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「エネファームtype S」2020年度機の開発

【開発概略】
世界最高の発電効率55%を達成。さらに2年間の耐久年数延長、機器スリム化によるマンション等への設置性拡大も同時に実現。従来の停電時自立発電

機能に加えて、ガス供給停止に温水が使用可能なヒーター給湯機能を新たに搭載。レジリエンス性も強化した。

【開発の動機・目的】
エネルギーの自由化や消費者の省エネ、創エネ志向の高まりから、世間のエネルギーに関する注目度は高い。また「エネルギー白書」に記されている電力の

安定供給に向けた強靱性の向上に対してもエネファームの停電時自立発電機能は有用性を持つことが確認されている。近年では台風などによる大規模停電
が頻発しており、より一層ニーズが高まっている。
大阪ガスは2021年3月にエネファームの累計14万台販売を突破しており、年々台数が増加しているが、政府目標である「2030年までに530万台の普及」を達

成するためには、エネファームのさらなる普及拡大が必要である。
そこで、発電効率の向上、耐久年数の延長により環境性、経済性を向上させつつ、レジリエンス性も強化し、さらにこれまで普及の伸び悩んでいた新築集合
部門への採用拡大を目指し、機器のスリム化を実現した新型エネファームtype Sを開発した。

【開発の内容】
1.発電効率向上　  セルスタックおよび制御プログラムの改良などにより、定格出力1kW以下の家庭用燃料電池で世界最高の発電効率55％※2を実現。これまで

の旧モデル品での発電効率53.5％※3から1.5ptの向上を達成。（2020年1月末時点の大阪ガス調べ）
2.耐久性向上　セルスタックの耐久性を見直すことで、発電ユニットの耐久年数を旧モデル品の10年から12年に2年間延長。
3.高い環境性　  従来システムと比べて1世帯当たりの一次エネルギーを年間28.2GJ、CO2排出量を2.3t削減する業界トップクラスの環境性を実現。（余剰電力

買取の場合）※4

4.機器の大幅な小型化による設置性向上　  セルスタックおよびパワーコンディショナーの小型化などにより発電ユニット本体幅を600㎜にスリム化。機器の設置
に必要な間口スペースを40％減らすことに成功。（スリムタイプバックアップ熱源機との組合せの場合）

5.レジリエンス性の強化　電気、ガス、水のいずれが供給停止した場合にも対応できるレジリエンス機能を搭載。
6.電力系統の安定化への貢献　IoT機能を活用し、再生可能エネルギー大量導入社会における系統需給調整に貢献できるリソースとして実証開始。※5

※1　発電効率・総合効率は、低位発熱量基準。
※2　  余剰電力買取をしている場合など、3時間以上安定して定格発電を継続した際の発電効率。上記以外の場合、定格発電効率は54％。LPガスの場合の

発電効率は53％。
※3　  余剰電力買取をしている場合など、10時間以上安定して定格発電を継続した際の発電効率。上記以外の場合、定格発電効率は52％。LPガスの場合の

発電効率は51％。
※4　従来型の給湯暖房システムをご使用の場合と比較。試算条件は当社カタログに記載。
※5　経済産業省「令和2年度需要家側エネルギーリソースを活用したVPP構築実証事業費補助金」の「VPPアグリゲーター事業」に参画



株式会社藤井合金製作所、東邦ガス株式会社
（推薦）東邦ガス株式会社

可変式丸穴タイプガスコンセントの開発

【開発概略】
本体ケースおよび配管接続部の自在機構や、壁に容易に固定できる可動式固定板により、施工性の向上を図ると共に、従来3機種を代替できる広い

施工範囲とした。また、室内気密性に配慮した本体ケースや薄型プレート採用で、お客さまニーズに対応できる機種とした。

【開発の動機・目的】
開発品は、フレキ管接続後の工程となる施工穴へのガス栓の収納、向き調整、壁面固定といった作業性を向上させると共に、床・壁厚等の施工条件

毎に細かく設定された機種を統合することで、製造・在庫管理・機種選定といった観点での効率化を目的としたもの。

【開発の内容】
1.付加機能で施工性を大幅に向上
ⅰ）自在機構を本体ケース部と配管接続部の2か所に設け、施工穴への収納及びガス栓本体の向き調整が容易。
ⅱ）ネジ締めのみで可動式固定板が移動し、容易に壁面固定が可能。指先による煩雑な作業が不要で、作業時間が大幅に短縮。
ⅲ）丸穴スペーサーを脱着することで、丸穴φ60・φ65に適応可能。

2.より厚い床、より薄い壁に設置が可能
ⅰ）床・壁用　合計3機種分を1機種に統合できるよう施工範囲を拡張。
ⅱ）厚い床・壁面時へ設置する際に必要であった面倒な床・壁の削り作業が不要。
｠
3.充実した機能でお客様のニーズに対応
ⅰ）本体ケースのスリット部を無くすことで、室内気密性に配慮した本体ケース。
ⅱ）床面との段差が小さい薄型プレート（従来品厚さ 5.3mm　→　3.0mm）採用によるバリアフリー化。



日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社（日鉄P&E）
（推薦）大阪ガス株式会社

円周溶接部デジタルＸ線検査システム（NSDART®）の
開発

【開発概略】
従来はパイプライン円周溶接部検査にはフィルムＸ線検査のみが採用されていたが、日鉄P&EにてデジタルＸ線検査を可能とするNSDART®を開発

した。当開発品にて従来と同等以上の検査品質を有することを証明できた為、現場導入を実現し、施工能率向上等が可能となった。

【開発の動機・目的】
パイプライン建設工事において、円周溶接部の品質確認にはX線検査が広く採用されており、フィルムX線検査のみがガス工作物技術基準で採用され

ていたが、当検査では検査員が溶接部に1枚ずつフィルムを貼り付ける作業やフィルムの現像作業等に多くの時間を要していた。一方、医療用レントゲン
や航空機等の分野では、デジタルX線検査が既に導入されていた。デジタルX線検査は施工能率の向上や現場管理業務の省力化等の多くのメリットがあ
り、パイプライン建設工事においてもこのようなメリットを活かすことが可能であるため、円周溶接部デジタルX線検査装置『NSDART®』を開発した。
また、当開発品の技術知見を活かし、デジタルX線検査が従来検査と同等以上の検査品質を有することを証明できた為、適合性評価委員会でガス工
作物技術基準に対する適合性承認を得ることができた。この様に当開発品がパイプライン円周溶接部検査のデジタルX線検査への移行の一助となるこ
とも目的としていた。

【開発の内容】
〈デジタルX線検査の方法〉
NSDART®では、フラットパネルディテクター（FPD）を搭載した自走式撮影装置、画像処理用PCを用いてX線撮影した後に、判定用ディスプレイに画

像処理用PCを接続し、取得した画像の判定を実施。
〈装置の特徴〉
①　従来のフィルムX線検査で使用しているX線発生器の適用が可能
②　FPDによって早期に画像を取得可能であるため、判定までの時間がさらに短縮
③　パイプライン外面を円周方向へ自走し撮影する為、走行用レール等の余分な治具が不要であり、作業効率が向上
④　フィルム同等の画像を取得し、原画像の保存に加えて、判定情報の保存が可能

〈導入効果〉
①　施工能率の向上 ：検査（撮影～判定）時間の短縮⇒従来検査時間の半分で検査可能
②　現場管理業務の省力化 ：撮影画像の伝送が可能⇒遠隔地からの検査が可能
③　リスク回避 ：遠隔検査に伴う作業員分散化によるコロナ感染リスクの低減、フィルム生産量減少への備え
④　環境負荷の低減 ：現像液等の不使用



大阪ガスマーケティング株式会社、新コスモス電機株式会社、大阪ガス株式会社
（推薦）大阪ガス株式会社

IoT機能搭載のガス警報器「スマぴこ」の開発

【開発概略】
日本初のIoT対応都市ガス警報器を開発し、地域の災害や防犯情報、天気予報、雨雲速報等、安全に関する情報や生活に役立つ情報を警報器から
お知らせできるようにした。人感センサを付加し人が近づいたらお知らせする機能も搭載し、情報の伝達性を高めた。

【開発の動機・目的】
［開発に至った動機、開発の目的（用途を含む）を簡潔に記載すること。］
近年、大阪ガスの供給エリアにおける都市ガス警報器の普及率は横ばいであり、更なる普及のためには「新規販売の獲得」と「解約の防止」が課題と

なっていた。また新規販売時、更新時のお客さまからのお断り理由として「ガスが漏れる心配がないと思うため」という御意見が多数見られた。そこでガ
ス漏れ、CO発生情報だけではなく、都市ガス警報器と親和性の高い災害、防犯情報や、日々のお役立ち情報をお知らせし、提供価値を拡大した「スマぴ
こ」を開発した。

【開発の内容】
従来の警報器では、ガス漏れ、CO発生を検知し、主にその異常状態をお知らせする音声のみ内蔵していた。「スマぴこ」はWi-Fiモジュールを搭載し、

インターネット経由でストリーミング再生することで、上記の異常状態以外にも、安全に関する情報や生活に役立つ情報をお知らせすることができるよ
うになった。また人感や温湿度センサを搭載することで、人が通った際に確実にお知らせすることや、宅内の温湿度異常をお知らせすることを実現した。



東京ガス株式会社　株式会社オメガシミュレーション
（推薦）東京ガス株式会社

プラント運転技能の訓練評価システムの開発

【開発概略】
LNG基地などのプラント運転訓練に適用できる自動評価システムを開発した。本システムは、アイトラッキング技術や音声認識技術も活用した総合
的な訓練評価が可能であり、熟練者から若手社員への効率的・効果的な運転技能の伝承を可能とするものである。

【開発の動機・目的】
東京ガスのLNG基地では、異常時のオペレーション技能維持・向上、ベテランオペレーターから若手オペレーターへの技能伝承を目的に、訓練システ

ムを活用してきた。一方、これまで運転技能評価（フィードバック方法も含む）は、インストラクターが自身の知識や経験を元に実施してきたため、その内
容が均質でなく、客観性に欠けるという課題があった。また、インストラクターにおいても教える技術の習得という課題もあり、被訓練者のスキル伸長に
資する運転技能評価とフィードバックの提供に苦労してきた。
今回、運転技能訓練とその評価に対して、訓練結果を自動で客観的かつ定量的に評価し、具体的にフィードバックする「プラント運転技能の訓練評価シ

ステム」を開発した。

【開発の内容】
（主な機能）
■訓練評価システムは、オペレーターが実施した訓練シミュレータ―による訓練に対して、自動的にて点数化する機能を持つ。
■  評価項目は「操作手順」「プロセス変動」「操作安定度」「目視確認」「発声確認」の5つである。訓練実施後、警報・操作履歴、プロセストレンドデー
タ、視線データ、音声データを用いて、特殊のアルゴリズムにより自動的に解析される。
■レーダーチャート形式のレポートとして結果が出力され、訓練者が本人のオペレーションの強みや弱みを把握することができる。
■カスタマイズを施せば、LNG基地のみならず、発電所や化学プラントなどへの適用も可能である。

（新技術の活用）
■  目視確認については、「アイトラッキング技術」を用いて評価を行う。本装置は、人間の視線を追跡する技術を用いており、「見た順番」や「見た量」に
ついて定量的・具体的に評価することができる。
■  発声確認については、「音声認識技術」を用いて評価を行う。本装置は、人間が発声した言葉を認識し、文字変換する技術を用いており、訓練者が
声を出して確認をしているかどうか適切に評価することができる。



西部ガス株式会社、北海道ガス株式会社、北陸ガス株式会社、武州ガス株式会社、
京葉ガス株式会社、大多喜ガス株式会社、静岡ガス株式会社、広島ガス株式会社、
大分ガス株式会社、宮崎ガス株式会社、日本ガス株式会社、株式会社Braveridge　
（推薦）上記ガス事業者11社

ガス導管内露点遠隔管理システムの開発

【開発概略】
ガス導管内の露点を、安価に遠隔で監視できる「ガス導管内露点遠隔管理システム」を開発した。システムは、現地に設置するセンサーデバイスと計
測したデータを閲覧管理するソフトで構成される。センサーデバイスは屋外設置に十分な耐久性を備え、また、安価な通信方式であるLPWAによりデー
タの転送が可能である。管理ソフトは、クラウド上に配置することで、インターネット環境があれば場所を選ばず使用できる特長を持つ。

【開発の動機・目的】
差水による不具合は、一時的な都市ガスの供給停止やガス設備の故障を引き起こすことから、早急な対応が求められる。一方で、お客さま先で発生

する不具合と差水発生箇所が直接的に結びつきづらいため、発生箇所の特定が困難であり、修繕・復旧作業が長期化し、対策コストが高くなっている。
また、差水による不具合は、対策完了後も再発がないことを一定期間確認する必要がある。この際、作業員が計測器を持って現場を定期的に巡回す
る方法が一般的であるが、複数回の計測が必要となることから作業負荷・作業コストが高くなる要因となっている。
そこで、差水による不具合対応の効率化とコスト削減を目的に、現場設置が可能で、ガス導管内の露点を遠隔で計測・監視できる安価なシステムを
開発することとした。

【開発の内容】
［装置の原理/構造］
耐ガス性を評価した、安価な温湿度センサーの計測値から露点を算出することで、高価な露点センサーを使用することなく、従来型の露点計と同等

の精度を確保している。
また、センサーデバイスの通信部と計測部（ガス管接続側）を分離した構造としており、計測ガスと電気的接触がないよう気密性を確保している。

［装置の仕様］
右表の通り、都市ガス導管の低圧域に対応

［センサーデバイスの特長］
•汎用性が高く、ガス耐性がある温湿度センサーを採用
•通信には、LPWA（LTE-Cat.M1）方式を採用しており、安価で広いエリアでの使用が可能
•本体材料には耐衝撃性・耐候性に優れるポリカーボネートを採用
•多目的での使用も見据え、圧力センサーも搭載しており、圧力計測も可能
•ガスメーター付近への据置設置を想定しており、携帯型と比較しコンパクト

［管理ソフトの特長］
•GPS機能を採用し、地図上で簡単にセンサーデバイス位置を表示可能
•案件毎に設置した複数台のセンサーデバイスをまとめたグループ化が可能
•取得したデータは、一定期間保存可能で任意の期間を選択し、グラフやCSV出力が可能
•計測閾値を設定可能で、設定を超えた場合に、メールにより通知



北海道ガス株式会社、北陸ガス株式会社、武州ガス株式会社、武陽ガス株式会社、
秦野ガス株式会社、日本ガス株式会社、斎長物産株式会社、大肯精密株式会社
（推薦）上記ガス事業者6社

両ガス確認装置の開発

【開発概略】
ガス工事時の両ガス確認作業を一箇所の穿孔箇所で行うことが出来る「両ガス確認装置」を開発した。ドーナツ型をしたガスバッグとバイパス仕切
弁を備えた装置本体の組み合わせで構成され、両ガス確認作業に必要な全ての機能を小型の装置へ集約する事に成功した。

【開発の動機・目的】
一般的な両ガス確認作業では、閉止用とバイパス用で三箇所の穿孔穴が必要であり、その作業スペースを確保するための掘削面積は広くなり多くの
作業時間を要している。また、バイパス配管などの資機材は数が多く重量も重いため、運搬や設置で大きな作業負荷となっている。
「両ガス確認作業のコストと作業負荷を軽減したい」という現場の声に応え、両ガス確認作業を一箇所の穿孔箇所で可能にするため、必要な五つの
機能（①本支管を遮断する、②バイパス流路を確保する、③バイパスを開閉する、④圧力を測る、⑤ガスを放散する）を一つの小型装置に集約する開発
を行うこととした。

【開発の内容】
【構造・原理】
ドーナツ型のガスバッグによって、本支管の流路を遮断、一方でガスバッグ中心部から装置中央
のパイプ部を通って装置本体へ導いたガスをガスバッグ後方へ流しバイパスを形成する構造【図
3】。装置本体のハンドルを操作によって、仕切弁が動きバイパス管路を容易に開閉できる。また、装
置側面に取り付けた検圧口とガス栓によって、上流・下流それぞれの状態を確認できる。
【仕様・性能】
装置の仕様は【表-1】のとおり。

【特　長】
①両ガス確認作業に必要な五つの機能を一つの装置に集約
②一つの装置本体で全ての適用口径に対応できる（ガスバッグの交換のみ）
③様々な穿孔用継手・穿孔方法に対応できる（接続アダプターを変えるだけ）
④装置が軽量（装置一式で約3kg）、コンパクト（スーツケースに収納可）

【導入効果】
①コスト効 果：穿孔箇所削減 3か所→1カ所（掘削面積　3㎡→1㎡）

・掘削量の削減 ▲3.0 ㎥ /箇所（掘削深度1.5mの場合）　
・作業時間の短縮 ▲約1時間/現場

②作業負荷軽減：資機材の軽量・コンパクト化
・資機材重量 ▲約10kg



東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、アイシン精機株式会社、
パナソニック株式会社、ヤンマーエネルギーシステム株式会社
（推薦）東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社

GHP最新モデル｢GHP XAIRⅢ｣の開発

【開発概略】
XAIRⅢは、APFp2.09以上、厳しい気象条件下(酷暑、厳寒、積雪時)での運転継続性向上、消費電力EHPの1/10以下、 設置スペース及び質量を従来

モデル以下に低減、といった特長を持つ空調システムとして、東京ガス(株)、大阪ガス(株) 、東邦ガス(株)が、 アイシン精機(株)、パナソニック(株)、ヤン
マーエネルギーシステム(株)と共同で開発した。

【開発の動機・目的】
GHPは1987年の販売開始以来、国内で普及が進んでいる一方、競合であるEHPもモデルチェンジ毎に高効率化が進んでおり、GHPの競争力を確保

するには、省エネ性のさらなる向上と節電性の維持、機能性の拡張が必要と考えた。機能については、近年では酷暑への対策として特に学校空調向け
に非常に多くのお客様にGHPをご採用いただいていることも踏まえ、酷暑に加えて厳冬や積雪といった厳しい気象条件下での運転継続性を高めること
が有用であると考えた。

【開発の内容】
①  省エネ性:APFp(通年エネルギー消費効率)をXAIRⅡと比べて平均約10%向上させ、全機種において2.09以上を達成した。これは、エンジンやコンプ
レッサ、熱交換器の開発・新規採用等による運転効率の改善が寄与しているものである。
②  快適性:外気温度50℃の環境下においても異常停止や一時的な運転停止を伴うことなく、運転の継続を実現させた。また、室外機ファン上部に雪が
堆積して運転を阻害することがないよう、降雪を検知してファンにより雪を飛ばす制御を搭載した。さらに、冬期には運転状態と外気温度･湿度の状
況により室外機に霜が付着すると、これを取り除くために除霜運転を行い、暖房能力･効率共に低下することになるが、XAIRⅢでは外気温度2℃以上
では除霜運転なく暖房運転を行うことができるようにした。
③  節電性:お客様先でのピーク電力の削減、節電に貢献すべく、定格消費電力は同容量帯の電気式ビル用マルチエアコンと比較し、1/10以下としてい
る。
④  設置性:機器更新が容易･円滑に実現できるよう、XAIRⅢではエンジンの小容量化、熱交換器の効率化等により設置面積、質量の低減を図った。2005
年に販売されていた機種と比べ、設置面積で約1～4割、メンテナンススペースを含む必要面積で約2～4割、質量で約2～3割の低減を実現させた。
※上記の特長は設置条件、運転条件、機種により一部内容が異なる。また、オプション対応や特注対応の内容も含む。



大阪ガス株式会社、東京ガス株式会社、東邦ガス株式会社、株式会社ニシヤマ
（推薦）大阪ガス株式会社、東京ガス株式会社、東邦ガス株式会社

小口径挿通技術「スパイラルバネワイヤー」の開発

【開発概略】
鋼管25Aと32Aのメータガス栓から挿入し、本支管取出し部まで挿通出来る「スパイラルバネワイヤー」を開発した。全体を角バネ材とすることで、エル

ボとストリートエルボの連続継手を含む20m延長、10曲の配管でも優れた挿入性と引抜性を実現し、先端部には各種機能が搭載を可能とした。

【開発の動機・目的】
配管のロケータ調査を実施する方法として、地中レーダとパイプロケーターが一般的に使用されているが、道路上の車両、植樹や植木などがある場

合、地上を走査することができないとロケータ調査ができなかった。一方、市販の管内カメラではエルボとストリートエルボの連続継手が挿通が困難で
あるため、配管内から継手の種類や管内の状況を確認することができなかった。
そこで、メータガス栓から挿入し本支管取出し部まで挿通できる技術が確立し、先端部に用途に応じた技術が搭載することで、ガス管のカテーテルを
実現することを目的とした。　

【開発の内容】
［スパイラルバネワイヤーの構造］
①全体を角バネ材を使用し、エルボの曲り部や長延長でも押す力を伝達できる機構
②先端を太くすることで、カメラやガス遮断バッグなど様々な技術が搭載できる構造

［装置の構成と主な仕様（図1）］
①スパイラルバネワイヤー
•口径：25A・32Aから挿入し本支管までの挿通が可能、延長20mで10曲まで可能
•搭載：カメラ、ジャイロセンサ、ガス遮断バッグ、抽水チューブ

②ストッカー
•20m長のスパイラルバネワイヤーを収納
③水封器
•活管挿入時に使用
④回転挿入治具
•誰でも簡単にスパイラルバネワイヤーを挿通出来る治具、斜めに設置した回転ドラムでスパイラルバネワイヤーを回しながら押込む。
⑤カメラ用モニタ
•管内カメラ用のモニタ、ジャイロ機能使用時はタブレットPCを使用

［特徴］
スパイラルバネワイヤーに種々の技術を搭載することで、①漏洩箇所や差水箇所の位置の特定、②絶縁継手やロケーティングワイヤーが無い配管の
経路調査、③漏洩ガスを遮断することで安全にメーター立管下でのハツリ作業が可能、④高気密バッグを活用しマンション共用部・ライザー部の漏洩
位置調査が可能、⑤掘削を伴わない抽水作業が可能となるなど、配管のカテーテル手術の様な作業で保安向上を実現した。



東京ガス株式会社、日本コムテック株式会社、株式会社ハーテック・ミワ

ガスタービンコージェネレーション向け
省エネ制御型ガス圧縮機の開発

【開発概略】
ガスタービンCGSは年間を通して連続運転しており、運転に必要な補機動力の大半をガス圧縮機が占めている。その消費電力低減の市場ニーズは
非常に高く、課題を解決すべくガス圧縮機の省エネ制御技術を開発した。　

【開発の動機・目的】
ガスタービンCGSは、産業向けの工場等で年間を通して連続運転させることで、エネルギー使用効率向上に貢献する重要な設備である。ガスタービ

ンでは、導管より供給される燃料ガスをガスタービン燃焼に必要な圧力へ昇圧する圧縮機が必要となり、多くの電力を消費するため、省エネニーズは高
い。
従来、需要家に供給されるガスの最低圧力を基準としてガス圧縮機のサイズを選定しているため、常用圧力との乖離が大きいと過剰な動力を消費す

ることになる。しかし、本開発でガス圧縮機の増速運転を可能としたことで最適なサイズのガス圧縮機の選定が可能になるとともに、供給されるガス圧
力の変動に応じてガス圧縮機の回転数を制御することで、過剰な動力を削減することができる。
更に本開発の回転数制御装置では、汎用インバータに比べ高調波ノイズが少なくコンパクトな特徴のある、マトリクスコンバータを採用した。
※本技術を活用することで、ガスの熱量変動にも対応することが可能となる。　

【開発の内容】
①「制御開発」
本開発でベースとしたガス圧縮機（スクリューローター圧縮）では、圧力一定制御（PID制御）をバイパス弁（エコノ・吐出）のみで実施しているため、
バイパス量が多い場合に動力低減余地がある。そこで本開発においては、動力余剰の際には回転数を下げ、バイパス量を最小限にするような制御ロ
ジックを構築した。
②「マトリクスコンバータ採用と専用電動機の開発」
汎用インバータに比べ高調波ノイズが低く、コンパクト化が可能なマトリクスコンバータを採用した。また、ガス圧縮機の電動機については、防爆仕様
かつ回転数制御専用とした。マトリクスコンバータと電動機の組合せ制御検討・設計・試験（特性試験、振動測定など）・防爆検定・実負荷試験を実施
した。
③「フィールド試験」
神奈川県の某化学工場様へ本開発品のパッケージCGSを導入し、第1号機として本機が稼働中。信頼性評価のため常時データ監視と定期的な性能
評価を2020年2月～実施中（設置先様との3年間の共同試験）である。



東京ガス株式会社、一般財団法人日本気象協会
（推薦）東京ガス株式会社

ヒートショック予報サービスの開発

【開発概略】
社会課題であるヒートショックには低認知度・自分事化が困難・対策のタイミングが分かりにくい等の課題がある。そこで気象情報及び住宅情報から住宅内に生じ

る温度差等を推定し、ヒートショックのリスクの目安を3ランク、5種類で表し配信するヒートショック予報を開発。　
【開発の動機・目的】
•  ヒートショックは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、温度の急な変化が体に与えるショックのことをいう。このことで血圧が変動することが入浴事故の要因の
一つと言われており、気温が下がる冬場の入浴中の死亡者数はその他の時期と比べ顕著に多くなっていることからも「温度差」が引き起こすヒートショックの影響
が大きいと推測される。
•ヒートショックの対策のためには、ヒートショックに対する生活者の理解度向上、自分事化、対策の習慣化が必要である。
•そこで自分事化・対策の実行促進のために、気象情報に基づく表現でヒートショックのリスクの目安を配信する「ヒートショック予報」サービスを開発した。　
【開発の内容】
〈ヒートショック予報の特徴〉
•  気象情報と住宅情報から住宅内に生じる温度差等を算定し、ヒートショックのリスクの目安を「油断禁物」「注意」「警戒」「警戒（気温差警戒）」「警戒（冷え込み警
戒）」の3ランク、5種類で表し配信。

•年間でも特にヒートショックのリスクの高い10月～3月の期間に予報を配信。
•全国市区町村毎の約1900地点の7日先までの予報を提供。
•日本気象協会の天気予報専門メディア「tenki.jp」もしくは東京ガスの提供するウェブ会員サービス「myTOKYOGAS」より閲覧可能（会員登録不要）。
•  「tenki.jp」では最も標準的な住宅を想定したモデルで、全国各地の予報を表示。
• 「 myTOKYOGAS」では全国の予報に加え、住戸タイプや竣工年をユーザー自身が登録して個人仕様のヒートショック予報（＝パーソナルヒートショック予報）を閲
覧し、家族にもSMS等で手軽にシェアできる仕様になっており、例えば離れて暮らす高齢の親の家のヒートショックのリスクを確認して対策を促すといったことが
可能。親子が互いに気を配りあうコミュニケーションを促す仕様により、自分事化・対策の実行を推進。

•法人向けにも予報データを販売しており、購入することで各社独自の媒体にて配信を行うことが可能。
•  ヒートショック対策の認知度向上およびサービスの普及促進のために、企業協働でのヒートショック啓発活動である「STOP!ヒートショックプロジェクト」を立ち上
げ、消費者庁や自治体、消防局等とも連携して啓発活動を展開。
•ヒートショック予報を足掛かりとして、社会課題であるヒートショックによる事故数の削減に貢献する。

〈ヒートショック予報の原理〉
•  住宅におけるヒートショックのリスクは、住宅内での低温や部屋間の温度差に依存する。このため、住宅におけるヒートショックのリスクを予測する場合、対象となる
各部屋の室温や部屋間の温度差を把握することが必要となる。

•  本件の開発にあたり、住まい方や住宅性能によって、屋外の気温と室温との関係性が大きく変わることが技術的に大きな課題であった。このため、各部屋の室温や
温度差の把握が難しく、ヒートショックのリスクを予測することは困難であった。

•  ヒートショック予報では、上記の課題を鑑みて、地域や住宅種別（戸建、マンション、アパート）および竣工年から目安となる住宅性能を判定し、独自のアルゴリズム
と気象情報を用いることで、住宅内における居室と浴室のそれぞれの室温および温度差を推定することとした。
•推定された室温および部屋間の温度差からヒートショックのリスクの目安を視認性の高いアイコンで表示することで、生活者にヒートショック対策を促す。



大阪ガス株式会社　

災害・復旧情報　SHAREシステムの開発

【開発概略】
大規模災害の発生時に、各災害対策組織からの報告を一元管理し、 １画面で活動進捗を分かり易く対策本部関係者へ共有（シェア）するツールと

して「災害・復旧情報　SHAREシステム」を開発した。　

【開発の動機・目的】
近年、激甚化する自然災害の増加を受けて、ライフライン事業者に対する大規模災害の対応力強化が社会から求められている。
特に発災直後は、態勢の混乱や情報の錯綜により、初動対応の遅れに繋がるリスクがある。
2018年6月に発生した大阪府北部の地震の際は、Web掲示板や社内サーバー上の資料共有フォルダを使用して災害対策本部へ情報共有をしてい

たが、情報へのアクセスに時間を要したため、報告の抜け漏れチェックや災害対応の全容把握に手間を生じた。
そのため、大阪ガスの災害対策本部が迅速・的確な対応をできることを目的に、「対策本部内での情報共有をよりスムーズでかつ、正確にわかりやす

く伝える方法」を検討し、「災害・復旧情報　SHAREシステム」の開発に着手した。
また、地震災害だけでなく、他の事象でも活用できるように汎用利用を想定に入れ、開発を行った。　

【開発の内容】
【システム構成】
システム利用者がWebサーバ（アクセス制御サーバ）を通じて、アプリケーションサーバ、データベースサーバに接続し、データ更新や情報確認ができる。

【特長】
（報告）
•該当する進捗のボタンを選択することで、進捗状況の共有が可能
⇒　進捗状況の共有が容易であるため、情報共有が早期化
•PCやスマートフォンなど、どの社用モバイル端末からでも入力可能
⇒　場所を選らず、どこからでも災害対策本部へ報告できるため、情報共有が早期化

（確認・情報共有）
•重要活動項目を一覧で表示
⇒　経営幹部などの意思決定者が災害対応の全容が把握できるため、迅速・的確な対応・判断が可能
•各項目の活動進捗をランプで表示
⇒　対策本部が対応状況を把握できるため、災害対応組織へ報告のフォローが容易

（情報整理）
•各災害対応組織からの報告内容を一元管理とCSV出力が可能
⇒　災害対応完了後のデータ集計や時系列の整理が容易




