
平成 16 年度事業報告について 
 

 

事業の概要 

 

平成 16 年度は、｢競争力のある研究所｣、｢社会に役立つ研究所｣ としての評価の

獲得を目指し、以下の活動を実施しました。 

 

１．研究の拠点化による競争力の強化  

平成 16 年 4 月に再編した専門分野別の 8 研究所を拠点とし、研究の 3 目標に

基づき、重点課題・17 課題と基盤研究課題・59 課題などを推進しました。推進

に当たっては、課題責任者を軸とした体制をさらに徹底するとともに、研究所間

の共同による総合力の発揮に努めました。 

また、これまでの専門的研究評価に加え、社会的研究評価も社会経済研究所を

担当部門とするなど充実させました。 

 

２．数値目標の設定に基づくＣＳ活動の本格展開 

当研究所の知的財産を具体的に役立てる CS 活動について、数値目標を設定し

て取り組むとともに、16 年 10 月には環境科学研究所に「環境ソリューションセ

ンター」を設置するなど本格展開を図りました。 

特に、受託研究は、電気事業の直面する課題をはじめ大規模な資金を必要とす

る課題などに取り組みました。このほか高性能光触媒「フレッシュ・グリーン」

の事業化にも着手しました。 

 

３. 事業展開を支える継続的な業務改善の推進

8 研究所の所長を核とした自律的で柔軟なマネジメント体制とするため、新たに

研究所長を補佐するスタッフを配置しました。 

また、リスクの顕在化に備えるリスクマネジメントの本格展開や、17 年度導入

に向けて「電中研版 ERP システム」の開発に取り組みました。広報活動について

は、インド洋大津波のマスコミからの取材に迅速に対応するなど、当研究所事業

への理解と信頼を得るため、タイムリーな情報発信活動を継続しました。 

 

 

なお、17 年 3 月には公益法人制度改革などの社会情勢を踏まえ、経営のスリム化、

効率化、および意思決定の迅速化をより一層図るため、理事定数の削減を次回役員

改選時から適用することとし、3 月に開催した評議員会ならびに理事会で審議の上、

寄附行為の一部改定（※）について経済産業大臣に申請（平成 17 年 3 月 29 日）し、

認可（平成 17 年 5 月 27 日）されました。 

 

※  寄付行為第 5 条第 1 項第 1 号の理事定数を、「25 人以上 30 人以内」から「15

人以上 20 人以内」とする。 
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Ⅰ．研究活動 

 

平成 16 年度は、再編した専門分野別 8 研究所を拠点に、以下を 3 目標として研究

活動を実施しました。 

・ コスト低減と信頼性の維持 

・ 総合エネルギーサービスの創出 

・ エネルギーと環境の調和 

 

研究課題は、電気事業や社会のニーズが特に高く、至近に成果の活用や実用化を

目指す「重点課題」と、電気事業に係わる技術と経営を支え、その維持・発展に寄

与する「基盤研究課題」を推進しました。また、当研究所の基盤研究力を結集して、

電気事業をはじめ外部機関からの研究要請にも積極的かつ柔軟に対応して問題解決

を図りました。 

研究の推進に当たっては、課題責任者のもと高度な専門能力を発揮するとともに、

社会経済研究所および材料科学研究所を横軸に、研究所間の横断的な取り組みの強

化による総合力の発揮に努めました。特に、社会動向のアンテナの役割および社会

ニーズと技術開発シーズとの橋渡しをする社会経済研究所を主体に、社会的研究評

価を一層充実させました。また、「乱流輸送モデリング風洞」の導入など、研究活動

を支える基盤的な大型研究設備の充実にも努めました。 

 

以上による研究件数は 925 件（自主研究 371 件、受託研究 554 件）、報告書件数は

568 件、国内外への論文発表は 1,472 件となっております。 

 

主要な研究実施概要は、以下のとおりです。 

 

１．重点課題 

 研究の 3 目標のもと、当研究所が培った技術や高度な専門性に基づく総合的な

研究力を活かし、17 の重点課題を推進しました。このうち３課題については、所

期の目標を達成し 16 年度で終了しました。 

 

（１）コスト低減と信頼性の維持 

 電力流通設備、軽水炉発電プラント、ガスタービンおよび経年火力プラントに

係わる寿命延伸技術、合理的運用・維持管理技術、ならびに電力流通設備の地震

災害リスク評価技術などの研究を実施しました。 

このうち終了した２課題については、ガスタービン（GT）保守コストを低減す

る「GT高温部品リスク解析プログラム」や、経年火力プラントの寿命延伸に資す

る「き裂伝ぱ余寿命評価解析システム」を開発するなどの成果を得ました。

 

（２）総合エネルギーサービスの創出 

 需要家サイドの視点から、分散型電源の導入に対応した普及影響の総合評価お

よび需要地ネットワーク技術の構築、ならびにそのキーテクノロジーとなるSiCパ

ワーダイオードの開発に関する研究を実施しました。特に、4 ヵ年をかけて整備

した「需要地系統実証試験設備」を用いた分散型電源連系時の系統運用制御手法

の実験的検証や、耐電圧と損失の観点から世界最高性能指数を示すSiCショット

キーダイオードの試作などの成果を得ました。 
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（３）エネルギーと環境の調和 

 地球温暖化の予測・対策や微量物質の動態解明に関する環境問題の解決に向け

た研究を実施しました。また、エネルギーセキュリティを確保するため、主力と

なる原子力発電を支える原燃サイクル関連技術や低線量放射線影響評価、および

エネルギー源の多様化につながる微粉炭高度燃焼やバイオマスエネルギー高度利

用に関する研究を実施しました。 

このうち「温暖化対策・制度の分析」については、京都議定書以降の地球温暖

化防止に向け、技術開発と普及に重点を置いた実効性ある新たな制度案を提示し

ました。また、低線量域では直線（LNT）仮説の予測より実際の放射線リスクは小

さいことを示す、生物影響の「線量・線量率性マップ」の作成などの成果を得ま

した。 

 

 

２．基盤研究課題 

 電気事業の技術と経営を支える 10 研究分野（社会・経済、環境、需要家エネル

ギーサービス、電力流通、原子力発電、化石燃料発電、新エネルギー、情報・通

信、電力施設建設・保全、先端的基礎研究）のもと、59 の基盤研究課題を実施し

ました。 

 また、将来課題への対応やシーズ的研究の充実を目指し、創造的アイデアを基

にした、「ソフトケミストリーにおける水素エネルギーの創出」などの培養・揺籃

研究にも積極的に取り組みました。 

 

 
平成 16 年度  報告書件数 

 

社会・
経済

環境
需要家
ｴﾈﾙｷﾞｰ
ｻｰﾋﾞｽ

電力流通
原子力
発電

化石燃料
発電

新エネル
ギー

情報・
通信

電力施設
建設・保

全

先端的基
礎研究

合計

49 33 18 57 84 43 9 28 26 29 376

内 基礎・基盤 16 16 3 26 10 9 5 10 14 23 132

訳 応用・開発 33 17 15 31 74 34 4 18 12 6 244

14 18 6 34 36 29 9 16 26 4 192

63 51 24 91 120 72 18 44 52 33 568

研究報告等

計

　　　　　　分野

種別

受託報告

 

平成 16 年度  論文発表件数 

 

社会・経済 環境
需要家
ｴﾈﾙｷﾞｰ
ｻｰﾋﾞｽ

電力流通
原子力
発電

化石燃料
発電

新エネル
ギー

情報・
通信

電力施設
建設・保全

先端的
基礎研究

計

67 122 41 99 214 92 18 19 69 31 772

68 94 6 149 48 18 20 16 69 212 700

135 216 47 248 262 110 38 35 138 243 1472計

応用・開発

基礎・基盤

　　　　分野

種別
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Ⅱ．ＣＳ活動 
 
研究力、研究成果、知見を、電気事業をはじめ社会に役立てるため、以下のＣＳ

活動を推進しました。 
 
（１）規格・基準や技術指針等の策定への貢献 
  学術研究機関としての役割を発揮し、国等からの受託研究や、各種審議会など

における提言を継続して実施しました。特に、軽水炉の高経年化対策や貯蔵時の
使用済燃料健全性など、国の原子力発電安全審査のための技術指針策定などに貢
献しました。 

 
（２）受託研究活動の拡大 
  電気事業の直面する課題をはじめ大規模な資金を必要とする課題などを抽出し

て国等に積極的に提案し、受託研究として推進しました。 
また、地方自治体や民間企業、海外機関などへのコンサルタント活動の拡充を

図るとともに、16 年 10 月には、環境科学研究所に「環境ソリューションセン
ター」を設置して本格的な活動を開始しました。 
受託研究およびコンサルタント活動は、顧客の拡大、件数の増加とともに依頼内
容も多岐にわたり、16 年度は目標を大きく上回る約 69 億円を獲得しました。 

 
（３）実用化課題の重点化と事業開発の推進 
  早期の実用化・事業化を実現するため、「絶縁油中PCBの簡易測定法の実用化」
など 13 課題を実用化研究として選定し、17 年度における研究の加速に備えました。 

  事業化については、高性能光触媒「フレッシュ・グリーン」について専任ス
タッフを設けるなど推進体制を整え、宅配容器や厨房関連用品などを直近のター
ゲットとして、本格的に活動を開始しました。

  また、SiC パワーダイオードについても、共同開発先と「2 インチ SiC 単結晶膜
製造装置」の販売を開始しました。 

なお、実用化、事業化の基盤力を強化するため、産業財産権の確保に努めまし
た。特許については、実用化課題を中核とした発明の発掘、権利化を図り、前年
度のほぼ２倍に当たる 180 件の出願を行うとともに、前年度比 10 件増の 45 件の
特許を取得しました。 

 
（４）セミナー等研修活動の積極的な展開 
  電気事業を主な対象として「技術交流コース」を開催し、2 年連続して 500 名以

上の参加を得ました。社会一般を対象とした「技術講座／各種セミナー」も、安
全に対する社会的関心を背景に「安全文化セミナー」を新設するなど拡充に努め、
全体では 900 名をこえる参加者を得ました。 

  エネルギー・環境問題に関する教育支援活動については、根強いニーズを踏ま
えてモデル校支援を継続しました。 
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Ⅲ．業務運営 
 

平成 16 年度事業計画に基づき、次の諸施策を実施しました。 
 
1．寄附行為の一部改定 
公益法人制度改革などの社会情勢を踏まえ、経営のスリム化、効率化、および意思
決定の迅速化をより一層図るため、理事定数の削減を次回役員改選時から適用する
こととし、3 月に開催した評議員会ならびに理事会で審議の上、寄附行為の一部改
定（※）について経済産業大臣に申請（平成 17 年 3 月 29 日）し、認可（平成 17
年 5 月 27 日）されました。 

 
2．戦略的な人材の採用・育成と情報共有の徹底 
(1) 8 研究所それぞれの運営戦略に基づき研究員を採用するとともに、職員の中

途採用、短期の特別契約研究員の採用など、柔軟な要員強化対策を実施しまし
た。また、自律的な人材育成を促進するため、経営、知財などの能力向上プロ
グラムの本格展開を図りました。 

(2) 研究所の経営に関する情報や活動状況について、イントラネットによる情報
発信を進め、役職員の情報共有を図りました。また、ウェブサイトでの外部意
見書き込みを可能にし、外部意見の所内での情報の共有、反映を図りました。 

 
3．マネジメント体制の充実による経営効率の向上 
(1) 専門分野別の 8 研究所体制に応じて、所長を補佐するスタッフとして新たに

研究系、事務系からなる要員を配置し、所長を核とした自律的で柔軟なマネジ
メント体制を敷きました。また、これらの共通の事務組織として地区運営セン
ターを設置しました。 

(2) 研究力の低下、社会的信頼の喪失など当研究所リスクマネジメントの基本モ
デルを基に、モ二タリング事項を重点化して本格展開を図りました。また、CS
活動の本格展開に伴い、事業活動区分を見直すとともに、17 年度からの導入を
目指し、業務処理と経営情報提供機能を統合した「電中研版 ERP システム」の
開発に取り組みました。 

(3) これまで実施してきた環境マネジメント活動に加えて、社会的責任経営の一
環として、「行動指針」や「個人情報保護方針」を制定し、コンプライアンスの
推進、浸透を図りました。 

 
4．社会やさまざまな顧客への理解と信頼を得る情報発信活動の強化 
(1) 電気事業はもとより社会に対して、新たな 8 研究所体制における組織、成果、

人についてのタイムリーな情報発信活動に努めて、「競争力があり役立つ電中研
ブランド」を広めるための広報・広聴活動を推進しました。 

(2) わが国のエネルギー利用のあり方について「エネルギー未来技術フォーラ
ム」において社会への政策提言を行った。また、地域のオピニオンリーダーを
主な対象とする「エネルギー・環境に関するセミナー」を新たに全国 11 箇所で
開催しました。 

(3) 特に、中越地震やスマトラ沖大地震・インド洋大津波に際しては、マスコミ
取材に迅速に対応するとともに、ウェブサイトで、インド洋津波の進展状況の
シミュレーション画像や実験映像を公開し、当研究所の研究力をアピールしま
した。 

 
以 上 
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