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１．概論
１．１ 概説
わが国の海岸線や山間部には、山覆・斜面崩壊の危険性を伴う道路網や鉄道網が多数存
在する。近年、これらの災害に対する観測網が整備されつつあり、気象予測精度の向上も伴
い、通過交通を崩壊から回避することが可能となりつつある。しかしながら、今日の観測機器
は外部からの電源供給と通信網整備を前提として開発されているため、峻険な崖錐部や高所
斜面に観測網を整備するためには、多大な費用を要するだけでなく、これを維持するためにも
膨大な維持･管理費用が発生する。したがって、独自で電力を供給し、観測網を介することな
く外部と通信することのできる自立型防災監視システムの開発が望まれることになる。
また、今次の東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）をみると、観測機器自体は震災被害
を逃れ、稼動し得るにもかかわらず、電力供給および通信網が分断されたがために、もっとも
観測情報を必要とするときにその情報が得られないという事例が、多々、散見された。この意
味でも、自立して防災監視を行うシステムの開発は、望まれる。すなわち、自立型防災監視機
器を用いた観測網は、個々の機器が災害の被害を免れれば、被災下でその役割を果たすこ
とができる。たとえ、数個の機器が破損したとしても、観測網としては活動を継続できるのであ
る。
一方で、今日の防災監視網は、その情報をリアルタイムで、市民、もしくは通過交通乗務者
等へ通知する仕組みがないという問題があるように思われる。今日の防災監視情報が道路管
理事務所などで集中的に管理され、何らかの異常発生に際しては警報等の形で発報されるも
のの、情報収集・分析･発報の過程でタイムラグが生じたり、災害が懸念される地点にいる当事
者に必ずしも警報が伝達されない場合もある。
助成研究者は、土木構造物の施工・維持管理に関し、OSV（On-Site Visualization）の概念を
提唱し、各種機器の製作と実務への適用を推進してきた。これは、構造物の各種計測結果を
原位置で可視光表示することにより、構造物の安定性や劣化の程度をリアルタイムで利用者
に周知する計測と発報が一体となった観測体系である。いいかえれば、交通信号のように
LED の発光色で構造物の安定性を、常時、表示することで、利用者の自立的な判断を可能と
する。
本研究は、この OSV の概念を導入し、太陽光発電等の電力供給システムや通信機能を整
備した自立型防災監視システムの機器/システム設計とその実装を行い、性能試験を通してそ
の実用性を検証するものである。これにより防災監視システム構築のコストダウンが図られるだ
けでなく、万一の崩落災害等に対して通過交通の乗務者が、独自の判断で回避行動を選択
することが可能となる。さらに、道路･鉄道管理者も遠隔からの視認による防災確認を行うこと
ができ、管理作業の効率化も可能となると考える。
本報告書は、次節 1.2 において OSV の概念と現状を総括し、これを踏まえて第 2 章で自立
型防災監視システムの設計と実装をおこなう。2.2 節では、自立型防災監視システムの機能を
整理し、これを実現するために必要な要求性能を規定する。2.2 節では、自立型防災監視シス
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テムを機能別に分類し、各機構の機器選定および回路設計を行い、機構としてのシステム設
計を行う。このようにして設計された各機構を 3.3 節において実装・接続し、システムとしての稼
動を行う。
3 章は自立型防災監視システムの実証実験を示すものである。3.1 節において、実験概要を
示し、3.2 節でその結果を示すとともに、考察を行う。その考察結果を踏まえ、3.4 節において、
当該システムの実用性の検証を行う。第 4 章は本研究の総括である。本研究で得られた知見
を整理するとともに、実用に当たっての問題点と今後の研究方針を示す。
1.2 OSV の理念と実際 1)
助成研究者らは、2003 年に起きた飯山トンネルの崩落事故や、その他の地盤工事事故の原
因究明を通して、今日の事故防止策や安全対策が抱える問題点を総括し、効率的、かつ合
理的な方法論を模索してきた。
その中で、今日、最も喫緊の課題と考えられたのは、以下のような問題点である。すなわち、
地盤工事では、種々の現場計測が実施され地盤や構造物の挙動が観察されている。しかしな
がら、その観察結果のほとんどは事務所の PC 等で分析・モニタリングされるだけで、事故発生
の場で工事に従事する技術者や作業員に、適宜、その情報が知らされているとは限らないと
いう問題である。
また、わが国の海岸線道路や山間部道路は、崩落・崩壊の危険性がある崖錐や斜面の直下
に建設されることが多い。これらの、崖錐や斜面はその挙動を定期的に観測されているが、こ
れを走行車両等に伝達する手段が限られているため、多くの運転手が自身の安全性に全く無
自覚なまま走行を余儀なくされている問題も重要であると考える。
このような現状を鑑み、申請者は、「動いたら光の色が変わる」、そんな状況を創ることができ
れば、安全性を視覚によって認識できるため、当事者が自らの安全行動を選択しえる環境を
整備できる者と考えた。この考えに基づき、変位や荷重によって発光色を変化することのでき
る機器を開発し、種々の建設工事に適用を試みた。その体系が、助成研究者の提唱する On
Site Visualization（OSV）である。以下では、学生らと試行錯誤を繰り返しながら開発してきた
OSV 開発の経緯と、現状を総括する 2)～11)。
（１）LEDS プロトタイプ開発
2006 年に、伸び・縮みに反応して光の色が変化する手作りの「光る変位計」を作製した。この
変形を用いて、写真-1.1 のように、4 枚のベニヤ板で地すべりを模した実験を実施し、挙動に
追随してリアルタイムに色を変えることを確認した

2)

。その後、光る変位計には Light Emitting

Deformation Sensor (LEDS)というニックネームをつけることとした。
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写真-1.1 地滑りを模擬した実験 2)
（２）LEDS の製品化とその展開
2007 年度から産官学の連携がゆるやかなスタートを切った。手作りの LEDS が持つ機能を再
現できるスイッチを再設計し、写真-1.2 に示すコンパクトなサンプルが出来上がった。このバー
ジョンでは端部の筒の中に相対変位量を光の色に変換する接触型のスイッチとばねを収め、
フルカラーLED を配した発光部の中心に軸力を受け持つワイヤーを通す形とした。これを用
いて様々な現場適用試験をスタートすることとした。

写真-1.2 LEDS 製品構成
最初に実施した屋外での試験適用（2007 年秋）は吹付けコンクリートを施工して約 40 年が経
過した国道 9 号線沿いの法面となった。ここでは、LEDS（初期の色は白とした）を 4 か所に設
置し、夕刻のやや薄暗くなった時間帯のみに担当者が電源を入れて LEDS の光の色を確認
するという形式をとった。写真-1.3 をみると、手前の 1 本だけが緑になっており、その部分にわ
ずかな動きが記録されたことが分かった。この現場では国道が緩やかなカーブになっており、
LEDS の光が目立ちすぎると運転者の注意を削ぐ恐れがあったため、点灯時間は夕刻の点検
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時だけに限定した。この例では、わずか 4 本の LEDS を用いただけであったが、インフラの状
態が公共空間に光の色として表示された貴重な実例となった。

写真-1.3 法面の監視に試験適用
2008 年夏には、開削トンネルの現場で工事の終盤に LEDS の試験適用を実施することができ
た。トンネルの躯体が完成した後、切梁を撤去する作業現場において、土留め壁と中間杭の
間（距離は 5m 程度）に LEDS を、写真-1.4 のように 4 本設置した。このケースでは注目した梁
の両側に 2 本ずつの LEDS を置き、それが 0.5mm 程度縮めば光の色が白から黄色になるよう
に設定した。作業員がジャッキを緩めるにつれ実際に梁に近い 2 本の LEDS が黄色になり、わ
ずかではあるが、ジャッキを緩めたことにより変形が生じたことが作業員の視野の範囲内で確
認できた。

写真-1.4 切り梁のジャッキを緩める作業
写真-1.5 では LEDS が土砂崩れの復旧現場に用いられた例を示す。この例では、復旧作業
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現場内で二次災害の可能性が危惧される場所の変位監視を目的として斜面上部に LEDS を
設置した。しかし、その場所で光の色を確認することは好都合でなく、ある程度離れた道路付
近で作業員が上部の動きを監視する必要があった。そのため、LEDS に出力される光を変位
計測場所（斜面上部）と実際の作業現場である道路部の 2 か所で見えるようにした。このように、
計測場所と光の色を確認する場所については、実際の作業空間で安全確認ができるように設
定することが重要であることを再認識した例題となった。

写真-1.5 土砂崩れの復旧作業中の安全監視
LEDS は任意 2 点間に生じる相対変位を捉えて、それを光の色に変える装置であり、ここで
紹介した例以外でも山岳トンネル、トンネル坑口の斜面、電力設備維持補修工事に用いる索
道、都市部トンネル工事における改良土のモニタリングなどに適用されている。また、LEDS を
グランドアンカーの軸力監視用に設計変更したものを試作し、写真-1.6 のように基礎実験も行
っている 9)。

写真-1.6 アンカー軸力の可視化
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（3）物理量可視化への展開
変位は地盤工事における最も重要な観測項目の一つであるが、ひずみ、傾斜、圧力、温度
などの物理量の可視化も実務の場で重要となることは否めない。この目的を達成するために
創られたのが写真-1.7 に示す光るコンバーター（Light Emitting Converter、 略称 LEC）である。
LEC を既存のセンサと連結することによって、そこから得られる生データをデジタル処理し、予
め指示された閾値と光の色の関係に基づいて、モニタリングの現状を光の色でリアルタイムに
表示することができる。また、複数の「センサと LEC のペア」を 1 台のパソコンにつないで制
御し、データを記録することもできるようになっている。

写真-1.7 光るコンバーター (LEC)
LEC が初めて試験適用された現場は、土被り（33cm）が極端に小さい NATM トンネルである。
この例では、トンネル上部に RC のスラブを構築した後に、そのすぐ下を掘削する工事であっ
た。設計時に、掘削によって生じる内空変位は非常に小さく安全性に問題はないことが予測さ
れ、それを確かめながらトンネルが掘削された。3 セットの「変位計と LEC のペア」が重機動線
を考慮して、写真-1.8 のように設置した。当該測定では、LEC の色は初期に設定した緑からほ
とんど変わることはなく、「大きな変化は起こらないはず」との情報を施工サイトで共有できた。

写真-1.8 土被りが小さいトンネル
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一方、写真-1.9 では、橋梁建設時の仮設構造（ここでは 2 本のタワーとメインケーブルからな
るつり橋構造）を対象として、ケーブルに作用する荷重と、タワーの傾斜をモニタリングし、それ
らのデータを LEC で可視化する形式をとった。センサの場所はイラスト内にある赤丸の場所で
ある。LEC は作業員の動線を考慮し、センサを置いている場所ではなく、もっとも見やすい場
所（写真中の白矢印）に配置して、その付近を通るたびに安全確認ができるようにした。

写真-1.9 橋梁工事中の仮設構造
写真-1.10 は、ニューデリー市内の地下鉄駅出入り口の開削現場で切梁の軸力や土留め壁
の傾斜を監視するために LEC を適用した例を示したものである。これは、JICA の支援により
2010 年 3 月から 6 月にかけて実施した海外で初めての OSV モニタリング例 8)である。この写
真では、一番奥側に見える LEC が緑になっており、開削現場と近接構造物の中間にあるレン
ガ壁にわずかの傾斜が発生したことが分かる。

写真-1.10 Delhi Metro の AIIMS 駅出入り口の開削現場
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ニューデリーでは、橋梁架設工事においても OSV によるモニタリングを実施した。実施時期
が夏季で、日中の気温が 45℃を超えることも報告されていたため、写真-1.11 に示す加速度セ
ンサをベースとした光る傾斜計（Light Emitting Inclination Sensor、略称 LEIS）を製作し、セン
サボックス内の温度を常に 50℃に保つようにして外気温の影響を最小限に抑えるようにした。
LEIS は 3 セット用意し、写真-1.12 に示す手前側の橋梁桁部に 2 セット、その橋脚に 1 セット
を取り付け、コンクリート打設に反応して発生する橋桁の微小な傾きを監視した。光の表示方
法としては工事ヤードの広さ、作業員の動線などを考慮して炎天下でもある程度の距離から光
の色を判別しやすい回転式のものを採用した。また、この現場では橋梁の直下に鉄道があり、
その信号機と OSV に関係する回転灯の光が列車の運転士に混同されないように細心の注意
を払った。

写真-1.11 加速度センサを使った光る傾斜計

写真-1.12 橋梁仮設工事
最後に、写真-1.13、1.14 にはトンネルの覆工コンクリート打設圧や養生プロセスを監視する
ために圧力センサ、温度センサ、湿度センサなどが LEC とペアで用いられた例を示す。このよ
うに、LEC や LEIS の様な汎用性のある仕様で開発した装置を用いれば、工事現場などでモ
ニタリング対象となる様々なデータを現場でリアルタイムに可視化することによって、安全管理
の合理化を図ることができることが分かる。
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写真-1.13 コンクリート打設圧の管理

写真-1.14 コンクリート養生プロセスの管理

(4)OSV 適用の整理と新しい展開
OSV を用いたモニタリングは、様々な様式で実施することができる。まず、第 1 の方法は「施
工が段階的に進んでゆく際に、その影響を受けている場所の動きなどを監視し、それらが想
定範囲内であることを確認する」方法である。このケースでは、関係者は光るセンサの色が施
工段階によって変化してゆく様を観察し、その変化が順当であるかどうかを視覚的に確認する
ことになる。
次に、「施工の状況から、センサ取付箇所で今後大きな動きは出ないはずである」ことを監視
する場合である。このケースでは、a)すでに想定する変化が終了した場所、あるいは b)施工の
影響が及ばないはずではあるが、念のため安全監視をしたい場所、などが対象となり、光るセ
ンサの色が「変わらないことを確認する」ことが主な目的となる。工事中の適用においては、実
施期間や光による情報公開の対象者が限定されているため、OSV によるモニタリングの目的
や光の色が持つ意味、および対処方法（作業継続、注意喚起、避難など）を周知することは比
較的容易である。
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２．自立型防災監視システムの要求性能と概念設計
2.1 概説
外部から有線による電力供給網、ならびに通信網構築が困難な山腹部や斜面において、崩
壊・崩落等の地盤災害を監視するためには、燃料供給が不要な自家発電設備と無線での通
信機能・制御機能を備えた監視システムが望まれることは言を俟たない。本研究では、これに
付随して助成研究者の一人が提唱する OSV（On-Site Visualization）の考え方を導入すること
で、監視から警報までの一連の監視作業を独立した系で地盤災害監視を行うに足るシステム
の構築を目指すものである。
このため、次節 2.2 において自立型防災監視システムに要求される性能と機能を抽出すると
ともに、機能別に整理し、各部のモジュール化を図る。これは、機能毎に独立したモジュール
を組み合わせることでシステム設計を合理的に行うためだけでなく、将来的なシステム改良や
機能付加等の簡便化を図るものである。
また、2.3 節では、自立型防災監視システムに要求される性能と機能を抽出し、各モジュール
の設計を実施し、機器の選定とそのシステム化を図る。ここでは、可能な限り市販の電子部品
等を利用することで、開発費用の低減化を図った。なお、高額な機器に関してはレンタル可能
な製品を選択した。最後に、2.4 節において、これらを自立型防災システムとして実装･組立て、
所要の機能と性能を発現し得ることを確認する。
2.2 自立型防災監視システムの機能とその要求性能
山腹崩落や斜面崩壊の監視システムを太陽光発電や風力発電等の自然エネルギーを利用
して稼動させることを考えるとき、必ずしも発電に適した地点で運用がなされるのではないこと
を念頭に入れなければならない。すなわち、太陽光発電に適さない北向き斜面や、風速が安
定せず発電周波数が不安定となる地点での測定も前提としてシステムの開発を行わなければ
ならない。
もとより、太陽光発電は夜間や雨天・曇天で極端に発電効率が低下することは知られている
が、風力発電も電子機器を安定して稼動することのできる風速帯は限定されている。したがっ
て、限られた時間帯に自然エネルギーが発電した電力を蓄電池等に有効に貯蔵し、これを未
発電時間帯に利用することのできるシステムを開発しなければならない。今日、自然エネルギ
ーの不安定性を考慮して、発電･蓄電過程を制御するシステムは種々に提案されているが、発
電方式、ならびに発電･充電量によって効率が大きく異なるため、選定した発電機器や蓄電池
に適した制御方法の設計を行う必要がある。
一方、どのように効率的に発電･蓄電過程を制御したとしても、蓄電できる電力には限界があ
り、天候上の悪条件が数日も続くような場合、システム稼動が不可避的に停止してしまうことも
あり得る。このような状況を回避するためには、消費電力そのものを状況に応じて制御すること
が望ましい。すなわち、発電量・蓄電量をモニタリングし、計測データサンプリング頻度や通信
回数を制御することで消費電力を制御しようとするものである。
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消費電力削減の制御方式は、通信により外部から消費電力を制御する方式と、システムに
演算機構を組み込み、モニタリングデータを基に最適な消費電力に制御する方式とが考えら
れる。自立型防災監視システムを志向する以上、後者の方式が望ましいことは言を俟たない
が、演算およびメモリ保持に多大な電力を消費すること、ならびに常時この演算を行わなけれ
ばならないことを考えると、消費電力を抑制する目的そのものに背反することとなる。したがっ
て、本研究では前者の方式を採用する者とした。通信により消費電力を制御するためには、双
方向のデータ通信が可能な通信方式を選択し、これに連動して測定・通信頻度を制御するこ
とのできる機構を設計する必要がある。
山腹崩落や斜面崩壊の監視では、現状の安全性評価が最も重要とされるが、将来的な挙動
の予測もまた重要である。将来的な地山挙動の予測は、既往データの履歴から、変位の増大
や収束を評価することが必要となる。現在、開発されている OSV 機器は、物理量の変化に対
応して、スイッチが切り変わり、LED 発光色が変化する機構が採用されており、物理量を数値
に変換する機構は備えていないため、データとして過去の履歴を保存することができない。こ
のため、本研究では、LED スイッチの ON/OFF 履歴を信号として処理することを考えた。
以上を整理すると、OSV の理念を導入した自立型防災監視システムは、①地盤変位等の測
定機能とその測定結果の表示機能が一体となった観測・表示部、②測定データの処理・集積
とそのデータ転送に供するデータ処理･通信部、ならびに③自然エネルギーを利用した発電・
蓄電部から構成されることとなり、各部における設計上の検討項目は以下のようなものである。
①観測・表示部
・山腹崩落や斜面崩壊監視のための測定項目の選定と、これに供する OSV 計器
の選定。
・選定された OSV 計器の LED スイッチの ON/OFF 履歴を信号化
・選定された OSV 計器の消費電力
②データ処理･通信部
・信号化された OSV 計器の ON/OFF 履歴の処理手法
・発電電力、および充電電力モニタリングのための方法論とその回路設計
・測定データのデジタル化手法とその機器の選定
・通信方式とその機器の選定
・測定･通信頻度の制御方法とその機器
・選定された機器･回路の消費電力
③発電・蓄電部
・自然エネルギーによる発電方式とその発電デバイスの選定
・蓄電方式とその蓄電池の選定
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・充電制御方式とその制御デバイス選定および回路設計

以下では、上記の諸元に基づき OSV の理念を導入した自立型防災監視システムの各部の
設計を行い、これを実装し、その作動を確認する。
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２．３ 自立型防災監視システム各部の設計
2.3.1 光る変位計による地盤変位伸縮計測とそのデータ処理
本研究は、神戸大学芥川真一教授が提唱する OSV（On-Site Visualization）の思想に基づき、
山腹崩壊等の地盤災害を予知・警報するに足るシステムの開発を目的とするものである。ここ
では、地盤災害監視の最も基本的な計測項目である地盤変位伸縮計測を、前章で紹介した
光る変位計 LEDS（Light Emitting Displacement Sensor）により測定する自立型防災監視シス
テムを開発モデルとして採用する。
光る変位計 LEDS は、図-2.1 に示すように二点間の弦の変位を先端のばねが検知し、LED
発光スイッチを切り替えることで、LED 発光色が変化する新しい変位計である。データロガー
や AD 変換ボード等を介することなく、施工サイトで変位の発生が視認できるため、施工の安
全性を現地で各人が共有することができる。図-2.2 に光る変位計 LEDS の製品構成を示し、
写真-2.1 にその外観を示す。また、表-2.1 に光る変位計 LEDS の仕様を、表-2.2 に本研究
で使用した機種の測定変位・発光色・ばね張力の対応表をそれぞれ示す。

図-2.1 光る変位計 LEDS の測定原理

定着金具部（A)

測定ワイヤ

目視読取目盛
LED発光部

摺動Oリング

LED発光制御回路

定着金具部（B)
手動カウンター

ケーブルコネクター

ケーブル：常点燈、点滅

電源部

図-2.2 光る変形 LEDS の製品構成
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写真-2.1 光る変形 LEDS の製品外観
表-2.1 光る変位計 LEDS の仕様
センサユニット寸法
表示灯寸法
ストローク 計測範囲 10mm、
機械的ストローク
分解能
精度
スプリング張力
防水

φ26mm（突起含まず）×長さ約 610mm(フック間距離)
φ26mm 長さ 260mm(フック、コネクタ含まず)
約 25mm（25mm でストッパーが作動）
2mm
青→シアン ±0.5mm、その他 ±0.2mm、
約 20N(初張力)～50N(10mm 時)
防水コネクタ（ヒロセ電機）使用、
接合部・稼動部に O リング使用

表-2.2 光る変位形 LEDS の測定変位・発光色・ばね張力の対応
Displacement (mm)
Light color
equivalent spring force (N)
Red
RGB Switch Green
Blue

2
Blue
26.1
OFF
OFF
ON

4
Cyan
31.9
OFF
ON
ON

6
Green
37.7
OFF
ON
OFF

8
Yellow
43.5
ON
ON
OFF

10

25
Red

49.3

STOP
ON
OFF
OFF

図-2.1 の光る変形計 LEDS の測定原理から分かるように、LEDS は変位を電気的な信号に
変換する回路は搭載されていない。このため、山腹斜面等に設置した場合、遠隔地から発光
色により地山変位を視認することは可能でも、変位の履歴データを送信・保存することはでき
ない。このため、本研究では図-2.3 に示す光る変位計の表示色切り替えスイッチ回路から、各
RGB スイッチの ON/OFF 情報を直接読み取り、それぞれ独立にデータ転送することとした。
RGB スイッチの ON/OFF 信号は 1/0 の二値で与えられる。これは、デジタル信号と等価であ
る。したがって、AD 変換を施すことなく、そのままデジタルデータとして処理することが可能と
なる。なお、RGB スイッチの ON/OFF と変位発生状況との相関は表-2.2 に示されるものであ
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る。
Blue

Green Red

6V

12V
Regulater

DC12V

Red out
Green out
Blue out
Timer
Circuit

GND
FET
PLS/CNT

図-2.3 光る変位計の表示色切り替えスイッチ回路
2.3.2 データ処理・通信処理機構の設計
本研究は、日照条件の悪い北向き斜面等でも、安定した計測･監視を行うことを目的として、
太陽光セルの発電量、ならびに蓄電池の充電量をモニタリングし、これをフィードバックするこ
とで計器の測定頻度やデータ通信間隔を制御するシステムの開発を目指すものである。
本研究において、そのデータ処理･通信処理の対象となるデータは、光る変位計 LEDS の
RGB スイッチ ON/OFF 信号、太陽光セルの発電電圧･電流、および蓄電池電圧･充電電流の
4 項目である。このうち、RGB スイッチの ON/OFF データは前述のように、デジタルデータと等
価であるから、そのままその ON/OFF 状態を信号として送信すればよい。一方、太陽光セルの
発電電圧･電流、および蓄電池電圧･充電電流を測定するため図-2.4 に示す回路を組み、電
圧ロガーにより変換した信号をデータとして送信することとした。
図に示すように、当該測定回路では、充電コントローラと太陽光セルの間、および充電コント
ローラと蓄電池の間の間にそれぞれ電圧･電流測定のために配線をバイパスし、電流測定は
安定化のために分割した抵抗を介して電圧ロガーで測定する。また、電圧は微小抵抗の両端
の電圧差を作動アンプ1により検出し、バッファを介して電圧ロガーに接続することで測定する。
なお、蓄電池側の電圧は高周波成分を除去するためロー･パス･フィルター（LPF）2も接続した。
したがって、当該回路ではドリフト等は原理的に発生しない。

1

回路の２点間の電位を比較してその差を増幅する増幅器。差動アンプでは、回路の２つの測定点に同じように現
れる雑音などは増幅しない。
2
特定の閾値よりも高い周波数信号を減衰させて遮断し、低域周波数のみを信号として通過させることができる。
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図-2.4 太陽光セルの発電電圧･電流、および蓄電池電圧･充電電流測定の回路
データ処理に供するデータロガー、ならびにデータ転送用通信機器は、今日種々の機器が
各社より提供されているが、太陽光発電により稼動できる省電力タイプで、レンタルが可能で
あることなどの理由から、株式会社 オサシ・テクノス社製、ネットワーク・ロガーNetLG-402 およ
びパケット通信システム NetMAIL-1 を採用した。

図-2.5 ネットワーク・ロガーNetLG-402 の外観
ネットワーク・ロガーNetLG-402 は、電圧信号４チャンネルを測定し、内部メモリに記録を行う
データ集録装置であり、ネットワーク用通信ポートを備える。電圧入力レンジには±120mV，±
2.5V，0～+5V の 3 種類が用意されており、ほとんどの電圧出力センサーに対応可能である。
なお、接続するセンサーへの電源供給は外部電源から行い、各チャンネル独立に装備された
無電圧接点により、電源供給の ON･OFF 制御を行う。表-2.5 にネットワーク・ロガーNetLG-402
の外観図を示し、表-2.3 にはその仕様を示す。

17

表-2.3 NetLG-402 の仕様
入力チャンネル数
入力レンジ
最小分解能
許容コモン電位
測定精度

電圧４チャンネル
±120ｍV
3.81μV

143H×183W×67D（寸法公差±1mm）
約 900g

アナログ

外形寸法
重量

入力部

使用コネクタ
適合コネクタ
外部電源
待機時消費電流
パルス測定時
アナログ測定時
通信時消費電流
動作温度範囲

±2.5V
0～+5V
0.095ｍV
0.191ｍV
0～5V
±0.05％FS 以下 （直線性、繰返し誤差、温度ドリフト含む）
2 秒,5 秒,10 秒,15 秒,20 秒,30 秒,1 分,2 分,5 分,10 分,15 分,20 分,30
分,1 時間,2 時間,3 時間,6 時間,12 時間
センサへの電源供給制御
４系統
DC30V/100mA（Max）
２Ω以下
半永久
デジタルノイズフィルタ,電源電圧モニタ機能,校正係数・オフセット
入力機能,時計補正機能,時間・日・連続雨量表示機能,物理量・
電圧値表示機能,過去データ確認機能,内部温度チェック機能
ネットワークへの接続用
１ポート
１ｋｍ（単線 0.9ｍｍ以上のシールド付ツイストペアを使用した場
合）
ＭＬ－１５００－ＵＪ（サトーパーツ）
ＭＬ－１５００－Ｐ（サトーパーツ）
ＤＣ５Ｖ～１５Ｖ 待機時消費電流
0.1mA 以下（平均）
25mA 以下（約１秒間）
100ｍＡ以下
35mA 以下
-20℃～55℃（但し結露しないこと）

記録間隔 *1
無電圧接点

出力部

用途
出力数
接点容量
ＯＮ抵抗
接点寿命

主な機能 *2
通信ポート

用途
ポート数
機器間延長距離

電源

*１：記録間隔が短い場合、データ平滑処理やプレヒートタイムの設定が制限される。

一方、NetMAIL-1 は、ネットワーク・ロガーNetLG-402 の内部メモリに集録データされたデー
タを回収し、KDDI のパケット通信3回線(CDMA 1x)を経由して、定期的に事務所等のパソコン
にメールとして双方向に送信するシステムであり、以下のような機能と特徴を持つ。
①自動観測機能：接続されている計測器のデータを。設定されたインターバルで回収し、
メールとして事務所のパソコン等に送信する。受信したメールは、専用の処理ソフトで
自動開封されグラフ化することができ、また現在値を要求することも可能である。
②マルチ処理：ネットワークを経由して複数の計測器を 1 台のパケット通信機に接続する

3

データを小さなまとまりに分割して一つ一つ送受信する通信方式。分割されたデータはパケットと呼ばれ、データ
のほかに送信先のアドレスや、自分がデータ全体のどの部分なのかを示す位置情報、誤り訂正符号などの制御
情報が付加されている。パケット通信を使うと、ある 2 地点間の通信に途中の回線が占有されることがなくなり、通
信回線を効率良く利用することができる。また、柔軟に経路選択が行えるため、一部に障害が出ても他の回線で
代替できるという利点もある。

18

ことが可能なため、安価な通信料金で自動観測システムを構築することが可能できる
③計測器設定機能：現場事務所等から、専用ソフトを使用して NetMAIL-1 にメールを送
ることにより、計測器の設定を行うことができる。また、計測器が集録したデータを回収
することも可能である。
④システム診断機能：電源断および電源復帰時にメールを送信する。また、定期的に電
源電圧・電波状況などの診断を行い、異常があった場合はメールで異常内容を送信
できる。
図-2.6 に NetMAIL-1 の外観を、また表-2.4 にその仕様を示す。
表-2.4
電源電圧
消費電流
外形寸法
重量
使用温度範囲
観測インターバル
観測メールアドレス数
警報メールアドレス数
対応サービス
使用周波数
通信速度
適合規格

OSNET
USB
LED 表示
入力接点
入力電流
出力接点
出力容量

接続機器
通信方式
通信速度
通信距離
規格
コネクタタイプ

NetMAIL-1 の仕様

一般仕様
外部電源 DC10V～15V
待機時：Max.20mA
無線部送受信時：Max.450mA､Typ.160mA*1
W55×H188×D110mm（突起部除く）
約 770g
－20℃～＋55℃（結露無きこと）
機能関係仕様
5 分～1 日
10
20
無線部仕様
au CDMA 1x （周波数再編対応）
800MHz 帯
最大 14.4kbps
ARIB STD-T53 準拠
有線部仕様
OSNET 機器（単一パケット通信機に対し、最大 62 台まで）
調歩同期式
76.8Kbps
最大 1km（単線φ0.9mm シールド付ツイストペア使用時）
USB2.0 準拠
B タイプ
その他
緑（電源投入・自動観測時）、赤（無線通信・エラー発生時）
8個
約 1.3mA
2個
60V／200mA

*1：通信圏内にあるときの消費電流は Typ 値となる。
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図-2.6

NetMAIL-1 の外観

NetMail-1 により送信されたデータは、図-2.7、および図-2.8 に示すように、専用のソフトでデ
ータ分析ならびにその図化が可能である。

図-2.7 NetMail-1 用データ分析ソフト作業画面
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図-2.8 NetMail-1 用データ図化画面
2.3.3 発電・蓄電機構の設計
発電･蓄電部は再生可能エネルギーを利用した発電部と、発電した電力を蓄積する蓄電部、
ならびに発電した電慮を効率よく蓄電するための制御部から構成される。ここでは、2.3.1、
2.3.2 に示したデータ測定部、およびデータ収録･通信部の運用を安定して行うに足る電力を
供給し得るシステムの設計をおこなう。
今日、再生可能エネルギーとして、太陽光発電と風力発電に大きな注目が集まっている。こ
れらは、いずれも発電状況が天候に大きく左右され、太陽光発電は夜間に発電できない等の
欠点があり、風力発電では無風状態で発電できず、安定した周波数で発電できる風速の極端
に幅が狭いという欠点がある。一般に、風力発電は大規模発電設備に、太陽光発電は極小～
小規模発電に適すとされるから、本研究では太陽光発電を用いた発電を設計するものとした。
また、今日、リチウムイオン電池が蓄電池として大きな注目を浴びている。これは、①エネル
ギー密度が高い、②リチウムの性質から電圧が 3.6V と高い、③メモリ効果がない、③充電時間
が短い、④充放電サイクルに伴う容量低下が小さいなどの優れた特性を有するためである。し
かしながら、価格が高いほかに、充電回数で寿命が規定され（一般的なリチウムイオン電池で
は数百回程度の充放電が寿命の目安とされる）、また過充電や過放電に弱く、発火し易いた
め高度な充放電管理が必要とされる等、技術的な課題も多い。
このような欠陥は、山腹斜面等の苛酷な環境で長期間放置せざるを得ない自立型防災監視
システムには適さないものと判断される。このため、本研究では充放電管理が容易で、長年の
使用実績がある小型制御弁式鉛蓄電池を蓄電池として採用し、その充放電方式を設計･実装
した。以下に、その実際を示す。
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(1)太陽光セルの選択とその性能
太陽電池（hotovoltaic）は、太陽の光エネルギーを吸収して直接電気に変えるエネルギー変
換器であり、シリコンなどの半導体で作られ、この半導体に光が当たると、日射強度に比例して
発電する。
現在最も多く使われている太陽電池は、シリコン系太陽電池であり、この太陽電池は、電気
的な性質の異なる 2 種類（p 型、n 型）の半導体を図-2.9 のように重ね合わせた構造を持ち、
太陽電池に太陽の光が当たると、電子（－）と正孔（＋）が発生し、正孔は p 型半導体へ、電子
は n 型半導体側へ引き寄せられるため、表面と裏面の電極に負荷を接続すると電流が流れる。
現在、用いられている主な太陽電池は表-2.5 に示すようなものがある。
Sunlight
Back side
electrode
n-type silicon
p-n junction
Load
p-type silicon
Back side
electrode

current
Hole

electron

図-2.9 太陽光発電の原理
表-2.5 主な太陽光電池の種類
結晶系

非結晶質系

結晶系

シリコン系
単結晶または多結晶のシリコン基板を使用したタイプ
で、発電効率が優れる。現在、最も量産さん生産され
ている。
アモルファスシリコン
太陽電池 ガラス、または金属等の基板の上に、薄膜
状のアモルファスシリコンを形成させて製造し、将来
の低価格化が期待される。
化合物半導体系
単結晶化合物半導体太陽電池
複数の元素を主原料としたもので、単結晶と多結晶
のものがある。単結晶の太陽電池には、人工衛星な
どの特殊用途に用いられ、多結晶は用途や使用方法
に合わせて多様な材料や構造がある。
単結晶シリコン太陽電池
多結晶シリコン太陽電池

太陽電池は、図-2.10 に示すように、その構成単位によって、セル、モジュール、アレイと呼
称が変わるのが、本報告書では、製品名でない限り、最も基本的な単位であるセル（cell）を用
いた記述に統一する。なお、セルは、太陽電池の基本単位で、太陽電池素子そのものを呼び、
モジュール（module）はセルを必要枚配列して、屋外で利用できるよう樹脂や強化ガラスなど
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で保護し、パッケージ化した構造を指し、太陽電池パネルとも呼ばれる。さらに、アレイはモジ
ュール（パネル）を複数枚並べて接続した構造をさす。Appendix A に太陽光電池説の発電原
理と一般的な発電特性を示す。

array
module

cell

図-2.10 太陽光パネルの呼称
本研究を実施するうえで、太陽光セルに作用する負荷は、測定器である光る変位計、データ
ロガー、通信設備、ならびに蓄電池充電であり、5W 程度の発電能力があれば十分と思料され
たが、将来的な多用途化と発電が天候に大きく支配される不確実性を考慮して 20W の太陽
光パネル SSJ20（シェルソーラジャパン社製）を採用した。当該太陽電池パネルは太陽電池素
子に多結晶シリコンセルを、表面ガラスには光の透過率特性の良い熱処理（強化処理）ガラス
を使用するものである。表-2.6 に太陽電池パネル SSJ20 の使用を、図-2.11 にはその発電特性
を示す。
表-2.6 太陽電池パネル SSJ20 の仕様
公称最大出力(Pm)
公称最大出力
公称最大出力動作電圧(Vpm)
公称短絡電流(Isc)
公称開放電圧(Voc)
パネル表面寸法
外形寸法(パネル角度：0°)
重量

20[W]
1.18[A]
17.0[V]
1.25[A]
21.6[V]
W538mm×H350mm
W538mm×H390mm×D125mm
約 5.0kg

※基準状態：モジュール温度 25° AM1.5 放射照度 1kW/m2
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90%以上(JIS)

90%以上(JIS)
±10%(JIS)

取付金具は含まない

図-2.11 太陽光電池パネル SJJ20 の発電特性１）
太陽光電池パネル SJJ-20 のパネル構造としての特徴は以下のようなものである。
1)充填材は、電池素子へのストレスを緩和するために適度の弾性を有し耐候性に優れた
材料を使用する。
2)裏面フィルムは、高耐候性の保護フィルムを使用する。
3)モジュールの外枠フレームは、耐候性の良いアルミ合金フレームを使用する。
4)その他の使用材料は、耐候性、信頼性の優れたものを使用する。
なお、パネル角度は、太陽光を有効に照射できるよう 0-60°の間で 10°刻みの調整画可能
である。
（2）蓄電池の選定とその性能
蓄電池には、小型制御弁式鉛蓄電池鉛蓄電池を採用した。鉛蓄電池は、正極（陽極板）が
二酸化鉛、負極（陰極板）が海綿状の鉛で構成され、電解液として希硫酸を用いた二次電池
である。正極・負極の双方から電解液中に硫酸イオンが移動することで充電される。その反応
を表-2.7 に整理する。
表-2.7 鉛蓄電池の充･放電時極反応
放電時

充電時

負極

Pb  SO 42   PbSO 4  2e 

PbSO4  2e   Pb  SO42 

正極

PbO2  4 H   SO42   2e   PbSO4  2 H 2O

PbSO4  2 H 2O  PbO2  4 H   SO42   2e 

電解液中の硫酸イオンが正極・負極の双方に移動することで放電を行う。表-2.7 に示すよう
に、放電時には硫酸イオンが正極・負極の双方に移動するために電解液の比重は低下し、逆
に充電すると上昇する。なお、電解液の比重の変化は、放電時に正極で水が作られることも関
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係している。
他の蓄電池に比べて大型で重く、希硫酸を使うために漏洩や破損時に危険が伴うが、公称
電圧は単セルあたり 2V と、比較的高い電圧を取り出すことができ、電極材料の鉛も安価であ
る。また、短時間の大電流放電や長時間の緩放電に対しても安定した性能を持ち、アルカリ蓄
電池類の弱点であるメモリ効果4が無い。一方、放電時に発生する硫酸鉛が結晶化するとサル
フェーションと呼ばれる現象を起こして充放電の容量を著しく低下させたり、極寒地では比重
の低下に伴って電解液が凍結しやすくなり、場合によっては破裂する恐れがある。
鉛蓄電池の、このような欠点を解決するために 1980 年代半ばに開発された鉛蓄電池が制御
弁式鉛蓄電池であり、隔離板（separator）に微細ガラスマットを用い、電解液をそのガラスマット
で保持する構造を持つ。したがって、蓄電池内部を自由に流動する電解液が存在せず、蓄電
池を横置きしても電解液がこぼれることはない。また、自己放電が少なく、充電中に水の電気
分解反応が起こっても、水素ガスの発生を抑え、発生する酸素ガスも負極板表面での化学反
応により元の水に還元して電解液中に戻す作用を起こしている。
制御弁式鉛蓄電池が陰極吸収式鉛蓄電池と呼ばれることもあるのはこのためで、水分が失
われることが無く液量の点検や補水が不要である。通常は蓄電池内部の気密を保つため、ふ
た部分に内蔵されたゴム弁（排気弁）は閉じた状態になっているが、充電器の故障などにより
過大な充電電流が流れて蓄電池の内圧が上昇した時はゴム弁が開いて圧を逃がすようにし
ている。このほか、制御弁式鉛蓄電池は均等充電・電解液比重測定が不要であるなど、保守
が極めて簡略化出来るという特徴があるが、使用されている電解液の量が少なめであるため、
周囲温度の影響を受けやすく、特に高い温度条件の下では極めて短寿命になることがある。
液量の点検や補水が不要なためメンテナンスフリーバッテリーと呼ばれており、山間部等に長
期間定置する当該システムの電池として最も適切と考えた。
以上より、システムには、ジーエス・ユアサ・コーポレーション社製制御弁式鉛蓄電池
PE12V17 を採用した。その一般仕様と充電仕様を表-2.8、2.9 にそれぞれ示し、構造概観を図
-2.123)に示す。
表-2.8 制御弁式鉛蓄電池 PE12V17 の仕様
Nominal voltage
Rated capacity（20hr Rate）
1C discharge
Ambient temperature

Charge
Storage

Outer dimensions（mm）
Mass

12V
17Ah
34Min
0～＋40℃
-20～＋40℃
181(L)×76(W)×167(H)
6,000g

4ニッケル・カドミウム蓄電池（ニカド電池）やニッケル・水素蓄電池などの二次電池で、放電し切らない

うちに充電を繰り返すと、放電電圧が顕著に低下し、容量が減少したように見える現象。
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表-2.9 制御弁式鉛蓄電池 PE12V17 の充電仕様
Charging Method
25℃ Fixed Constant Voltage
Temp.Coefficient
from 50% discharge
ChargingTime
from 100% discharge
Max./Current
Ambient Temperature

Constant Voltage
2.425±0.025V/cell
-5mV/℃・cell
8hour
10hour
0.25CA
0～＋40℃

図-2.12 制御弁式鉛蓄電池 PE12V1 の構造 3)
（3）充放電制御
Appendix B に、今日の電力制御の基本的な考え方を示す。現在、蓄電池の充放電コントロ
ール方式は、種々に提案されているが、太陽電池で発電された微小な電力を、逸散すること
なく消費、あるいは充電するためには、バルク充電方式、吸収充電方式、ならびにフロート充
電方式を組み合わせることが効率的に充電を行えるものと考えた。各充電方式の概要は以下
のようなものである。
バルク充電方式
電流を調節(regulate)し、電圧を調節しない充電方式であり、ガス化寸前の電圧（通
常 14.4V）に達するまでは定格出力モードで充電を行う。したがって、急速充電が可
能であるが、バルク充電では満充電に達することはない。
吸収充電方式
電流と電圧の両方を調節する充電方式であり、バルク充電と組み合わせて利用され
る。すなわち、バルク充電終了後、電圧が設定閾値を超えると、電流を制限し、電圧
を定電圧に保つことで、残された 20%程度の電流を吸収(absorb)し満充電に向けて
充電する。吸収充電は PWM 制御で電流が調整され、時間の設定が不適切であると
満充電に達しないことがあるので注意が必要である。なお、Appendix C に PWM 制
御の実際を示す。
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フロート充電
満充電になると電流が充電器内のバイパス回路を通ってバッテリーへの負担をゼロ
にするため、電圧をかけ続けてはいても、電流はゼロアンペアのままとなる。すなわ
ち、負荷をかけない状態で浮動電圧値を正確に保持することが出来るため、バッテリ
ーの寿命を最大限に引き延ばす唯一の充電方式とされる。満充電を維持しながらも
長期にわたりバッテリー交換の必要性をなくすことが強く求められる発電所・変電所
の操作用電源や、病院・工場等の非常灯用・無停電交流電源などのシステムには標
準的に採用される。
吸収充電における電流制限は、PWM(Pulse Width Modulation)制御により行われる PWM 制
御は、チャージコントローラ等に広く用いられる充電制御方法のひとつで、トランジスタ・スイッ
チを高速に ON/OFF し、ON/OFF の時間比(duty rate))を変化させることで充電電流を制御する
充電方式である。パワーオペアンプ等をアナログ変調する場合と比較すると、アナログ変調で
は余分の電力を制御素子で熱に変換するので効率が低いが、PWM では ON 期間では抵抗
の少ない飽和状態で素子を使い、OFF 期間はスイッチを切るため発熱が少なく、高効率の盛
業が可能となる。しかしながら、①高速で大電力をスイッチするため、原理的にスイッチングノ
イズが発生する、②パルスのサイクルで出力が離散化されるため、入力に対して出力が遅れる、
③パルス変調回路やスイッチング回路などが必要で、回路が複雑になる等の欠点がある。
本 研 究 で は 、 上 記 の 充 電 方 式 を 満 た し た MorningStar 社 製 太 陽 電 池 コ ン ト ロ ー ラ
SUNSAVER-6 を採用し、回路を構築することとした。
SUNSAVER-6 の各充電過程の具体的な制御を図

Battery Charge
START

-2.13 に示し、以下にその概要を示す。
Bulk charge

１）バルク充電過程
充電の第１ステップは爆充電方式により、蓄電池の
電圧がガス化寸前の電圧（通常 14.4V）に達するまで

Voltage>1 4.4V

は定格出力一杯で充電する。この段階でバッテリー
は約 75％まで一挙に充電される。

Absorption
Chrage

２）吸収充電過程
バルク充填終了後、電圧をほぼガス化寸前の

Full Charge

14.1V で維持し、充電電流を徐々に低下させ、充電
電流が設定値まで低下するとフロート充電過程に移

Float Charge

行する。この過程で蓄電池は残りの 20～25％が充電
され、ほぼフル充電される。吸収充電過程では、ＰＷ
Ｍ充電により、派生ガスを最小に抑制し蓄電池の完
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Battery Recharge

図-2.13 SUNSAVE-6 の充電フロー

全充電を行うが、静かなソリッドステート構造での充電であり、密閉型・非密閉型の鉛蓄電池に
対応している。また、蓄電池の低電圧化による負荷の遮断と負荷の自動接続も行う。
３）フロート充電
満充電になると、電流が充電器内のバイパス回路を通ってバッテリーへの負担をゼロにする。
すなわち、電圧は作用し続けていても、充電電流はゼロとなるので蓄電池には負荷が作用せ
ず、浮動電圧値 13.6V を維持する。
表-2.10 チャージコントローラ SunSave-6 の仕様
Control
System voltage
Maximum input voltage
Solar input current
Load current
Charging method
Charging voltage 1
Load shedding voltage
Load reconnect voltage
Accuracy
Regurgitation
Ambient temperature range
Quiescent power
Temperature compensation
Size (mm)
Weight

Charge-Discharge control
12VDC
25VDC
6A
6A
PWM
4.1V (sealed), 14.4V (type rehydration)
11.5V load shedding
12.6V
30 ~ 80mV
10μA
-40 ~ 85℃
8 ~ 10mA
-28mV / ℃
152mm × 55mm × 33mm
230g

表-2.10 に、太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 の仕様を示す。また、太陽電池コントローラ
SUNSAVER-6 には以下のような特徴を有す。
①自動温度補正：温度センサーを内蔵して、自動補正 28ｍV/℃で自動補正を行う。
②高耐久性：基板をエポキシ樹脂で充填しているため、耐久性に優れる。また、表面実装
部は防湿処理を施す。
③低消費電力：メーターなど余分な機能を排し、低消費電力で長期安定運用が可能。
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２．４ 自立型防災監視システムの試作
2.4.1 自立型防災監視システムの実装
2.3 節で選定・設計した各部を統合し、自立型防災監視システムの実装を行った。図-2.14 に
そのシステム系統図を、また写真-2.2 に制御機器を搭載した制御ボックス内の実装状況を示
す。

Power charge
Power supply

Generating power

Charge current
Battery voltage

Short circuit current
Open circuit voltage

Power Monitor
Circuit
(Handmade)

Charge controller
(Sunwave-6)
Voltage Logger
(NetLG-402)

Power
Supply

Power
Supply

Short circuit current
Open circuit voltage
Charge current
Battery voltage

Short circuit current
Open circuit voltage
Charge current
Battery voltage

Operation command

Communicator
(NetMail-1)

in the Control Box

ON/OFF signal
(R/G/B swith)

図-2.14 制御機器を搭載した制御ボックス内の実装状況
図-2.14 に示すように、当該システムではデータと電力の二系統の流れがあり、太陽光セル
SSJ-20 で発電された電力は充電コントローラ Sunwave-6 で制御され、光る変位計 LEDS、電圧
ロガーNetLG-401、通信機 Netmail-1 等で消費される電力を供給するとともに、余剰電力を蓄
電池 PE12V17 へ充電する。一方、夜間等で太陽光セルからの電力が供給されない場合は、
蓄電池 PE12V17 から充電コントローラ Sunwave-6 を介して電力消費機器に電力が供給され
る。
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Charge Controller
(Sunwave-6)
Communicator
(NetMail-1)

Power monitor
Circuit (Handmade)

Voltage Logger
(NetLG-401)

Lead Battery
(PE12V17)

写真-2.2 制御ボックス内実装状況
一方、太陽光セル SSJ-20 の開放電圧・短絡電流、ならびに蓄電池 PE12V17 の電圧･充電電
流は図-2.4 に示した測定回路を介して、電圧ロガーNetLG-401 にデータが集積され、通信機
Netmail-1 により事務所等の PC へと送信される。一方、光る変位計 LEDS の RGB スイッチ
ON/OFF 信号は、直接、通信機 Netmail-1 に接続され、送信される。なお、図-2.4 の測定回路
は実際には充電コントローラ Sunwave-6 と太陽光セル SSJ-20、および蓄電池 PE12V17 を結ぶ
経路上に接続されるが、図-2.4 では説明のため独立して表記される。また、事務所 PC から送
信される測定間隔や通信頻度等のシステム稼動指令は、通信機 Netmail-1 を介して電圧ロガ
ーNetLG-401 に伝達され、通信機 Netmail-1 が通信頻度を、また電圧ロガーNetLG-401 が測
定間隔等を制御する。
各種機器の実装・接続後、上記の系統に従うシステムの作動を確認した。以下では、本章で
設計・実装した自立型防災監視システムのデータ処理・通信処理機構、ならびに発電･蓄電機
構を GENESIS/FPS(Geo-Engineering Network Sensors and Intelligent Synthesis / Field Power
Station)と仮称し、その実用性を検証する実験を実施する。
参考文献
1)http://www.denryo.com/solar_panel/kogata_panel/sjj20.html
2)http://www.denryo.com/solar_panel/kogata_panel/sjj20.html
３)http://www.gs-yuasa.com/gyin/en/products/pdf/PORTALACP8.pdf
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３．太陽光発電システム試作機の実用性検証実験
2 章において設計･試作した太陽光発電・充電システム GENESIS/FPS(Geo-Engineering
Network Sensors and Intelligent Synthesis / Field Power Station)の実用性を検証する目的で、
検証実験を実施した。本章では、その検証実験の概要と実験結果を示し、併せてシステムの
実用性を検証する。
３．１ 実用性検証実験概要
実証実験は、三井住友建設㈱技術開発センター敷地内で実施し、太陽光パネルを南向き
に仰角 30°で設置した。写真-3.1 に GENESIS/FPS の設置状況を示す。また、負荷である光
る変位計 LEDS（Light emission deformed Sensor）を写真-3.2 に示すように、地すべり測定を模
して設置した。その実験期間は、2011 年 6 月 1 日から 8 月 17 日までの約 7 週間である。

太陽光発電パネル

ボックス内部

通信アンテナ

写真-3.1 GENESIS/FPS 設置状況
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光る変位計 LDS

写真-3.2 模擬地滑り測定状況
表-3.1 搭載ソーラパネル SJJ20 の発電特性
公称最大出力(Pm)
公称最大出力時動作電力（Ipm）
公称最大出力時動作電圧(Vpm)
公称短絡電流(Isc)
公称開放電圧(Voc)
パネル表面寸法
外形寸法(パネル角度：0°)
重量

20[W]
1.18[A]
17.0[V]
1.25[A]
21.6[V]
W538mm×H350mm
W538mm×H390mm×D125mm
約 5.0kg

90%以上(JIS)

90%以上(JIS)
±10%(JIS)

取付金具は含まない

※基準状態：モジュール温度 25° AM1.5 放射照度 1kW/m2

一般に、出力 20W 程度の小出力太陽光パネルは、表-3.1 に示すような簡単な仕様しか公開
されていないため、実際の出力性能は実測によって判断する必要がある。当然のことながら、
太陽光パネルの発電電力は天候に大きく依存し、快晴、薄曇り、曇り等の気象条件との相関
を正しく把握しなければならない。このため、実験期間を比較的長く取り、多様な気象条件下
での発電性能を評価することを考えた。実験期間中の、一時間毎の降雨量、気温、日照時間
の経時変化（我孫子気象台発表）を図-3.1～3.3 にそれぞれ示す。
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図-3.1 実験期間中の降雨量の時間変化
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図-3.2 実験期間中の気温の時間変化
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図-3.3 実験期間中の日射時間の時間変化
測定項目は、GENESIS/FPS の発電･充電性能に関する測定項目は 2 章で設計した回路で
測定される太陽光セルの発電電圧・電流、および蓄電池への充電電圧・電流に加えて、写真
-3.2 に示すように太陽光セルへの日射量を写真-3.2 に示すように、GNESIS/FPS 近傍に設置
した日射計により測定した。なお、使用した日射計は ECO Instrumental 社製の Pyranometer
MS-602 であり、その仕様は表-3.2 に示すものである。

写真-3.3 日射計 Pyranometer MS-602(ECO Instrumental)
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表-3.2 Pyranometer MS-602 の仕様
ISO 9060 classificatio
Second class
Response time 95%
17sec
Zero offset Temperature change (5K/hr)
+ 10W/m²
Thermal radiation(200W/m²)
± 6W/m²
Non-stability(change/year)
-1.7%
Non-linearity(at 1000W/m²)
±1.5%
Directional response(at 1000W/mW/m²)
± 25W/m²
Spectral selectivity(0.35-1.5µm)
-1.1 %
Temp. response(for 50°C band)
< ± 2%
Tilt response(at 1000W/m²)
Sensitivity
Impedance
Operating temperature
Wavelength range
(more than 50% of transmittance)

< ± 2.0%
Approx. 7mV/kW/m²
20 to 140Ω
40 to +80°C
305 to 2800 nm
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３．２ 実証実験結果と考察
3.2.1 太陽光セルの発電特性とその効率に関する考察
（１）太陽光セルの発電実績と日射両との相関
図-3.4～3.6 に試験期間（2011 年 6 月 1 日 19:00～年 8 月 18 日 18:00）中の太陽光パネル
の発電電流･電圧・電力の経時変化を、また図-3.7 には GENESIS/FPS と同一箇所に設置した
日射計で測定した日射量の経時変化（2011 年 6 月 14 日 19:00～7 月 21 日 18:00）をそれぞ
れ示す。なお、日射計の故障により日射量は 6 月 16 日～7 月 22 日間のデータしかない。
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Current (A)
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0.0
2011/6/1

2011/6/16

2011/7/1

2011/7/16
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図-3.4 太陽光パネルの発電電流の経時変化
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図-3.5 太陽光パネルの発電電圧の経時変化
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図-3.6 太陽光パネルの発電電力の経時変化
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図-3.7 日射計の経時変化（2011 年 6 月 14 日 19:00～7 月 21 日 18:00）

図-3.6 に示すように、当該測定で計測されたソーラパネルの最大電力は 7 月 21 日 12:30 の
12.481W であり、その動作電流・電圧は、ぞれぞれ 0.731A、17.074V である。これは、表-3.1
に示した搭載ソーラパネル SJJ20 の公称最大出力 20W の 60.2％しか最大でも発電できなかっ
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たこととなる。
一方、6 月 21 日は、終日、有意な日照が得られなかったため、日最大でも 1.454W（6 月 21
日 9:40）しか発電されていない。これは、SJJ20 の公称最大出力 20W の 7.3％しか発電できな
かったこととなる。なお、このときの動作電流・電圧は、ぞれぞれ 0.731A、17.074V であった。
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図-3.8 7 月 21 日の発電電流･電圧の経時変化
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図-3.9 7 月 21 日の日射量経時変化
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最大発電量を示した 7 月 21 日 12:30 の動作電圧 17.04V は、表-3.1 に示される公称最大出
力時動作電圧 17.0V とほぼ同一であるから、当該ソーラパネルの発電能力は動作電流に支配
されることは明らかである。図-3.8 は、最大発電量が計測された 7 月 21 日の太陽光セルの開
放電圧･短絡電流の経時変化を示した図であり、図-3.9 は同日の日射量と発電電力の経時変
化を示した図である。
図-3.8、3.9 を比較すれば明らかなように、発電電圧は有意な日射が計測される以前の 4:50
に一気に 12.68V まで昇圧し、その後安定して１２V 以上を保つのに対し、発電電流は有意な
日射が確認される 6:20 までほとんど発生しておらず、その後は日射量に敏感に反応している
ことが分かる。また、日没の 18:30 に発生電流が直ちにゼロになるのに対し、発生電圧は 19:00
まで１２V 以上を保ち、その後、急激にゼロまで降下している。
太陽電池セルの表裏電極間に電圧計を接続し、光を当てて測定した発生電圧を開放電圧
（Open circuit Voltage V0c ）といい、電流計を接続し測定した電流を短絡電流(Short-circuit
current I0c)という。図-3.4、3.5 はでプロットされた電流･電圧は、図-2.4 に示した回路図から明ら
かなように、この開放電圧、開放電流を測定したものである。これらの値は、セルに用いられる
半導体の種類によって異なるが、セルの面積が大きくなっても発生電圧は変わらないが、短絡
電流は面積倍される。また、セルを直列に接続すると開放電圧はほぼ枚数倍になり、並列に
接続すると電流が増加する。

Maximum Sunlight intensity

Voltage (V)
Current Isc (A)

Isc
Voc

Light intensity(Power) P

図-3.10 太陽電池セルの光強度に対する出力変化の概念図
これを、光強度(エネルギー)Ｐの関係で概念的に図化すると図-3.10 の関係となり、光強度が
増加すると開放電圧、短絡電流ともに増加するが、一定のように開放電圧は飽和、短絡電流
は直線増加となる。従って、雨天の日の弱い太陽光(拡散光)でも、短絡電流はわずかになる
が開放電圧は比較的大きな値を保つ。したがって、図-3.8、3.9 は光強度と太陽電池セルの開
放電圧・短絡電流の関係に従うものであることが理解される。
図-3.11～3.13 は計測期間中の日射量と太陽電池セルの短絡電流・開放電圧・発電電力と
の相関をそれぞれ示した図である。図-3.11 に示されるように、日射量と短絡電流との間には
一定の線形関係が認められるが、日射量と開放電圧の間に全体として有意な関係を見出すこ
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とが難しい。むしろ図-3.5 の経時変化図から予想されるように、12～１４V、および 16～19V の
二つの電圧帯が、日射量に関わらず形成されているようであり、そのそれぞれの電圧帯が日
射量と線形関係にあるように思われる。
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図-3.11 太陽光セルの短絡電流と日射量の相関
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図-3.12 太陽光セルの開放電圧と日射量の相関
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図-3.13 太陽光セルの発電出力と日射量の相関
当該実験は最も暑い季節に実施したため、テンポラリーに測定した太陽電池セルの表面温
度は 60～70℃にも達した。温度上昇にともない太陽光セルの短絡電流はほとんど変化しない
が、開放電圧はかなり減少する。このため発生電力も減少することになる。今回の実験では太
陽光セルの表面温度を自動測定していないため、温度と開放電圧の関係を定量的に評価す
ることはできないが、開放電圧が二つの電圧帯を取るのは、この表面温度の影響が大きいもの
と推測する。
電圧･電流の積として求められる太陽光セルの発電電力は、図-3.13 に示されるように全体と
しての線形関係を見出すことは可能であるが、図-3.12 で確認された二つの電圧帯に影響さ
れた考えられる二つの比例関係が認められる。このうち A は 12～１４V の電圧帯における日射
量-発電量関係を示すものであり、日射量が 0.70W/m2 付近から明らかに頭打ちの傾向が見ら
れる。また、B は 16～19V の電圧帯における日射量-発電量関係を示すものであるが、日射量
が 0.65W/m2 以上では比例勾配の大きな C の関係に遷移するものと判断される。
図-3.9 の日射量と発電電力の関係をみると、両者の間には、一見、非常に強い相関関係が
見られるように思われるが、実際には開放電圧の影響で非常に複雑な関係をとることに注意し
なければならない。たとえば、図-3.9 の 16:40～17:10 の間では日射１W 以下に急落するにも
かかわらず、太陽光セルは 0.3W と比較的安定した電力を発電している。これは日射量の急落
に伴って短絡電流が以下まで急落するにもかかわらず、開放電圧は V 以上を保っているため
である。
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図-3.14 一部の太陽電池セルが未発電の状態模式図
また、GENESIS/FTP の太陽セルが部分的に建屋の陰になったり、曇り等で一部のセルが発
電できない場合、総発電量は当該セルの発電量分だけ低下するのではなく、図-3.14 に模式
的に示すように当該セルが等価な抵抗として作用するため、大幅な低減を示すことになる。こ
れが、図-3.9 で日射量に対し発電電力が非常に鋭敏に変化する理由の一つである。
（２）太陽光セルの発電特性に関するまとめ
GENESIS/FPS の太陽光セルが有効に発電するのは日射が強い快晴の昼間に限定される。
また、日射量によって最大電力と短絡電流は大きく変化するが、開放電圧は二つの電圧帯を
取ることが示された。したがって、その積である電力は日射量と一定の相関関係は認められる
ものの、非常に複雑な相関を呈する。これは、太陽電池セルの発電特性だけに起因するので
はなく、その回路特性にも影響されるため、気象条件だけで発電量を予測することは不可能で
ある。したがって、発生電力に応じて電力消費電力を制御する自立型測定を志向するならば、
太陽光セルの発電量をモニタリングすることは不可欠となる。
なお、搭載ソーラパネル SJJ20 の公称最大出力 20W の 60.2％しか最大でも発電できなかっ
た理由については、次節において蓄電・消費電力の関係で考察を行う。
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3.2.2 蓄電制御特性とその効率に関する考察
（１）蓄電池充電と太陽電池セル発電との相関
図-3.15～3.17 に試験期間（2011 年 6 月 1 日 19:00～年 8 月 18 日 18:00）中に蓄電池に充
電された電気の電流･電圧・電力の経時変化をそれぞれ示す。
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図-3.15 蓄電池充電電流の経時変化
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図-3.16 蓄電池充電電圧の経時変化
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図-3.17 蓄電池充電電力の経時変化
図-3.16 をみると、蓄電池電圧は実験全期間を通じ 12.0V 以上を保持していることが分かる。
GENESIS/FTP に搭載した太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 は、蓄電池電圧が 11.5V 以下
になると、新放電による蓄電池の損傷を防ぐため負荷が遮断されるが、当該実験ではそのよう
な蓄電池電圧の低下による測定中断が発生しなかったことが確認される。すなわち、当該実
験に用いた発電/蓄電/測定・通信の系の設計は、電力的に十分なマージンを確保できたもの
と判断される。
また、図-3.16 において、実験初期に蓄電電圧が 12.1V まで低下するのは、蓄電池を 12.5V
まで放電して実験を開始したためである。これは、何らかの理由で充電が途絶した状況を、実
験場に再現することを意図したものであるが、負荷の遮断にまで至ることはなかった。このこと
も当該の系が、十分な電力的マージンを持って設計できたことの一つの証左である。なお、太
陽電池コントローラ SUNSAVER-6 では、一時的な蓄電池の低電圧で負荷の遮断を起こさない、
二度連続して 11.5V 未満の蓄電池圧が確認された時点で遮断する回路が設計されている。ま
た、蓄電池圧が 12.6V に回復すると自動的に負荷が再接続される。
次に、図-3.15、3.16 から分かるように蓄電池電圧と充電電流は、一日のうちで上昇・低下を
繰り返している。当然のことながら、この上昇低下は、太陽電池セルで発電した電力により発
生するが、その上昇低下の形態は、太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 によって制御されて
いることに注意が必要である。すなわち、太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 は、バルク充電
過程で蓄電池電圧がガス化寸前の電圧 14.44V に達するまで、定格出力一杯で充電し、１４．
４V に達するとこの電圧を維持しながら、充電電流を徐々に低下させる吸収充電過程に移行し、
充電電流が設定値まで低下するとフロート充電過程に移行する。
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図-3.18

7 月 21 日の蓄電池電圧・充電電流の経時変化

蓄電池電圧の経時変化を示す図-3.16 をみると、蓄電池電圧は、実験開始初期を除き、13.0
～14.4V 程度の範囲で上下を繰り返していることが分かる。これを、図-3.18 に示す 7 月 21 日
のデータで見ると、7 時 30 分に 12.7V まで低下した蓄電池電圧は 8 時 20 分頃から徐々に増
大し始め、13V に達した 10 時 20 分頃に充電電流も増大し始め、充電電流も大きく増大する。
これが、バルク充電過程の開始と判断される。その後、12 時 50 分まで蓄電池電圧も充電電流
も上昇するが、その後は蓄電池電圧が 14.1～14.2V の間で保持される、充電電流は徐々に低
下の傾向を示す。すなわち、吸収充電過程に移行している。18 時 00 分には蓄電池電圧が
13.1V まで急激に低下し、その後、12.9V まで徐々に低下し、充電電流もほとんど流れないが、
これがフローと発電であるかは明確でない。
また、実験開始直後（6 月 2 日～10 日）の蓄電池電圧･充電電流の経時変化を示した図-3.19
を見ると、蓄電電圧が徐々に漸増していくのに対し、充電電圧は徐々に漸減していくことが分
かる。例えば、6 月 3 日の蓄電池電圧の最小電圧が 12.1V（4 時 40 分）であったのに対し、6
月 9 日には 12.8V(4 時 10 分)に上昇している。一方、最大電圧は 6 月 3 日が 13.0V(13 時 00)
であったのに対し、6 月 9 日には 14.3V にも達している。これは、実験開始時の蓄電池電圧が
12.5V と低く、充電を行ってもガス化電圧 14.44V には及ばなかったため、バルク充電のみが行
われていたためと思われる。バルク充電過程では、定格出力で充電が行われるため、蓄電池
電圧の漸増とともに充電電流が低下していったものと判断される。すなわち、
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Ib 

Pcons tan t
VB

(3.1)

の関係において、太陽電池コントローラの定格出力 Pconstant が一定のもとで、蓄電池電圧 VB が
徐々に増大し、これに反比例して充電池電流 Iｃが徐々に低下していったと考えられる。
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図-3.19 6 月 2 日～10 日の蓄電池電圧･充電電圧の経時変化
最後に、蓄電池に充電される電力量の計変化を示した図-3.17 をみると、実験開始直後、6
月 28 日、7 月 21 日に非常に大きな電力が充電されている。図-3.6、3.7 を見れば分かるように、
これらの日が特別日照量が大きいわけではないが、太陽光セルの発電電力も突出して大きく
なっている。実験開始直後は、先にも述べたように蓄電池を予め放電していたが、6 月 28 日、
7 月 21 日は前日まで降雨･曇天が続いたため、蓄電池にはほとんど充電されず、計測・通信等
による放電のみ続いていた点が共通する。
この間の蓄電池充電状況を検討するために、図-3.19～3.21 に 6 月 2 日～10 日、6 月 26～
29 日、7 月 19 日～22 日の蓄電池電圧･充電電圧の経時変化を、また図-3.22～3.24 に発電電
力・充電電力の経時変化を、それぞれ示す。
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図-3.20 6 月 2 日～10 日の発電電力･充電電力の経時変化
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図-3.21 6 月 26～29 日の発電電力･充電電力の経時変化
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図-3.22 、7 月 19 日～22 日の発電電力･充電電力の経時変化
当該実験において、任意の一日に太陽電池セルによって発電される電力量ΔPcel、蓄電池
に充電される電力ΔPbat、計測・充電等によって消費される電力ΔPcom、ならびに一日の開始
時と終了時に電池に充電される電力 Pst、Ped の収支は次のように表すことができる。

t  24

Ped  Pst  t  0 ( Pcel  Pbat  Pcom ) dt

(3.2)

したがって、図-3.19～3.20 において○印と◆印で囲まれる領域が計測・充電等によって消
費される電力ΔPcom を、また◆印で囲まれる領域が蓄電池に充電される電力ΔPbat を示すこと
になる。図-3.19 をみると、6 月 3 日、4 日は、発電量も多いが、○印と◆印がほとんど一致して
おり、発電した電力のほとんどが蓄電池に充電されたことが分かる。また、6 月 5 日も発電量と
してはさほど大きくない（日照時間が短かったためと推量できる）が、発電量のほとんどが充電
されている。一方、それ以降は消費電力の領域が比較的広くなっている。これは、6 月 5 日時
点で、蓄電池がほぼ満充電を達成し、それ以降は夜間や雨･曇天時に放電された消費電力
分だけが充電されているものとみなせる。
さらに、図-3.20 をみると、6 月 26 日、27 日にほとんど発電していないため蓄電池の放電が続
いた、6 月 28 日の発電開始直後（5 時 30 分）から 10 時 20 分までは発電量のほとんどが充電
に供されているが、その時点で満充電に達したようで、以降は消費電力の領域が広がってい
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る。同様の傾向は図-3.21 においても見られる。
GENESIS/FPS では、充電過程を太陽電池コントローラ SUNSAVER6 によって制御している
が、図-3.19～3.22 を見ると太陽電池セルの発電量も、日射量だけでなく、蓄電池の充電需要
によって制御されているようにみえる。これは、太陽電池セルの発電特性の一つである。
すなわち、図-3.231)に模式的に示すように、太陽電池セルは、取り出す電流を増大させると、
取り出せる電力も増大するが、ある一定の電流値を超えると、取り出せる電力は、逆に減り始
め、さらに電流値を増大させると短絡電流が流れ、出力電力はゼロになる。したがって、日照
状態が変化して出力電力が低下しても、出力電流を調整すれば日照状態に応じた最大出力
電力に制御できることがわかる。こ の 様な制御 を MPPT 制御（最大電力点追従 制御：

CurrentVoltage curve

CurrentElectric power curve

0
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power point

Electric power (W)

Voltage (V)

Maximum Power Point Tracking Control)という。

Cutrrent (A)
図-3.23 太陽電池セルの発電特性 1)

この太陽光セルから取り出す電流は、負荷の電圧で決定される。GENESIS/FTP では、主とし
て鉛蓄電池の充電電圧で決定される。したがって、放電が続き蓄電量が低下した場合、バル
ク・吸収充電が長期にわたって継続し、高い電圧が維持されるため、太陽光セルの発電量も
大きくなる。一方、満充電に近い蓄電状況が継続される場合には、バルク・吸収充電期間は短
くなり、日射量が大きくても大きな発電量は得られない。
GENESIS/FTP の充電電圧は太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 で制御されており、そのバ
ルク充電電圧は 14.4V、また吸収充電電圧 14.1V である。一方、図-2.11 に示した太陽光パネ
ル SJJ-20 の発電特性から推定される最大電力を与える電圧は 17～19V である。したがって、
日射量が 1,000W/m2 以上得られたとしても、負荷の電圧が最大電電力点を与える電圧（最大
出力動作電圧）に達しないため、太陽光セルの公称最大発電力を得ることができない。これが、
図-3.6 において最大でも１２W しか発電されなかった理由である。
太陽光パネルの発電性能を最大限に発揮させるため上記の MPPT 制御も検討したが、
MPPT 制御を行うためには、昇圧型 DC-DC コンバータで電力追従制御を行い、降圧型
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DC-DC コンバータで出力電圧を制御する回路をシステムに組み込み、入力電圧が一定にな
るよう充電電流を制御しなければならない（Appendix B 参照）。この制御は、2 回路のコンバー
タを使うため、変換効率が大幅に低下し、制御に供するマイコンの消費電力も無視できず、
MPPT 制御を実装しても、電力の増加と変換効率の低下が相殺されてしまうと判断新採用を
見送った。なお、MPPT 制御は、一般に、200～300W 以上の太陽光発電システムにおいて有
効とされる。
（２）蓄電制御特性とその効率に関するまとめ
GENESIS/FTP では、太陽光セルで発電した電力を有効に蓄電し、かつ蓄電池の超寿命化
をはかるためバルク充電、吸収充電、フロート充電の三段階制御を採用した。今回の実験デ
ータを分析する限り、吸収充電からフロート充電への明確な移行点を確認することは困難であ
るが、これは日没と同時に電圧が急落する以前に、充電電流がゼロ付近まで低下しているた
めであり、負荷をかけない状態で浮動電圧値を保持するというフロート充電本来の目的は実現
されているものと考える。すなわち、設計時に想定した充電制御は有効に発現できたと評価す
る。
充電系における問題は、充電に要する負荷電圧が比較的小さいため、採用した太陽光セル
の発電能力の 60%程度しか発揮されていない点である。現状の発電量が維持されれば、本研
究で開発した自立型防災監視システムの稼動には全く問題ないが、蓄電池の負荷電圧を増
大させることで発電量を増大させることができるならば、光る変位計 LEDS の輝度を増大させ
視認性を向上したり、測定項目を追加する等、システムの機能向上を図ることが可能となる。
前述のように、当該システムのような小容量発電では MPPT 制御を採用することが難しいた
め、負荷電圧を大きくするには、蓄電池を公称電圧 12V タイプから、１７V タイプに変更するこ
とが最も簡便である。しかしながら、この方法では、現状の充電機構をそのまま採用することが
できず、また現状と同等のパフォーマンスが実現できる保証はない。この点が、今後システム
昨日の拡張を図る上でのボトルネックであると考える。
。
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3.3 太陽光発電システム試作機の実用性に関する総括
光る変位計 LESD は助成研究者らの一人が開発し、1 章に示したように多くの実績を有する
ため、本章で実施した実用性検証実験は GENESIS/FTP と仮称する自立型防災監視システム
のデータ処理・通信処理機構、ならびに発電･蓄電機構だけを対象としたものであった。
既に示したように、開発した自立型防災監視システムは 2 ヵ月半に及ぶ長期の連続使用の
間に発充電、測定、データ処理、通信の全ての機能について安定したパフォーマンスを見せ、
山間部あるいは崖錐部などに長期間設置する地盤防災監視システムとして実用に耐えるもの
であると判断された。ただ、光る変位計 LESD の晴天時における発光視認性に、若干、問題が
あるように思われた。当該システムを山腹や斜面に設置し、遠隔からその発光色で地盤の安
定性を評価する開発目的からすると、これは早急に改良が必要であると考え、現在、高輝度
LED への変更を検討中である。
この検討を進める上での問題は、高輝度化に伴い消費電力が増大し、現状の発充電機構
では連続稼動が、若干、厳しくなる可能性がある点である。その解決方法として次のような選
択肢が考えられる。
① 本システムの特徴の一つは、双方向通信方式の採用により、遠隔から測定器や
通信/データ機の機器の稼動を制御できる点である。現状の輝度のままでも、夜
間や曇天時の視認性は十分確保できると考えられるので、輝度が可変な LED を
採用し、夜間や曇天時には現状輝度で、晴天時には高輝度で発行させ、消費
電力量を制御することが可能となる。このためには光る変位計 LEDS に輝度制御
機能を付加する必要がある。
② システムに日照計を追加し、上記の輝度調整を自動で行う方法も考えられる。こ
の場合、光る変位計 LEDS への輝度制御機能の付加に加え、演算 CPU をシス
テムに組み込む必要がある。これはシステム価格、および開発費が大幅に高騰
するだけでなく、消費電力も増大する可能性もあり、余り現実的ではないと判断さ
れた。
③ 現状、最大でも搭載ソーラパネルの公称最大出力 60.2％しか発電されていない
発電電力を、負荷電圧を増大することで 85～90％程度まで高める。既述のように、
適切な負荷電圧の増大法は未だ見出せていないが、最も経済的な解決法であ
ると判断する。
このほかにも、いくつかの選択肢が考えられているが、現在は①および③の中心にその可能
性を検証している段階である。
また、本実験での発電特性の測定結果から、開放電圧は二つの電圧帯を取ることが明らか
となり、発電電力と日射量の関係は、太陽電池セルの発電特性だけではなく、その回路特性
にも影響されることが明らかとなった。したがって、気象条件だけで発電量を予測することは不
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可能であり、消費電力を適切に消費するためには太陽光セルの発電モニタリングが不可欠で
あることが明らかとなった。
一方。充電特性の測定結果から設計で採用したバルク充電、吸収充電、フロート充電の三
段階制御は、ほぼ設計どおりに機能することが確かめられた。吸収充電からフロート充電への
明確な移行点を確認することは困難であった、これは日没前に充電電流がゼロ付近まで低下
するためであり、満充電付近では負荷をかけない状態で浮動電圧値を保持されていることも
確認された。
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４．まとめ
1 章では、本研究の目的とその社会的役割について概述した。すなわち、本研究が目的とす
る地盤災害に対する自立型防災監視システムは、自然エネルギーを利用した自家発電･充電
機能を有するとともに、双方向通信機能を採用することで、遠隔地から測定データを取得する
だけでなく、システムの消費電力を制御することで、変動の大きい自然エネルギー発電に対し
て柔軟で安定した稼動を実現できるシステムである。
さらに、助成研究者らの一人が提唱する OSV（On-Site Visualization）の概念を導入し、測定
データを現地で直接 LED 発光色により表示することで、通過交通などに伝達することも考えた。
この意味でも、自立した防災監視システムである。なお、OSV の理解のために、1.2 節におい
て OSV の開発経緯とその現状を総括した。
2 章では、自立型防災監視システムに要求される性能と機能を抽出するとともに、機能別に整理
し、各部の設計を実施し、これを統合・実装し、作動確認を行った。すなわち、本研究で開発目標
とする自立型防災監視システムは、OSV の考えを基に、①地盤変位等の測定機能とその測定結
果の表示機能が一体となった観測・表示部、②測定データの処理・集積とそのデータ転送に供す
るデータ処理･通信部、ならびに③自然エネルギーを利用した発電・蓄電部から構成する。
観測表示部に関しては、OSV 計器の一つである LEDS（Light Emitting Displacement Sensor）を、
地盤災害監視の最も基本的な計測項目である地盤変位伸縮計測機器として採用した。ただし、光
る変形計 LEDS には、変位を電気的な信号に変換する回路は搭載されていないため、変位計の
表示色切り替えスイッチ回路から、各 RGB スイッチの ON/OFF 情報を直接読み取り、それぞれ独
立にデータ転送することとし、そのための回路設計と実装を行った。
データ処理に供するデータロガー、ならびにデータ転送用通信機器は、自然発電により稼動で
きる省電力タイプで、レンタルが可能であることなどの理由から、株式会社 オサシ・テクノス社製、
ネットワーク・ロガーNetLG-402 およびパケット通信システム NetMAIL-1 を採用した。なお、当該機
器で採取・送信されたデータは、事務所などの PC でデータ分析ならびにその図化が可能である。
発電方式は、極小～小規模発電に適すとされる太陽光発電を利用するものとし、20W 太陽光パ
ネル SSJ20（シェルソーラジャパン社製）を採用した。また、蓄電池には、比較的高い電圧を取り出
すことができ、液量の点検や補水が不要である小型制御弁式鉛蓄電池 PE12V17（ジーエス・ユア
サ・コーポレーション社製）を採用した。
充電は、バルク充電方式、吸収充電方式、ならびにフロート充電方式を組み合わせ、これを制御
するために、MorningStar 社製太陽電池コントローラ SUNSAVER-6 を組み込んだ回路を設計した。
なお、各充電方式の概要は以下のようなものである。
バルク充電方式：電流を調節(regulate)し、電圧を調節しない充電方式であり、ガス化寸
前の電圧（通常 14.4V）に達するまでは定格出力モードで充電を行う。したがって、急速
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充電が可能であるが、バルク充電では満充電に達することはない。
吸収充電方式：電流と電圧の両方を調節する充電方式であり、バルク充電終了後、電圧
が設定閾値を超えると、電流を制限し、電圧を定電圧に保つことで、残された 20%程度
の電流を吸収(absorb)し満充電に向けて充電する。
フロート充電：満充電後、電流をバイパスすることでバッテリーへの負担をゼロとし、浮動
電圧値を正確に保持する。
なお、吸収充電の制御に用いられる PWM(Pulse Width Modulation)制御、およびフィードバック
制御の実際について Appendix B,C に示した。また、発充電モニタリングのため、太陽光セルの開
放電圧、短絡電流、および蓄電池の電圧･電流を測定する回路を設計し、実装も行った。
最後に、設計した各部を統合し、自立型防災監視システムの実装を行い、その作動を確認した。
ま た 、 そ の デ ー タ 処 理 ・ 通 信 処 理 機 構 、 な ら び に 発 電 ･ 蓄 電 機 構 を GENESIS/FPS(GeoEngineering Network Sensors and Intelligent Synthesis / Field Power Station)と仮称した。
3 章では、GENESIS/FPS、および自立型防災監視システムの実用性検証実験を実施した。その
結果、発電特性に関して以下のような知見が得られた。すなわち、GENESIS/FPS で採用した太

陽光セルが有効に発電するのは日射が強い快晴の昼間に限定される。また、日射量によって
最大電力と短絡電流は大きく変化するが、開放電圧は二つの電圧帯を取ることが示された。し
たがって、その積である電力は日射量と一定の相関関係は認められるものの、非常に複雑な
相関を呈する。これは、太陽電池セルの発電特性だけに起因するのではなく、その回路特性
にも影響されるため、気象条件だけで発電量を予測することは不可能である。したがって、発
生電力に応じて電力消費電力を制御する自立型測定を志向するならば、太陽光セルの発電
量をモニタリングすることは不可欠となる。
また、搭載ソーラパネル SJJ20 の公称最大出力 20W の 60.2％しか最大でも発電できなかっ
た。これは、太陽光セルから取り出す電流が、負荷電圧で決定されるためである。GENESIS/
FTP では、主として鉛蓄電池の充電電圧で決定されるため、放電が続き蓄電量が低下した場
合、バルク・吸収充電が長期にわたって継続し、高い電圧が維持されるため、太陽光セルの発
電量も大きくなるが、満充電に近い蓄電状況が継続される場合には、バルク・吸収充電期間は
短くなり、日射量が大きくても大きな発電量は得られないためである。
蓄電池の超寿命化をはかるため採用したバルク充電、吸収充電、フロート充電の三段階制
御は、概ね設計どおりに作動することが確認された。ただし、吸収充電からフロート充電への
明確な移行点を確認することは困難であったが、これは日没前に、充電電流がゼロ付近まで
低下するためであり、負荷をかけない状態で浮動電圧値が保持されることも明らかになった。
開発した自立型防災監視システムは 2 ヵ月半に及ぶ長期の連続使用の間に発充電、測定、
データ処理、通信の全ての機能について安定したパフォーマンスを見せ、山間部あるいは崖
錐部などに長期間設置する地盤防災監視システムとして実用に耐えるものであると判断され
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た。ただ、光る変位計 LESD の晴天時における発光視認性に、若干、問題があるように思われ
た。当該システムを山腹や斜面に設置し、遠隔からその発光色で地盤の安定性を評価する開
発目的からすると、これは早急に改良が必要であると考え、現在、高輝度 LED への変更を検
討中である。
本研究で開発した自立型防災監視システムは、若干の課題を有すものの十分実用に耐える
者と判断し、現在、各種の適用を想定し原位置での実証試験を計画している。若干本来用途
とは異なるが、既に写真-4.1 のように構造ひび割れが発生した煙突の解体中挙動監視にスポ
ット的に利用している。今後も、地盤防災への一助となるべくその機能の拡充を図るとともに、
用途についても新たな展開を模索する方針である。

(a)GENSIS/FPS 設置状況

(b)光る変位計設置状況

写真-4.1 自立型防災監視システムによる構造ひび割れが発生した煙突の解体中挙動監視
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Appendix A 太陽電池セルの原理･特性と土木分野での利用の現状 1）
A.1 半導体中での光変換（光起電力効果）
一般の太陽電池は、図-A.1 のように p 型半導体板と n 型半導体板とが合わさった p-n 接合
構造をとるのが基本である。この p-n 接合面には電子を n 型側に、ホール(プラスの電気量を持
つ粒子で電子の抜け穴のようなので正孔ともいう)を p 型側に引っ張る強力な電気力(電界)が
発生する。つまり、p-n 接合部において電子は滑り台をすべり降りるように、ホールは水中の泡
のように浮き上がり、電子、ホールをそれぞれ逆向きに移動する。すなわち、p-n 接合の役割は
電子とホールが分離することにある。

Sunlight
Back side
electrode
n-type silicon
p-n junction
Load
p-type silicon
Back side
electrode
current
Hole

electron

図-A.1 太陽光発電の原理
光が p-n 接合面に当たると、電子を自由にすると同時にホールも自由に動けるようになり、電
子は n 型側に、ホールは p 型側に分離される。その結果、太陽電池は一般の「電池」と同じよう
に、外部から見ると太陽光が当たっている間、p 型表面がプラス極に、n 型表面がマイナス極に
なる。プラス極は電位が高く、マイナス極は低いので、この両極を導線で結ぶと、導線を通して
電流が p 型のプラス極から n 型のマイナス極に流れる。導線の途中にモータを接続すれば回
転し、抵抗を接続すれば発熱して仕事をすることになる。
太陽電池セルの表裏電極間に電圧計を接続し、光を当てて測定した発生電圧を開放電圧
Vｏといい、電流計を接続し測定した電流を短絡電流 Iｏという。これらの値は、セルに用いられる
半導体の種類によって異なる。セルの面積が大きくなれば発生電圧は変わらないが、短絡電
流は面積倍される。セルを直列に接続すると開放電圧はほぼ枚数倍になり、並列に接続する
と電流が増加する。光強度(エネルギー)Ｐが増加すると開放電圧、短絡電流ともに増加するが、
図-A.22）のように開放電圧は飽和、短絡電流は直線増加となる。したがって、雨天の日の弱い
太陽光(拡散光)でも、短絡電流はわずかになるが開放電圧は比較的大きい。
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図-A.2 太陽電池セルの光強度に対する出力変化 2)
抵抗 R をセルに接続し R の大きさを変えて R 両端の電圧 V、電流 I を測定すると、R が大き
いと V は大きく(V0 に近い値)になるが、その反面 I が減少する。逆に R が小さいと I が大きく（I0
に近い値）なるが、V は減少する。
セルに負荷抵抗Ｒを接続したとき、電圧 V と電流 I の積、つまり V×I が R で消費される電力
W となる。R を変化して W を測定すると、一般に最大電力 Wm が得られる R0 が求まる。このとき
の電圧を最適電圧 Vm、電流を Im という。以上のことから最大電力は Wm=Vm×Im となる。ここ
で、

F, F 

Vm  I m
V0  I 0

（A.1）

をフィルファクタ（F,F）といい、太陽電池セル評価の重要な指標となっている。つまり、この値が
1 に近いほど性能のよい太陽電池を意味する。一般の結晶シリコンセルの F,F は 0.7～0.8 であ
る。
夏の暑い日に、太陽に照らされた太陽電池セルの温度は 60～70℃にも上昇することがある。
温度上昇にともなって電流はほとんど変化しないが発生電圧はかなり減少する。このため発生
電力も減少することになる。つまり、太陽電池はできるだけ涼しい所で使うのが効率的である。
時刻によって光の入射方向が変化するとセル出力も変化する。入射方向がセル平面に垂直
のときが最大で、同一面方向が最低になる。従って、正午前後が最大出力となる。これは太陽
電池が固定式の場合であって、太陽の位置が変化しても常に最大出力を得るには、セルの向
きを変えて太陽を追尾することが必要である。
A.2 変換効率とその支配要素
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太陽電池に当たる光エネルギーP(W)のうち、太陽電池によってどれだけ電気エネルギーWm
（W）になるのか。この割合を太陽電池の変換効率η（%）といい、太陽電池を評価する最も重
要な値である。面積１cm2 のセルに垂直方向から光エネルギーＰ＝100（mW/cm2)の光を当て
たとき、最大電力Ｗ=10（mW）が得られるなら、このセルの変換効率は 10%となる。この値は１
枚のセルの場合であるからセル効率という。複数のセルを接続して器に収めた太陽電池モジ
ュールの場合にはモジュール効率という。
セル効率は太陽電池の種類によって異なる。シリコン太陽電池の場合、単結晶タイプが 15
～19％、多結晶タイプが 12～17％、アモルファスタイプが 10～12％である。このように、現在
のセル効率は 10～19％である。つまり、太陽光エネルギーの 80～90％は電気エネルギーに
ならず、どこへ消費される。その主な要因は、以下のようなものである。
①セル表面での太陽光反射：シリコン太陽電池のシリコン板の表面は、黒が鏡面であるが、
これはセル表面で光が反射するためである。一般に、これら反射を減らすためにセル
表面に反射を防止する膜が施されている。
②特定太陽光波長のみの吸収：太陽光線は波長 0.2～3μm(紫外線、可視光線、赤外
線)からなっているが、太陽電池はこれらの全波長域を吸収することはできない。どの
波長をより効率よく電気に変換するかは太陽電池の材質、作り方などにより影響され
る。
③自由電子・自由ホールの未発生：光が当たっても電子、ホールが発生しないことがあり、
発生しても寿命があって常に消滅する。
④自由電子・自由ホールの収量：p-n 接合面で発生、分離された自由電子、自由ホール
は電極方向に移動中にある程度消滅する。
⑤太陽電池内部の電気抵抗：シリコン材料や電極部などに電気抵抗があり、発生した電
気を全部外部に取り出すことができない。F,F を悪化させる。太陽光エネルギー損失の
約半分は波長とセル材質のミスマッチに主な原因がある。つまり、これらの損失を減ら
す努力が高効率太陽電池への道につながる。
参考文献
1)田本貞治：太陽光パネルによる鉛蓄電池の高効率充電、発電トランジスタ技術、Vol47、
No.10、pp.139-147、2010
2)http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/learn/OPamp/whatop.html
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Appendix B 電圧変換回路とその制御 1)
B.1 パワー回路とその制御方式
今日の電子機器は、電源回路に代表されるパワー回路が標準的に実装される。すなわち、
電子製品のプリント基板上に実装されるマイコンや IC 等の電子部品は、それぞれ 3.3V，5V，
12V 等のように異なる直流電圧で作動するよう設計されている。したがって、これらの電子部品
が正確に作動するためには、プリント基板上で電圧をコントロールし、それぞれの電子部品に
変動の小さい電圧を加える必要がある。一方、リチウム・イオン蓄電池等の蓄電池は，正確に
制御された電圧で充電する必要がある。これは、印加電圧が許容値よりも低い場合、十分な
充電が行えず，バッテリ機器の使用時間が極端に短くなってしまうためであり、逆に高い電圧
を加えた場合、電池が過熱･引火するなどの危険を伴うためである。
このような、蓄電池を含む電子部品への電圧供給を制御する回路がパワー回路である。パワ
ー回路は制御回路と電力変換回路から構成される。近年、マイコンや DSP（Digital Signal
Processor）等の処理能力向上により、ディジタル化された制御回路が一般に用いられるように
なった。パワー回路の制御は、種々の方式が提案されているが、本研究で採用した方式は
PWM(Pulse Width Modulation)制御、ならびにフィードバック（Feedback）制御である。その制
御方式の概念は以下のようなものである。
①PWM 制御
図-B.1 に示す６つのパワー・トランジスタを ON/OFF すると、直流電圧が 3 相分の交流
電圧になって出力される。この電力変換回路（converter）はインバータと呼ばれる。

AC100V

Three-phase inverter module

M

Gate driver

図-B.1 3 相インバータモジュールを用いたモータ制御回路
インバータによって、モータの回転数を上げるためには、トランジスタを ON/OFF する周
波数を上げ、交流電圧の周波数を上げればよい。一方、モータのトルクを制御するため
には、モータに加圧する電圧を制御することで電流を変化させればよい。すなわち、トラン
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ジスタの ON 時間を延長すると電圧は増大し、短縮すると減少する。このように、トランジス
タの ON 時間を変更して電圧を制御する方式を PWM 制御と呼ぶ。
PWM 制御により、オフタイム時での電池の消耗が全くなくなるとともに、オンタイムでも
制御トランジスタが完全に飽和しているので、オンタイム時の電力ロスも最小限に抑えら
れ、トランジスタの電力ロスが著しく軽減される。したがって、発熱量が低下し、省エネ化と
機器の小型化が可能となる。しかし、パルス駆動によるモータの振動音、ブラシ、コシュテ
ータの磨耗、ならびに電気ノイズの発生等のいろいろな問題もある。
②フィードバック制御
フィードバック制御とは、目標値と実際の制御量の差を計算し、入力信号を決定する制
御である。これに対し、あらかじめ決められた手順（プログラム）に従って制御の各段階の
処理を決定する制御をシーケンス制御と呼ぶ。
図-B.2 に、フィードバック制御のブロック線図を示す。図に示すように、入力と出力の関
係は、微分方程式で表されることが多いためラプラス変換が必要となる。また、実際の機
械制御においては応答性（時間遅れ）が重要になることが多いが、応答性が高ければよ
いものではない。

目標値 R(s)

偏差 E(s)

制御装置
C(s)

操作量 U(s)

制御対象
G(s)

制御量 Y(s)

フィードバック要素
H(s)

図-B.2 フィードバック制御のブロック線図
B.2 降圧型 DC-DC コンバータ
太陽光セルで発電された電力を高効率に蓄電するためには、電圧変換時の電力損失を最
小としなければならない。ここでは、太陽電池コントローラ SUNSAVER6 に採用されている降圧
型 DC-DC コンバータの概要を示し、次節においてその PWM 制御の実際を概説する。
Tr
Vout

Vin
+
+
-

Cout

Vout
Error amplification circuit

図-B.3 リニア式 DC-DC コンバータ回路
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電圧変換回路のなかでも、最も基本的な回路である降圧型 DC-DC コンバータは、高い直流
電圧を低い直流電圧に変換するコンバータであり、蓄電池の高い電圧から、マイコン等を動作
させる電圧に変換するため等に用いられる。
図-B.3 は、3 端子型レギュレータと呼ばれる比較的単純な降圧型 DC-DC コンバータの回路
図を示す。図に示すように、この回路は蓄電池の DC11.1V の電圧をマイコンの作動電圧
DC3.3V に変換する。なお、出力電流は 0.5A である。この 3 端子レギュレータの変換効率η
(%)は、入力された電力(Vin Iin)に対する出力された電力(Vout Iout)の比率で定義され、以下のよ
うに計算することが出来る。



Vout I out 3.3V  0.5 A

 0.297
Vin I in
11.1  0.5

(B.1)

したがって、入力したエネルギーの 30％しか変換されず、のこりは熱として発散してしまう。
図-B.3 の回路に、図-B.4 のような入力電源 Vin と直列にトランジスタ、並列にダイオード、直
列にチョーク・コイル、並列にコンデンサを接続した制御回路を組みこみ、この制御回路からト
ランジスタに駆動信号を送り、ON(トランジスタが導通)と OFF(トランジスタが非導通)を交互に
繰り返させることを考える。

L

Tr

+

R
Cin
D

Vin

Cout

Vout

図-B.4 降圧型 DC-DC コンバータ回路
トランジスタが ON のとき、電流は、図-B.5(a)のように、電源(十)→トランジスタ→チョーク・コイ
ル→コンデンサ→電源(－)の経路で流れる。このとき、ダイオードは逆向きに電圧が加印され
ているため電流は流れず、チョーク・コイルに電流が流れることに注意が必要である。
この状態でトランジスタが OFF すると、チョーク・コイルは電流を流し続けようとする性質がある
ため、ダイオードを導通させて電流が流れ続け、図-B.5(b)のように、チョーク・コイル→コンデ
ンサ→ダイオード→チョーク・コイルの経路で循環する電流が流れることとなる。
トランジスタが ON しているときは図-B.5(a)のように、トランジスタのコレクタ-エミッタ間の電圧
が 0V なのでトランジスタ損失(コレクタ-エミッタ間電圧とコレクタ電流の積)はゼロとなり、OFF の
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ときは、図-B.5(b)のようにコレクタ電流がゼロなので、トランジスタの損失はやはりゼロとなる。こ
れが高効率に、電圧変換できる機構である。実際の回路では、トランジスタ、ダイオード、チョ
ーク・コイル、コンデンサにわずかな損失があるため 100％の変換効率は得られない。

L

Tr

+

IL=Ic+Iout

R
Cin

Cout
D

Vin

Ic

Iout

Vout

Iout=Vout/R

(a)Tr が ON のとき回路に流れる電流
L

Tr

+

IL=Ic+Iout

R
Cin

Cout
VD

D

Vout

Ic
Iout=Vout/R

Tr driving signal

(b)Tr が OFF のとき回路に流れる電流

ON

Time
VD

Vin

Time
(c)Tr の駆動信号と LC フィルターに加わる電圧
図-B.5 降圧型 DC-DC コンバータの ON/OFF 挙動
図-B.5 の回路にあるトランジスタの出力、すなわちチョーク・コイルの入力には、図-B.5(c)に
示す方形波の電圧が加印される。この電圧は直列に接続されたチョーク・コイルとコンデンサ
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の LC フィルタで平均化されるため、入力電圧よりも低い電圧となる。このように、高い直流電圧
から低い直流電圧に変換する回路を降圧型 DC-DC コンバータと呼ぶ。
B.3 降圧型 DC-DC コンバータにおける PWM 制御
降圧型 DC-DC コンバータの出力電圧は、図-B.6 に示すように、チョーク・コイルに入力され
る方形波電圧の平均であり、その入力電圧 Vin と出力電圧 Vout には次の関係がある。



Ton
t
Vin  on Vin
ton  toff
Ts

ton

(B.2)

toff

Vin
Aon

Aon=Aoff
Vout=ton/(ton+toff)×Vin

Vout
Aoff
0V

time
Ts
図-B.6 降圧型 DC-DC コンバータの方形波電圧と出力電圧
ここで、Ts はスイッチング周期[ｓ]を、また ton,toff はそれぞれトランジスタが ON/OFF している時
間[s]をそれぞれ示す。式(B.2)から、出力電圧は ton に比例し、ton が大きくなると出力電圧は高
くなり、ton が小さくなると出力電圧は低くなることがわかる。すなわち、PWM 制御が実現される。
降圧型 DC-DC コンバータのトランジスタが ON と OFF を繰り返す周期をスイッチング周期、そ
の逆数をスイッチング周波数と呼び、スイッチング周期を T とするとスイッチング周波数 fs は式
(B.3)のように表すことができる。

fs 

1
Ts

(B.3)

また、式(B.2)より、出力電圧をモニタし，出力電圧が設定値より低くなったらパルス幅を広げ，
出力電圧が設定値より高くなったらパルス幅を狭くするフィードバックをかければ，負荷抵抗の
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大きさが変動しても出力電圧は一定値に制御することも理解される。なお、昇圧型 DC-DC コ
ンバータも、チョーク・コイル、コンデンサ、ダイオードの接続を変えれば同様の機構で
実現される。
1)田本貞治：今どきのパワーエレクトロニクス：トランジスタ技術、Vol47、No.10、pp.70-84、

2010
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Appendix C 電圧制御における PWM 制御・フィードバック制御の実際 1)
C.1 電圧変換回路の制御
マイコンで電圧変換回路を制御するには、A-D コンバータで出力電圧を数値に変換し、ＰＷ
Ｍ出力端子から所定の周波数のパルス信号を出力しなければならない。

Micro-computer
Calculation
VE=VR-Vout
Hn=H0+VEKCGC

Target
Value

PWM

Switching
transister

LC
filter

A-D
Converter
Output voltage
detection circuit

図-C.1 電圧変換回路の制御の流れ
そのためには、図-C.1 に示すように、マイコンに内蔵されている A-D コンバータで、アナログ
量である出力電圧を A-D 変換し、出力電圧 Vout を数値化する。このとき、あらかじめ目標値 VR
を設定し、VR から出力電圧 Vout を差し引いて誤差電圧 VE を求めまる。すなわち、

VE  VR  Vout

(C.1)

目標値 VR と出力電圧 Vout に誤差がある場合は、現在のＰＷＭ信号のパルス幅(H0)に，誤差
電圧 VE を足し合わせる必要があるが、誤差電圧 VE とＰＷＭのパルス幅はスケールが異なるた
め、誤差電圧 VE に係数 KC を掛けてスケールを一致させる。このとき、新しいパルス幅 Hn は、
式(C-2)のように元のパルス幅 H0 に誤差電圧と係数 KC を乗じた値を足し算した形にとなる。

H n  H 0  VE K C

(C.2)

実際の制御では、ＫＣは単にスケールを一致させるだけではなく、制御特性を改良するため
にも用いられる。すなわち、式(C.3)に示すように、式(C.2)に制御ゲイン GC(増幅度)を掛け、GC
の特性を変えることでコンバータの特性を変化させる。

H n  H 0  V E GC K C
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(C.3)

ディジタル制御では，式(C.1)と式(C.3)を繰り返し演算することで，誤差電圧応が徐々にゼロ
に近づき，出力電圧が目標値に一致させていく。このような制御は、PI（Proportional Integral
control）制御と呼ばれるフィードバック制御の一種であり、入力値の制御を出力値と目標値と
の偏差とその積分によって行う制御である。以下では、PWM 制御と PDI 制御を実際のデジタ
ル回路で実行する具体的な手法を示す。
C.2 誤差増幅回路のソフトウェア化
電源回路には、図-C.2 に示す誤差増幅回路が、必ず実装される。誤差増幅回路は、出力電
圧と基準電圧を比較し、その差分(誤差)を増幅する回路で、1 個の OP アンプで誤差計算と PI
演算を同時に実行する。
R5

C

Vref
R6
From
output voltage

R3
R1
VF

A
B

-

PWM
Circuit

+
R2

To
switching
tansiter

VY

R4
OP amp.

図-C.2 アナログ電源回路の誤差増幅回路
OP アンプは、アナログ・コンピュータの基本的素
子として考案されたもので、アナログ信号の演算が
できる増幅器という意味から"Operational Amplifier"
と名付けられた。OP アンプは、通常 2 つの入力端子
と 1 つの出力端子、および正負両電源端子をもった
差動増幅回路で，図-C.31)のように図示される。
図において、マイナス記号が付いた端子は反転入
力端子と呼ばれ、入力された信号と出力される信号

図-C.3

図化された OP アンプ回路 1)

の極性が正反対（位相差-180 度）であることを意味し、プラス記号が付いた端子は非反転入力
端子と呼ばれ、入力された信号と出力される信号の極性が等しい（位相差 0 度）ことを意味す
る。なお、回路図では電源端子が省略されることが普通である。OP アンプは表-C.1 の特性で
定義される理想オペアンプを基に回路設計され、実際の OP アンプと理想 OP アンプとの特性
の差異を考慮して回路を修正する。

C-2

今日のディジタル電源では、図-C.1 の OP アンプ部をディジタル化し、誤差演算と PI 演算を
別々に実行することが普通である。すなわち、図-C.1 において、誤差電圧 VE は、R1 と R2 の接
続点Ａの電圧 VA と、R3 と R4 の接続点Ｂの電圧 VB の差として定義されるが、OP アンプは、フィ
ードバック電圧 VF の基準電圧 Vref に対する誤差を計算することで誤差計算と PI 演算を同時に
行う。これに対し、ディジタル回路では、図-C.4 に示すように、最初に誤差計算を実施し、その
計算された誤差を用いて差分方程式を解くことで PI 演算を実行する。
表-C.1 理想オペアンプの特性
特性
差動利得*
同相利得
同相信号除去比
入力インピーダンス
出力インピーダンス

記号
Ad
Ac
CMRR
Zin
Zout

値
無限大
ゼロ
無限大
無限大
ゼロ

Remarks

入力源の電位に影響を与えない
OP アンプの後ろにどのような素子を接続しても、OP アンプ
は動作する
どの様な周波数においても一定の割合での増幅をすること

周波数帯域
ｆ
無限大
内部雑音
ゼロ
*オペアンプの出力電圧は、差動入力電圧、すなわち+入力と-入力の電圧差にオープンループ利得を掛けた値に
なる。

Micro-computer
Error
Calculator

PI calculator
(Solving differential
equation)

VE
From
output voltage

A/D
Converter

-

VF

+

PWM
Genarating

To
switching
tansiter

Reference
Voltage

図-C.4 マイコンを使用したディジタル制御電源の誤差増幅回路
OP アンプ回路をディジタル化する利点は、OP アンプの出力電力範囲を大きく取れる点にあ
る。図-C.2 の R6 はＯＰアンプの帰還回路に入り、全体の直流ゲインを下げているが、その目的
は以下のようなものである。
・ＯＰアンプのオフセットによる動作点のずれを減らす
・温度ドリフトによる動作点のずれを減らす
・経年変化による動作点のずれを減らす
動作点のずれは入力の変動にゲインを掛けた値となるため、ゲインが高いと動作点のずれも
大きくなり０Ｐアンプの出力電圧範囲が狭くなるが、ディジタル制御ではオフセットも温度ドリフト
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も経年変化がないので補償する必要がなくなる。ここでは、誤差増幅回路をソフトウェアにより
実現することで、ディジタル化を図る、誤差増幅回路のソフトウェア化の手順は以下の通りであ
る。
①伝達関数を求める
②伝達関数を離散化する
③離散化伝達関数を差分方程式に変換する
④差分方程式を元にプログラムを記述する
以下に、誤差増幅回路の誤差伝達関数の定式化と、その離散化手順を示す。
C.3 誤差増幅回路の伝達関数の定式化
OＰアンプが理想的であると仮定するならば、図-C.2 中の点Ａに作用する電圧 VA は 0V であ
る。また，キルヒホッフの法則から点 A に流入する電流の総和も 0A である。このことから、次式
が成り立つ。

VF

R1

VY
R2 

1
jC

0

(C.4)

式(C.4)を Vy と VF の比、すなわち入力と出力のゲインの比とし，さらに j をラプラス演算子ｓに置
き換えて整理すると、次のように伝達関数 Gc(s)が求まる。

Vy ( s )

R
 2
Gc ( s ) 
VF ( s ) R1

s

1
R2C
s

(C.5)

ここで、Kc とａを誤差増幅回路の定数 R1,R2,C から次のように定義する。

K c  R2 / R1
a  R2C

(C.6)

この Kc,a を用いると、式(C.5)の伝達関数は次のよう表すことができる。

Gc ( s ) 

K c ( s  a)
s

(C.7)
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式(C.7)から分かるように、係数ａは、ボード線図1上でゲインが傾斜から水平になる折れ点の
周波数を、また係数 Kc は伝達関数全体に掛かる係数である。したがって、これらの係数 Kc,a
は制御系の安定性を評価する指標となる。
一方、式(C.5)を式(C.8)で定義される比例ゲイン KP と積分時間 TI を使って書き改めると、式
(C.9)が得られる。

K P  R1 / R 2
Gc ( s )  K P 

,

TI  R1C

1
TI s

(C.8)
(C.9)

式(C.9)の伝達関数は、比例ゲイン KP と積分時間 TI で構成されている PI 演算式である。この
ことは、図-C.1 の誤差増幅回路が PI 演算回路でもあることを示すものである。
式(C.8)からわかるように，比例ゲイン KP は R1 と R2 の比、積分時間 TI は R1 とＣの積として定
義されるから、式(C.6)の伝達関数は比例ゲインと積分時間で表現され、直観的に伝達関数の
特性を把握することができる。しかし、制御系の安定性を評価することはできない点に注意しな
ければならない。
C.4 伝達関数の離散化
誤差増幅回路から求めた式(C.9)の PI 演算の伝達関数は、周波数が連続した信号に適用で
きるが、離散値しか扱えないディジタル電源の場合、サンプリング周期で離散化する必要があ
る。このため、ここでは、式(C.8)で定義された伝達関数を離散化するものとした。いま、次式で
定義される離散化演算子ｚを導入する。

z  e sTs

(C.10)

ここで、e：自然対数、Ts：サンプリング周期
式(C.10)の s を z について展開すると次式の無限級数が得られる。

s

1

1
Ts

2 n 1
 z  1 1  z  1 3

1  z 1 
 
 
   



2n  1  z  1 
 z  1 3  z  1 


(C.11)

横軸に角周波数ωを対数目盛でとり、縦軸にゲイン|G(jω)|の対数値 20 log10|G(jω)|（dB）、及び位相∠G(jω)
（degree）をとって表示したグラフをボード線図と呼び、特に角周波数とゲインを表示したグラフをゲイン線図、角
周波数と位相を表示したグラフを位相線図と呼ぶ。
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式(C.8)において、一次の項だけを採用すると、

s

1 z 1
T z 1

(C.12)

式(C.7)に式(C.12)を代入して整理すると、次の離散化伝達関数が得られる。

Gc ( s ) 

K 0 z 0  K1 z 1
Z 0  Z 1

(C.13)
Ts

ここで、 K 0  K p  2T

K1   K p 

I

Ts
2TI

一方、式(C.6)で定義した係数 Kc とａを使って離散化伝達関数を求めると、次式が得られる。

Gc ( s) 

K 0 z 0  K1 z 1
Z 0  Z 1

(C.14)

Kc

ここで、 K 0  2

K1  

Kc
2  aTs 
2

C.5 離散化伝達関数の差分方程式への変換
式(C.13)の Gc(z)は誤差電圧を増幅（演算）した結果を与えるから、演算結果を U、入力する
誤差電圧を E とすると、Gc(z)は次式のように表すことができる。

Gc ( z ) 

U
K z 0  K1 z 1
 0 0
E
Z  Z 1

(C.15)

式(C.15)を、演算結果 U、入力誤差電圧 E に関して整理すると、
U ( z 0  z 1 )  E ( K 0 z 0  K1 z 1 )

(C.16)

Uz 0  Uz 1  K 0 Ez 0  K1Ez 1

(C.17)

より、

式(C.15)の z0 は今回サンプリングにおける演算を、またｚ-1 は１回前のサンプリングにおける演
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算をそれぞれ示すから、z0 を n に、z-1 を n-1 に書き換えると，式(C.１7)を差分方程式に書き換
えることができる。すなわち、
U (n)  U (n  1)  K 0 E (n)  K1E (n  1)

(C.18)

ここで、U：演算結果、E：誤差電圧、n：現在の値、n-1：１回前の値
C.6 誤差増幅処理の流れ
上記のコーディング上の処理手順を図-C.5 に示す。このフローでは、演算がオーバーフロー
やアンダーフローしないように制限を加えている。また、フローチャート中に現れる変数と定数
は表-C.2 に示すものである。

Error = (Target value) - (A/D conversion value)

(PWM value) = (Last PWM value) + Ko × (Error)

(PWM value) = (PWM value) + K1 × (Last error)

PWM value < Maximum PWM value
(PWM value) = (Maximum PWM value)

PWM value > Minimum PWM value
(PWM value) = (Maximum PWM value)

(Last PWM value) = (PWM value)

(Last PWM value) = (PWM value)

Setting (PWM Vale) at
PWM Generatter

図-C.5 誤差増幅処理の流れ

C-7

表-C.2 フローチャート中に現れる変数と定数
Variable
A-D conversion value
Error
Last error
PWM value
Last PWM-value

Constant
Target Value
K0
K1
Maximum PWM-value
Minimum PWM-value

参考文献
1)田本貞治：誤差増幅回路をマイコンに作りこむ方法、 トランジスタ技術、Vol47、No.10、

pp.151-153、2010

C-8

Appendix_D 日射量の定義

Contents
D.１ 概説
D.2 一般的な日射量の定義
(1) 直達日射量
(2) 散乱日射量
(3) 全天日射量
D.3 その他の日射量の定義
(1) 反射日射量
(2) 傾斜面日射量

D-1
D-1
D-1
D-1
D-2
D-2
D-2
D-2

Appendix D 日射量の定義
D.１ 概説
日射量は、単位面積が単位時間に太陽から受ける放射エネルギーの量で測定する。つまり、
放射照度を測定しており、単位はキロワット毎平方メートル(kW/m²)またはワット毎平方メートル
(W/m²)がよく用いられる。日射量は主に 3 つに分類され、気象観測ではこの 3 つを対象として
いる。気象工学や建築学などの分野では、その他の日射量を用いることもある。
なお、日射量と同じく光の量を測定する概念として照度がある。照度は、人間の目の感度は
波長によって異なることから、その視感度に応じた重みを付けて光の量を表した数値であり、
日射量は波長ごとに重みを付けることはせず、太陽から受けた光のエネルギー量を測定する
数値であることに注意が必要である。
D.２ 一般的な日射量の定義
（１）直達日射量
理想的には、全天空の内、太陽の光球の範囲のみからの日射量を測定したものが、直達日射
量である。いわゆる「直射日光」を測定したものである。 実際の測定においては、筒状の形状
をした直達日射計を、赤道儀あるいは自動式の太陽追尾装置に搭載し、常に直達日射計を
太陽の方向へ向け続けて測定する。つまり、直達日射計の開口角で限定される範囲から受け
る日射量を直達日射量として取り扱う。それは、太陽の光球の周囲の天空の領域を若干含ん
でいる。これは、赤道儀や太陽追尾装置による太陽の追跡はある程度の誤差を伴う事がある
ため、直達日射計の開口角は太陽の見かけ上の視野角よりも若干広めで設計されるのが一
般的だからである。
こうした測定方法のため、直達日射量は太陽光線の入射方向と常に直交する平面で受けた放
射照度として測定・記録されるのが通例であり、水平面で測定・記録する散乱日射量や全天
日射量とは異なるので注意が必要である。
（２）散乱日射量
空を見ると、太陽の存在する方向以外からも、時には青空からの青い光が、時には曇り空か
らの白い光が降り注いでいる。これらは大気の分子や雲粒で散乱された光が観測点へ届いて
いるもので、これを散乱日射と呼ぶ。全天空のうち、このような太陽の光球以外の範囲からの
日射量を測定したものが、散乱日射量である。
実際の測定においては、自動式の太陽追尾装置等によって太陽の光球の方向に遮蔽用の
円盤をかざして直達日射を遮りながら、残りの天空からの日射量（つまり散乱日射量）を、全天
日射計によって測定する。この全天日射計は水平に設置されるため、散乱日射量は水平面で
受けた放射照度として測定・記録されるのが通例である。
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（３）全天日射量
全天空からの日射量を測定したものが、全天日射量である。直達日射量(水平面での値に換
算したもの)と散乱日射量の和に等しい。 実際の測定においては、全天日射計を水平に設置
して測定するのが普通である。このため、全天日射量は水平面で受けた放射照度として測定・
記録されるのが通例である。
直達日射量(水平面での値に換算する)と散乱日射量をそれぞれ測定して、その合計を求め
ることで全天日射量を測定する方法もある。この方法は全天日射計一台で行う観測よりも機材
が高価で複雑なためコストが掛かるが、測定精度は良くなるので、かなり精密な測定を行う必
要がある国際標準や国家標準を維持する機関や一部の研究機関などで行われている。
全天日射計には半球状のガラスドームが取り付けられている事などから、同じ放射照度の光
を照射しても、照射する角度によって測定値が変わる特性がある。この他にも、測定時の気温
によって測定値が変わる特性や、測定対象である放射照度と出力電圧の関係が完全な線形
にはならないといった特性がある。このような特性による誤差を軽減するため、全天日射量の
中でも大部分を占める直達日射量を直達日射計によって精度よく測り、残る散乱日射量のみ
を全天日射計で測定することによって、全天日射量の測定精度を上げる事ができる。
D.３ その他の日射量の定義
（１）反射日射量
直達日射や散乱日射とは別に、反射された日射を測定することがある。雲からの反射日射、
建造物や地表などからの反射日射がある。全天日射量と反射日射量から、物体表面の反射
率（アルベド）を求めることができる。
（２）傾斜面日射量
通常、日射量は水平に設置された各種日射計で測定し、これを水平面日射という。しかし、
これを傾けて設置し測定を行うことがあり、このときの日射を傾斜面日射または傾斜角日射とい
う。主に全天日射計を用いて、傾斜面の日射量を測定する。太陽電池パネルが受ける日射量
を測定したり、建造物や道路などの傾斜面での日射量を測定したりするときに用いる。
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STUDY OF THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT GEOLOGICAL
DISASTER SUPERVISING SISTEM
Akutagawa,S. 1 Yamachi.H. 1 Tomura.G. 1 Haba,T.２
Kobe University 2Sumitomo-Mitsui Construction Co., Ltd. ３KFC Ltd.
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In this research, we have developed the independent geological disaster supervising system equipped with electric
power generator using natural energy and mutual communication function. And the concept of On-Site
Visualization (OSV) which one of our support researchers advocates has been introduced into the system. OSV is a
measurement concept which directly displays measurement data in an LED luminescence color at a measuring site.
First, the required functions of this system are extracted, and configuration was arranged according to the functions.
Namely, this system should carry out measuring works without the electric power supply from the outside, and also
notify the measurement result to passage traffic etc. For the purpose, the following mechanism groups are needed;
(1) an observation mechanism with which measuring function and display function are united according to the
concept of OSV. (2) a data processing and communication mechanism which converts, accumulates, and transmits
measuring data. (3) a power generation mechanism using natural energy and controlling mechanism of electrical
charge and discharge of battery.
For the observation mechanism, Light Emitting Displacement Sensor (LEDS) which is one of the OSV sensors has
been adopted in order to measure ground displacement which is the most fundamental measurement item of
geological disaster surveillance. However, since a circuit which changes measurement displacement into an electric
signal does not carry LEDS, the circuit which reads the ON/OFF information on the RGB switch of LEDS directly
has been designed. The data logger and the data communication equipment as data processing and communication
mechanism selected the power-saving type which can work with the small electric power generated by natural
energy resource. In addition, the communication method adopted mutual communication way.
The power generation method adopted photovoltaic power generation assumed to be suitable for the minimum scale
power generation, and the storage battery adopted the lead storage battery with the small control valve. As for the
storage battery of this type, a comparatively high voltage can be discharged, and the check and the refilling of the
charge liquid are also unnecessary. The charge was controlled by three stages by the bulk charge method, the
absorption charge method, and the float charge method. There are two reasons to adopt such a multistep charge. One
is to control charge process to charge with the generating electric power efficiently and another is to assume the load
to the battery to be 0 by bypassing the current pathway after full charging, and to maintain the floating voltage value
accurately.
The maximum feature of the developing system is able to monitor the amount of power generation and the amount
of charge, and to control measurement the frequency and the communication interval according to the electric power
situation. It makes an appropriate measurement according to weather condition even on the slope for the north not
suitable for photovoltaic power generation.
The continuous measurement experiment was executed to verify the practicality of the development system as
mentioned above from June 1st to August 18th. As a result, in the power generation process, it was shown that the
open-circuit voltage took off two voltage belts though the short-circuit current changed greatly by the quantity of
solar radiation. Therefore, the electric power given as those products presents a very complex correlation to a
quantity of solar radiation. It is impossible to forecast the amount of power generation only by the weather condition
because the amount of total power generation is influenced not only by a power generation characteristic of the solar
battery cell but also by the circuit characteristic. Therefore, monitoring the amount of power generation by sunlight
cell becomes indispensable if intend an independent measurement that controls power consumption according to the
generating power. On the other hand, in the charge process, it was confirmed that three stage control adopted for
making of the storage battery super-longevity operated almost according to the designed control philosophy. The
developed system showed a steady performance for all functions of power generation, power charge, data
measurement, data processing, and communication during long-term continuous use lasting for two and a half
months. Therefore, it was judged that practical use was endured as the ground disaster prevention monitoring system
that set it up in the mountainous district or the cliff gimlet, etc. for a long term.
KEYWORDS: independent ground disaster prevention monitoring system,
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自立型防災監視システムの開発に関する研究

本研究では、自然エネルギーを利用した発
電機能と双方向通信機能を完備した自立型
防災監視システムの開発と、その実用性に関
する検証を実施した。
まず、当該システムに要求される機能を抽出
し、機能別に機器構成を整理した。すなわち、
当該システムは、外部からの電力供給なしで
測定作業を実施するとともに、その測定結果を
通過交通などに通知しなければならない。この
ためには、以下の機構群が必要となる。(1)OS
Vの概念に従い、測定機能と表示機能が一体
となった観測機構、(2)測定データの変換・集
積とそのデータ転送に供するデータ処理･通
信機構、ならびに(3)自然エネルギーを利用し
た発電機構と、蓄電池充放電の制御機構であ
る。
観測機構には、地盤災害の最も基本的な測
定項目である地盤変位を測定するため、OSV
機器の一つである光る変位計（LEDS）を採用
した。また、データ処理･通信機構であるデー
タロガーとデータ通信機器には、自然エネル
ギーが発電する小電力で稼動できる省電力タ
イプを選定した。なお、通信方式は相互通信
方式とした。
発電方式は、極小規模発電に適すとされる
太陽光発電を採用した。また蓄電池は、小型
制御弁式付鉛蓄電池を採用した。このタイプ
の蓄電池は、比較的高い電圧を放電すること
ができ、充電液量の点検や補水も不要であ
る。充電は、バルク充電方式、吸収充電方式、
ならびにフロート充電方式による3段階制御を
行った。一つは、発電電力を効率よく充電でき
るよう充電過程を制御するためであり、もう一
つは満充電後に電流経路をバイパスしてバッ
テリーへの負担をゼロとし、浮動電圧値を正確
に保持するためである。
開発したシステムの最大の特徴は、発電量と
充電量をモニタリングし、電力状況に合わせて
測定頻度や通信間隔を制御できる点にある。
これは、太陽光発電に適しない北向き斜面で
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も、天候に合わせた適切な計測を可能とする。
上記のような開発システムの実用性を検証
するため、6月1日から8月18日まで連続計測
実験を実施した。その結果、発電過程におい
て、日射量によって短絡電流は大きく変化す
るが、開放電圧は二つの電圧帯を取ることが
示された。したがって、それらの積として与えら
れる電力は、日射量と非常に複雑な相関を呈
する。これは、総発電量が太陽電池セルの発
電特性だけではなく、その回路特性にも影響
されるためであり、気象条件だけで発電量を予
測することは不可能である。
一方、充電過程においては。蓄電池の超寿
命化のために採用した三段階制御は、ほぼ設
計制御通りに作動することが確認された。開発
したシステムは2ヵ月半に及ぶ長期の連続使
用の間に発電、充電、測定、データ処理、通
信の全ての機能について安定したパフォーマ
ンスを見せた。したがって、山間部あるいは崖
錐部などに長期間設置する地盤防災監視シ
ステムとして実用に耐えるものであると判断さ
れた。
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