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八王子市学園都市センター
〒 192-0083 東京都八王子市旭町９−１

発表会場 第 1 セミナー室／第３・４セミナー室

受 付 講演者 12:30 ～ 12:50（詳細は 5 ページ参照）
聴講者 12:30 ～

開 会 式 Ａ会場（第１セミナー室）13:00 ～ 13:15

一般講演
Ａ会場（第１セミナー室）13:15 ～ 16:55
Ｂ会場（第３・４セミナー室）13:15 ～ 16:55

（1）



（2）



学生研究発表会 安全対策・会場レイアウト

－八王子市学園都市センター－

１．感染防止及び安全対策

八王子市学園都市センターの感染防止・安全対策基準に則り、実施します。

（１）発表者への事前周知

①メールやウェブで依頼

・１週間以内に発熱（37.5℃以上）した場合、参加については指導教授とご相談下さい。

・咳・咽頭痛の症状がある場合、リモート参加をお願いします。

・感染者の濃厚接触者であることが判明した場合、リモート参加をお願いします。

・会場では三密（密閉、密集、密接）を避けて施設利用をお願いします。

②参加時における注意事項

・マスク着用の上、咳エチケットへの配慮をお願いします。

（２）受付における感染防止対策

①体調等の確認

・非接触型体温計による検温（37.5°C 以上の場合は、参加不可）を実施します。

・アルコール消毒液を用意し、手指のアルコール消毒の実施をお願いします。

・マスク着用を確認します。

②受付係員の非接触対応

・配布物（プログラム集等）は机上配置し、受付時に各自お取り願います。

（３）会場における感染防止対策

  ①換気への配慮

   ・空気の流れを確保するため、出入口（２箇所）を開放します。

  ②口頭発表の会場レイアウト

   ・八王子市学園都市センターが開催日当日に設定した定員（現状：第 1 ｾﾐﾅｰ室：30 名、第 3・4

ｾﾐﾅｰ室：18名）に基づいた座席配置を遵守願います。

   ・発表者の前に透明ビニルカーテンを設置します。

   ・セミナー室では、感染防止の観点からハンドマイクの使用を見合わせます。

２．会場レイアウトについて

  八王子市学園都市センターの 12 階案内図は、下記のとおりです。
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学生研究発表会 安全対策・会場レイアウト 

－八王子市学園都市センター－ 

 

① Ａ会場(第１セミナー室：会場発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―１ 第１セミナー室レイアウト 

 

 

 

② Ｂ会場(第３・４セミナー室：会場発表、オンライン発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 第３・４セミナー室レイアウト 

 

 

以 上 
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学学生生研研究究発発表表会会  発発表表要要領領  

－－  会会場場発発表表版版  －－  
 

 
１．各講演の持ち時間は，講演 10 分間，質疑討論 4 分間の計 14 分間です。講演時間の経

過は次のとおり告知します。 

  8 分後 （予告）･･･････････１鈴 

 10 分後 （講演終了）･･･････２鈴 

 14 分後 （質疑終了）･･･････３鈴 

２．会場設営者が用意する「スクリーン，プロジェクタ，パソコン」を使用してください。 

３．講演者は PPoowweerr  PPooiinntt で作成した講演用データを UUSSBB メメモモリリ((ウウィィルルススチチェェッックク済済))  

に書き込み，大会当日会場に持参ください。 

発発表表のの方方はは 1122::3300～～1122::5500 ままででにに会会場場係係のの指指示示にに従従っっててごご自自身身でで会会場場にに用用意意さされれたたパパ  

ソソココンンにに内内容容をを書書きき込込んんででくくだだささいい。。  

＊ USB メモリ(ウィルスチェック済)以外のメディア（フロッピーディスク，CD-R，

DVD-R，スマートメディアなど）は使用できません。 

  ＊ パソコンに書き込むのは、講演時間を節約するためです。データはセッション 

   終了後、座長立ち合いの下で会場係が消去致します。 

 ＊ 動画再生には対応しておりません。 

４．パソコンにインストールされている OSは WWiinnddoowwss  1100，アプリケーションソフトは PPoowweerr  

PPooiinntt  22001166（（画画面面比比率率はは標標準準のの 44::33））です。十十分分にに注注意意ししててくくだだささいい。。  

５．講演者変更の場合は，必ず受付及び座長へ申し出てください。 

６．会場では、座長の指示に従ってください。 

７．優秀賞等の審査基準について 

  審査基準は下記のとおりですので、ご留意願います。 

 ① 講演論文は、内容、編集及び構成を審査致します。 

 ② 講演時は、表現力及び講演時間を審査致します。 

 ③ スクリーンに投影されている文字、図表の見易さを審査致します。 

 ④ 質疑応答の場合、その適切さを審査致します。 

８．オンライン発表の場合は、別途お知らせ致します。 

 

以 上 
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プログラム
Ａ会場（第１セミナー室）【会場発表】
13:15 ～ 15:00

座長：野呂康宏，高橋明遠

13:15 〜 13:30	 A-1	 微増加比例法によるファインメットカットコアを用いた高周波変圧器の一設計法
	 	…………………………………………………………… ○林　　峰，枡川重男（東京電機大）

13:30 〜 13:45	 A-2	 誘導加熱を用いた脱水素装置の検討
	 	…………………………………………………………… ○吉田拓海，枡川重男（東京電機大）

13:45 〜 14:00	 A-3	 PCEC を用いたメタン混合ガス製造システム構成の検討
	 	………………………… ○青柳　徹，吉川将洋，塩野光弘，直井和久，辻　健太郎（日大）

14:00 〜 14:15	 A-4	 高周波駆動した全波整流型コッククロフト - ウォルトン回路の動作試験
	 	………………………………………………………… ○中川湧貴，米盛弘信（サレジオ高専）

14:15 〜 14:30	 A-5	 制御回路を改善した IH調理器用AC-AC直接変換回路の加熱効率に関する研究
	 	………………………………………………………… ○綿貫　歩，米盛弘信（サレジオ高専）

14:30 〜 14:45	 A-6	 IH 調理器の使用中におけるコンタクト電流の測定
	 	………………………………………………………… ○川村公音，米盛弘信（サレジオ高専）

14:45 〜 15:00	 A-7	 交流電池に接続するコッククロフトウォルトン回路に関する基礎研究
	 	………………………………………………………… ○千葉　穣，米盛弘信（サレジオ高専）

休憩（15:00 ～ 15:10）

15:10 ～ 16:55
座長：吉川将洋，上野貴博

15:10 〜 15:25	 A-8	 IH 調理器使用時を想定した超音波暴露による不快感と生体信号の関係
	 	………………………………………………………… ○岩佐　駿，米盛弘信（サレジオ高専）

15:25 〜 15:40	 A-9	 ハイブリッド PVモジュールの熱交換特性改善に関する研究
	 	………………………………………………………… ○田中紫苑，米盛弘信（サレジオ高専）

15:40 〜 15:55	 A-10	MPPT 機能付きDC-DC コンバータから発生するノイズの抑制用アクティブフィルタに関する
研究

	 	………………………………………………………… ○近藤榛樹，米盛弘信（サレジオ高専）

15:55 〜 16:10	 A-11	移動体を対象とした中継コイル方式非接触給電における模擬装置の製作
	 	………………………………………………………… ○柴内真生，米盛弘信（サレジオ高専）

16:10 〜 16:25	 A-12	電源ノイズによって発生する IHクッキングヒータの騒音に関する研究
	 	………………………………………………………… ○継田夏海，米盛弘信（サレジオ高専）

16:25 〜 16:40	 A-13	独立交流電池の充放電特性
	 	………………………………………………………… ○津田浩平，米盛弘信（サレジオ高専）

16:40 〜 16:55	 A-14	異物がある非接触給電における回路方式が電力効率に与える影響
	 	………………………………………………………… ○宮田凱人，米盛弘信（サレジオ高専）
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Ｂ会場（第３・４セミナー室）
13:15 ～ 15:00

座長：宮下　收，竹本泰敏

【会場発表】
13:15 〜 13:30	 B-1	 PV モジュール中のバスバーのライン数と折り曲げ段数が周辺磁界に与える影響
	 	………………………………………………………… ○杉山大季，米盛弘信（サレジオ高専）

13:30 〜 13:45	 B-2	 分子結合チタニアシリカ光触媒塗布 PVモジュールにおける発電電力
	 	………………………………………………………… ○齋藤虎大，米盛弘信（サレジオ高専）

13:45 〜 14:00	 B-3	 熱電変換素子を組み合わせたハイブリット PVモジュールの特性改善
	 	………………………………………………………… ○安藤貴之，米盛弘信（サレジオ高専）

【オンライン発表】
14:00 〜 14:15	 B-4	 スリップリングシステムにおけるリング摺動面粗度が与えるブラシ摩耗への影響
	 	……………………………… ○高田友輔，福田直紀，澤　孝一郎，上野貴博（日本工業大）

14:15 〜 14:30	 B-5	 銀黒鉛質ブラシの銀含有率変化における銅スリップリングの摺動通電特性
	 	………………… ○川島優樹，針谷明李，福田直紀，澤　孝一郎，上野貴博（日本工業大）

14:30 〜 14:45	 B-6	 数百 kHz 帯の非接触給電装置におけるコイル抵抗の計算精度に関する検討
	 	………………………………………………………………… ○浜野尚弥，米津大吾（関西大）

14:45 〜 15:00	 B-7	 ビル直撃雷による接地極間電位差のモデル実験検証
	 	○三村文乃，小森駿矢，坂野高輔，安井晋示（名古屋工大），山本達也，小林　浩（トーエネック）

休憩（15:00 ～ 15:10）

15:10 ～ 16:55
座長：枡川重男，山下健一郎

【オンライン発表】
15:10 〜 15:25	 B-8	 アルミニウムの摺動接触における二硫化モリブデン介入の効果
	 	……… ○佐竹秀太，坪井佑樹，川島優樹，福田直紀，渡辺克忠，上野貴博（日本工業大）

15:25 〜 15:40	 B-9	 アルミニウムシリンダの二硫化モリブデンショット処理の効果
	 	…… ○坪井佑樹，佐竹秀太，飯塚達郎，渡辺克忠，澤　孝一郎，上野貴博（日本工業大）

15:40 〜 15:55	 B-10	住環境の快適性と環境負荷を考慮した住宅設備構成の検討
	 	……………………………… ○佐藤匠悟，藤田吾郎（芝浦工大），竹本泰敏（日本工業大）

15:55 〜 16:10	 B-11	物販店舗における EV急速充電器導入時の一検討
	 	…………………………… ○小澤航一郎，藤田吾郎（芝浦工大），竹本泰敏（日本工業大）

16:10 〜 16:25	 B-12	地域性を考慮したエネルギー供給支障時に対応可能な住宅設備構成の検討
	 	……………………………………………… ○上野晴紀，種田和馬，竹本泰敏（日本工業大）

【会場発表】
16:25 〜 16:40	 B-13	小水力発電を組み合わせたハイブリッド PVモジュールの提案と小水力発電の特性評価
	 	………………………………………………………… ○児玉速汰，米盛弘信（サレジオ高専）

16:40 〜 16:55	 B-14	PV モジュールから放射するノイズ抑制法に関する研究
	 	………………………………………………………… ○八木貫太，米盛弘信（サレジオ高専）
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微増加比例法によるファインメットカットコアを 

用いた高周波変圧器の一設計法 

○林峰，枡川重男（東京電機大学） 

 

A Design Method for Single-phase High-frequency Transformer Using FINEMET Cut Core by Proportional 

Increment Method  

Lin Feng, Masukawa Shigeo (Tokyo Denki University) 

 

キーワード：DC-DCコンバータ，高周波変圧器，微増加比例法，装荷統計 

 

１．まえがき 

太陽光発電や電気自動車などの普及に伴い，高周波

変圧器を用いた絶縁型 DC-DC コンバータの需要が拡

大している。これに伴い，高周波変圧器の汎用的な設

計法が種々提案されている。これに対して，筆者らは

微増加比例法による高周波変圧器の設計法を提案し

た[1,2]。今回，損失,温度上昇の解析式に基づき，ファ

インメットコアを用いて微増加比例法の設計に必要

な装荷統計や占積率を取得したので，以下に報告する。 

２．微増加比例法 

  微増加比例法は電気装荷𝑨や磁気装荷𝝓などのパ

ラメータ用いて電気機器を設計する一手法であり，こ

れまで商用周波数に適用されていた[3]。ここで，𝑨と𝝓

はそれぞれ変圧器のアンペアターン𝐴𝑇[A]と最大磁

束𝜙max[Wb]を正規化した値である。 

微増加比例法では，実機の装荷統計から比容量に対

する𝑨と𝝓の関係を示している。なお，比容量は変圧

器 1脚分の容量𝑆，使用周波数𝑓，正規化定数𝑘および

𝒇 = 𝑓 × 10𝑘を用いて(𝑆 𝒇⁄ )と定義した変数である。 

設計者はこれらのパラメータと統計的に求めた占

積率などを用いて変圧器を設計する。(𝑆 𝒇⁄ )と𝑨，𝝓の

関係を以下に示す。 

ここで，𝐾0は比例定数であり，入力波形が矩形波の場

合，𝐾0 = 4，正弦波の場合，𝐾0 = 4.44で与えられる。

𝐴0は基準電気装荷，𝜙0は基準磁気装荷である。また，

𝛾は装荷分配定数である。 

 

３．特性解析による統計結果の取得 

装荷統計を得るため設計条件を表 1に示す。図１

のフローに従って変圧器を設計し，特性解析より適

切な変圧器を選出する。また，選出した変圧器から

各パラメータを求めて統計処理すると，図２に示す

装荷統計を得る。 

 

図 1 各仕様から機器を選出するフローチャート 

表 1 装荷統計の取得における設計条件 

容量𝑘𝑉𝐴[kVA] 0.1~10 

使用周波数𝑓[kHz] 20 

入力電圧𝑉in[V] 210~1010 

電圧比𝑁r 1 

電流密度∆𝐼[A/mm2] 2.0~3.0 

磁束密度𝐵m [T] 0.8 以下 

温度上昇∆𝑇[℃] 75以下 

定格時の効率𝜂[%] 99.0以上 

鉄心素材 ファインメット材 

鉄心形状 カットコア  

銅線規格番号 JISC3215 − 0 − 1 

𝑆

𝒇
= 𝐾0𝑨𝝓 (1) 

𝑨 = 𝐴0 (
𝑆

𝒇
)

1 (1+𝛾)⁄

, 𝝓 = 𝜙0 (
𝑆

𝒇
)

𝛾 (1+𝛾)⁄

 (2) 
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      図2 装荷統計結果 

 

 

図 3 設計フロー 

４．変圧器設計 

 今回設計する高周波変圧器の仕様を表2に示す。図

3は変圧器の設計フローである。図中の特性算出では，

近似式より鉄損を算出，近接効果と表皮効果を考慮し

た交流抵抗から銅損を求める[4]。さらに，鉄損と銅損

より温度上昇と効率も求めている[5]。表３に設計結果

を示す。同表より、設計では効率 99%を超える高周波

変圧器となっている。 

５．まとめ 

 高周波変圧器における損失や温度上昇の解析に基

づき，電圧210[V]，410[V]，610[V]，810[V]，1010[V]，

容量0.1~10[kVA]，周波数20[kHz]において設計に必

要なパラメータを取得した。その結果，電圧が異なる

場合でも，比容量に対する電気装荷と磁気装荷は大き

く変化しないため，それぞれを近似的に同じ特性曲線

にまとめることができる。また，これらの特性より表

３に示す高周波変圧器の設計が可能となった。 

今後は，設計した変圧器を製作して，理論値との比

較検討を行う。また，リッツ線を用いた微増加比例法

を検討する予定である。 
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表2 変圧器の仕様 (単相内鉄形) 

容量𝑘𝑉𝐴[kVA] 1 2 

使用周波数𝑓[kHz] 20 

入力電圧𝑉in[V] 105 210 

出力電圧𝑉in[V] 210 210 

電圧比𝑁r 2 1 

耐熱クラス E種 

絶縁規格 JIS C6950 − 1: 2012 
表3 設計結果 

容量𝑘𝑉𝐴[kVA] 1 2 

一次側巻数𝑁1 [Turn] 14 20 

二次側巻数𝑁2 [Turn] 28 20 

一次側巻線の直径
𝐷1 [𝑚𝑚] 

0.79(2W) 0.75(4W) 

二次側巻線の直径
𝐷2 [𝑚𝑚] 

0.79(4W) 0.75(4W) 

電線種類 一般特性‐エナメル銅線 

鉄心品名 F3CC0008 F3CC016A 

銅損𝑃𝑤[W] 1.55 2.23 

鉄損𝑃𝑐[W] 5.01 9.18 

効率𝜂[%] 99.3 99.4 

耐電圧[V] 624 624 
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誘導加熱を用いた脱水素装置の検討 

○吉田拓海，枡川重男（東京電機大学） 

Examination of Dehydrogenation Device  

Using Induction Heating 

YOSHIDA Takumi, MASUKAWA Shigeo (Tokyo Denki University) 

 

キーワード：誘導加熱，直列共振，リッツ線，水素抽出 

 

1. まえがき 

近年，地球温暖化が進行する中で，水素はエネ

ルギーを効率良く利用でき，液化・貯蔵性に優れ，

また，利用の際，二酸化炭素を排出しないという

利点から注目されている。しかし，現在水素の抽

出方法は，化石燃料を用いた抽出方法が主流であ

り，二酸化炭素の排出が問題となる 1)。そこで，

化石燃料を用いた水素の抽出より反応温度が低

く，安全性が高いエタノール/メタノール改質方式
2)，また，その熱源として再生可能エネルギーを用

いた誘導加熱方式に着目する。誘導加熱は，渦電

流を利用した発熱方式で，高効率で二酸化炭素を

排出せず，高温状態を維持できる 3)。 

今回，水素の抽出の前段階となる誘導加熱装置

の基礎的な実験を行ったので，以下に報告する。 

2. 回路構成および誘導加熱コイル 

誘導加熱の回路構成を図 1，回路定数を表 1 に

示す。同図に示すように，ハーフブリッジ回路で

高周波化し，高周波交流電圧を負荷に供給する。

また同時に，直列共振を取り入れる事で，共振時

のインピーダンスを最小としている 3) 。ソレノイ

ド方式の誘導加熱コイルは，高周波損失が小さな

リッツ線を用いる。また，負荷を誘導加熱コイル

内に収めるために 38 回巻きとした 3)。負荷として

は手軽に購入可能なスチール缶を用いて，空焚き

状態で 200[℃]程度に温める 2)。 

3. 測定結果 

3.1 誘導加熱による空焚き 

 図 1 に示す誘導加熱コイル内にスチール缶を設置

する。次に，入力電圧𝑉inを印加して，スチール缶を空

焚きし，1分，3分，5分後のスチール缶内側の温度T

を測定する。表 2はスチール缶 1層巻き，スチール缶

を 2枚重ねた2層巻き，それぞれを誘導加熱コイル内

に設置した時の測定結果を示している。同図に示すよ

うに，スチール缶 2層巻きの抵抗値は，1層巻きと比

べて約 1.75 倍となるため，スチール缶 2 層巻きの発

熱が十分大きい事が予想される。そこで，今回の測定

では，スチール缶2層巻きを負荷として測定を行った。 

表 3に測定結果を示す。同表に示すように，入力電

圧𝑉in = 100[V]を超えると，スチール缶内部の温度が

200[℃]を超えていることが分かる。図 2は, 入力電圧

𝑉in = 110[V]を印加した時の出力電圧𝑣0，誘導加熱コ

 

 

図 1 誘導加熱の回路構成 

 

表 1 回路定数 

入力コンデンサCo[μF] 2200 

入力コンデンサC1，C2[μF] 470 

誘導加熱コイルL[μH] 74.05 

共振用コンデンサC3[nF] 31.5 

スイッチング周波数 fsw[kHz] 100 

 

表 2 スチール缶を設置した際の測定結果 

1層 

巻き 

インダクタンス
𝐿[μH] 

抵抗 

𝑅𝑠[Ω] 
Q値 

缶なし 95.07 0.261 228.87 

缶あり 63.90 6.10 6.582 

2層 

巻き 
インダクタンス

𝐿[μH] 

抵抗 

𝑅𝑠[Ω] 
Q値 

缶なし 94.73 0.2723 218.58 

缶あり 74.05 10.68 4.356 

 

 

ゲート
ドライブ
回路

ゲート
ドライブ
回路

𝐿
誘導加熱
コイル

𝑉in

  

  

  
共振用コンデンサ

  

  

負荷

 0

 0𝑣0

誘導加熱コイル
リッツ線

（0.08[mm]×235本）
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イルを流れる負荷電流 0の実測波形である。同図に示

すように 𝑣0， 0が，ほぼ同相であるため，回路は共振

状態で動作している。また，その他の入力電圧𝑉inにお

いても，図 2と同様に共振状態を維持している。 

3.2 水の蒸発実験 

 今回，水素の抽出は 200[℃]程度に温めたスチール

缶内部に触媒を塗り，そこにエタノール系溶媒を噴霧

させ，蒸発する水素の抽出を行うことを想定している。

そこで，現在作製した誘導加熱装置で温めたスチール

缶内部に水を噴霧させ，蒸発を促し，吹きかける前後

の温度変化を確認する測定を行った。 

図 3 に測定結果を示す。測定は入力電圧𝑉in =

110[V]一定で，180[℃]，190[℃]，200[℃]まで缶内部

を温める。次に，スチール缶上部から霧吹きスプレー

を用いて，水を 20秒間隔で 1回噴霧し，10分間測定

する。その結果，同図に示すように，スチール缶内部

の温度は100[℃]程度から140[℃]程度の範囲で一定に

保たれている。また，200[℃]に温めた時は，噴霧時に

おける缶内部の温度低下が著しく，結果として

180[℃]，190[℃]の時と比較すると，スチール缶内部の

温度は約20[℃]低下した。 

4. まとめ 

 誘導加熱を用い，水素の抽出の前段階となる誘導加

熱装置の基礎的な実験を行った 。スチール缶上部か

ら水を噴霧させた後においても，スチール缶内部を

100[℃]程度から 140[℃]程度の範囲で一定に保つこと

が可能である。よって，今回の作製した誘導加熱装置

を用いて，スチール缶の温度を制御すれば，水素の抽

出が可能となるであろう。 

今後，水を吹きかける前後においても，200[℃]程度

を保持出来るように，更なる装置の改良を進める。さ

らに，図 4に示すように，ビーカー，噴霧用ノズルを

設置して，下部から溶媒の噴霧を行い，蒸発する水素

を抽出する装置の開発を進める予定である。 

 

図 4 完成予定の装置概略図    

 

表 3 スチール缶内部の温度変化 

入力電圧
𝑉in[V] 

80.1 90 100 110 120 

時間[分] 温度T[℃] 

1 110 120 135  137  152  

3 159 158 187  200 202 

5 174 182 206 223  225 

図 2 入力電圧𝑉in =110[V]印加時の 

         出力電圧𝑣0・負荷電流 0実測波形

 

図 3 水の噴霧による温度変化 

    （入力電圧𝑉in = 110[V]一定） 
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PCECを用いたメタン混合ガス製造システム構成の検討 

○青柳徹，辻健太郎，直井和久, 塩野光弘, 吉川将洋（日本大学） 

 

Study on methane mixed gas production system configuration using PCEC 

Tetsu Aoyagi, Kentaro Tsuji, Kazuhisa Naoi, Mitsuhiro Shiono, Masahiro Yoshikawa 

(Nihon University) 

 

キーワード：水素,メタン,PCEC,SOEC,メタン混合ガス製造システム 

 

1. はじめに 

 現在,再生可能エネルギー等で生じた余剰電力から

水素を製造し既存のインフラを活用できる水素のメ

タン化技術が注目を集めている.前田らは固体酸化物

形燃料電池電解槽(以下 SOEC)を用いて水蒸気電解を

行い水素を製造し,サバティエ反応を利用したメタン

混合ガス製造システムについて研究を行っており,エ

ネルギー効率は 81.7%と報告している 1).本稿では,よ

り高効率化が期待できるプロトン伝導形セラミック

燃料電池電解槽（以下 PCEC）を用いたメタン混合ガス

製造システムを新たに構成し,エネルギー効率の検討

を行ったので報告する. 

2. メタン混合ガス製造システム 

SOEC では燃料極側に製造された水素と電解されな

かった水蒸気が排出されるが,PCECは燃料極側からは

製造された水素のみ排出される特徴がある.従って,

これを考慮して文献１)のシステムを PCEC に置き換

えたメタン混合ガス製造システム(システムA)は図１

のようになる. 

 
図 1 PCEC型メタン混合ガス製造システム(システム A) 

 

図１に示すように,システムは PCEC に水蒸気を供

給して水蒸気電解を行い水素を製造し,メタン生成器

に供給する.また,二酸化炭素は直接メタン生成器に

供給するシステムとなる.メタン生成器における反応

に伴う発熱はメタン生成器入口のガス予熱と蒸気発

生器の熱源として再利用し,足りない熱量はヒーター

で補うものとした. 

3. エネルギー効率の算出方法 

文献 1)の SOEC と比較するために,エネルギー効率

の算出方法を以下に述べる.メタン生成器では(1)式

に示すサバティエ反応と(2)式に示す水性シフト反応

のみが起こると仮定し,その反応はそれぞれ平衡に達

するものとした.電解槽での水蒸気電解反応を(3)式

に示し,電解槽における電解電圧は過電圧に伴う発熱

と反応に伴う吸熱が釣り合い,温度が維持されるサー

モニュートラル電圧𝐸𝑡ℎとして(4)式から算出し,電解

電流は電解槽の水蒸気利用率を 80%と仮定して(5)式

から算出した 1).本システムでは H/C=8 の条件で,水の

供給量を 4mol/s,二酸化炭素の供給量を 1mol/s と

し,PCEC の運転温度を 600℃,メタン生成器の温度を

300℃とした.また,システムにおける熱損失は考慮し

ないものとした.システム効率は供給電力に対するエ

ネルギー効率𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐として高位発熱量基準(HHV)で

式(6)より算出した 1). 

 4𝐻2 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 (1) 

 𝐻2 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 (2) 

 𝐻2𝑂 → 𝐻2 +
1

2
𝑂2 (3) 

 𝐸𝑡ℎ =
∆𝐻𝑇

2𝐹
 (4) 

 
𝐼

2𝐹
= �̇�𝐻2𝑂

× 𝑈𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 (5) 

 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 =
−∑ �̇�𝑖∆𝐻𝑓0𝑖

𝐿
 (6) 

𝐸𝑡ℎ:電解電圧, 𝐹:ファラデー定数, ∆𝐻𝑇:温度 Tにお

ける H2O のエンタルピー, 𝐼:電解電流, �̇�𝐻2𝑂
:水供給

モル数, 𝑈𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 :水蒸気利用率, 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐:供給電力に

対するエネルギー効率, �̇�:各ガスの貯蔵量, 𝑖:ガス

の種類, ∆𝐻𝑓0:各貯蔵ガスの燃焼熱, 𝐿:供給電力
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図２ PCECを用いたメタン混合ガス製造システム（システム B） 

 

4. 結果 

4.1 PCEC型メタン混合ガス製造システム(システムA) 

SOEC,PCECそれぞれのシステムの反応後のガス組成

を表１に示す.表１より反応後の組成は PCEC の特徴

により水蒸気の濃度が減少し,メタンの濃度が高まる

ことが明らかになった.一方,エネルギー効率は

SOEC,PCEC それぞれにおいて 81.7%,81.8%となり,効

率はあまり変わらないことが明らかになった. 

表１ 反応後のガス組成(システム A) 

 
SOEC型システム PCEC型システム 

mol% mol mol% mol 

H2 4.26 0.12 4.18 0.11 

CO 0.01 0.00 0.02 0.00 

CO2 8.08 0.23 8.56 0.23 

H2O 60.67 1.72 58.17 1.54 

CH4 26.99 0.77 29.07 0.77 

4.2 PCEC型メタン混合ガス製造システム(システムB) 

 システム Aでは図１※において 55kW の熱を捨てて

いるため,新たに熱交換器を蒸気発生器の前に追加し

てシステム B を構成した. 図２に新たに構成したシ

ステム図を示す.システムはPCEC,メタン生成器,熱交

換器,蒸気発生器,ドレン,ポンプで構成した.このシ

ステムの PCEC による電解電圧,電解電流はそれぞれ

1.279V,617.5kA となり PCEC による消費電力は

790.0kW となった.システムにおける全消費電力は

853.5kWで貯蔵ガスエネルギーは水素,一酸化炭素,メ

タンの合計が718.9kW(HHV)となり,消費電力に対する

エネルギー効率は 84.2%に上昇した.図３に各システ

ムにおける貯蔵ガスエネルギーと供給電力のグラフ

を示す.システム A でのヒーターによる消費電力は

84.6kWであったが,システム Bでのヒーターによる消

費電力は 63.5kW となり,熱交換器を一つ追加したこ

とによりヒーターによる消費電力を約 21.1kW 抑える

ことができ,システム Aよりもエネルギー効率は 2.4%

向上することが分かった. 

 

図３ 貯蔵ガスエネルギーと供給電力 

5. まとめ 

 エネルギー効率を向上させるためシステム B を新

たに構成しエネルギー効率について検討を行った.そ

の結果,システム Bのエネルギー効率は 84.2%となり,

熱交換器を一つ追加しヒーターによる消費電力を抑

えることにより,システム A よりエネルギー効率は

2.4%向上することが分かった. 

6. 参考文献 

1) 前田厚史他:「共電解を利用した SOEC型メタン混合ガス製

造システム及び製造ガスの都市ガスパイプラインへの供

給検討」:横浜国立大学(2017) 

https://www.fcdic.com/pdf/toukouronbun/toukou20.pdf 
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高周波駆動した全波整流型コッククロフト-ウォルトン回路の動作試験 

○中川湧貴(サレジオ高専）,米盛弘信(サレジオ高専) 

Operation Test of High Frequency Driven Full-Wave Rectification Type Cockcroft-Walton Circuit 

NAKAGAWA Wakutaka (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：高周波トランス,フライバックコンバータ,全波整流型CW回路 

 

1. はじめに 

コッククロフト－ウォルトン(CW：Cockcroft–

Walton)回路は,交流電圧を直流高電圧へ容易に変換で

きるが,出力電流の低下が問題である.全波整流型 CW

回路は,半波整流型 CW 回路に比べて充電回数が倍

になるため,出力電流の増大とリップル率の改善が可

能である[1]
.また,回路を高周波化することで出力電圧

降下の低減,電流値の増大,及びリップル率の改善が確

認されている[2]
.一般的に,CW 回路は段数を増やすこ

とで高電圧を生成可能である.そこで,本研究室では

CW回路を応用して,太陽光を模擬するPVモジュール

用のパワーLED 式室内実験用光源を実現する研究を

続けている.光源の実現にあたり,商用電源 100V－

50Hz(or 60Hz)での駆動を目指す.使用するパワーLED

の駆動条件は,電圧:300V,電流:600mA,リップル率:1%

未満である. 

図 1 は,全波整流型 CW 回路にスイッチング回路を

接続して高周波駆動する提案回路である.先行研究[3]

では,電子回路シミュレータ LTspice を使用し,スイッ

チング回路を付加した CW 回路の段数を変化させた

際の出力電圧と出力電流を明らかにした結果,CW 回

路 2 段で目標値に到達した.次の実験として,実機で商

用周波数から kHz オーダーへ高周波変換し,多段接続

した全波整流型 CW 回路に高周波パルスを入力した

際の出力特性を明らかにする必要がある.そこで著者

らは,実機で高周波駆動した全波整流型 CW 回路の段

数を変化させた際の動作試験を行う. 

本稿では,多段接続した全波整流型 CW 回路を高周

波駆動した際の出力 I-V 特性,及びリップル率を明ら

かにする. 

 
図 1 提案回路 

2. 回路動作 

本回路は,高周波トランスを介して全波整流型 CW

回路に電力を伝達する方式を採用している.本実験で

は,全波整流型 CW 回路 2 段を接続することで出力電

圧の増加を目指す.また,出力電流増大のためスイッチ

ング回路を付加した CW 回路を高周波駆動する.高周

波交流は,MOS-FETをDuty比 50%の 15kHzパルスで

駆動することで発生させる.ゲート回路は,フォトカプ

ラ(TLP250)を使用し,ファンクションジェネレータか

らの高周波信号を MOS-FET に送った.トランスの巻

き数比は 1:1.5:1.5 とした.一般的に,自己インダクタン

ス LRをスイッチングすると MOS-FET の D-S 間に大

きなサージ電圧が発生して加わる.このサージ電圧が

MOS-FET の耐圧を超えた場合,MOS-FET が破損する

可能性がある.これを防止するため,MOS-FET の D-S

間にコンデンサCRを挿入した
[4]

. 

3. 実験方法 

図 2 は,2 段接続した全波整流型 CW 回路を示す.本

実験では,実機で全波整流型 CW 回路 2 段を高周波駆

動させた際の出力電圧と出力電流を明らかにする.本

実験は,実機で高周波変換を確認するため,直流安定化

電源を用いて電源電圧:10V 一定とし,安全に配慮した

上で回路動作を確認する.また,スイッチング周波数

は,15kHz 一定として高周波数に変換する.全波整流型

CW回路の段数は2段において,負荷抵抗100Ω～1kΩ

を 100Ωステップで変動させて測定を行った.出力電

圧と出力電流は,負荷抵抗の両端波形から導出した. 

リップル率は,(1)式で算出した. 

リップル率 𝛾 =
交流分𝑉𝑅

直流分𝑉𝐷
× 100[%] ・・・(1) 

VOUT

VIN

VIN

GND

 

図 2 全波整流型CW回路 2段 
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4. 実験結果 

 図 3 は,CW 回路の段数を変動した際の出力特性を

示す.図4は,CW回路 1段(負荷抵抗：1kΩ)時の高周波

トランス1次側と2次側の波形を示す.図3(a)の I-V特

性より,CW回路 2段時で最大出力電圧：9.5V,最大出力

電流:58.9mA を得た.また,CW 回路 1 段は最大出力電

圧:5V であった.この結果より,CW 回路の段数増加に

伴い,損失はあるが倍電圧に昇圧されたことが確認で

きた.図 3(b)のリップル率より,負荷抵抗が大きくなる

につれてリップル率が低減することがわかった.しか

し,本提案回路におけるリップル率は最小で 2.8%であ

るため,目標値であるリップル率 1％未満は得られな

かった.また,図4より,トランス1次側3.4Vに対して2

次側2.6Vとなっている.これは,今回使用した高周波ト

ランスの 1 次側が方形波であるため電圧値の減少が

発生したと考えられる. 

5. まとめ 

本稿では,多段接続した全波整流型 CW 回路を高周

波駆動した際の出力 I-V 特性及び,リップル率を明ら

かにした.結果より電源電圧 10V に対して CW 回路 1

段(1kΩ)時に高周波トランスの2次側電圧は2.6Vとな

った.そして,同条件における CW 回路の出力電圧は

5V であったため,昇圧された数値が確認された.また

CW回路の段数を2段に接続した際の出力電圧は9.5V

であったため CW 回路の段数を増加させた際におい

ても昇圧が確認できた.しかし,本提案回路では,電源電

圧に対してスイッチング回路及び,高周波トランスを

介した出力電圧値が減少している.これは,トランスの

1次側波形が正弦波ではないことから高周波トランス

内の損失が発生したことが原因と考えられる.改善案

として,提案回路に LC 並列共振回路を挿入してスイ

ッチング回路で生成した方形波から正弦波に変換し,

トランスに流入する高周波成分を低減させることが

挙げられる. 

参考文献 

[1] 幅野岬太 大島穂高,米盛弘信：「コッククロフト

-ウォルトン回路の電流増大に向けた一提案－

半波整流型CW回路と全波整流型CW回路の性

能の比較－」第 9 回大学コンソーシアム八王子

学生発表会要旨集,pp.96-97（2017） 

[2] 大島穂高 幅野岬太,米盛弘信：「コッククロフト

-ウォルトン回路の電流増大に向けた一提案－

入力周波数と出力電流の関係－」第 9 回大学コ

ンソーシアム八王子学生発表会要旨集,pp.98-99

（2017） 

[3] 中川湧貴,米盛弘信：「シミュレータによるスイッ

チング回路を付加した全波整流型コッククロフ

ト-ウォルトン回路の動作解析」2020年(第 38回)

電気設備学会全国大会講演論文集,pp.4-5,A-3 

[4] 落合政司：「「スイッチング電源回路」の設計入門」，

日刊工業新聞社，p.112(2018.5) 
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(a) 負荷抵抗を変動した際の出力 I-V特性 

 

(b) 負荷抵抗を変動した際のリップル率 

図 3 CW回路を段数変動した際の出力特性 

 

図 4 高周波トランス 1次側(橙),2次側波形(青) 
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制御回路を改善した IH調理器用AC-AC直接変換回路の 

加熱効率に関する研究 

○綿貫歩（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

A Study on the Improvement of Efficiency in AC-AC Direct Conversion Circuit for IH Cooker with Improving Control Circuit 

WATANUKI Ayumu (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：SiC-MOS-FET, AC-AC直接変換，電磁誘導加熱 

 

1. 緒言 

IH 調理器は、高周波誘導加熱の原理を用いた加熱

調理システムであり、一般的には商用電源を直流へ順

変換し、さらに直流を高周波交流へと逆変換して

50Hz を 20kHz 程へと変換している。同方法は一度直

流に順変換して再度高周波交流へ逆変換するため、使

用する素子数が多くなり損失が大きくなる。そこで本

研究室では、交流商用電源を双方向スイッチによって

直接高周波へ変換することで素子の導通損失を大幅

に減らす回路方式を提案している。しかし、先行研究

では変換効率は 57.2%と実用に供する変換効率に達

することができなかった。 

そこで本稿では、素子の種類及び制御回路を改善す

ることで変換効率をどこまで改善できるかを検討す

る。 

2. 問題点 

図 1は、本研究室が提案しているAC-AC直接変換

回路である。従来の卓上型 IH調理器は、ダイオード

ブリッジおける全波整流後、1石でスイッチングを行

うのに対し、本回路は商用電源を入力とし、2石のFET

を逆向きに直列接続し、それぞれのFETにダイオー

ドを並列接続することで逆導通特性を付与している。 

筆者らは先行研究[1]における効率低下の要因として

制御回路の最適化不足を考えた。具体的には FET の

切り替え回路に注目した。直列接続された FET は、

商用電源のゼロクロス(ZC)点に合わせて、スイッチン

グするFETを切り替えなければならない。先行研究[1]

では、図 2 のようにフォトカプラ(TLP627)を用いて

AC100Vから直接クロスタイミングを得ているが、フ

ォトカプラの入力側はLED であり、順方向電圧Vfが

1V 程あるため、正確に 0V でクロス動作ができない

問題があった。また、ZC 切り替え信号とスイッチン

グ信号が非同期であった為、スイッチング信号がON

状態のときに駆動する FET が切り替えられることが

あり、それによって貫通電流やノイズの発生が観測さ

れている。 

 
図 1 提案している AC-AC直接変換回路 

 

図 2 先行研究で使用していた ZC検出回路 

3. 損失低減法の提案 

本稿では、FET制御回路の見直しによる制御の最適

化及び、一般的なMOS-FET を SiC-MOS-FET に置換

することでON抵抗の低下を図り、効率の改善効果を

検討する。図 3は、本研究で提案する改善形のZ C検

出回路である。改善の 1つ目は制御回路の最適化であ

る。先行研究[1]で使用していた TLP627 による ZC 検

出回路で問題となったVf≃1Vによる不正確なZC検出

の課題に着目した。そこで、Rohm社のZC検出 ICを

採用することにした。この IC を用いることで ZC 信

号の誤差を無くすことが可能と考えた。 

 

図 3 本研究で使用した ZC検出回路 
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2つ目は、制御信号の同期である。マイクロコンピ

ュータを用いて全ての制御を行うことで FET を一度

全てOFF状態にした後、500nsのデッドタイムを設け

てから反対側の FET を駆動することにした。これに

より、貫通電流やゲート寄生容量による誤スイッチを

防ぐことが可能となる。 

3 つ目の SiC-MOS-FET への変更による低ON 抵抗

化では、一般的な MOS-FET(先行研究では 2SK1522)

の ON 抵抗： 85mΩ に対し、 SiC-MOS-FET 

(C3M0016120K)では16mΩと大幅に低減される。すな

わち、等価直列抵抗の低減につながり、損失と発熱の

低下に寄与する。 

4. 実験方法 

本実験は、加熱する際のエネルギー変換・伝達効率

の向上を確認することが目的である。交流電源が出力

する電力量と鍋に入れた水が得た熱量を用いてエネ

ルギー変換効率を算出する。実験は、常温の水道水

(23℃)1000mL を鍋に入れ、鍋の蓋を閉めて加熱を行

った。交流安定化電源は、100Vrms-50Hzとした。FET

のスイッチング周波数は 20kHzとした。入力エネルギ

ーは、パワーアナライザを用いて電源電力と力率を測

定し、出力エネルギーはメモリーハイロガーと熱電対

を用いて鍋の水温を測定して算出した。 

5. 実験結果 

図 4は、加熱した際の水温変化を表す。鍋の水は実

験開始時 20.5℃であり、平均 11.4℃/分で上昇してい

き、加熱開始から391秒で 99.5℃に到達した。 

 

図 4 加熱した際の水温変化 

電源電力は、パワーアナライザより 1383.4VA、有

効電力1348.9W、力率97.5%がわかった。(1)式により、

傾きが一定となっている加熱開始 50 秒から 300 秒ま

でのデータを用いて熱効率ηを算出する。その結果、

効率は69.1％となった。 

𝜂 =
4.18×𝑄×(𝑇−𝑇0)

𝑆×𝑡
× 100 [%]・・・(1) 

Q:加熱対象[mL], T:水温[℃], T0:初期水温[℃], 

S:皮相電力[VA], t:加熱時間[sec] 

6. 既製品との比較 

既製品の卓上型 IH を用いた加熱実験を行い、加熱

効率を算出して提案法と比較を行った。使用した IH

は卓上型の1.2kWの製品である。図5は既製品の IH

を用いて加熱した際の水温変化を表す。 

 

図 5 既製品の IHを用いた際の水温変化 

4 章の実験方法と同様に既製品の IH で加熱実験し

たところ、皮相電力 1198.0VA、有効電力 1145.9W、

力率 95.6%であることがわかった。また、鍋の水は加

熱開始から411秒で 99.5℃に到達した。(1)式を用いて

同様に加熱効率の計算を行ったところ、75.4%となっ

た。これらより、本研究で作製した回路は既製品と比

較して 91.2%程度の効率しか出せていないことが分

かった。 

原因として、L2 コイルでの損失が推測される。L2

コイルは低周波用のチョークコイルである。そこに

20kHz の高周波電流が流れると表皮効果により内部

インピーダンスが上昇する。Frequency Response 

Analyzer(FRA)を用いて測定したところ、IHの駆動周

波数である20kHzでR=193.8Ωとなった。これにより、

供給エネルギーの一部が L2 コイルで消費されてしま

っているため、効率が下がったと考えられる。 

7. 結言 

本稿では、筆者らが提案する IH 調理器用 AC-AC

直接変換回路の効率改善に向けた取り組みを報告し

た。変換効率は、先行研究から+11.9%の改善となった。

しかし、既製品と比較して-6.3%と、高効率化にはま

だ課題がある。今後は L2 の損失を減らす手法を模索

していきたい。 

参考文献 

[1] 阿部灯竜，米盛弘信："直列型双方向スイッチを用いた IH
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特別研究・卒業研究概要集，p.84，(2020) 
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IH調理器の使用中におけるコンタクト電流の測定 

○川村公音（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

A Measurements on the Contact Current in Use of IH Cooker 

KAWAMURA Kuon (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu(Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：家庭用電磁調理器，内容物，電磁誘導, コンタクト電流 

 

1.諸言 

誘導加熱(IH：Induction Heating)調理器は、加熱コイ

ルに流れる電流で磁束を発生させ、鍋などの金属製調

理器具に磁束を鎖交させることによって調理器具を

自己発熱させている。このとき、IH 調理器は、商用

周波数50Hz・60Hzを20～90kHzの高周波交流に変換

し、コイルに電流を流して磁束を発生させている。し

たがって、家庭内の電気製品の中で、IH 調理器は、

原理上磁界の発生源となる。近年、調理器具を介した

接触電流や人体が磁界にばく露された際の人体への

影響、特にペースメーカなどの体に植込むタイプの医

療機器を使用しているユーザへの影響について関心

が高まっている。以上のような背景のもと、IH 調理

器周辺における人体への誘導電流の研究が盛んに行

われている。 

本稿では、昨年度から進めている IH 調理器使用中

における誘導電圧とコンタクト電流についての研究
1）2）を継続し、IH調理器使用中の鍋からユーザ側へ流

れる可能性があるコンタクト電流の測定結果を報告

する。 

 

2.問題点の抽出 

 IH 調理器による調理器具の加熱の際、鍋の中に水

道水や油等の液体を入れて調理することになる。水道

水は不純物を含んでいるため、電気伝導性があり、金

属製のトングや箸から体内に電流が流入する可能性

がある。また、油を入れた場合、油は絶縁物であるた

め、導伝性のコンタクト電流は体内へ流入しないと考

えられる。そこで、筆者らは液体中の電気伝導度に着

目し、コンタクト電流が発生する条件を明らかにする。 

 

3.実験方法 

 図１は、コンタクト電流を測定するための実験構成

である。本実験では人体を固定抵抗Rに置き換え、電

流プローブを用いて銅製のパイプに接続した固定抵

抗R(100Ω)に流入する電流を測定した。電流プローブ

に通すケーブルは、測定を容易にするため5回巻きと

した。人体に流入するコンタクト電流の測定条件とし

て、鍋内部の液体を水(水道水)、油(食用油)、純水(高

純度精製水)と媒質を変えて行った。このとき、先行

研究での油を媒質とした際の特性と類似した場合、媒

質の電気伝導度がコンタクト電流の重要な要素であ

ると考えられる。 

 

図 1 コンタクト電流測定のための実験構成 

 

測定方法として、ホーロー鍋とステンレス鍋および

土鍋の三種類の鍋について、水、油、純水と媒質を変

える。そして、トングに接続した抵抗に流入する電流

を測定する。測定箇所は、以下の 8点である。①鍋底

の電流、②③④底から3cm離れた地点までを１cm間

隔で測定した電流、⑤⑥⑦液体の水面から 3cm 離れ

た地点までを１cm 間隔で測定した電流、⑧鍋のエッ

ジ(縁)の合計 8か所の電流を測定した。各測定箇所に

1～8 の番号を付け、グラフにおいても同表記を使用

した。本実験で使用したホーロー鍋は、金属素材の鍋

の内側をガラス膜でコーティングしたものである。ホ

ーロー鍋に対し、ステンレス鍋は、鍋内部がコーティ

ングされておらず金属部分が露出している鍋である。 

 

4.コンタクト電流の測定結果 

4.1ホーロー鍋使用中のコンタクト電流の測定結果 

図2にホーロー鍋使用中に抵抗100Ωへ流入する電

2020 年電気設備学会学生研究発表会

Copyright © 2020 IEIEJ-11-

A-6



 

流を示す。水を使用した実験と純水を使用した実験で

は、液体にトングが触れた場合に約 1.3mA の電流が

計測できた。油は絶縁物であるため、媒質中でも

0.5mA未満の電流しか計測できなかった。また、鍋の

エッジ部分は金属であり、すべての媒質について条件

が同じであるため、約 1.3mA 程度の電流が媒質にか

かわらず検出された。 

 

4.2ステンレス鍋使用中のコンタクト電流の測定結果 

 図 3 にステンレス鍋使用中に抵抗へ流入する電流

を示す。鍋の底はホーロー鍋と異なり絶縁膜が無いた

め、鍋の縁と同じ約 1.3mA の電流を測定した。水お

よび、純水を使用した実験では銅トングが液体に触れ

ていれば約1.5mAの電流が測定できた。 

 

4.3土鍋使用中のコンタクト電流の測定 

 図 4 に土鍋を使用した際に抵抗に流入する電流を

示す。土鍋は外側底面に発熱体が張り付いているタイ

プのものを使用した。土鍋には電流が流れないため、

すべての測定箇所でも絶縁物である油は約 0.5mA の

低い電流が測定された。水および純水を使用した実験

では、銅トングが液体に触れている場合約 1mA の電

流が測定できた。 

 

5.考察 

 前章の実験結果より、水および純水を用いて IH 調

理器を使用した場合、液体を介して抵抗へ微弱な電流

が流入していることを確認した。油を用いた実験およ

びトングが液体に接触していない場合にも電流が検

出されたのは IH 調理器から発生する磁束が鍋と同じ

く銅のトングに鎖交したからであると考えられる。得

られた結果を国際非電離放射線防護委員会（ICRIRP）

により設定されている接触電流の参考レベルと比較

すると20kHzにおける参考レベルでは 4mAとなって

おり 3）、感電の危険が生ずる恐れがないものといえる。 

 

6.結言 

 本研究では、IH 調理器使用中の金属製調理器具に

液体を介して流入するコンタクト電流の測定結果を

報告した。その結果、水と純水を用いた場合、液体の

中に電流が流れていることが示唆された。 

 

参考文献 

1) 山本創太,米盛弘信：“IHクッキングヒータ使用中

における調理器具の誘導電圧”,2019年（第 37回）

電気設備学会全国大会講演論文集，p.562，福岡

工業大学 (2019-08) 

2) 山本創太,米盛弘信：“IH 調理器で油を使用した

調理中における調理器具の誘導電圧”,第 11回大

学コンソーシアム八王子学生発表会要旨集

CD-ROM（2019-12） 

3) 太良尾浩生,林則行,伊坂勝生：“実稼働中の家庭

用電磁調理器の金属鍋に直接触れた場合におけ

る定常短絡電流の実測”,電気設備学会誌, 

,Vol.39,No.3,pp.12-19 (2019) 

図 2 ホーロー鍋使用時におけるコンタクト電流 

 図3 ステンレス鍋使用中におけるコンタクト電流 

図 4 土鍋使用中におけるコンタクト電流 
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交流電池に接続するコッククロフト-ウォルトン回路の出力特性 

○千葉穣（サレジオ工業高等専門学校）,米盛弘信(サレジオ工業高等専門学校) 

 

Output characteristics of the Cockcroft-Walton Circuit Connected to AC Batteries 

CHIBA Joe (Salesian Polytechnic)，YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

キーワード：交流電池,コッククロフト-ウォルトン回路,電気二重層キャパシタ 

 

１．諸言 

現在，あらゆる製品に使用されている電池は，1800

年にボルタが銅を負極，亜鉛を正極として一次電池

を実用化して以来，直流電源という認識が一般的で

ある。本研究室では，安全性と小型化・高効率化を

目指した世界初の独立型交流電池[1]（AC Biode社製）

に関する共同研究を 2020 年からスタートした。AC 

Biode社製の交流電池の特徴として，負極（Anode），

正極（Cathode）の間に Biode（両性電極，AC Biode

社の造語）を入れることにより，低電圧出力が実現

可能となっている。共同研究の内容として，交流か

ら直流を得るために市販されている静電容量100F程

度の電気二重層キャパシタ（EDLC：Electrical Double 

Layer Capacitor）を実装させたコッククロフト-ウォ

ルトン（CW：Cockcroft–Walton）回路の開発を目的

とする。 

本稿では，交流電池に接続する CW 回路(1 段)を

EDLC で構成し,充電特性を測定した結果を報告する。

また,将来的に小型ドローンを飛行させるため,交流

電池からCW回路に充電しつつ,ドローンへ電力供給

することを想定した充放電実験の結果を報告する。  

２．従来の直列接続型リチウムイオン電池パックの

問題点と交流電池について 

リチウムイオン電池はメモリ効果がないといわれ

ているが，実際は経時的な使用によって内部抵抗が

増加し，出力できるエネルギーが減少する。一般的

に電気自動車等で使用しているリチウムイオン電池

は，数多くのセルを直列接続し,大容量電池パックを

構成している。同手法の場合，各セルにおける内部

抵抗等の差異によって，各セルの充電バランスにバ

ラツキが生じる場合がある。そこで，各セルの電圧

を監視するためのモニタ回路を設ける必要がある。

また，複数のセルを直列接続して構成した電池パッ

クの正極側と負極側に配置されたセルは，経時変化

によって内部抵抗が高くなる傾向があり，電池の劣

化の要因となる。一対策案として，リチウムイオン

電池のセルを並列接続して全セルに共通の電圧を印

可する方法がある。並列接続した場合，内部抵抗の

バラツキに起因する充電電圧の偏りがなくなるため

上述した問題は軽減される。また，スイッチを切り

替えて交流的に電池を使用することで電池の内部抵

抗の増加を防ぐことが期待できる。しかし，並列接

続の場合，負荷が所望する電圧を得られない場合が

あり，昇圧回路が必要となる。そこで，充放電耐性

があるEDLCを使用したCW回路と組み合わせて電

源システムを構築するアイディアに至った。 

図1は，AC Biode社が開発した交流電池の構造で

ある。図 1を見ると，負極(Anode)，正極(Cathode)の

間にBiodeというAC Biode社が独自に開発した両性

電極を配置している点が特徴である。同電池は，外

部信号によって負極と正極をスイッチで切り替えて

1波長の交流を得る仕組みになっている。したがって，

AC Biode社の交流電池は，矩形波が出力される。以

上より，図 1の交流電池と大容量の EDLC を活用し

た CW 回路を組み合わせることによって，劣化が少

ない電源システムの構築を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 交流電池の構造[1] 

３．実験方法 

３.１ 充電実験 

図 2に実験で使用したCW回路を示す。入力側に

調整用のスライダックトランスを入れ，出力側は無

負荷状態とした。充電特性はスライダックで充電電

流の最大値を約1.5Aに調整しながらデータロガーに

よって測定した。本実験では，交流電池に接続する

CW 回路の充電特性を解析する。電源電圧は独立型

交流電池1個分の最大値が約3.7Vなので，3.7V一定，
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周波数は50Hz一定とした。使用したEDLCは3V耐

圧であり，CW 回路で電源電圧の倍電圧の出力が予

想されるので，EDLC3 個を直列で組み 9V 耐圧にし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 実験に供した CW回路 

３.２ 充放電実験 

図 3 に実験で使用した回路構成を示す。本実験で

は，交流電池に接続する CW 回路に充電をかけてい

る際に任意の電流値で放電させたときの特性を測定

する。電源は精密電力増幅器を使用し,ファンクショ

ンジェネレータによって交流電池から出力される矩

形波を再現し充電を行った。また,充電実験より

3.7Vppでは充電速度がかなり遅かったため,交流電池

を 2 個直列と想定して,7.4Vpp を充電電圧に選定し,

データロガーによって測定した。電流の追従特性を

測定するために電子負荷装置を使用し,1,3,5A で放電

をかけて電圧の減少傾向を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 充放電実験の回路構成 

４．実験結果 

４.１ 充電実験 

図 4は実際に組んだCW 回路の充電波形（各コン

デンサの両端電圧と出力電圧）である。EDLCが0V

の場合,初期充電時の電流が大きく,電源の上限を越

えてしまうため,電流制限をおこなった。その結果,

充電電流を制御したことによって充電時間は長くな

った。しかし,無負荷のため出力電圧が約7.4Vと理論

通りの電圧に昇圧することを確認した。また,各コン

デンサの両端電圧も耐圧 3V 以内であることも確認

した。 

４.２ 充放電実験 

図5は，CW回路を 7.4Vppで充電をかけた際に任

意の電流値で放電させたときの出力電圧の結果であ

る。結果として CW 回路の放電電流が大きくなるに

つれて電圧の減少がする傾向を確認した。ここで,各

放電電流値ともに,一定の電圧に収束していることか

ら,出力電圧の制御は可能と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 CW回路の充電電圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 放電させたときの出力電圧 

５．結言 

本稿では，交流電池と CW 回路を接続した際の充

電波形を示した。実際に組んだCW回路では 3.7Vか

ら出力電圧が約 7.4Vと理想的な結果を確認した。し

かし，実機を組むにあたり初期充電時の電流が大き

いという問題点があり，定電流回路を組み込む必要

がある。また, CW回路の放電電流が大きくなるにつ

れて出力電圧の減少が大きくなる傾向を確認した。

将来的には，交流電池と CW 回路の組み合わせによ

って小型ドローンを駆動させる予定であるため,電圧

の減少を回避するために静電容量及び CW 回路自体

の段数を増やした際の充放電実験を行う必要性があ

る。 

参考文献 

[1] ACBiode社HP，https://www.acbiode.com/home
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IH調理器使用時を想定した超音波暴露による不快感と生体信号の関係 

○岩佐駿（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

Relationship between Discomfort to Ultrasonic Exposure and Biological Signals when Using an IH Cooker 

IWASA Shun (Salesian Polytechnic)，YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：IH調理器,超音波,不快感,生体信号 

 

1．はじめに 

近年、一般家庭でも IH クッキングヒータ（以下、

IH 調理器）が普及し始めている。火を使わず電磁誘

導を用いて加熱するため、安全性に長けており、便利

で気軽に使用できる調理器具である。しかし、IH 調

理器で鍋を加熱すると駆動周波数や商用電源に混入

するインバータノイズ等に起因する騒音が発生し、人

体に不快感を与えている事例ある。特に IH 調理器の

駆動周波数に起因して発生する可聴領域外の高周波

騒音は、約 100dBの高い音圧レベルの超音波である。

これらは、超音波暴露問題と称され、音響分野で活発

に議論が行われている。IH 調理器は、約 20kHzの高

周波電流を加熱コイルに流し、鍋に渦電流を誘導して

加熱している。つまり、加熱コイル電流に起因して発

生する高周波騒音の高次高調波は超音波領域となる。

可聴領域外の音は超音波であるため、直接音として認

識することはないが、人の脳や肌が超音波を感じ取る

ことによって、不快感を抱き、吐き気や頭痛などの症

状を誘発させる可能性を有している。超音波暴露問題

と同様に高周波騒音が人体に何らかの影響を与えて

いることが実証されれば、エアコンや蛍光灯といった

家庭で使用されている他のインバータ機器にも同様

な健康被害が起こりうる可能性が示唆されることに

なる。 

本研究では、不快感の要因を可聴領域外の超音波で

あると仮定して、交感神経と副交感神経の推移を観察

し、超音波暴露を受けた人間の不快感と生体信号の変

化を明らかにし、最終的に IH 調理器における超音波

暴露による不快感の軽減案を検討する。 

 

2．問題点の抽出 

現在使用されている IH 調理器は、使用時に発生す

る超音波が人体に不快感を与える場合があるという

報告がある[1]。不快感の例として、吐き気や頭痛、め

まいなどの症状が上がっており、少なからず人体にな

んらかの影響を与えている。 

 人間の自律神経には、交感神経と副交感神経の 2種

類が存在しており、常にどちらか一方が優位な状態を

保っている。人が不快感を覚えるタイミングとして、

この交感神経と副交感神経が逆転したときである。副

交感神経が優位にあり、リラックスしている状態であ

っても何らかのストレッサーを外部から加えること

によって、交感神経が優位に立ち、活発なストレス状

態になってしまう。IH 調理器におけるストレッサー

は、超音波と仮定しているが、仮実験として実際に IH

調理器使用時の交感神経、副交感神経の推移を観察し

統計を取り不快感を抱いているのかを確認する。 

本稿では、検証実験として IH 調理器と同様の

23kHz-100dBの超音波を人体に暴露し、被験者が受け

る不快感と自律神経の変化を測定する。不快感の定義

として、LF/HFが存在している。これは交感神経と副

交感神経を示す数値であり、4以上の値の場合、交感

神経が優位になっていることを示す。また、LF/HFの

みで不快感を定めるのは困難であることから、本研究

で示す「不快感がある」は LF/HF の値が基準値を超

えており、超音波暴露を受けた被験者が違和感を覚え

た場合のことを指す。実験に供するアンケートは、

yes/noで回答できる形式とし、被験者個人の感性的誤

差を極力生じないよう配慮する。 

 

3．実験方法 

図１は無響音室で行った検証実験の測定状態であ

る。今回の実験ではMy Beatという測定器具を用いた。

My Beatは心拍を計測することができる。心拍から副

交感神経と交感神経の推移を計測し、LF/HFを算出で

きる器具である。スピーカーと被験者との距離は

30cm、発振器を 23kHz とし、アンプを用いて 100dB

を出力する。その時の不快感と LF/HF の値を測定す

る。図２は検証実験のシーケンスを示したものである。

アンプの電源スイッチを入れる前に、5分間の安静時
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間を設けた。スピーカーから 100dBの超音波を出力し、

10分間心拍を計測する。スイッチを切り10分間安静

期間を再度設けた。今回の検証実験では、セクション

ごとに区切り、１セクション 5分とする。 

 

 

図 1 検証実験の様子 

 

 

 

＊1section5分とする。 

図 2 検証実験シーケンス 

 

 

セクション 1は安静状態であり、セクション 2は電

源をONにしてから 5分間、セクション 3と 4は超音

波暴露期間とし、スピーカーから 23kHz-100dBの超音

波を被験者に暴露する。セクション 5と6はスイッチ

を切り、再び安静状態とした。 

 

4．実験結果 

今回の検証実験では 10 代後半の男女（男子３人、

女子 2人）計 5人の計測を行った。図 3は LF/HFの

推移のグラフを示す。グラフはセクションごとに区切

っている。各セクションの平均を算出して被験者内の

標準偏差を算出する。図3よりスイッチを入れ、超音

波を暴露しているセクション 3 と 4 の期間に LF/HF

の値が基準値の4を超えており、交感神経が優位にな

っていることがわかる。つまり、超音波暴露によって

被験者の不快感が上昇していることがわかる。また、

電源を切った後 LF/HF の値が減少し始めていること

がわかる。このことから超音波を暴露された人間が不

快感を抱いていることがわかる。しかし、仮実験では、

10代後半の男女（男子 10人、女子10人）計 20人の

計測を行っていたため、検証実験でも被験者の母数を

増やしデータとして、より信頼性のあるもの目指す必

要がある。 

 

図 3 LF/HFの推移 

 

5．まとめ 

本研究の検証実験として LF/HF の推移を観察し、

超音波暴露によって不快感を抱くのかを確認した。結

果から超音波暴露期間における LF/HF は中央値をと

っても 6を超えており、交感神経が優位になっている

ことがわかる。しかし、仮実験より被験者が少なくデ

ータとして信頼性の高いものとは言い切れない。その

ため、今後は被験者を増やしデータとしてより信頼性

の高いものを目指す。また、仮実験の結果と比較する

と、検証実験の結果の方が LF/HF の値が高くなって

しまった。その要因として、超音波の暴露方向の違い

にあるのでは無いかと考えられる。超音波を出力する

スピーカーの指向性の問題にも着目し、より実際のIH

調理器と同様の環境作りを目指したい。されに、デー

タが揃った段階で、超音波を暴露された被験者が仮実

験と同じような LF/HFの推移をした場合、IH調理器

におけるストレッサーは超音波であると断言できる

と考えられる。IH 調理器によるストレッサーが断言

することができ次第、不快感の軽減策を提案する。 
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出される高周波騒音と不快感の関係”日本 AEM
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ハイブリッド PVモジュールの熱交換特性改善に関する研究 

○田中紫苑 (サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信 (サレジオ工業高等専門学校) 

 

Heat Exchange Characteristics of Hybrid PV Module Research on Improvement 

TANAKA Shion (Salesian Polytechnic)，YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic） 

 

キーワード：熱電変換素子，PVモジュール，ゼーベック効果 

 

1. 緒言 

 昨今の日本では，各所で太陽光発電が活用される

ようになっており，一般家庭で個人的に利活用する

例も見られる．この太陽光発電に用いられるPVモジ

ュールは一様に黒色系であり，特に夏場の表面温度

は日射量の関係上大変高くなる．PVモジュールは高

温になると，発電効率が低下する特徴がある．現在，

一般家庭向けに太陽光を給湯に利用する「太陽熱温

水器」が普及している．また，太陽熱温水器とPVモ

ジュールを用いた「光・熱複合ソーラーシステム」

も存在する． 

 先行研究では同システムに着目し，PVモジュール

に熱電変換素子を取り付け，反対の面を冷却するこ

とにより温度差を得て発電するハイブリッド PV モ

ジュールを提案した．筆者らは，提案したハイブリ

ッドPVモジュールを実際に製作し，諸特性を明らか

にすることを研究目的とした． 

本稿では，ハイブリッドPVモジュールに使用する

冷却用流水路に関する製作過程および供試装置を用

いた熱電変換素子の発電実験について報告する． 

図1 提案しているハイブリッドPVモジュールの構造 

2. 作成した冷却用流水路 

 図1は筆者らが提案しているハイブリッドPVモジ

ュールの構造である．図 1 に示す通り，冷却部は流

水によって冷却する．したがって，冷却のためには

すべての熱電変換素子の直下を流水が通るようにす

る必要がある． 

 図 2は作成した冷却用流水路のCAD図（水路面と

蓋面）である．熱電変換素子の直下に流水を通すた

め，流水路は図 2 に示すように S 字形状となるよう

に設計した．また，流水路はアルミ合金の削り出し

で作成するため，組み立てた際に隙間から水漏れす

る恐れがある．水漏れを防ぐ方法として，流水路と

蓋の間にシリコンゴムシートを挟んだ． 

  

(a)蓋面        (b)水路面 

図 2 流水路のCAD図 

3. 流水路の動作試験 

 製作した流水路に水を流して，所定の機能を満足す

るか確認する．流水路に取り付けたホースニップルの

うち，片側にホースを繋ぎ，蛇口から直接水道水を流

し込む．このとき，流水路内に水が満ちたのち，水圧

で水が飛び出すようにするため，ホースニップルは上

向きに設置した． 

 図 3は実験を実施したときの様子である．水は流水

路を通り，反対側のホースニップルから飛び出してい

るため，流水路は正しく機能していることが分かった．

しかし，側面の繋ぎ目から水が漏れていることを確認

した．また，蓋が固定ねじの締め付けトルクにより変

形する不具合が生じた．水漏れの原因は，蓋と本体間

の締結点が不足していたため，シリコンゴムに対し均

等に圧力がかかっていなかったためと考えられる．ま

た，蓋が締め付けトルクにより変形した原因も同じも

のと考えられる．そこで，締結点を増加し，流水路の
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蓋を再製作した．再製作した流水路を同様の方法で試

験した．図 4は，再製作した流水路の写真である．図

3で見られた水漏れはなく，流水路も正しく動作して

いることを確認できた．従って，水漏れの原因は，ね

じの締結点不足であることが確認できた． 

 

図 3 水漏れの様子 

 

図 4 流水路が正しく動作した様子 

4. 実験 

完成した流水路を用いてハイブリッドPVモジュー

ルの有用性を検討する．ハロゲンランプの光を図1の

ようにハイブリッドPVモジュールに照射し，流水路

に流水を流して温度差を発生させる．熱電変換素子は

可変する負荷に接続し，両端電圧と出力電流を観測し，

P-V特性を取得する．図5は実験装置の回路図である． 

 

図 5 実験回路図 

 

5. 結果 

 図6はP-V曲線である．図5の曲線の頂点を見ると，

2.5V時が最大点で，その値は 212.5mWである．しか

し，先行研究では[1]温度差 10℃で最大 218mW の電

力を出力できるとしているため，結果は悪化していた

と言える． 

 

図 6 P-V曲線 

6. 考察 

 実際に流水路とPVモジュールを組み合わせて発電

することには成功したが，先行研究で予想した結果か

らは大きく下回る結果となった．原因として，先行研

究で実施した温度差確保の構造との違いが考えられ

る．先行研究では，単一の熱電変換素子にラバーヒー

タとヒートシンクによって温度差を与えていた．しか

し，本供試装置では実物のPVモジュールを高温側と

して熱電変換素子を設置したため，設置面の平滑性が

不均一で電熱ムラが生じたと考えられる．また，実験

環境は温度差ムラを生む屋外であり，気温 6℃と大変

低温であったことも原因ではないかと考察する． 

7. 結言 

 本稿では，熱電変換素子を活用したハイブリッド

PV モジュールを提案し，実際に供試して実証実験を

行った．しかし，熱電変換素子への熱伝導効率の改善

などの課題が見つかった．本研究では先行研究からの

特性改善を目指しているため，これらの問題に取り組

み，発電効率改善に努めたいと考えている．また，流

量を可変した際の発電変化量も測定し，より実用に耐

えるシステムの提案に繋げていく． 
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MPPT機能付きDC-DCコンバータから発生するノイズの 

抑制用アクティブフィルタに関する研究 

○近藤榛樹（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

A Study on the Active Filter for Suppressing Noise Occurred 

from DC-DC Converter with MPPT Function 

KONDO Haruki (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic)  

 

キーワード：PVモジュール，ノイズ，アクティブフィルタ，MPPT 

 

1. 緒言 

昨今，エネルギー消費の拡大により，地球温暖化の影

響が懸念されている。そのため，再生可能エネルギーが

注目されている。その中でも太陽光発電システムは騒音

被害が少ない等の理由より，企業から一般家庭まで幅広

く普及している。しかし，メガソーラーなどの大規模な

太陽光発電システムからノイズが発生し，アマチュア無

線やAMラジオ帯に電波障害を引き起こしていると報告

が挙がっている[1]。そこで，本研究室はノイズの発生原

因を最大電力追従装置機能付きのDC-DCコンバータ(以

下：MPPT)のスイッチング動作に起因するものと考えた
[2]。そのノイズである高調波を抑制するため，ノイズの

発生源であるMPPTにアクティブフィルタ(以下：AF)の

導入を検討した[3]。先行研究ではシミュレーション上で

模擬PVモジュールを構築し，AFの有無がノイズに与え

る影響を明らかにした。 

本稿では，先行研究と異なるランダムな入力信号を変

化させたときの実験内容を示す。 

 

 
図 1 提案システム 

 

2. 先行研究での評価 

 先行研究では，回路シミュレータであるLTspiceでAF

を設計し，模擬 PV モジュールに導入した。模擬 PV モ

ジュールは，スイッチングによって歪む発電状態を表現

するため，交流電源にホワイトノイズを重畳したものと

した。また，電流波形を歪ませるために，パワーコンデ

ィショナをダイオードブリッジと置き換えた。評価指標

として全高調波歪み (以下：THD=Total Harmanic 

Distortion)を算出し，AF の有無が与える影響を明らかに

した。そして，AF のノイズ抑制効果の有効性を確認す

ることができた。AF の構成の一部である PWM フルブ

リッジインバータの入力信号は，LTspiceに制御系を導入

できないため，非同期正弦波 PWMとした。また，イン

バータは上下のMOS-FET がアーム短絡しないようデッ

ドタイムを設計した。図 2に実験構成図を示す。LTspice

では，プログラムを導入することができないため，論理

回路を用いて，基準波形との比較及び，逆相への変換を

再現した。 

 

 

図 2 実験構成図 

 

ホワイトノイズに含まれている周波数成分を1kHzか

ら 10kHzまでとし，電源周波数を 100Hz~10kHzまで

可変させた。また，AF のスイッチング周波数は 1kHz

とした。この時の歪んだ電源電流波形を FFT(以下：

FFT=Fast Fourier Transform)し，THDを算出した。

図 3に 1kHz時の電源電流の FFT波形を示す。また，

図 4に縦軸をTHD[%]とし，横軸を周波数[Hz]とした動

作結果を示す。図 3よりAFの有無で 10kHz～500kHz

Diode Bridge Load

Active Filter

White Noise

V in

Ⅰin

Simulated PV Module
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のノイズが大きく減少していることがわかる。 

 また，図 4 より低周波帯(100Hz~1kHz)では，AF が

ない状態で77.12%，ある状態で 12.48%と約 64.6%抑制

することができた。AF がない状態の THD は 1kHz ま

で下降状態にあり，1kHz～10kHz の範囲ではほとんど

一定であった。 

 

図 3 電源電流の FFT波形 

 

 

図 4 AFの有無がノイズに与える影響 

 

3. 実験内容 

 先行実験との比較を行うため，ノイズ源の振る舞いを

変化させた実験を行う。図5に実験構成図を示す。ノイ

ズ源を完全なランダムな波形とし，実験を行った。この

ランダムな波形は，振幅範囲を±20Vp-pとし，周波数は

100Hz~10kHzの範囲内での実験を行った。比較する基

準波形は振幅10Vp-p，周波数1kHzの正弦波とした。 

また，先行実験と同様にLTspiceでシミュレーション

を行い，評価指標はTHD[%]とした。全体の歪み率を調

べるため，THDの計算対象の周波数帯は100Hz~10kHz

とした。AF のスイッチング周波数 1kHz，負荷抵抗を

1kΩとして実験を行った。入力波形が実験の度に変化す

るランダム波形であるため，実験結果にバラつきが生じ

た。そのため，15回のシミュレーションを行い，平均値

と標準偏差を求めた。その結果，条件にも左右されるが，

AFによってTHDの改善を確認した。 

 

 

図 5 実験構成図 

 

4. 結言 

 本稿では，先行研究と異なるランダムな入力信号を変

化させた際の実験内容を示した。先行研究では，AF の

有無でTHDを最大約 64.6%抑制可能であることを確認

した。また，入力信号をランダム波形としたときの実験

結果は条件に左右されるが，AF によって THD が改善

されることを確認した。 

 

5. 今後の展望 

今後の展望として，実機による実験を行うために，実

験回路と制御部を製作する。製作予定の回路は DC-DC

コンバータの一種である降圧チョッパ回路をベースとし，

MPPT とフィードバック部の制御を付加する。MPPT

は山登り法とし，Arduino nano で制御する。フィード

バック部の制御は，ノイズにより歪んだPVモジュール

の波形と理想の波形との比較を行い，その差の逆相成分

をフィードバックすることにより，ノイズの抑制が可能

であるか確認する。 
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移動体を対象とした中継コイル方式非接触給電における模擬装置の製作 

○柴内真生（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

A Production on the Simulation Device of Relay Transmission Type  

Non-Contact Power Transmission System for Mobile Vehicles 

SHIBAUCHI Mao (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

 

キーワード：非接触給電、中継コイル方式、移動体、共振 

 

1.はじめに 

近年、非接触給電方式を用いた電力供給の開発が盛

んである[1]。本方式は、無線給電のため機械的トラブ

ルが少なく、容易かつ安全な給電方法として期待され

ている。応用分野の 1つに鉄道や電気自動車といった

移動体への給電がある。しかし、移動体へ給電する際

に給電効率等が低下する問題が考えられる。本問題を

解決するためには、移動体への給電実験を行い、技術

的な改善をすることが必須である。  

本稿では、数ある送電方式の中から中継コイル方式

を採用し、移動体に対する非接触給電を実現する模擬

装置の検討を行う。 

2.各送電方式のメリットとデメリット 

移動体に対する非接触給電を行ううえで、送電方式

は重要な要素である。非接触給電方式には筆者らが本

研究で対象とする中継コイル方式の他にセンサ方式

等がある。本章では、中継コイル方式と他のコイル方

式を比較し、問題点を検討する。 

図 1は、中継コイル方式の模式図である。中継コイル

方式は、中継コイルを一定間隔で設置して、最初のコ

イルにインバータを接続し、給電を行う方式である。

この方式は、施工性に優れるが、漏洩磁界が大きいと

いう問題がある。 

 

図 1 中継コイル方式による非接触給電 

 

センサ方式は、中継コイル方式と同様に中継コイル

を一定間隔で設置する。中継コイル方式との違いは、

インバータが各コイルに接続され、コイル間に移動体

検出用のセンサが配置される。中継コイル方式に比べ

漏洩磁界が小さいがセンサが故障すると機能が消失

する。 

3.模擬装置の提案 

本研究では、中継コイルを用いた移動体用の非接触

給電実験用模擬装置を試作する。図2に製作する模擬

装置のイメージを示す。DC5～12Vを市販されている

RF電源に接続し、中継コイルにRF電力を供給する。

模型車両には、受電コイルを車体下部に設置して受電

回路に接続し、RF 電力を DC 電力へ変換してモータ

へ送電する。本供試装置によって、走行中の給電が模

擬できるため、走行中の給電効率等の測定に寄与でき

る。 

 

図 2 模擬装置のイメージ 

4.実験方法 

本実験では、0.08mmの素線を 20本撚った標準外径

0.548mmのリッツ線を 510cmに切断し、8回巻いて送

電コイルを製作した。その後、各コイルのインダクタ

ンスを測定した。コイル間の共振を得るため(1)式より

コンデンサの容量を決定した。このとき𝑓の値は

72.3kHzとした。 

𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 ・・・・・(1) 

表 1 は各レール区間に配置した送電コイルのイン

ダクタンスである。各コイルを接続後、周波数特性分

析器を使用し、72.3kHz時の利得を測定した。測定結
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果を図 3 に示す。受電コイルは 0.6mm のエナメル線

を 372cmに切断し12回巻きにして製作した。図 4に

受電回路の回路図を示す。受電回路の出力端子に模型

車両の電池端子を接続して移動体を製作した。RF 電

源回路を 0番レールのコイルに接続し、その他のレー

ルも番号通りに接続した。電源回路への入力電圧は

DC7Vとした。 

 

図 3 各コイルの利得 

 

図 4 各コイルの利得 

 

表 1 送電コイルのインダクタンス 

Rail Number Inductance L [μH] 

0 7.05 

1 26.6 

2 22.8 

3 20.2 

4 20.1 

5 25.6 

6 21.4 

7 21.8 

 

5.実験結果 

図 5 に本実験で製作した模擬装置の完成形を示す。

図 5に各レールの電流、電圧の測定結果を示す。図 6

にレール上を移動体(模型車両)が停止したときにモー

タへ流れる電流、電圧および電力を示す。図 6より0

番、1 番レール間で電力の急激な低下を確認した。2

番レール以降は 70〜120VA 間で電力の伝送を確認し

た。図 7より0番〜4番レール間で電力の低下を確認

した。5番レール以降は0.5〜1.5VA間で電力の伝送し

ており、移動体が模擬装置を一周したことを確認した。 

 

図 5 完成した模擬装置 

 

図 6 各レールにおける電流と電圧 

 
図 7 各レール上に移動体がある際の電流と電圧 

 

6.まとめ 

本稿では、中継コイル方式の非接触給電模擬装置の

試作経過について述べた。本実験で計測した各レール

の利得の傾向と各レールでの電流、電圧に同様の傾向

を確認できた。移動体の電流、電圧に関しても 2番レ

ールで差異があるものの同様の傾向を確認した。これ

により各コイルの利得の確保が移動体への給電に重

要であるとわかった。 

 

参考文献 

[1] トランジスタ技術編集部：「初めてのワイヤレス

電力伝送」、RFワールド No.43、CQ出版社（2018） 
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電源ノイズによって発生する IHクッキングヒータの騒音に関する研究 

○継田夏海（サレジオ高専），米盛弘信（サレジオ高専） 

 

A Study on the Acoustic Noise of IH Cooking Heaters Generated by Power Supply Noise 

TSUGUTA Natsumi (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：IHクッキングヒータ，騒音，周波数 

 

1. はじめに 

昨今，家庭等に IHクッキングヒータ(以降，IH調理

器)が普及している。しかし，IH 調理器から可聴域騒

音が発生し，人々に頭痛や吐き気などの不快感を与え

ているという報告がある 1)。先行研究では，商用電源

に重畳した電源ノイズが騒音の原因 2)であることや，

鍋底径を大きくすると騒音が大きくなること 3)が報告

されている。また，重畳する電源ノイズ周波数によっ

て騒音の大きさが変化することが示唆されたが，原因

の解明には至っていない。先の研究では，商用電源

100V に対して 0.05%～0.7%程度のノイズが重畳する

と環境省が定める環境基準を超えることが明らかに

されている 2)。環境省の騒音に係る環境基準「専ら住

居の用に供される地域」「主として住居の用に供され

る地域」における騒音は，昼間で 55dB以下，夜間で

45dB以下が基準値として設定されている 4)。一方，電

源に重畳するノイズの周波数に関する規制は設けら

れているが，CISPR規格 14-1より，9kHz以下は規制

の対象になっていない。したがって，IH 調理器から

騒音を出さないための新たなガイドライン策定が必

要であると考える。本研究では，1～9kHzの電源ノイ

ズを重畳し，騒音の測定を行う。そして，電源ノイズ

と騒音の関係を明らかにする。 

本稿では，IH 調理器用の騒音に関するガイドライ

ンの策定に資するため，文献 2)より，重畳する電源ノ

イズ振幅値を 720mVrms，500mVrmsとした際に発生す

る可聴域騒音を報告する。 

 

2. 実験方法 

図 1に実験構成図を示す。可聴域騒音を測定する実

験方法は，以下に示す①～⑧である。また、実験では

加熱対象に鍋底径14cmの三層SUS鍋を使用する。 

① 先行研究に従い，各機器を準備する。 

② 鍋に水道水1ℓを注ぐ。 

③ プログラマブル交流安定化電源を定格 100V，

60Hz，1.4kW，正弦波に設定し，出力する。 

④ ファンクションジェネレータを用いて電源ノイ

ズ振幅値を 500mVrmsに設定し，電源ノイズ周波

数を 1kHz，2kHz，4kHz，7kHz，9kHzとする。 

⑤ IH調理器を用いて鍋の過熱を開始する。 

⑥ オシロスコープを用いて，電源ノイズ振幅値が設

定通りになっているか確認する。 

⑦ FFTアナライザを用いて，重畳した電源ノイズ周

波数における騒音レベル(SPL)を測定する。 

⑧ ④から⑦の実験を各電源ノイズ周波数について

5回行う。 

⑨ それぞれの結果の平均をとる。 
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図 1 実験構成 

3. 実験結果 

 図 2(a)に電源ノイズ振幅値を 720mVrmsとし，電源

ノイズ周波数を変化させた際の可聴域騒音の平均を

示す。図 2(a)より，各周波数の電源ノイズを重畳させ

た際，1kHz：42.3dB，2kHz：34.1dB，4kHz：47.5dB，

7kHz：45.7dB，9kHz：44.8dBのSPLのピークを確認

することができた。図 2(b)に電源ノイズ振幅値を

500mVrmsとし，電源ノイズ周波数を変化させた際の可

聴域騒音の平均を示す。図2(b)より，各周波数の電源

ノイズを重畳させた際，1kHz：48.6dB，2kHz：37.2dB，

4kHz：50.1dB，7kHz：40.5dB，9kHz：46.9dB の SPL

のピークを確認することができた。図 2(a)と(b)を比較
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すると，4kHzまでは500mVrmsを重畳させた際のSPL

のピークの方が，720mVrmsを重畳させた際の SPL の

ピークに比べ大きいことがわかる。また，7kHz，9kHz

では 500mVrmsを重畳させた際の SPLのピークに比べ

720mVrmsを重畳させた際の SPL のピークの方が大き

くなることがわかる。このことから，重畳させる電源

ノイズ周波数と電源ノイズ振幅値によって SPL のピ

ークが変化することがわかる。 

 ここで参考のために文献 4)の夜間基準値と比較する

と，720mVrmsを重畳させた場合では，4kHz，7kHzの

電源ノイズ周波数を重畳させた際に夜間の基準値を

上回ることがわかった。昼間の基準値と比較すると，

どの電源ノイズ周波数を重畳させても基準値を下回

ることがわかった。次に，500mVrmsを重畳させた場合

では，1kHz，4kHz，9kHzの電源ノイズ周波数を重畳

させたときに基準値を上回ることがわかった。昼間の

基準値と比較すると，どの電源ノイズ周波数を重畳さ

せても基準値を下回ることがわかった。 

 

4. まとめ 

本稿では，IH 調理器用の騒音に関するガイドライ

ンの策定に資するため，文献 2)より，重畳する電源ノ

イズ振幅値を 720mVrms，500mVrmsとし，加熱対象を

鍋底径14cmにしたときに発生する可聴域騒音を報告

した。実験の結果，電源ノイズ振幅値を 720mVrmsと

した際には，1～9kHz において 34.1dB～47.5dB のス

ペクトルを確認した。電源ノイズ振幅値を 500mVrms

とした際には，1～9kHz において 37.2dB～50.1dB の

スペクトルを確認した。また，環境省が告示する環境

基準と比較すると，電源ノイズ振幅値を 720mVrms，

電源ノイズ周波数を4kHz，7kHzとしたときのみ，夜

間の環境基準を上回り，他の電源ノイズ周波数では環

境基準を下回ることがわかった。電源ノイズ振幅値を

500mVrmsとした際には，電源ノイズ周波数を 1kHz，

4kHz，9kHz とした際に夜間の環境基準を上回り，他

の電源ノイズ周波数では環境基準を下回ることがわ

かった。 

今後は，IH 調理器専用の騒音に関するガイドライ

ン策定に資することを目的とし，重畳する電源ノイズ

振幅値の増大，加熱対象とする鍋の直径を 30cmに変

更して可聴域騒音の測定を行い，本実験と同様に平均

をとる。 
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ける高周波騒音と鍋振動の関係」，第 25回「電

磁力関連ダイナミックス」シンポジウム講演論

文集，pp.80-81(2013) 

2) Masayoshi NAKAGAWA ， Hironobu 

YONEMORI：“A Study on the Audible Frequency 

Area Noise Emanating from a Pan when the IH 

Cooker is Fed by the Power Sourse Including 

Harmonics”The 18th International Symposium on 

Applied Electromagnetics and Mechanics(ISEM 

2017) ， P-SOC-3:5 ， SP_245 ， Chamonix 

Mont-Blanc,France(2017) 

3) 森山瑛斗，米盛弘信：「IHクッキングヒータで

加熱した各鍋から発する可聴 領域騒音」，第 

10 回大学コンソーシアム八王子学生発表会要
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(a) 720mVrms (b) 500mVrms 

図 2 重畳する電源ノイズを変更した際のSPLの変化 
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独立型交流電池の充放電特性 

○津田浩平（サレジオ高専），米盛弘信（サレジオ高専） 

 

Charge / Discharge Characteristic of the Standalone Type AC Batteries 

TSUDA Kohei (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：交流電池，充放電試験，リチウムイオン電池，SEPP回路 

 

1. はじめに 

本研究室では，安全性と小型化・高効率化を目指し

た世界初の独立型交流電池[1]の(AC Biode 社製)に関

する共同研究を 2020 年から開始した。交流電池は，

原理が考案されてから日が浅く，実用に向けた具体的

な充放電回路や充放電特性が明らかになっていない。

そこで，本研究室では，交流電池の評価，および交流

電池に接続するコッククロフト-ウォルトン回路の開

発を行う。 

本稿では，交流電池用の充放電回路を提案し，充放

電特性について明らかにする。 

2. 独立型交流電池 

一般的に電気自動車等のリチウムイオン電池は，数

多くのセルを直列接続して大容量電池パックを構成

している。その際，内部抵抗の差異によって各セルの

充電バランスが崩れないようにバランサ回路等を使

用している。しかし，電池パックの正極側と負極側に

配置されたセルは劣化しやすく，内部抵抗が高くなる

ことが知られている。一方，交流電池はセルを並列接

続して電池パックを構成するため，全セルに共通の電

圧を印加できるので，内部抵抗のバラツキによる充電

電圧の偏りがなくなる。 

図 1 は交流電池の構造である。負極(Anode)と正極

(Cathode)の間にBiodeというAC Biode 社が独自に開

発した両性電極を配置している。同電池は，外部信号

によって負極と正極をスイッチで切り替えて交流的

に使用する。電池を交流的に使用することは，内部劣

化を防ぐ狙いがある。 

 
図 1 交流電池の構造[1] 

3. 実験方法 

 独立型交流電池の充放電は，C(正極)- B間とB-A(負

極)間を切り替えながら行う必要がある。筆者らは，

電圧源特性を確保するため，低出力インピーダンスの

SEPP(Single Ended Push-Pull)回路をスイッチング回路

に採用した。実験に供する交流電池の容量は，250mAh

であり，充電限界が C-B 間：2.65V，B-A 間：1.55V

（C-A間：4.2V），放電限界がC-B間：1.89V，B-A間：

1.11V（C-A間：3V）である。充放電のスイッチング

周波数は，20Hzとした。 

図 2は交流電池の充電回路である。直流電源は，CC

を 250ｍA，CVを充電限界電圧に設定する。C-B間の

充電は，N型トランジスタをONさせ，B-A間の充電

は，P型トランジスタをONさせて行う。図3は交流

電池の放電回路である。交流用電子負荷を所有してい

ないため，本実験ではセメント抵抗 18Ωを使用し，

CR 動作で放電する。充電・放電時の電圧は，HIOKI

社製のデータロガーで1秒ごとに測定する。また，満

充電時と放電限界時における C-B 間と B-A 間の内部

抵抗は，HIOKI 製のバッテリハイテスタ“BT3563”

を使用して測定する。 

 
図 2 交流電池の充電試験に供した回路 

 

図 3 交流電池の放電試験に供した回路 
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4. 実験結果 

図 4は充電波形である。C-B間電圧とB-A間電圧に

20Hz の脈動が確認できる。これは，立ち上がってい

る期間に充電していることを示しており，C電流とA

電流に対応していることがわかる。充電完了時には，

C-B間電圧とB-A間電圧がほぼフラットになり，C電

流と A 電流の脈動が少なくなる。図 5 は充電時の電

圧推移である。ここでは，C-B 間電圧：2.251V から

2.534VとB-A間電圧：1.273Vから 1.472Vの期間を示

した。C電流とA電流の peak to peakが200mA弱であ

り，1C 充電より少ないため，ゆっくりと電圧が上昇

していることが確認できる。 

図 6は放電波形である。図 4と同様に 20Hzの脈動

が確認できる。C-B間電圧とB-A間電圧に伴い，負荷

電圧と負荷電流が供給できていることがわかる。図 7

は放電時の電圧推移である。放電電流が約 200mA な

ので定格通りの 1 時間超で放電限界に達しているこ

とがわかる。 

また，充電前後の内部抵抗を測定したところ，C-B

間が 0.64727Ωから 0.6117Ω，B-A 間が 0.6092Ωから

0.5729Ωへ変化することがわかった。 

 
CH1：C-B間電圧＠2V/DIV，CH2：B-A間電圧＠2V/DIV， 
CH3：C電流＠200mA/DIV，CH4：A電流＠200mA/DIV，

25ms/DIV 
図 4 交流電池の充電波形 
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図 5 交流電池の充電特性 

 
CH1：負荷両端電圧＠5V/DIV，CH2：C-B間電圧＠2V/DIV， 
CH3：負荷電流＠200mA/DIV，CH4：B-A間電圧＠2V/DIV，

25ms/DIV 

図 6 交流電池の放電波形 
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図 7  交流電池の放電特性 

5. まとめ 

 本稿では，独立型交流電池の充放電回路を提案し，

充放電特性を明らかにした。その結果，SEPP を応用

した充放電回路が交流電池に適していることがわか

った。 今後は，周波数を変えた場合の充放電特性や

充放電サイクル回数の増大に伴う内部抵抗の変化等

について明らかにしていく。 
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異物がある非接触給電における回路方式が電力効率に与える影響 

○宮田凱人（サレジオ高専），米盛弘信（サレジオ高専） 

 

Effect of Circuit Type on the Power Efficiency in Wireless Power Transfer with Foreign Object 

MIYATA Kaito (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：ワイヤレス電力伝送（WPT），電磁誘導方式，電気自動車（EV），共振回路 

 

１．はじめに 

 近年，地球温暖化や大気汚染などの環境問題により，

電気自動車（EV）などの走行中に CO2を排出しない

ゼロエミッション車（ZEV）の普及が進んでいる 1)。

しかし，ガソリン車と比べ，走行距離が短いという問

題がある。ガソリン車の航続距離は平均600㎞であり，

EVは平均 300㎞と航続距離が短い。現在，電源ケー

ブルを車の充電口に接続して給電するコネクタ給電

方式が普及している。しかし，接続の手間等があるた

め，安全性や利便性に有利な非接触給電方式が世界中

で研究されている 2)。日本でも同様に非接触給電の研

究が進められており，自動車の走行時や停車時におけ

る実用化を目指している 3)。しかし，非接触給電方式

には様々な問題がある。問題の 1つがコネクタ給電方

式の接続方法と比べ，充電に約 2倍の時間が掛かると

いう点である 4)。また，送受電コイル間に異物が入り

込んだ際に電力効率が低下する問題がある 5)。 

本研究では，非接触給電装置の送受電コイル間に異

物が入り込んだとき，電力効率が低下することに着目

し，異物の種類や形状などが電力効率に与える影響を

明らかにするための取り組みを行っている。先行研究

では，異物の大きさを変えて送受電コイル間に異物を

挿入し，給電実験を行った。結果として，異物の大き

さが大きくなるごとに電力効率が低下することが確

認できた。異物に鎖交する磁束量が異物の大きさによ

り変化し，異物を大きくするごとに反作用磁束の強さ

が強くなったため，電力効率が低下したと考えた。 

 本稿では，非接触給電装置の受電回路を直列共振か

ら並列共振へ変更し，異物を送受電コイル間に入れた

際の給電実験結果を示す。送受電電力と電力効率を比

較し，異物が電力へ与える影響を明らかにする。 

２．実験方法 

 表 1は送受電コイルのパラメータを示す。図１は実

験時の非接触給電装置の回路構成を示す。図１の(a)

は送受電回路が直列共振回路となっており，(b)は受電

回路が並列共振回路となっている。送受電コイルL1，

L2は IHクッキングヒータのスパイラルコイルを使用

し，コイルに共振するコンデンサの容量を接続した。

受電回路に負荷抵抗 7.5Ωを接続した。送電回路の交

流制御はインバータで行い，インバータ制御ではバイ

ポーラ変調とし，スイッチング周波数はEVの非接触

給電で規格として検討されている 85kHzに設定した。

測定環境は送受電コイル間にアクリルケース(高

さ:43mm)を挟み，ケース内に異物を入れ，給電実験を

行った。オシロスコープとパワーアナライザで送受電

電圧と電流を測定し，最大送受電力と電力効率を求め

る。 

表 1 送受電コイルのパラメータ 

 Inductance [µH] 
Outer Diameter 

[mm] 

Transmission 

Coil 
66.55 149 

Reception Coil 67.35 149 

 

 
(a) S / S方式 

 
(b) S / P方式 

図１ 非接触給電装置の回路構成 

L1   L2         R 

C1      C2 

L1  L2    C2  R 

C1 
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３．実験結果 

 表 2は，パワーアナライザで測定した各条件の最大

送受電電力と電力効率を示す。図2はオシロスコープ

で観測した電力波形を示す。表 2より，受電回路が直

列共振回路の場合，異物なしと異物を入れた場合では，

電力効率が低下していることが確認できた。送受電コ

イル間に鉄粉を入れた状態では，異物なしと比べ，送

受電電力が低下し，電力効率が約 22％低下した。そ

して，鉄球の直径を大きくするごとに電力効率が約

2％ずつ低下していくことが確認できた。 

 そして，受電回路が並列共振回路の場合，直列共振

回路の異物なしの電力効率と比べると，約 30％低下

していることが確認できた。コイル間に火山灰を入れ

た状態では，電力効率が約3％低下し，鉄粉を入れた

状態では，約 20％低下した。鉄球の場合，2mmから

3mm では約 2％低下したが，3mm から 4mm では約

0.1％低下した。 

 これらの理由として，電力効率の低下は先行研究の

結果と同様に，異物に鎖交する磁束量により，反作用

磁束の強さが変化したと考えられる。また，受電側の

直列共振回路と並列共振回路の電力効率の違いは，直

列共振回路では共振していたが，並列共振回路では共

振していなかったため，電力効率が低かったと考えら

れる。 

４．まとめ 

 本稿では，受電回路の回路方式を変更して給電実験

を行い，送受電電力と電力効率の変化を明らかにした。

その結果，受電回路の直列共振回路は共振していたが，

並列共振回路では共振できていないため，電力効率が

低かったことが分かった。今後の予定は，並列共振回

路を共振するようにし，給電実験を行っていく。 
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表 2 各条件の最大送受電電力 

Circuit 
Method 

Condition 
Transmission 
Power [W] 

Reception 

Power 

[W] 

Power 

Efficiency 

[%] 

Series 

Resonance 

Nothing 161.98 112.33 69.35 
Volcanic 

Dust 
165.40 113.28 68.49 

Iron Dust 62.11 29.62 47,69 
Iron 

Ball[2mm] 
143.08 68.10 47.60 

Iron 

Ball[3mm] 
142.62 65.51 45.93 

Iron 

Ball[4mm] 
141.99 62.14 43.76 

Parallel 

Resonance 

Nothing 158.81 59.502 37.47 
Volcanic 

Dust 
149.74 51.37 34.30 

Iron Dust 28.25 4.86 17.20 
Iron 

Ball[2mm] 
114.30 19.45 17.02 

Iron 

Ball[3mm] 
116.71 19.113 15.75 

Iron 

Ball[4mm] 
121.32 18.98 15.64 
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(b) Parallel Resonance 

図 2 異物なしの電力波形 
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PVモジュール中のバスバーのライン数と折り曲げ段数が周辺磁界に与える影響 

○杉山大季（サレジオ高専），米盛弘信（サレジオ高専） 

 

Effect of the Number of Bus Bar Lines and the Number of Bending Steps in the PV Module  

on the Ambient Magnetic Fields 

SUGIYAMA Daiki (Salesian Polytechnic)，YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：EMC，EMI，PVモジュール 

 

１．はじめに 

2015年 12月にパリ協定が採択され，再生可能エネ

ルギーの重要性がさらに高まっている．図1に家庭用

太陽光発電の模式図を示す．太陽光発電は，図 1中の

点線内の設備を新たに設置するだけで発電が可能と

なる．つまり，太陽光発電設備は再生可能エネルギー

発電システムの中でも比較的に導入が容易であるこ

とから，家庭から企業まで広く導入されている．今後

も導入量の増加が見込まれる．しかし，メガソーラに

代表される大規模太陽光発電設備等からAM（中波）

ラジオ帯などに干渉する電磁波ノイズが発生し，電波

障害を引き起こすという報告が挙がっている 1)．原因

として，太陽光発電設備内にあるPVモジュール内の

配線（バスバー）からのノイズ放射あげられる 2）． 

 
図 1 太陽光発電設備の模式図 

本研究の目的はPVモジュールを平面アンテナの一

種と考え，電磁波の放射を抑制可能か検討することで

ある．一般にアンテナは放射効率が高く設計される．

しかし，PV モジュールに関しては放射効率が低く設

計する必要があると考える．筆者は，バスバーの折り

曲げ段数を変化させることにより，周辺磁界への影響

を小さくすることを有限要素法（以下：FEM）による

解析によって示唆した 3)-5)． また，一般的なPVモジ

ュールはバスバーのライン数を 1本ではなく，断線し

た際でも発電を可能とする為に 3 本となっている場

合がある．次の取り組みとして，バスバーのライン数

と折り曲げ段数を変化させた際の水平面上における

周辺磁界に与える影響を確かめるために FEM解析を

行った． 

本稿では，PV モジュールのバスバー折り曲げ段数

を 1段から 4段，ライン数を 1本から 3本とした際の

FEMによる磁界解析を行ったので報告する． 

2．解析条件 

図 2にバスバーの折り曲げ段数が 2段・ライン数1

本の解析モデル形状を示す．解析モデルの厚さを

1mm とし，断面形状を長方形とした．同様に，バス

バーの中心間隔と全長，断面積を一定として，1段か

ら4段、ライン数1本から3本の解析モデルを製作し，

解析を行った．図 2のα線上断面を本稿の結果として

示す． 

 
図 2 折り曲げ段数 2段・ライン数 1本における 

解析モデルの上面図 

表 1に周辺の媒質，バスバーの材料，印加した電流

の解析条件を示す．周辺の媒質はPVモジュールが屋

外に設置されることから空気とし，バスバーの材料は

アルミニウムとした．電流は，直流電流に交流電流を

重畳させることでPVモジュールの発電電流を模擬し

た．具体的な値は表 1の通り，直流5Aと0.01Aの余

弦波を重畳させた．メッシュに関しては，導体の周辺

のみ細かいメッシュになるアダプティブメッシュ 6）

とした． 

2020 年電気設備学会学生研究発表会

Copyright © 2020 IEIEJ-29-

B-1



 

表 1 解析条件 

Item Things 

Peripheral 
medium 

Air 

Simulated model  
material 

Aluminum 

Current 
DC current 5A superimposed on 

cosine 10kHz 0.01A 

3．解析結果 

図 3から図 5にライン数を1本から3本，折り曲げ

段数を1段から4段とした時の磁束密度分布を対数ス

ケールのコンター図で示す．図 3から図 5より，偶数

段（2段・4段）のときは，奇数段（1段・3段）より

も周辺における磁束密度が大きいことがわかる．この

ようなことから，偶数段であると，奇数段よりも周辺

の磁束密度が大きいことがわかった．また，図 3から

図 5より，ライン数を変えても周辺磁界への影響は小

さいことがわかった． 

4．まとめ 

本稿ではPVモジュールのバスバー折り曲げ段数を

1段から4段，ライン数を1本から3本とした際の磁

束密度分布をFEMによって明らかにした．偶数段で

あると奇数段よりも周辺の磁束密度が大きいことが

わかった．また，ライン数を変化させても周辺磁界へ

の大きな影響がないことがわかった．このことから，

バスバーから遠方における磁束密度を低減させるた

めには，バスバー折り曲げ段数を奇数段にすれば良い

と考えられる. 

 今後は磁界測定器やループアンテナ，電界測定器を

用いた実機による測定も行っていきたいと考える． 
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(a) 1time (b) 2times 

  
(c) 3times (d) 4times 

図 3 ライン数 1本・折り曲げ段数を変化させた際の 

磁束密度分布 

  

 

(a) 1time (b) 2times 

  
(c) 3times (d) 4times 

図 4 ライン数 2本・折り曲げ段数を変化させた際の 

磁束密度分布 

  

 

(a) 1time (b) 2times 

  
(c) 3times (d) 4times 

図 5 ライン数 3本・折り曲げ段数を変化させた際の 

磁束密度分布 
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分子結合チタニアシリカ光触媒塗布 PVモジュールにおける発電電力 

○齋藤虎大（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

Generated Power of the Molecular-bound Titania Silica Photocatalyst Coated PV Module  

SAITO Takehiro (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：PV用光触媒，ガラス用光触媒，透過率，発電特性 

 

１． 緒言 

現在、地球温暖化が問題になっていることから、再

生可能エネルギーの注目が高まっている。そのひとつ

に太陽光発電がある。太陽光発電は、発電時に温室効

果ガスの排出がないことや導入が容易な特徴がある。

そのため、企業から一般家庭まで幅広く普及が進んで

いる。しかし、太陽光発電は長期の間PVモジュール

を屋外で使用するため、PV モジュールの表面が汚染

されてしまう。その結果、PV モジュールの発電電力

の出力低下が観測されたとの報告がある[1]。本研究室

では、2013 年 3 月から本校の屋上で、セルフクリー

ニング効果を有する光触媒を塗布したPVモジュール

の発電量の観測を行っている。PV モジュールの表面

コーティングは、2種類用意し(分子結合チタニアシリ

カ光触媒塗布：以下PV用光触媒、ガラス用光触媒塗

布：以下従来の光触媒)、比較のために無塗布(AR 剤)

のPVモジュールを実験に供している。 

屋外曝露は 2013年 3月から実施しているが、本稿

では、測定器交換の都合上 2017 年 5 月から 2019 年

11 月の観測データを使用する。観測データより、PV

モジュールの表面コーティングが異なった場合の各

月の発電電力量を比較し、セルフクリーニング効果を

有する光触媒の長期有効性を検討したので報告する。 

２．方法 

 本実験では、サレジオ工業高等専門学校の屋上に設

置されているPVモジュールを使用する。なお、測定

器交換の都合上 2017年 5月から 2019年 11月の観測

データを使用し、過去3年半分の観測データより、PV

モジュールの表面コーティングが異なる場合の発電

電力量の比較、および各月の発電電力量からPVモジ

ュールの表面コーティングにおける長期有効性を確

認する。その結果から、光触媒が有するセルフクリー

ニング効果の長期有効性を確認する。なお、光触媒は

メタルウェザー試験によって実環境下 20 年に相当す

る耐久性を確認している[2]。 

３．PV用光触媒と従来の光触媒の特徴 

 光触媒の特徴として、主に 2種類の機能がある。一

つ目は、有機物の分解である。これは、PV モジュー

ルの表面に汚染物質(糞害など)が付着した場合、太陽

光(紫外線)によって、水と二酸化炭素に分解される機

能である。二つ目は、超親水性である。図 1より、撥

水性は PV モジュール表面と水滴の角度が 90°以上

150°以下を指している。対して、親水性は 90°以下で

ある。また、5°以下になると超親水性と言われている。

撥水性は接触角度が大きいため、水滴状になり、汚れ

の原因となる。しかし、超親水性は接触角度が小さい

ため、水は膜状に広がって、汚れの下に入り込んで、

流すことができるため、セルフクリーニング効果を発

揮する。  

 図 2は、表面コーティングした PV モジュール(PV

用光触媒、従来の光触媒、無塗布)の透過率を示す。

太陽光発電に必要な光の波長は600～1100nmである。

図 2 より、600～1100nm の範囲で、無塗布(AR 剤)を

基準に PV 用光触媒は＋0.1％向上している。対して、

従来の光触媒は－0.6％低下している。このことより、

従来の光触媒と比較すると PV 用光触媒は＋0.7％優

れていることが確認できる。したがって、これらのこ

とからPV用光触媒は光触媒特有の機能を備えつつ透

過率も高いため、太陽光発電に適している。 

 

PV module surface

PV module surface

Teardrop-shaped

Water film

 

 

図 1 PVモジュール表面における水の状態 

 (b) 超親水性 

90°≦θ≦150° 

（a）撥水性 

Teardrop-drop 

θ≧5° 

 

Water film 
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図 2 透過率の比較 

４．結果 

４.１表面コーティングした PVモジュール 

における発電電力量の比較 

図 3に 2017年 5月から 2019年 11月における単結

晶PVモジュールの発電電力量推移を示す。図3より、

2017 年 5 月から 9 月の期間において、最も効率よく

発電できている表面コーティングは無塗布PVモジュ

ールである。しかし、同年度 10 月以降は PV 用光触

媒が効率良く発電できていることが確認できる。この

ような結果となった理由として、光触媒の特徴でもあ

る有機物分解、超親水性による雨洗効果が発揮された

と考える。対して、従来の光触媒はこれらの効果が発

揮されていた場合においても、無塗布と比較して透過

率が低いため、発電効率が低下したと考えられる。 

４.２ PV用光触媒と従来の光触媒における 

発電電力量の比較 

図 4にPV用光触媒と従来の光触媒における、発電

電力量の差を示す。観測データ取得以降、PV用光触 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

触媒は従来の光触媒よりも効率よく発電できている

ことが確認できる。この結果より、PV 用光触媒は従

来確認できる。この結果より、PV 用光触媒は従来の

光触媒の機能を維持しつつ、太陽光発電に必要な光の

波長(600～1100nm)で透過率に優れていることや、セ

ルフクリーニング効果が有効的に機能しているため、

発電電力量の改善を確認した。 

５．結言 

本稿では、2017 年 5月から 2019年 11 月の観測デ

ータより、無塗布及びPV用光触媒、従来の光触媒を

塗布したPVモジュールの発電電力量の比較を行った。

PV用光触媒は、従来の光触媒よりも 600～1100nmに

おける透過率が優れているため、発電電力量も増加傾

向にある。すなわち、過去3年半分の観測データより、

PV 用光触媒は発電電力の維持に対して有効的に機能

していることが確認できた。 

今後は、継続的に発電データを取得することで実環

境下におけるPV用光触媒の効果を検証する。 

 

参考文献 
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図 3 単結晶PVモジュールの発電電力 

図 4 PV 用光触媒と従来の光触媒での発電電力
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熱電変換素子を組み合わせたハイブリット PVモジュールの特性改善 

○安藤貴之（サレジオ工業高等専門学校），米盛弘信（サレジオ工業高等専門学校） 

 

Improvement of the Characteristics of Hybrid PV Module that Combines Thermoelectric Conversion Elements 

ANDO Takayuki (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：太陽光発電，PVモジュール，熱電変換素子 

 

１． 緒言 

二酸化炭素などの温室効果ガスによる地球温暖化

が近年、問題となっている。産業革命開始以降による

化石燃料の大量消費や森林減少により、温室効果ガス

の濃度が急増したため、大気の温室効果が強まり、地

球温暖化が加速した[1]。地球温暖化が改善されない場

合、甚大な被害をもたらす気候変動を引き起こす可能

性があり、その影響で地球上の動植物などの生態系に

も被害が及よぶ懸念がある[1]。 

 現在このような背景を受け、全世界では温室効果ガ

スの排出を抑える取り組みが行なわれている。日本で

は、昨年の 7月にパリ協定で提出した「日本の約束草

案」を基に、2030年度は 2013年度より 26％削減する

中期目標と2050年度に80％削減の長期目標に向け削

減に努めている[2]。すなわち、現代社会はいかに温室

効果ガスを抑えてエネルギーを生み出せるかが課題

といえる。そこで、太陽光発電を主軸として他の再生

可能エネルギーを組み合わせて、世界各所で活用でき

るハイブリット発電システムを検討する。 

本稿では、前回得た結果より熱伝導に問題点があげ

られたので改善を行った。 

 

２．新しいハイブリットPVモジュールの提案  

図 1に、提案するハイブリットPVモジュールを示

す。本研究では、従来のPVモジュールに小水力発電

と熱電変換素子を組み合わせた新しいハイブリッド

PV モジュールを提案[3]する。従来の PV モジュール

は天候によって発電量が左右される。これは、太陽光

の輻射熱によって、PV モジュールが熱を帯びてしま

い、発電効率が低下することを指す。発電効率の改善

にはPVモジュール本体を冷やす必要がある。そこで、

冷却媒体として水を用いる。提案方式は、従来からあ

るPVモジュール本体の表面に水を散布するのではな

く、背面に水路を確保し、水とPVモジュールの温度

差を用いて熱電発電を行う。それと共に熱伝導によっ

てPVモジュールの本体を冷やすことで、本体の温度

上昇を抑えられ、同時に水を多少温めることが可能な

ため生活水等に活用できると考えられる。PV モジュ

ール本体と水の温度を用いて温度差発電を行うため

に、熱電変換素子を使用する。そこで図１のように、

PV モジュール本体と水との間に熱電変換素子を取り

付ける。 

 今回、熱伝導部を熱伝導グルーから放熱シリコンゴ

ムシート、ヒートシンクの高さを 25ｍｍから 80ｍｍ

に変更した。図 2に、改善した部分を示す。 

 

 

図 1 ハイブリットPVモジュール 

 

図 2 改善部分 
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３．提案するシステムを実現する際の問題点  

ここで問題点について考える。1つ目は、温度差を

常に得ることが可能か否かである。2つ目は、天候に

よりPVモジュール本体の温度、また水の温度が変化

してしまうことである。そして、地域によっても、温

度は変化してしまう。上記より問題点は温度差によっ

て発電量が変動してしまうことがあげられる。よって、

熱電変換素子全体に温度差をうまく伝えることが、実

現への道と考える。 

 

４．実験方法  

 本稿では、新しいハイブリットPVモジュールを実

現するために、PV モジュールに熱電変換素子を組み

合わせる。先行実験で試作した装置における熱伝導部

分を改善し実験を行った。 

① 熱伝導グルーから放熱シリコンゴムシート、ヒ

ートシンクの高さを 25ｍｍから 80ｍｍに変更

する。 

② 図 1中のヒートシンク部分を氷水で冷し、パネ

ル部分はハロゲン灯を照射し温度差を確保す

る。 

③ 各熱電変換素子（40×40×5mm）にショットキー

バリアダイオードを接続し、バイパス回路を設

ける。 

④ 各熱電変換素子8個を直列に接続する。 

⑤ データロガーにK型熱電対を接続し、低温部と

高温部にとりつけ、温度差を常に30℃になる

ように追従させる。 

⑥ 熱電変換素子の両端を電子負荷に接続し、負荷

を変化させ際の電力-電流(P-I)特性と電圧-電流

（V-I）特性を測定する。 

 

５．実験結果  

図 3は熱電変換素子における電力-電流特性と電圧-

電流特性である。図3より最大電力点が11.6mWであ

った。この時の電圧は0.5Vで電流値は31.4ｍAとな

った。この結果は事前に行った計算値の結果よりも劣

るものとなった。計算値では、熱電変換素子 1個につ

き 130ｍWであるため、8個より 1.04Wとなる。しか

し、今回の実験では8個で 11.16ｍWと極めて低い発

電量になった。 

これらのことから、温度差の確保に原因があると推

測できる。これは、熱電変換素子を挟むPVモジュー

ルとヒートシンクとの接着方法があげられる。今回、

接着媒体として放熱シリコンゴムシートを用いた。接

着時の粘着力が弱いたため、素子とシートの間に凹凸

ができてしまい高温部、低温部での熱伝導が上手くい

かなかったのではないかと推測できる。 

 

図 3 熱電変換素子における発電特性 

 

６．結言 

本稿では、ハイブリットPVモジュールの提案を行

い、他の再生可能エネルギーを組み合わせたハイブリ

ットPVモジュールの発電能力を確認した。その結果、

熱電変換素子の接着部を再度考慮する必要があるこ

とがわかった。そのため、今後適切な接着媒体の検討

と再実験を行い、計算値通りのデータを得ることを目

指す。今回は、8個の熱電変換素子を組み合わせた際

の発電効率のみを測定したため、今後はPVモジュー

ルと接続した際の発電効率を測定する。また、生活様

式に組み込むため、生活様式に合わせた治具の開発も

行う。また、設置場所の検討を行う。日本国内と海外

に提案した装置を設置し、実際のデータを得る。そこ

で得られたデータより利点・欠点を判断し、問題解決

を行うことで実用化を目指す。 
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スリップリングシステムにおけるリング摺動面粗度が与えるブラシ摩耗への影響 

○高田友輔（日本工業大学），福田直紀（日本工業大学）， 

澤孝一郎（日本工業大学），上野貴博（日本工業大学） 

 

Effect of sliding surface roughness of ring on brush wear in slip ring system. 

TAKADA Yusuke (Nippon Institute of Technology), FUKUDA Naoki (Nippon Institute of Technology), 

SAWA Koichiro (Nippon Institute of Technology), UENO Takahiro (Nippon Institute of Technology) 

 

キーワード：ブラシ，スリップリング，摺動面粗度，電気摺動接触，接触電圧降下 

 

１. まえがき 

電気鉄道のパンタグラフと摺り板や電気機器にお

けるブラシと整流子など，静止物体から移動物体もし

くは回転体に電力を伝達する機構を電気摺動接触機

構という。この機構は陰ながら我々の生活を支えてお

り，電気を使用する現代社会の基盤を形成している。 

 通電を伴う摺動接触では，物体同士の摩擦による機

械的摩耗に加えて電流による電気的摩耗が生じる。そ

のため，材料の耐摩耗性や摺動通電による電力伝達の

信頼性向上が求められている。 

 本研究で取り扱うブラシとスリップリング（以下，

リングと表記）は，総称してスリップリングシステム

と呼ばれ，タービン発電機の直流励磁や電気鉄道のア

ース機構に採用されている重要な機構である。しかし

ながら，スリップリングシステムに関する研究は一部

を除き数少なく，それらの運用はこれまでの経験や慣

習によるものにとどまっており，未解明の部分も多い。 

 そこで本研究では，リングの摺動面仕上げ処理を変

えることで摺動面粗度に変化を施し，粗度によるブラ

シ摩耗への影響を定量的に求めることを目的とした。

また，電流の有無が摩耗に及ぼす影響を求めるため，

無通電試験を実施することで電気的及び機械的摩耗

の双方の側面から考察を行った。 

 

２. 実験条件および方法 

 表１に実験条件を示す。ブラシとリングにはそれぞ

れ，一般的に用いられる銅黒鉛質ブラシ，鋼スリップ

リングを使用した。通電試験のブラシ電流は 10Aとし、

摺り合わせ 5時間，本実験 50時間の摺動実験を行っ

た。リング摺動面の仕上げ処理には，ラバーストーン，

エメリーペーパー100番および 1200番（以下，EP#100，

EP#1200と表記）をそれぞれ使用した。 

表１ 実験条件 

ブラシ電流 
通電試験 ：10[A] 

無通電試験： 0[A] 

摺動時間 
摺り合わせ： 5[h] 

本 実 験：50[h] 

ブラシ圧力 2.45[N/cm2] 

摺動速度 5.24[m/s] (1000min-1) 

ブラシ材質 銅黒鉛質ブラシ(Cu70wt%） 

リング材質 鋼スリップリング(S45C) 

摺動面 

仕上げ処理 

ブラシ：エメリーペーパー600番 

リング：ラバーストーン 

エメリーペーパー100番 

エメリーペーパー1200番 

ブラシ極性 正ブラシ 

 

 

図1 通電実験の実験回路 

 

 また，図 1に通電試験の実験回路を示す。なお，無

通電試験では，通電試験時の電源および計測機器等を

取り外して行った。 

 電源から供給される電流は，正ブラシ，リング，負

ブラシを介して帰還する。この正ブラシ－リング間に
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生じる接触電圧降下をペンレコーダおよび計測ソフ

ト LabVIEWを用いて記録した。 

 実験中の雰囲気は，空調を用いて約20℃に保った。 

 

３. 実験結果 

 図２に通電および無通電試験のブラシ摩耗量を示

す。通電時の摩耗量は，EP#1200 の場合に 8.43mm3で

最大となり，ラバーストーンおよび EP#100 は近しい

結果となった。無通電時の摩耗量は，EP#100 の場合

のみ突出しており，ラバーストーンおよび EP#1200で

はほとんど摩耗しない傾向を示した。 

 

 
図２ 通電時および無通電時のブラシ摩耗量 

 

４．考察および検討 

 無通電試験で生じるブラシ摩耗は，純機械的である

から，粗度の大きい EP#100 の場合にブラシがリング

に研削され，摩耗量が増大したと考えられる。電流の

有無による摩耗量の関係から，EP#100 におけるブラ

シ摩耗は，電気的摩耗と機械的摩耗の割合が概ね 

１：１であることが分かる。 

 通電時のブラシ摩耗は，無通電時に見られたリング

粗度による直接的な要因は見られず，粗度の小さな

EP#1200で摩耗量が最大となっている。これは，リン

グに生成される皮膜および導電スポット近傍の軟化

と考えられる。ここで，図３に摺動後のリング摺動面

の皮膜の様子を示す。EP#100 の摺動面ではあまり黒

鉛が付着せず，EP#1200では摺動面全体に黒鉛皮膜が

生成されていることが確認できる。このことから，

EP#1200 は EP#100 と比較して，電流によって黒鉛皮

膜が生成されやすいと言える。 

 さらにここで，図４に通電時におけるリング摺動面

粗度と接触電圧降下の関係を示す。EP#100 および

EP#1200において，リング粗度では大きな差があるが，

接触電圧降下はともに 0.4V 程度となった。リング粗

度の結果から，EP#1200は摺動面が滑らかであるため

EP#100 より多数の導電スポットが発生し，摺動面全

体に生成された黒鉛皮膜に電流が流れることで，全体

に分布した導電スポットの温度を上昇させる。これに

より，スポット近傍の材料は熱により軟化し，電気的

摩耗を促進させたと考えられる。黒鉛の抵抗率はおよ

そ 10[µΩ・m]、鋼（S45C）の抵抗率は 0.17[µΩ・m]

であることからも[1]，黒鉛皮膜による抵抗値の増大

は皮膜なしに比べても顕著である。したがって，

EP#1200におけるブラシ摩耗は，電気的摩耗が支配的

である。 

 

 
図３ 摺動後のリング摺動面の皮膜の様子 

 

 
図４ 通電時におけるリング摺動面粗度と 

接触電圧降下の関係 

 

５．結言 

 本研究により，以下のことが明らかになった。 

・粗度の大きい EP#100 の場合のブラシ摩耗は，電気

的摩耗と機械的摩耗の割合が概ね１：１である。 

・粗度の小さい EP#1200の場合のブラシ摩耗は，電気

的摩耗が支配的であり，リング摺動面に生成された

黒鉛皮膜が摩耗に起因する。 

 

文献 

[1] 日本金属学会編：「改訂４版 金属データブック」

丸善株式会社，p.131 (2004) 
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銀黒鉛質ブラシの銀含有率変化における 

銅スリップリングの摺動通電特性 

○川島優樹（日本工業大学），針谷明季（日本工業大学） 

福田直紀（日本工業大学），澤孝一郎（日本工業大学） 

上野貴博（日本工業大学）  

 

Sliding current characteristics of copper slip rings with respect to changes in silver content of  

silver graphite brushes 

Kawashima Yuki (Nippon Institute of Technology), Hariya Akari (Nippon Institute of Technology) 

Fukuda Naoki (Nippon Institute of Technology), Sawa Koichiro (Nippon Institute of Technology) 

Ueno Takahiro (Nippon Institute of Technology)  

 

キーワード：銅スリップリング，銀黒鉛質ブラシ，接触電圧降下，ブラシ摩耗量  

 

1．背景・目的 

 電気摺動接触機構は，静止物体から移動物体（回転

物体）への電流通電を行う機構である。この機構は例

えば，直流機の整流機構や，交流機の励磁機構，電気

鉄道のパンタグラフとトロリー線など，幅広く使用さ

れている。すなわち，ブラシの長寿命化やスリップリ

ング（以下，リングと表記）および整流子の電流伝達

信頼性向上が求められている。 

 本研究ではこれまで，銀黒鉛質ブラシ(銀含有率 50，

60，70，80，90 wt％)と貴金属（銀メッキ，金メッキ）

リングを用いて，ブラシ電流 9.6A の摺動通電試験を

行い，図 1 に示す特性を得た[1]。ここで，実線は金

リング，破線は銀リングを示している。結果から，貴

金属リングと銀黒鉛質ブラシの摺動における接触電

圧降下とブラシ摩耗量の関係から，ブラシ銀含有率

70%から 80%ブラシが最も実用的であると明らかにさ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 金メッキ及び銀メッキスリップリングにおける

接触電圧降下とブラシ摩耗量の関係 

 銅材料は導電性が良く，加工しやすく，摺動特性が

よいため，多くの分野で適用されている[2]。しかし，

銀黒鉛質ブラシに対する銅リングにおける摺動通電

試験の特性は明確化されていない。すなわち，従来の

知識や経験に頼っている。 

 今般は，銀黒鉛質ブラシと銅リングにおける摺動通

電試験における基礎特性を取得した。 

2．実験条件および方法 

 ブラシは銀黒鉛質ブラシ(接触面積 10 mm×16mm，

銀含有率 60，70，80，90 wt％)，リングは銅リング

（無酸素銅：直径 100mm，幅 20mm）を使用した。ブラ

シ圧力は 2.45N/cm2，摺動面の仕上げはブラシにエメ

リーペーパー600番，リングにエメリーペーパー1200

番を用いた。また，周速は 2.67m/s，極性は負ブラシ

（リング正極，ブラシ負極）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 実験回路，実験試料の寸法 
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以上の条件で，ブラシ電流を 9.6Aに設定し，20時

間の摺動通電試験を行った。雰囲気温度は空調によっ

て約 20℃に保った。リングと負ブラシ間の接触電圧

降下を，LabVIEWとペンレコーダで計測した。摺動前

後にはブラシの重量を測定し，その差よりブラシ摩耗

量（体積）を算出した。 

3．実験結果 

 銅リングと銀黒鉛質ブラシの摺動における接触電

圧降下を図 3に示す。ブラシ銀含有率 60～80％では，

摺動開始時から終了時まで上昇傾向であった。しかし，

ブラシ銀含有率 90％においては，摺動開始時から摺

動終了時まで一定の値を示した。ブラシ銀含有率で比

べると，銀含有率が低いほど接触電圧降下が高いこと

分かった。 

 銅リングと銀黒鉛質ブラシの摺動におけるブラシ

摩耗量（体積）を図 4に示す。ブラシ摩耗量が最も多

くなったのは，ブラシ銀含有率 90％で 52.65mm3とな

り，最も少なかったのは，ブラシ銀含有率 80％で

1.59mm3であった。ブラシ摩耗量の関係は，90％>60％

>70％>80％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 銅スリップリングにおける接触電圧降下特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 銅スリップリングにおけるブラシ摩耗量（体積） 

4．考察 

 銅リングと銀黒鉛質ブラシの摺動における接触電

圧降下と摩耗量の関係を図 5に示す。ここで示すよう

に，特性には二つの領域があると考えられる。 

領域Ⅰ:リングとブラシ間に黒鉛皮膜が生成される

領域。ブラシ銀含有率が 60～80％の場合，摺動によ

りブラシの黒鉛がリングに付着し高抵抗の皮膜が生

成されたことで，接触電圧降下が上昇傾向になったと

考えられる。黒鉛の割合が多くなるほど，皮膜の生成

が加速することが考えられる。また，黒鉛皮膜の生成

により，金属同士（リング:銅，ブラシ:銀）の凝着が

抑えられ，黒鉛の潤滑性による摩耗の低減につながっ

たと考えられる。 

 領域Ⅱ:リングとブラシ間に黒鉛皮膜が生成されな

い領域。ブラシ銀含有率が 90％の場合，摺動により

皮膜が生成されるが，摩耗紛である銀紛がこれを研削

することで黒鉛皮膜が終始生成されず，接触電圧降下

が低く一定の値になったと考えられる。しかし，黒鉛

の皮膜が生成されないため金属同士の凝着が起こり，

摩耗量が急激に増加したと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 銅スリップリングにおける 

接触電圧降下とブラシ摩耗量の関係 

 5．結論 

 本実験により， 以下のことが明らかとなった。 

・ブラシ銀含有率の変化により，接触電圧降下では，

相関性がみられ，ブラシ摩耗量では，ブラシ銀含有率

60～80％に相関性がみられた。 

・リング-ブラシ間で黒鉛皮膜の厚さにより，接触電

圧降下やブラシ摩耗量に大きく影響が現れ，ブラシ銀

含有率 80～90％が凝着を招く境界であることが明ら

かになった。 

文献 

[1]福田直紀，高田友輔，比嘉竜大，澤孝一郎，上

野貴博：銀黒鉛質ブラシの銀含有率変化に伴うブラ

シ摺動面粗さと摩耗量の関係，信学技報，Vol. 118，

No.232，EMD2018-40，pp.19-24 (2018) 

[2]炭素材料学会：「電機用ブラシとその使い方」，

日刊工業新聞社，pp.197-198 (1976) 
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数百 kHz 帯の非接触給電装置におけるコイル抵抗の計算精度に関する検討 

○浜野尚弥 米津大吾(関西大学) 

 

Consideration about Calculation Accuracy of Coil Resister for Non-contact Charger Systems  

at Hundreds of kHz 

HAMANO Naoya, YONETSU Daigo (Kansai University) 

 

キーワード：非接触給電，軸対称渦電流場有限要素解析,コイル抵抗 

 

1. はじめに 

筆者らは、電磁誘導方式の非接触給電装置の特性予

測に関する研究を行っている。これまでの研究では、

パンケーキ型空芯コイルを送・受電コイルとして用い

た非接触給電装置に充電回路を接続した場合の出力

電力および電力伝送効率の周波数特性を軸対称有限

要素解析とルンゲクッタ法を用いた等価回路解析の

組み合わせにより求めている。数十 kHz帯の非接触給

電実験の結果と上記の手法による計算結果の差異は

数%程度とよく一致した[1]。しかし、数百 kHz 帯にな

ると電力伝送効率の計算値が測定値より約10%過大評

価されており、入力電力の計算値が過小評価されてい

ると考えられた。これはコイル抵抗の計算結果が過小

評価されていることが原因であることが筆者の卒業

研究から考えられた[2]。 

 本報告では、コイル内径を 100mm、150mm、200mm(巻

き数はいずれも10)と変化させた場合のコイル抵抗に

ついて軸対称有限要素解析を用いて計算を行い、これ

をコイル抵抗の実測値と比較することでコイル抵抗

の計算精度を調べた。 

 

2. コイル定数計算のための解析モデル 

 非接触給電用の送電コイルの抵抗を軸対称渦電流

場有限要素解析により求めた。解析モデルを図 1に示

す。巻数は 10、内径は 100.0mm、外径は121.8mm、導

線間の空隙は0.1mmとした。なお、コイルに用いたエ

ナメル銅線の線径の公称値は 1.0mmであるが、被膜が

あることにより実効的な線径は小さい可能性を考え、

本報告では0.5mm～1.0mmの範囲に設定した。 

図 1の解析モデルにおいて、要素長は0.02～2mmの

範囲で設定した(特にコイル付近では表皮深さを考慮

し、0.02mm に設定した)。節点数は 1,191,250、要素

数は 2,378,096となった。送電コイルに流す電流（印

加電流）値は 1Aとし、周波数は、100kHz～900kHzの 

 
図 1 コイル定数計算のための解析モデル 

 

範囲で変化させた。 

コイルの抵抗の計算において、まずは各ターン（導

線）の断面内の要素で得られた渦電流密度(角周波数

と銅の導電率と磁気ベクトルポテンシャルの積)と印

加電流密度の和の 2 乗を銅の導電率で割った発熱密

度を体積分した発熱量（ジュール損）を求めた。次に、

各ターンの断面内の要素で得られた渦電流密度と印

加電流密度の和の面積分（各ターンの電流と見なせ

る）を求めた。各ターンの発熱量を電流の 2乗で割っ

た数値の和をコイル抵抗とした[1]。 

 

3. 有限要素解析によるコイル抵抗の計算結果 

 図 2～図 5 にコイル抵抗の測定値と銅線の線径を

1.0mm、0.9mm、0.7mm、0.5mm とした場合の計算値を

示す。なお、コイル内径を 150mm、200mm とした場合

（この場合も巻数は 10）においても同様の特性を示

したため、本報告では内径を 100mmとした場合の結果
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のみを示す。なお、送電コイル、受電コイルともに同

じ仕様であるが、個体差により測定値は異なった数値

となっている（非接触給電時の測定データではなく、

あくまで単体で測定した数値である）。 

 図 2 はエナメル銅線の公称値を設定した場合の計

算値と測定値の比較であり、いずれの周波数において

も計算値が測定値の 1/2 程度の値であった。図 3～5

に示した結果から、銅線の線径を小さくして計算する

と相対誤差が小さくなることが示された。なお、線径

を 0.5mmとした場合には 200kHz以下において測定値

と計算値はよく一致している。 

図 6は図 2～5のように線径を変えて求めた抵抗の

周波数特性の計算値と測定値の平均相対誤差を示す。

コイル線径を1.0mmに設定して計算した結果、平均相

対誤差は送電側では51.5%、受電側では50.3%に対し、

コイル線径を 0.5mm に設定すると平均相対誤差が送

電側では 17.3%、受電側では 15.4%となり、約 30%程

度相対誤差が小さくなった。 

以上より、エナメル銅線の線径を公称値より小さく

設定することでコイル抵抗の計算値の過小評価が改

善され、電力伝送効率などの諸特性の予測精度が向上 

 

図 2 コイル抵抗の周波数特性 

（線径を1.0mmとして計算した場合） 

 

図 3 コイル抵抗の周波数特性 

（線径を0.9mmとして計算した場合） 

すると考えられる。しかし、この実効的な線径の設定

の妥当性を今後は検証する必要がある。 

 

図 4 コイル抵抗の周波数特性 

（線径を0.7mmとして計算した場合） 

 

図 5 コイル抵抗の周波数特性 

（線径を0.5mmとして計算した場合） 

 

図 6 線径を変えた際の平均相対誤差 

 

4. 参考文献 

[1] 米津、山本 : 電気学会論文誌B，Vol.134-D，No.11，

pp.948-955 (2014). 

[2] 浜野：「数百 kHz 帯における非接触給電装置の特

性予測のための測定結果・計算結果の妥当性に関

する研究」, 関西大学卒業論文(2020) 
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ビル直撃雷による接地極間電位差のモデル実験検証 

○三村文乃，小森駿矢，坂野高輔，安井晋示（名工大），山本達也，小林浩（㈱トーエネック） 

 

Experimental verification of the overvoltage between ground lines in a building struck directly by lightning 

MIMURA Ayano, KOMORI Shunya, BANNO Kosuke, YASUI Shinji (Nagoya Institute of Technology), 

YAMAMOTO Tatsuya, and KOBAYASHI Hiroshi (Toenec Corporation) 

 

キーワード：接地極間電位差，直撃雷，ビル，電位干渉 

 

1. はじめに 

わが国における一般的なビルの配線設計では，地絡

や短絡事故の際の故障電流が増加するなどの理由に

より，系統(B種)接地極を他の保護接地極（A, D種）

と切り離したTT系統を採用することが多い。このTT

系統では，ビル直撃雷によって大地電位分布が発生し，

それに伴い接地極間に電位差が生じる。この電位差は，

何も対策が取られないと，分電盤を経由して，それに

繋がる低圧機器に過電圧を生じさせる。 

直撃雷による過電圧を抑制する対策として，接地極

間や配線間にSPDを設置することが行われる。この際，

SPDの種類（保護レベルなど）や設置場所などを考慮

した効率的な対策を行うには，各場所で発生する過電

圧の大きさを定量的に推定できることが望ましい。 

過電圧を定量的に評価する手法としては，近年では，

FDTD 法をベースとした電磁界解析が行われている。

しかしこの手法は，解析モデルの作成や解析時間に多

くの手間と時間を要する点に問題がある。そこで筆者

らは，ビル直撃雷により生じる分電盤での過電圧を簡

易な数式モデルで評価する手法を研究している。 

これまで，電磁界解析手法を用いた分電盤での過電

圧発生メカニズムの検討を行い，第１短時間雷撃

(10/350 μs)のような比較的峻度が小さい雷電流に対

しては，分電盤に生じる過電圧は，ほぼ接地極間電位

差と等しくなること，また，その値は，雷電流ピーク

値を用いた電位干渉法による計算結果から誤差15%以

内の範囲で推定できることを明らかにしてきた(1)。 

本論文は，水槽を用いた縮小モデルによるインパル

ス実験により計算結果と実測結果の比較検証を行っ

た結果を報告する。 

 

2. 実験方法 

実験で用いたビルの縮小モデルを図 1に示す。直径

1 cmの鉄筋で構築し，高さ17.5 ｍのビルを想定して

1/25の縮小モデルとした。これを高さ4 cmのプラス

チック製の土台に置き，鉄筋の下部20 cmをプールに

張った水に浸した。よって水深は24 cmである。また，

プールは完全導体を想定した銅板の上に配置した。 

雷撃点（雷電流注入点）は，ビルモデルの隅とし，

インパルス電源を用いて0.6/4.0 μsの雷電流波形（電

流ピーク値：約 180 A）を注入した。なお，D種接地

線はビルモデルの雷撃点付近で接続した。この接続点

をビルモデルの様々な箇所で変化させても，D種接地

極点に生じる電位は変化しないことを確認している。

B種接地線はビルモデルに接続されていない。 

 電位差の測定点を図 2 に示す。ビルモデルの外側

(a)，中外側(b)，および中心部(c)での電位差を測定

した。測定線は，絶縁電線（IV線）の先端4 cmの被

覆をはがし，水面から4 cm浸水させた。 

 

 
図1 縮小ビルモデル 

Fig. 1 Small scale building model 
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3. 電位干渉法による電位差の算出法 

 電位干渉法による電位差の算出法は，文献(1)と同

様である。鉄筋と接地極の合計 18 本の電極系に対し

て雷電流を注入した際の電位上昇を計算する。 

𝑖 (𝑖 =  1, 2, …18)番目の電極に流入した電流を

Ii, 電位をUiとする。また, 𝑗 (𝑗 =  1, 2,…18)番目

の電極の i番目の電極位置に対する接地抵抗を Zi, jと

すると次式が成立する。 

 [
𝐼1
⋮
𝐼18

] = [

𝑍1,1 ⋯ 𝑍1,18
⋮ ⋱ ⋮

𝑍18,1 … 𝑍18,18

]

−1

[
𝑈1
⋮
𝑈18

] (1) 

𝑖 ≠ 𝑗の時,  

𝑍𝑖,𝑗 = (
1

𝑙𝑖
)∫

𝜌

4𝜋𝑙𝑗

𝑙𝑖+𝑡𝑖

𝑡𝑖

 

{
 

 

𝑙𝑛

(

 
𝑙𝑗 + 𝑡𝑗 − 𝑧 + √𝑆𝑖,𝑗

2 + (𝑙𝑗 + 𝑡𝑗 − 𝑧)
2

𝑡𝑗 − 𝑧 + √𝑆𝑖,𝑗
2 + (𝑡𝑗 − 𝑧)

2

)

  

+ 𝑙𝑛

(

 
𝑙𝑗 + 𝑡𝑗 + 𝑧 + √𝑆𝑖,𝑗

2 + (𝑙𝑗 + 𝑡𝑗 + 𝑧)
2

𝑡𝑗 + 𝑧 + √𝑆𝑖,𝑗
2 + (𝑡𝑗 + 𝑧)

2

)

 

}
 

 

𝑑𝑧 

 

 
 

(2) 

ただし 𝜌：大地抵抗率,  𝑙𝑖 , 𝑙𝑗  ：電極長さ, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑗：

埋設深さ 𝑆𝑖,𝑗 ：電極間距離 

𝑖 = 𝑗の時は, 式(2)中の𝑆𝑖,𝑗を電極半径に置き換

える。ここでは, 接地系 A（17本の鉄筋と D種

接地）のみに電流 Iが流入した時を考えるので, 

次式が成立する。 

 𝐼1 + 𝐼2 + ∙ ∙ ∙  +𝐼17 = 𝐼   𝐼18 = 0 (3) 

また, 接地系 Aの電位をUA, 接地系 Bの電位をUB

とすると次式が成立する。 

 𝑈1 = 𝑈2 = ∙ ∙ ∙ = 𝑈17 = 𝑈𝐴   𝑈18 = 𝑈𝐵 (4) 

(1)式における行列[Zi, j]-1を次式のように 4つの小行

列に分割する。 

[

𝑍1,1 ⋯ 𝑍1,18
⋮ ⋱ ⋮

𝑍18,1 … 𝑍18,18

]

−1

=

[
 
 
 [

𝑞1,1 ⋯ 𝑞1,18
⋮ ⋱ ⋮

𝑞18,1 … 𝑞18,18
] [

𝑞1,18
⋮

𝑞17,18
]

[𝑞18,1 ⋯ 𝑞18.17] [𝑞18,18]]
 
 
 

 (5) 

(1)式に(5)式を代入し, (3) , (4)式を用いて整理す

ると次式のようになる。 

 
𝐼 = 𝑄11𝑈𝐴 +𝑄12𝑈𝐵
0 = 𝑄21𝑈𝐴 + 𝑄22𝑈𝐵

} (6) 

ただし, Qi, jは(5)式における各小行列の全要素の和

である。この(6)式より UAと UBを求める。なお，計

算での𝜌の値は 100 Ωmとした。(2) 

 

4. 実験結果と考察 

 表１に実測した電位差と電位干渉法により計算し

た電位差，およびその誤差率を示す。実験誤差を考慮

し，電極浸漬角度を調節して 3回行った。実測した電

位差はビルモデルの中心部に移動するほど小さくな

り，計算結果も同様である。 

なお，実測値に対する計算結果の誤差が中心部ほど

大きくなった。この原因は，プール底面が完全導体か

ら近過ぎることで，接地極の電位が想定より大きくな

ったことが考えられる。今後は，鉄筋の浸漬深さを短

くして再度検証を行う予定である。 

 

表１ 接地極間電位差の測定結果と計算結果 

 

参考文献 

(1)小木曽，他：電気学会論文誌 B，Vol.140, No.3 

pp.198-203 (2020) 

(2) 荒木：「アース実践ハンドブック」，三松株式会社，

p.231 (2005) 

実測値 干渉式

① 182 2.48 2.79 12.5

② 174 2.80 2.67 -4.8

③ 186 2.64 2.85 8.0

① 182 1.44 1.36 -5.3

② 186 1.52 1.39 -8.4

③ 182 1.52 1.36 -10.3

① 174 1.28 1.07 -16.7

② 176 1.36 1.08 -20.7

③ 180 1.36 1.10 -18.9

電流 [A]
電圧 [kV]

誤差 [%]接地位置

a

b

c

 

図2 電位測定点 

Fig. 2 Measurement points of potential difference. 
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アルミニウムの摺動接触における二硫化モリブデン介入の効果 

○佐竹秀太（日本工業大学），坪井佑樹（日本工業大学）， 

川島優樹(日本工業大学) ，福田直紀（日本工業大学）， 

渡辺克忠（日本工業大学），澤孝一郎（日本工業大学）， 

上野貴博（日本工業大学）  

 

Effect of molybdenum disulfide intervention on sliding contact of aluminum ,  

Satake Syuta (Nippon Institute of Technology), Tsuboi Yuki (Nippon Institute of Technology) , 

Kawashima Yuki (Nippon Institute of Technology), Fukuda Naoki (Nippon Institute of Technology), 

Watanabe Yoshitada (Nippon Institute of Technology), Sawa Koichiro (Nippon Institute of Technology), 

Ueno Takahiro (Nippon Institute of Technology)  

 

キーワード：二硫化モリブデン、アルミニウム、摩擦係数、接触電気抵抗、摺動接触 

 

1.背景・目的 

静止物体と移動物体（回転体）間の通電を担う電気摺

動接触機構は、電気機器の回転機等に用いられている。

ブラシと整流子またはスリップリングは互いに摺動し、

摩擦や摩耗の問題が常に発生する。摺動部分において潤

滑性が悪い場合、材料の摩耗を生じるだけでなく、電気

的ノイズも発生する。これは、周辺機器の誤動作の原因

となり、システム全体の破壊に繋がる。そのため、摺動

面の良好な潤滑性と低い接触抵抗を保つことは、システ

ムの運用に必要不可欠な要素であるとされている 1)。 

 本研究では、潤滑剤として固体潤滑剤である二硫化モ

リブデン(MoS2)を使用した。二硫化モリブデンは、真空

中の摩擦係数低減に有効であり、宇宙空間での利用に適

している。この優れた摩擦特性を大気中の電気摺動接触

部への応用を検証するため実験が行われた。 

これまでに、銅ディスク-銅ピンの摺動特性が取得され

た。また、ディスクには、二硫化モリブデンを 10気圧で

埋め込む処理（以下、ショット処理と表記）を施した。

これにより、通電電流 3A以下の領域では、MoS2が摩擦係

数の低減に効果を発揮することを明らかにされた。また、

通電電流を上昇させた場合、ジュール熱の影響により

MoS2の皮膜破壊が生じ、接触電気抵抗の低下を招くこと

を明らかにされた２）。 

今回は、銅と比較し耐食性が高く、安価で柔らかいア

ルミニウムに着目した。実験は、アルミニウムディスク

-アルミニウムピン（以下、潤滑剤なしと表記）およびシ

ョット処理アルミニウムディスク-アルミニウムピン（以

下、潤滑剤ありと表記）の組み合わせにて行った。これ

により得られた、摩擦特性と通電特性を比較することで、

二硫化モリブデンショット処理の効果を明らかとするこ

とを目的とした。 

 

2.実験方法及び条件 

 本実験では、ピン・オン・ディスクの接触方式にて、

摺動実験を行った。また、潤滑剤ありのアルミニウムデ

ィスクは、表面に二硫化モリブデン微粒子をショット処

理した。図１に実験試料の寸法、表 1に実験条件を示す。

実験回路は、図 2に示すように、試料を四端子法で結線

し、摺動中における接触電気抵抗を測定した。同時に、

摩擦係数をレコーダーにて測定した。 

 

 

 

 

 

 

図１ 実験試料の寸法 

表 1 実験条件 

通電電流[A] 1 3 

荷重[N] 0.5 

回転速度[min-1] 15 

実験時間[min] 240 

2mm 

30mmΦ 

5㎜Φ 
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図 2 実験回路 

 

3.実験結果 

 図3に摩擦係数特性、図4に接触電気抵抗特性を示す。

なお、接触電気抵抗は、0.5秒ごとのサンプリングを 1分

ごとに平均した値をプロットした。 

 潤滑剤なしでは、通電電流 1A、3Aともに、摩擦係数が

時間の経過にともない減少する傾向を示した。また、逆

に摺動時間の経過にともない、接触電気抵抗が増加して

いく傾向を示した。なお、単発的な接触電気抵抗の上昇

がみられた。 

 潤滑剤ありでは、通電電流 1A、3Aともに摺動開始から

10分まで、摩擦係数が低い値を示した。しかし、摺動開

始から 10 分以降は、潤滑剤なしと類似した摩擦係数特

性が得られた。なお、接触電気抵抗は、潤滑剤なしの場

合と異なり、終始低い値を推移した。 

 

図 3 摩擦係数特性 

 
図 4 接触電気抵抗特性 

 

4.考察 

 潤滑剤なしでは、終始アルミニウム同士の摺動接触と

なるため、凝着摩耗が発生したと考えられる。これによ

り、接点表面が凹凸状態となり、接点開離を生じ、アー

クが発生したと考えられる。そのため、接点開離により、

単発的な接触電気抵抗の上昇がみられたと推測できる。

摩擦係数は、摺動時間の経過により、接点間の表面が凹

凸状態となったために凝着摩耗の発生が抑制され、減少

したと考えられる。 

 潤滑剤ありでは、摺動開始から 10 分まで摩擦係数の

低減がみられた。すなわち、潤滑剤の効果が確認された

といえる。しかし、10 分以降は、潤滑剤なしと類似し、

摩擦係数が高い値を示した。これは、二硫化モリブデン

のコーティング皮膜が剥離し、母体のアルミニウムが露

出したため、アルミニウム同士の摺動接触へ移行し、凝

着摩耗が発生したと考えられる。二硫化モリブデンの粒

子は凝着摩耗の表面に埋め込まれるが、摩擦係数の低減

までの有効性は見られない。また、アルミニウムは被削

性が良いため、銅同士の接触と比べ、摺動痕が大きく早

い段階で二硫化モリブデン皮膜の剥離が生じたと示唆さ

れる。一方で、接触電気抵抗は、二硫化モリブテンの介

入により、アークの発生が抑制され、摺動時間経過後の

急激な上昇の抑制が示された。これは、摺動後に剥離し

た二硫化モリブデン皮膜が粒子となり、凝着摩耗が発生

した表面の凹凸表面に埋め込まれることで、接触面の開

離によるアークの抑制に効果があり、結果として接触電

気抵抗の増加を抑制していると考えられる。この現象解

明のために、今後表面分析を行い検証する。 

 

5.結論 

 アルミニウムディスクに二硫化モリブデンショット処

理を施すことで、摩擦係数が 1/2程低減され、潤滑剤の

効果が確認された。しかし、10分程度で摩擦係数の減少

がみられなくなったため、軟らかい金属における摩擦係

数の低減には、有効性は低いといえる。しかし、凝着摩

耗が発生した摺動面に、剥離した二硫化モリブデン粒子

埋め込まれることで、接点開離によるアーク発生の抑制

につながり、接触電気抵抗を低く抑える効果が得られた。 

なお、アルミニウムへの通電電流が 1A、3Aの場合でも二

硫化モリブデンは同様の効果を発揮することが確認でき

た。 

参考文献 

1) 河野彰夫：電気・電子材料のトライボロジー， 

株式会社リアライズ社 p.233（1999） 

2) 飯塚達郎, 渡辺克忠, 澤孝一郎, 上野貴博： 

「銅接点へ二硫化モリブデン介入による摺動通電特

性」,トライボロジー会議 秋 別府 (2020) 
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Sawa Koichiro(Nippon Institute of Technology), Ueno Takahiro (Nippon Institute of Technology)  
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1．背景・目的(1） 

 直流電動機や交流発電機の稼働において静止物体

であるブラシから移動物体であるスリップリングの

摺動面での摩擦による材料の摩耗は長年の研究課題

である。そのため,ブラシ・整流子・スリップリング

といった摺動材料の電流伝達の信頼性が求められて

いる。信頼性の向上の手法として固体潤滑剤を使用す

る例がある。摺動材料は金属と固体潤滑剤を焼結して

作成し使用する。しかし,焼結による摺動材料の作製

は二酸化炭素の排出,生産の容易性,生産コスト，材料

の強度低下の問題が生じてしまう。そこで，本研究で

は、コストを抑えて環境に配慮した摺動材料の開発を

目的とした。固体潤滑剤を添加する手法として，二硫

化モリブデンショット処理を適用し，この効果を明らか

にすることを目的とした（2）。 

 

2．実験方法および条件 

本実験では，アルミニウムシリンダ(以下シリンダ)

とアルミニウムピン(以下ピン)をピン・オン・リング

接触方式で摺動通電実験を行った。試料として、アル

ミシリンダの下部 15mm に二硫化モリブデン微粒子を

10 気圧で噴射し埋め込む二硫化モリブデンショット

処理を施して用いた。図 1 に実験試料の寸法を示す。

表 1に実験条件を示す。 

表 1 実験条件 

 

図 1 実験試料の寸法 

 

3．実験結果 

摩擦係数特性を図2に示し，接触電気抵抗特性を図

3に示す。また，グラフ上の凡例は潤滑剤無を無，潤

滑剤有を有と表している。 

潤滑剤無における摩擦係数特性は，3N 時に 1.17， 

5Nで 1.20を示した。荷重に関わらず，1.0を超える

極めて高い摩擦係数を示している。接触電気抵抗特性

は，3Nで 2.44～209.28mΩ，5Nではで 1.29～19.38m

Ωを示した。3N では 100mΩを超える高い抵抗値を示

している。 

潤滑剤有における摩擦係数特性は，3N で 0.86～

1.38，5N で 0.84～１.21 を示した。摺動開始時に低

い摩擦係数を示したが，その後高い摩擦係数を示して

いる。接触電気抵抗は 3Nで 7.49～163．26mΩ，5Nで

通電電流［A］ 1 

接触荷重［N］ 3 5 

回転速度［min-1］ 100 

実験時間［min］ 50 
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は 1.39～162.5mΩを示した。摺動開始時に高抵抗を

示し，その後は，潤滑剤無と似た抵抗値を示している。 

 

  図 2 摩擦係数特性 

 

  図 3 接触電気抵抗特性 

 

4．考察 

 潤滑剤無しでは，1.0 を超える摩擦係数を示した。

同種金属の摺動のため，凝着摩耗が発生し表面が荒れ

た状態になり，高い摩擦係数を示したと考えられる。

接触電気抵抗は，3N では接点開離を起こしやすい状

態になり，抵抗値が上昇したと考えられる。5N では

接点開離が起こりにくかったことにより，抵抗値が

3Nより低く検出されたと考えられる。 

 潤滑剤を用いた場合では，摩擦係数が摺動実験中に

低下することを推測したが，事前の予想に反して，二

硫化モリブデン被膜が剥離し，摩擦係数が急上昇し，

凝着摩耗を起こした。摺動実験開始から 15秒程度は，

潤滑剤の効果は発揮されていたため，その時間範囲の

摩擦係数特性と接触電圧降下特性を図4，図5に示す。

二硫化モリブデン被膜が容易に剥離した要因につい

て，接触電圧降下から検討を行う。摺動実験開始 15

秒ほどでは，0.1V～0.9V の接触電圧降下を示してい

る。接触電圧降下から接触点温度上昇を推定するΦ―

θ理論を用いる。アルミニウムでは接触電圧が0.1V，

モリブデンは 0.25V で軟化温度に達する（3）。3N，5N

共に，0.1Vに達し，更に5Nに関して二硫化モリブデ

ンは，0.25Vに達している。アルミニウムや二硫化モ

リブデンが軟化したことによって，容易に被膜が剥離

し，摩擦係数が急上昇した要因と考えられる。 

 

図 4 摩擦係数特性［実験開始 15秒］ 

 
図 5 接触電圧降下［実験開始 15秒］ 

5．結論 

 アルミシリンダに二硫化モリブデンをショット処

理して電流 1A を通電して摺動した場合，摺動直後に

接触電圧降下が上昇し，通電点が軟化することで二硫

化モリブデンが剥離しやすい状態であることを示し

た。1A レベルの電流では二硫化モリブデンの潤滑効

果を発揮しにくいことを示した。 
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住環境の快適性と環境負荷を考慮した住宅設備構成の検討 

○佐藤匠悟（芝浦工業大学），藤田吾郎（芝浦工業大学），竹本泰敏（日本工業大学） 

 
Investigation of residential equipment considering  

comfort of living environment and reduction of environmental burden 
SATO Shogo (Shibaura Institute of Technology), FUJITA Goro (Shibaura Institute of Technology) 

TAKEMOTO Yasutoshi (Nippon Institute of Technology) 
 

キーワード：住宅設備，ヒートショック，空調，ZEH 

 
1. はじめに 

 近年，日本の高齢者は増加傾向にある。また，高齢

者の救急搬送者発生場所は住宅内が多い[1]。なかでも，

住宅内の大きな温度差はヒートショックを引き起こ

すことが知られている。今後，超高齢化となっていく

中で健康，快適性を考慮した住環境が求められる。ま

た，近年の環境問題から，低炭素社会が目指されてい

る。そこで，太陽光発電などを用いた住宅部門での低

炭素化も注目されている。ここで，快適性を保つため

に室温の維持を，空調だけに頼ると消費電力は増える

可能性がある。そこで，外皮性能を向上することで室

温の維持が可能となり，空調での消費電力も抑えるこ

とも考えられる。しかし，外皮性能を向上には，既存

の住宅では費用面等デメリットもある。本研究では空

調の活用と太陽光発電の活用から快適性の維持と低

炭素化の両立ができる設備構成の明確化が目的であ

る。本稿では対象住宅の室内温度環境性解析と住宅空

調消費電力量の解析についての報告を目的とする。 

 

2. 住宅建物モデル 

 本稿では，解析対象とした住宅建物モデルに自立循

環型住宅開発プロジェクトで公開されている標準住

宅モデル[2]を採用した。図 1 に平面図を示す。また，

各外皮性能は，建築建物省エネ法にある，平成 11 基

準を基準として，ZEH条件を満たす外皮性能，ZEH+条

件を満たす外皮性能の３ケースで解析を行う[2][3]． 

 

図1 住宅平面図 

表1 対象住宅 

家族構成 4人(大人2人 子供2人) 

住宅の属性 木造住宅 

延べ床面積 
120.07㎡[36.3坪] 

(1F:62.93㎡，2F:57.14㎡) 

住宅開口部割合 26.8% 

 

3. 対象住宅における解析 

3.1 解析条件 

表2に文献に基づき設定した解析条件を記す。空調

運転条件は表3に示す。 
 

表2 解析条件 
暖房使用期間[4] 11/4～4/12 設定温度 20℃ 
冷房使用期間[4] 5/21～10/2 設定温度 27℃ 

PMV条件 －１＜ＰＭＶ＜１ 

冬季の推奨室温[5] 
居室 18～27℃ 
非居室 13～27℃ 
温度差 5℃以内 

空調設置部屋 リビング,寝室,子供部屋1,2 

 
表3 空調運転条件 

Case0 部分間欠運転 
Case1 24時間運転 
Case2 部分間欠運転(和室追加) 
Case3 24時間運転(和室追加) 

 

3.2 室内温度環境解析 

本稿における室内温度環境の評価は快適性を示す

指標であるPMVに基づくものと，室温と室間温度差

に基づくものの2つで行う。 
 

3.2.1 PMV解析 

評価は1年間を暖房期，冷房期，中間期の3つに分

け，空調運転時間内でPMV条件を満たしている時間

の割合(％)を求めた。解析結果を表4に示す。表4よ
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り各期間において空調の運転を 24 時間運転に変更す

ると，暖房期の H11 以外では快適性が向上すること

が読み取れた。また和室(JP)への追加に関しては暖房

期では ZEH，ZEH+に関して，効果があまり見られ

なかった。 
 
表4 空調運転時に居室がPMV条件を満たす割合  

 Case0 
[%] 

Case1 
[%] 

Case2 
[%] 

Case3 
[%] 

暖

房

期 

LD 
H11 64.3 61.3 66.2 63.5 
ZEH 74.5 77.5 74.5 77.9 

ZEH+ 73.4 78.1 73.0 78.3 

C1 
H11 64.3 61.3 66.2 63.5 
ZEH 74.5 77.5 74.5 77.9 

ZEH+ 73.4 78.1 73.0 78.3 

冷

房

期 

LD 
H11 68.0 86.6 69.2 87.4 
ZEH 71.3 93.6 72.5 94.3 

ZEH+ 70.9 94.2 72.0 94.8 

C1 
H11 66.4 89.1 66.8 89.2 
ZEH 66.7 95.6 67.5 95.6 

ZEH+ 65.7 96.5 66.4 96.5 

 

3.2.2 冬季での推奨温度についての解析 

 本稿における室間温度差の導出式を示す。(11)式よ

り，非居室の室温が冬季の推奨室温内である時の時間

を求め，満たした割合(％)を表 6 に示す。表 5 より，

24時間運転，JPへの空調追加は快適性の向上に効果

があることが読み取れる。 
 

ΔT = T Livingroom - T Non-Livingroom …(1) 

ΔT：室間温度差[℃] ， T Livingroom ：居室の室温[℃] 

T Non-Livingroom：非居室の室温[℃] 

 
表5 居室，非居室が冬季の推奨室温を満たす割合 

 Case0 
[%] 

Case1 
[%] 

Case2 
[%] 

Case3 
[%] 

LD_WR1 
H11 50.8 67.5 54.4 72.5 
ZEH 67.6 79.4 69.8 79.7 

ZEH+ 69.4 78.2 70.4 78.3 

BR_TO2 
H11 18.9 80.7 21.0 81.2 
ZEH 43.2 93.3 47.3 92.1 

ZEH+ 58.4 91.5 63.6 90.7 

C1_TO2 
H11 51.7 67.9 54.5 69.7 
ZEH 71.8 76.6 74.0 76.6 

ZEH+ 75.0 74.7 76.6 74.5 

 

3.3 住宅空調消費電力量解析 

 図2に暖房期間，図 3に冷房期間での空調での消費

電力量(kWh)をそれぞれ示す。図2よりH11からZEH+

であれば外皮性能を向上すると暖房での消費電力量

は削減できることが読み取れた。図 3に示す冷房での

消費電力量は，ZEHよりZEH+の時に消費電力量が増

加している場合がある。 

 

図2 空調消費電力量(暖房期) 

 

図3 空調消費電力量(冷房期) 
 

4. 考察と今後の展望 

本解析では，空調の運転方法の変更で，快適性が向

上することが判明した。しかし，ZEH,ZEH+の二つを比

較すると，快適性に変化があまりなかった。よって今

回選択した外皮条件では,快適性の観点でいえば ZEH

より高める必要はないと考えられる。消費電力に関し

ては，外皮性能向上によって暖房期では削減され,冷

房期ではあまり変化はなかった。しかし,空調での消

費電力は暖房の割合が多いため年間を通して考慮す

ると，外皮性能を高めると年間の空調消費電力の削減

の効果があると言える。本稿では，室内温度環境と空

調消費電力量について示した。今後は空調の運転方法

が変わった影響で増えた消費電力が太陽光発電の発

電量でまかなえるかを検討し，最適な設備構成を明確

にする。 
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物販店舗における EV 急速充電器導入時の一検討 

○小澤航一郎（芝浦工業大学），藤田吾郎（芝浦工業大学），竹本泰敏（日本工業大学） 

 

Study on EV Rapid Charger Introduction in Commercial Facilities 

OZAWA Koichiro (Shibaura Institute of Technology), FUJITA Goro (Shibaura Institute of Technology) 

 and TAKEMOTO Yasutoshi (Nippon Institute of Technology) 

 

キーワード：急速充電器，電気自動車，太陽光発電 

 

１．はじめに 

近年，地球温暖化をはじめとした環境問題への関心

の高まりから，低炭素化社会が注目されている。その

中で，自動車においては，従来のガソリン車から，電

気を燃料とする電気自動車(Electric Vehicle)へ燃

料転換が進められている。しかし，我が国においては

EV普及率 0.55%であり，2020年までの EV台数目標に

は，現状で約 2 割程度の到達である。[1]このように

我が国における EV の普及が，途上段階である一因と

して，EV 充電器の導入が進んでいないことがあげら

れる。特に，EVへの充電を短時間で終えられる急速充

電器の台数は，一般家庭に導入が多い普通充電器と比

較して，約 3割程度であり，買い物等で外出した際に，

短時間で充電可能な公共設備が少ない。そこで，本研

究では EV急速充電器の再現モデルを構築し，EV急速

充電器の消費電力量を明らかにするとともに，太陽光

発電設備（PV）を導入した際の売電電力量および購入

電力量を明らかにしたのでこれを報告する。 

２．解析条件 

２．１ 物販店舗モデル[2] 

 本研究では，先行研究にて解析が行われた物販店舗

モデルの解析結果を用いた。本モデルは，RC造地下一

階，地上三階であり，延床面積は，11250[m2]である。

図１に物販店舗基準階平面図を示す。本研究では，人

口密集度が高く物販店舗が多く存在する大都市圏を

想定した．このため，気象条件などの環境条件には，

東京，大阪，名古屋などの大都市圏を含む省エネルギ

ー地域区分の地域 6を採用した．また，壁，窓などの

建物外皮性能は，エネルギー消費性能計算プログラム

(非住宅版)(3)を参考にした．また，導入設備と設備

稼働スケジュールは，建築研究所が公示した「標準室

使用条件の詳細」(5)，国土交通省大臣官房官庁営繕

部設備・環境課監修から発行された「建築設備設計基

準（平成 30 年版）」(6)に基づき設定を行った．本稿

で導入した設備は主に，空冷ヒートポンプ，ファンコ

イルユニット，機械換気設備，二次ポンプ設備，昇降

機である。 

 

図１   物販店舗基準階平面図 

２．２ 太陽光発電設備 

 本研究では，対象の物販店舗モデルの屋上屋根面に，

空調設備機器や，点検時の人員幅および，PVパネルの

最大影幅を考慮して，最大導入可能な設備容量を算出し

た。最大容量算出式を(1)式に示す。また，本稿ではPV

パネルの仕様として，主要５社の平均値を用いた。表１

にPVパネルの仕様を示す。表２に本稿におけるPV設

置条件を示す。 

𝑃𝑃𝑉 ≤
𝑆𝑙𝑜𝑜𝑓 × 𝛼 × 𝑘

𝐿𝑊[cos 𝜃 + {sin 𝜃 tan(90 − 𝜑) cos(90 − 𝛿)}]
    (1) 

𝑃𝑃𝑉：PV最大導入可能容量[kW],𝑆𝑙𝑜𝑜𝑓：屋根面積[m2] 

𝛼：設置不可能面積係数,𝑘：単位 PV出力[kW] 

𝐿：PVパネル奥行[m],𝑊：PVパネル幅長[m] 

𝜃:PVパネル設置角度[°],𝛿：太陽方位角[°] 

表１   PVパネル仕様 

単位 PV出力 幅長 奥行 

0.25[kW] 0.85[m] 1.59[m] 

表２   PV設置条件 

設置角度 設置容量 

7.6[°] 200.5[kW] 
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２．３ 急速充電器モデル 

 本研究では，物販店舗に車で来客し，買い物中に充電

を行うことを想定した。また，充電器を使用するEV(充

電要求車)として，蓄電池容量別に３種類を想定した。こ

の時，充電開始時の残SOC(State of Charge)および，充

電要求車発生時間帯について，文献[3]を参考に発生割合

を設定した。表３に充電要求車の種類を，表４に充電開

始時の残 SOC および充電要求車発生時間帯の発生割合

を示す。 

表３   種類別充電要求車蓄電池容量 

 case1 case2 case3 

蓄電池容量 62kWh 42kWh 15kWh 

表４   残SOCおよび充電要求車発生時間帯 

残SOC 発生割合 発生時間 発生割合 

10% 6% 7時～9時 6% 

20% 17% 9時～12時 23% 

30% 31% 12時～15 時 19% 

40% 19% 15時～18 時 29% 

50% 20% 18時～23 時 19% 

60% 4%   

70% 3   

３．解析結果 

 図１にEV急速充電器の使用電力量を，図２に月別PV

発電量の解析結果示す。また，急速充電器を設置した物

販店舗における，購入電力量を図３に，売電電力量を図

４に示す。 

 

図１   月別EV急速充電器使用電力量 

 

図２   月別PV発電電力量 

 
図３   月別購入電力量 

 

図４   月別売電電力量 

４．考察 

 図１より，急速充電器の最大使用電力は約3900[kWh]

であることがわかった。さらに，図２からすべての月で，

充電器の使用電力を正味で上回っていることが分かる。

しかし，悪天候時など PV による発電量が少ないときな

ど，瞬間的には上回っていないことが考えられる。また，

図３より購入電力量は，最大400000[kWh]であることが

分かる。これは，物販店舗における消費が大きいことが

原因である。図４より，最大売電電力量は，約2000[kWh]

であることが読み取れる。 

５．今後の展望 

 本稿では，PV設備を導入した物販店舗における，EV

急速充電器設置時の解析を行った。今後は，瞬間的な電

力の関係を明らかにするとともに，環境性および経済性

の観点から評価を行っていく。 
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地域性を考慮したエネルギー供給支障時に対応可能な住宅設備構成の検討 

○上野晴紀（日本工業大学），種田和馬（日本工業大学），竹本泰敏（日本工業大学） 

 

Study on the structure of housing facilities capable of responding to energy supply disruptions in 

consideration of regional characteristics 

UENO Haruki (Nippon Institute of Technology), TANEDA Kazuma (Nippon Institute of Technology), 

TAKEMOTO Yasutoshi (Nippon Institute of Technology)  

 

キーワード：エネルギー供給支障，太陽光発電，住宅設備 

 

1. はじめに 

日本は，他国と比較して震災などの災害が多く，世

界の災害総被害金額の 11.9[%]を占める．また，2018

年度の電気事故件数のうち 53.3[%]が風水・水害によ

る被害であったことが電気事業者連合会より報告さ

れている(1)．風水・水害による電気事故では，台風に

よる数日間の供給支障を生じた事故もある． 

住宅建物では，災害対策として耐震，免振，防水な

どの構造面での対策が検討されている．だが，現代の

基本的な生活は，電力，ガスなどのエネルギーに支え

られているのにもかかわらず，災害時のエネルギー供

給支障時に必要となる対策設備や消費エネルギー量

を評価検討したものは少ない．そこで，本研究では，

電力，ガスなどのエネルギー供給支障時にも生活可能

な住宅設備構成を数値解析により明らかにすること

を目的とする． 

 

2. エネルギー供給支障 

住宅におけるエネルギー供給は，商用系統の送配電

線を介して電力の供給を行い，ガス供給系統によりガ

スの供給行う．しかし，災害等により，送配電設備，

ガス供給設備に損傷があると供給支障が生じて，復旧

に数日以上を要する．近年の災害で生じたエネルギー

供給支障の事例を Table.1に示す(2)．Table.1から，

災害により電力の復旧は約 1週間，ガスは最低でも 2

日の供給支障が生じたことが確認できる． 

 

Table.1 Number of days to recover from energy supply 

disruption (2) 

 

 

エネルギー供給支障時に住宅で電力を賄うために

は，太陽電池発電設備を導入することや，蓄電池導入

により蓄電池の充電電力を非常時に利用することな

どが考えられる．一方，一般的な給湯設備や調理器具

などのガスをエネルギー源に利用する機器は，ガスの

供給支障発生時においては利用することが困難であ

る． 

 

3. 解析条件 

本研究では，標準住宅モデルを用いて，省エネルギ

ー基準に基づき，日本を 8地域に区分した．省エネル

ギー地域区分の図を Fig.1に示した．また，本稿では，

人口密集地域である地域 6 のみ結果を添付して考察

を行う．ここでは，世帯人員を 4人とした．また，各

条件を Table.2に示す(3)．加えて，災害時は一部機器

の使用を制限することで一次消費エネルギー量を削

減している．空調機器条件を Table.3に示す． 

 

 
Fig.1  Area division of Japan 
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Table.2 analysis condition 
要因 各条件

家族構成 4人家族(男性：46[歳]，14[歳]，女性：44[歳]，16[歳])

住宅の属性
木造住宅　外皮条件：ZEH基準

延床面積；120.07[m²]（36.3[坪]）(1F：62.93[m²]，2F：57.14[m²])

設定温湿度

暖房時：20[℃](通常時)，19[℃](災害時)

冷房時：27[℃](通常時)，28[℃](災害時)

湿度：60[%]

住宅の開口部 寒冷地モデル：21.0[%]　温暖地モデル：26.8[%]

太陽光発電 北向き屋根面：4[kW]　南向き屋根面：4[kW]  
 

Table.3 air conditioning equipment conditions (3)  
空調機器条件

Case0 標準住宅使用

Case1 災害時：昼間はLDのみ，夜間は寝室と各子供室のみ

Case2 災害時：エアコン運転をLDのみ，LD・和室を寝室とした

Case3 災害時：夜間の空調の運転をなしとした  
 

4. 解析結果と考察 

本稿では，オール電化仕様住宅の日別エネルギー解

析結果を Fig.1から Fig.3に示す．Fig.1は，省エネ

ルギー地域区分１地域，Fig.2は，同地域区分の 6地

域，Fig.3は，同地域区分の 7地域である．解析結果

を評価するにあたり，暖房を使用する暖房期，冷房を

使用する冷房期，暖房と冷房を使用しない中間期を設

定した．また，各期間における一次エネルギー消費量

が最も多い日を最大日とした． 

地域 1，地域 6，地域 7のいずれにおいても暖房期

最大日は，電力を賄うことができないことが確認でき

る．また，最寒日は地域によって異なり，温暖地であ

る地域 6や地域 7において，寒冷地である地域 1と比

較して，暖房期である冬季は，一次消費エネルギー量

が高い傾向にある．しかし，悪天候等により発電量が，

一次消費エネルギー量を超えない場合は，Case3であ

っても太陽光発電による発電量だけでは，賄うことが

できないことが分かる．そのため，悪天候時や一次消

費エネルギー量が高く，太陽光発電量だけでは，エネ

ルギーを賄うことができないことを想定して，蓄電池

を導入する必要がある．さらには，一次消費エネルギ

ー量を削減して，翌日以降に使用できるエネルギーを

より多く残すために，コンセント機器や空調機器の設

定を削減する必要があると考える． 

 

 
Fig.2 Daily energy consumption and PV in region 1  

Fig.3 Daily energy consumption and PV in region 6 
 

 
Fig.4 Daily energy consumption and PV in region 7 

 

5. 今後の展望 

本解析では，災害時を想定したスケジュールを構成

して，解析を行った．それにより，地域1，地域6，地

域7の災害時における日別エネルギー消費量と日別発

電量を明らかにした．そのため今後の展望として，災

害時におけるコンセント機器と空調機器の消費電力

量削減をすること．さらに，夜間や悪天候時などの太

陽光発電を使用できない期間，昼間であっても一次消

費エネルギー量の方が太陽光発電量よりも低く，エネ

ルギーを十分に賄うことができないことが考えられ

る．そのため，蓄電池の導入をすることにより夜間ま

たは翌日以降であっても十分なエネルギーを使用で

きると考えている．そのためには，蓄電池導入をする

にあたり，必要な蓄電池容量の決定や災害発生時にお

ける蓄電池の残容量による影響，必要な蓄電池の充電

率について明らかにしたい． 
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小水力発電を組み合わせたハイブリッドPVモジュールの提案と 

小水力発電の特性評価 

○児玉速汰（サレジオ高専），米盛弘信（サレジオ高専） 

 

Proposal of Hybrid PV Module Power Generation System  

Combining Small Hydropower and Characterization of Small Hydropower 

KODAMA Hayata (Salesian Polytechnic)，YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード： 脱炭素化，太陽光発電，温度差発電，小水力発電，河川 

 

1．はじめに 

現在、地球温暖化が深刻化し、世界各地で「脱炭素

化」に向けた取り組みが行われている[1]。 

近年では、世界各地で地球温暖化を抑止するため、

再生可能エネルギーの普及が広まっている[2]
 。元来

から再生可能エネルギーの割合が高かったオースト

リア、ポルトガルでは、2013 年に再生可能エネルギ

ーの電力に占める割合が 50％以上になっており、オ

ーストリアでは約 67％に達している[3]。また、世界

の国々の政策だけに収まらず、各企業の中でも地球温

暖化の抑制に向けた取り組みが始まっている。例とし

て、企業が自社の消費電力を再生可能エネルギーです

べて補う取り組みの「Renewable Energy 100%」は2019

年 5月時点では、世界で約 180社、その中の 20社が

日本の企業である[1]。 

しかし、この再生可能エネルギーにも問題点がある。

それは気候変動等によって発電量が異なり、電気の安

定供給が困難な点である。例えば、太陽光発電を行う

前提として、晴天でないと効率よく発電をすることが

できないので、梅雨などの悪天候では発電量が極小と

なる。また、晴天でも、雲によって太陽光が遮られて

PV モジュールが受ける日射量が低下すれば、発電効

率は低下してしまう。この問題に対して、筆者らは複

数の再生可能エネルギーの発電を組み合わせること

で、発電効率の改善できるのではないかと考えた。 

本稿では、複数の発電方法を組み合わせた発電装置

の提案及び、試作した水車の出力特性の評価を行う。 

 

2．問題点の抽出 

本章では、提案装置に組みこむ太陽光発電、温度差

発電、小水力発電の 3方式の問題点抽出を行う。はじ

めに、太陽光発電の問題点として、PV モジュールが

高温になることで発電効率が低下することが挙げら

れる。次に、温度差発電の問題点は、温度差を保ち続

けなければ、発電量が低下する点である。最後に、小

水力発電の問題点として、設備に枝等が溜まることか

ら、維持管理を定期的にしなければならない点である。

以上の問題点を受けて、各問題点を補う発電システム

の提案を行う。 

 

3．提案方法 

図 1に提案する発電システムを示す。発電を行う場

所は、河川における落差工または段差である。水が段

差へ落ちる前に水路を繋ぎ、水が落ちる力により、水

車を回して発電する。本研究では、試作が容易である

自転車のハブダイナモを用いて、小水力発電装置を構

築した。温度差発電では、熱電変換素子を用いる。熱

電変換素子とは、素子に温度差を与えることで電気が

生じるゼーベック効果を有する素子である。図 1のよ

うに熱電変換素子の片側に、PVモジュール(輻射熱を

受けた高温側)を配置し、反対側にヒートシンク(水冷

されている低温側)を取り付け、水路に設置する。PV

モジュールを高温側として取り付けた目的は、輻射熱

の影響で高温になる性質を活用できるからである。低

温側は、河川の水を用いることで、熱による水温上昇

を防げるため、温度差を保ち続けながら発電を行うこ

とができる。また、太陽光発電のPVモジュールが高

温になることで、発電効率が低くなる弱点を補う方法

として、河川の水で冷却したヒートシンクによって

PV モジュールを冷やすことで、発電効率が上昇する

期待もできる。PV モジュールが夏場等に高温になっ

た場合においても、PV モジュールと水温の温度差に

より、温度差発電を行い、PV モジュールの発電量を

補うことが期待できる。 
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図１ 提案する発電システム 

 

4．実験方法 

本章では、水車の出力特性の測定方法について述べ

る。本実験は河川に発電装置を設置して測定を行う。

水路に流れる体積流量から、水車の回転数を測定し、

得られる電力の測定を行う。 

図 2に本研究での流速測定方法を示す。水路内を流

れる水に対し、図 2のようにストローを 90°に曲げ、

ストローの長辺を鉛直に立てて設置する。これにより、

圧力でストロー内の水面が上がっていく。ストロー内

の水面が安定した後、水路の水面とストロー内の水面

の高さ hを測定し、トリチェリの定理から v=√2ghに

値を代入することで、河川の流速を求めることができ

る。本実験では体積流量を求めるため、この河川の流

速に水路の断面積を乗算して求める。 

 水車の出力及び、回転数はデータロガーにて記録を

する。負荷抵抗は、前実験で最大電力を記録した、各

回転数における、最適負荷抵抗を用いて測定を行う。 

 また、本研究は、河川の段差上、胸掛け水車にて測

定を行った。                      

    
図 2 流速測定方法 

5．結果 

図 3に実際の測定環境を示す。表 1に水路内の流

速・流量と水車の回転数の結果を示す。また表 2に、

表 1の条件下で、実験を行った水車の出力の結果を示

す。 

表 1 流速・流量と水車の回転数の結果 

まず、流速を求めるにあたり、水面からストロー内

の水面までの高さが、0.015m であった。その結果を

もとに、トリチェリの定理で流速を求めた。その結果、

0.54m/sであった。水路の断面積は 0.012m
2であったこ

とから、体積流量は 0.0065m
3
/s であり、毎秒 6.5L 流

れていた。 

表 2 水車の出力結果 

Resistance [Ω] Voltage[V] Electric Power [W] 

50 7.22 1.04 

表１より回転数が 60rpm であった。前実験にて

60rpm時は、負荷抵抗 50Ωの時に最大電力を記録して

いることがわかった。そのため本実験では、負荷抵抗

を 50Ω で測定を行った。以上の結果を踏まえると、

毎秒 6.5L 流れる河川であれば、水車から出力される

電力は1.04W得られる事がわかった。 

 

図 3 実際の測定環境 

6．まとめ 

 本稿では、複数の再生可能エネルギー発電を組み合

わせた発電装置の提案と、試作した水車を河川に設置

したときの出力特性の評価を行った。その結果、河川

の水量が毎秒 6.5L 流れている場合、電力は合計で

1.04W得られることがわかった。 

 今後の展望として、複数の流量が異なる河川にて回

転数、水車の出力の測定及び、PV モジュールを設置

した場合の出力特性、有効性について明らかにする。 
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PVモジュールから放射するノイズ抑制法に関する研究 
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A study on the Suppression Method of Noise Emitted from PV Module 

YAGI Kanta (Salesian Polytechnic), YONEMORI Hironobu (Salesian Polytechnic) 

 

キーワード：電磁誘導の法則，PVモジュール，ノイズ，フラット型抑制装置，リッツ線 

 

1.緒 言 

近年，様々なエネルギーが消費されており，特に化

石燃料の使用割合が高く，エネルギーの変換過程にお

いて，環境問題を引き起こしている。これらの問題か

ら，再生可能エネルギーが注目を浴び，太陽電池(以

下PVモジュール)の研究が盛んに行われている。しか

し，PV モジュールから放射される電磁ノイズが AM

ラジオ帯(526.5～1606.5kHz)に干渉する問題が報告さ

れている[1]。当該問題では，PVモジュールの面積が

拡大することによって，放射するノイズも増大してい

く傾向がみられる[2]。本研究室では，放射されるノイ

ズの抑制法を検討している。先行研究では，PV モジ

ュール裏面に高周波特性に優れるリッツ線を抑制線

に使用した抑制装置を提案し，電磁誘導を利用するノ

イズ抑制法が有効であることを報告した[3,4]。しかし，

この抑制装置は質量が大きく，あまり実用的ではない。

また抑制に寄与する磁界の一部がパネルに届かない

問題が生じた。そこで，リッツ線を抑制法に使用した

提案法に代わる新たな抑制装置として，銅板を用いた

フラット型抑制装置を提案する。 

本稿では，フラット型抑制装置の磁界強度抑制効果

及び，抑制線を多段にした際の抑制効果を明らかにし

たので報告する。 

 

2.方 法 

以下の①②を測定し，①で得た値から②で得た値を

減算することでPVモジュール表面から発するノイズ

を明らかにする。その後(1)式及び(2)式を用いて抑制

値及び抑制率を算出する。 

図 1に本実験で用いた抑制装置を示す。従来の抑制

装置では，リッツ線 4本を 2段組みにしていたが，今

回は比較のために銅板の横幅をリッツ線 4 本分の幅

と一致させて比較を行った。銅板を採用した理由とし

て，リッツ線では抑制線の隙間が生じることや直径が

大きく，磁界がパネルに寄与しない可能性があった。

しかし，銅板を用いることでより磁界の密度を高めら

れる点や表皮厚を使用周波数以下で作製できる。また

抑制装置の形状はPVモジュールのバスバーに添わせ

るものとする。 

 

① PVモジュール表面から放射されるノイズ 

② 発電していない際の空間ノイズ 

 

測定は，15WのPVモジュール表面を縦に5点，横

に10点割り振り，その交点である50点を対象とした。

作製した抑制線に周波数固定の降圧チョッパ回路を

接続して，スイッチング動作を行い，ノイズの抑制効

果を確認した。本実験では抑制線の本数を 1～4 本と

し，各本数で測定を行った。 

 

HDEC=HAVEα-HAVEβ[A/m] ・・・(1) 

 

S=
HDEC

HAVEα
×100[%]  ・・・(2) 

 

ただし，HDEC：磁界抑制値，HAVEα：平均磁界強度α 

(抑制前)，HAVEβ：平均磁界強度 β (抑制後)，S：抑制率

とする。 

 

 

 

図 1 銅板を用いたフラット型抑制装置 
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3.結 果 

図 2 は抑制装置の構成要素に銅板を採用した場合

におけるPVモジュール表面上の磁界強度分布である。

抑制線を設置していない (a)の平均磁界強度は

0.615A/m であったのに対して，銅板を 1 つ巻いた(b)

の平均磁界強度は 0.407A/m であった。そのため，銅

板を用いたフラット型抑制装置でも磁界強度の低減

が確認できた。また，銅板を 2本巻いた(c)の平均磁界

強度は 4.925A/mであり，銅板を 3本巻いた(d)の平均

磁界強度は 0.312A/m であった。このことから抑制線

を多段にすることによって抑制効果が向上する傾向

がある可能性が高いといえる。しかし，銅板を用いた

ため，抑制装置に平滑性の課題があり，バスバーへ寄

与する磁界に高低差が生じたと考えられる。そして，

先行研究で用いていたリッツ線を用いた抑制装置と

比較すると，リッツ線 4 本を巻いた場合の抑制率が

9.91%であったのに対して，銅板を 3 本巻いた抑制装

置の抑制率は49.3%であった。 

以上のことより、銅板を用いたフラット型抑制装置

はPVモジュールから放射するノイズの抑制に有効で

あり前抑制法と比べ実用的といえる。 

 

4.結 言 

 本稿では，フラット型抑制装置の磁界強度抑制効果

を明らかにした。また，抑制線本数を増やした際の抑

制効果について検討を行った。結果として，フラット

型抑制装置を用いた場合の磁界強度低減が確認でき

た。また，磁界抑制率が最大で 49.3%であることがわ

かった。また，先行研究で提案したリッツ線を用いた

抑制装置に比べ抑制効果が高いことが確認できた。 
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(a) 抑制線なし 

 

 

(b) 抑制線 1本 

 

 

(c) 抑制線 2本 

 

 

(d) 抑制線 3本 

 

図 2 銅板を用いたフラット型抑制装置で 

抑制を行ったPVモジュール表面の平均磁界強度分布 
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