換器の必要本数を算出

するためには，様々な地盤における地中熱交換器の

熱収支を把握する必要があります。そこで，熱交換

器の熱収支モデルを開発しました。 

その熱収支モデルによるシミュレーション結果と

数値解析による計算結果を比較した結果，よく一致

していることが確認できました。 

 

今後の予定 

地中熱ヒートポンプシステムの普及拡大のためには，

さらなるコスト低減が必要であり，システム全体の低

コスト化を図るため，ヒートポンプ二次側（家屋側）

の空調方式について検討する予定です。 
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伸縮ロッド 

（最長 10ｍ） 

ドリルヘッド 

掘削ドリル 

建柱車 

特 許 特許取得済 
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