
1. 財団法人電力中央研究所 平成 18 年度事業計画 
 

 

●基本方針 
 
電力自由化や公益法人改革の進展、国立研究機関等の独立行政法人化に伴う競争的環境の出

現など、従来にも増して当研究所を取り巻く環境が大きく変化する中で、当研究所が電気事業
や社会から頼られ「存在感のある研究所」としての評価を獲得するため、以下を基本として事
業を推進します。 

 
1. ｢電力技術の中核機関｣として、電気事業や社会のトレンドを見据えた「先見技術」、夢の

ある「革新技術」の開発に取り組む。このため「研究の 5本柱」を新たに定め、課題の
選択と資源の集中を図ります。 

 
2．当研究所が創出する「知的財産」の保護・管理を強化するとともに、「技術移転」など

による広範な活用を目指します。 
 
3．｢三現主義 (現場、現物、現実)｣の徹底、ならびに「研究プロモーター」機能を発揮して、

研究の総合推進を図ります。 
 

4. 公益法人としての「社会的責任」を、より一層果たしていくため、透明性の確保なら
びに説明責任の向上を図ります。 

 
5．組織の整備や権限の委譲などを通じて、所長を中心とした「自律的な運営」を促進しま

す。 

 

●研究活動 
 
Ⅰ．研究計画 

 
「コスト低減と信頼性の維持」、「エネルギーと環境の調和」、「総合エネルギーサービスの

創出」を研究の 3 目標とし、以下の「研究の 5 本柱」に基づき、課題の選択と資源の集中を
図りながら研究を推進し、知的財産の創出を図ります。これにより、電気事業と社会から頼
られる「存在感のある研究所」の実現を目指します。

(1) 原子力技術 
(2) 先進保守技術 
(3) 環境・革新技術 
(4) 最適エネルギー利用技術 
(5) 社会・経営リスクマネジメント 
 

また、研究課題は「現場のニーズ」や「将来性」などの観点から、次の三つに区分します。 
○ 重点プロジェクト課題： 

ニーズが極めて高く、至近の成果獲得のため緊急に取り組む課題。 
○ プロジェクト課題： 

現場のニーズに応え、使いやすいソリューションを提供する課題。 
○ 基盤研究課題： 

現場のバックアップ、将来的なコア技術の育成、先端的基礎研究を推進するための課題。 
 

1．重点プロジェクト課題およびプロジェクト課題 
18 年度は「研究の 5 本柱」に沿い、重点プロジェクト課題・12 課題、プロジェクト課

題・29 課題に取り組みます。特に重点プロジェクト課題に資源を重点配分します。 
 
(1) 原子力技術－安定供給の基盤支援－ 

軽水炉の維持管理技術については、照射脆化、熱流動に起因する劣化、SCC（応力腐食
割れ）などに対する予測・評価・対策技術の開発を総合的に進め、早期の成果獲得を目
指す。18 年度は、圧力容器照射脆化の高精度予測手法などを開発し、規格原案を提案し
ます。 
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また、バックエンド事業については、高・低レベル放射性廃棄物処分技術やリサイク
ル燃料等の貯蔵技術の開発により、国や電気事業などが進める事業の円滑な推進を支援
します。18 年度は、低レベル放射性廃棄物処分における、人工バリア材の超長期耐久性
評価に関する加速試験など新たな試験法の開発などを進めます。 

 
(2) 先進保守技術－電力設備の合理的運用－ 

現有設備の合理的運用を支え、最大限に使い切るための保守技術の開発に注力します。 
このため、電力流通設備のアセットマネジメント支援ツールの開発を目指して、機器

診断技術や電力系統信頼度評価技術などの開発を総合的に進めます。18 年度は、電力流
通設備の設備量、経年・事故率を考慮した基本ソフトの開発などを進めます。 

また、最新仕様のガスタービン動翼の温度推定が可能な数値解析モデルの開発、なら
びに簡便で低コストな超音波探傷法（SPOD 法）の実用化に向けた実証試験などを実施し
ます。 

 
(3) 環境・革新技術－化石・新エネルギーの持続的活用－ 

CO２削減シナリオに基づく温暖化予測などを重点的に進め、地球環境問題の解決に向け
一層の貢献を図るとともに、PCB問題や石炭灰リサイクルなど電気事業の喫緊の課題の解
決を図ります。 

また、実用化を目指し、バイオマス炭化ガス化発電システムの基本運転技術を確立す
るとともに、石炭ガス化複合発電（IGCC）実証機における使用候補炭の特性解明など、
革新火力技術の開発を進めます。 

 
(4) 最適エネルギー利用技術－快適で豊かなくらしへの貢献－ 

新型エコキュートのシステム運用性能評価、需要家エネルギー利用支援などの喫緊の
課題に取り組みます。 

さらに、需要家のニーズを先取りし、使いやすい成果の提供を目指して「最適エネル
ギー利用技術」に関する課題を発掘します。 

 
(5) 社会・経営リスクマネジメント－安心・安全な社会への寄与－ 

電力設備に対する安心・安全を確保するため、地震、風雨、雷などの自然災害リスク
およびＩＴ障害リスクの対策や、災害復旧支援に関する研究を総合推進します。 

18 年度は、配電設備の台風被害予測システムの構築に向けた短時間風速・風向予測法
の適用性検証などを進めます。 

また、温暖化防止に向けた実効性のある具体的な制度設計試案の作成や、日本型自由
化制度改革の総合評価と対応策の明確化などを進め、電気事業の経営リスク対応を支援
します。 

 
2．基盤研究課題 

18 年度は、基盤研究課題・37 課題に着実に取り組みます。 
専門分野別研究所の特徴を生かし、基盤研究力の一層の強化により次世代コア技術の育成

を行うとともに、創造的アイデアに基づく将来課題に挑戦します。 
 
 

3．大型研究設備計画 
当研究所の競争力を確保していくため、電力技術の基盤を支え、将来にわたって活用が期

待される、以下のような大型研究設備を計画的に導入します。 
・ 低炭素ステンレス鋼の SCC 損傷に対する長期健全性を評価する｢原子炉水中構造材料

健全性環境影響評価実験設備｣<18 年度設置> 
・ 火力発電所の機器・配管を対象とした非破壊検査手法などを実証する「実機コンポー

ネント寿命評価試験設備」<18 年度設置> 
・ 炭化ガス化技術を中核とする発電設備の実用化を目指す「バイオマス／廃棄物ガス

化発電システム試験設備」<18 年度設置> 
・ 配電系から 500kV 級電力機器の実機に対する多目的高電圧試験が可能な「電力機器

絶縁維持基準評価設備」<18 年度着手> 
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Ⅱ．知的財産の活用 
 
当研究所の知的財産を、電気事業の発展のために活用する視点に加え、広く社会に役立つ

財産として、さらなる活用を図ります。 
 
(1)知的財産の管理・活用の強化 

知的財産の管理ならびに技術移転を強化するため、18 年 4 月に「知的財産センター」
を設置し、以下を推進します。 
・特許をはじめとする知的財産権については、公益法人として広く活用されることを基 

本に、権利化および技術移転などによる広範な活用を進めます。 
・シンボリックな商品開発として、硬度、耐久性に優れた高機能光触媒「フレッシュグ 

リーン」の多様な用途への適用を、外部機関とのアライアンスにより重点的に進めま 
す。 

・知的財産の経済的、社会的、学術的な波及効果に着眼した価値評価手法を新たに導入 
し、研究評価への適用など多面的に活用します。 

 
(2)規格、基準などの制定への寄与 

中立的な学術研究機関としての特徴を生かし、各種審議会への参画などを通じて、エ
ネルギーや環境に係わる政策提言や、原子力機器の維持・管理基準など規格、基準、技
術指針などの制定に寄与します。 

 
(3)コンサルタント活動の推進 

当研究所がこれまで培ってきたノウハウや成果を総合的に活用し、広く社会にソリュ 
ーションを提供するコンサルタント活動を推進します。さらに、前年度の実績を踏まえ
ODA 資金などを活用した技術協力にも積極的に取り組みます。 
また、電気事業における技術継承を積極的に支援することを目的に「技術交流コース」

などを継続して実施します。 
 

(4)試験業務の推進 
公益法人としての中立性を基盤に認定試験サービスを提供します。18 年度は、これま

で実施してきた大容量電力の短絡試験業務のほか、原子力発電所の非破壊検査の信頼性
向上を目的として、民間自主規格のＰＤ（Performance Demonstration）認証制度に基づ
く試験業務を本格展開します。 

 
Ⅲ．推進方法 

 
(1)三現主義の徹底 

三現主義（現場、現物、現実）による情報を迅速に共有し、達成時期や貢献内容を見
えるようにして研究を推進します。また、研究のプロセスを重視した取り組みを強化し、
研究能率の向上を図ります。 

 
(2)研究プロモーターによる研究の総合推進 

技術開発全般を見渡した調査、企画、総合推進などを担う研究プロモーター機能を強
化し、分野横断の研究、重要課題の研究を効率的に推進します。 

 
(3)受託研究の選択的獲得 

エネルギーや環境に係わる研究推進や政策への寄与を目的に、国等の競争的研究資金
への応募など、提案型受託研究を中心として選択的獲得を図ります。 

 
(4)研究評価の充実 

研究課題の選択ならびに研究活動のチェック、アクションを強化するため、計画、中 
間、終了時評価を的確に実施するとともに、これに専門的評価、社会的評価、さらには 
費用対効果などの経営的視点を加えた研究評価を実施します。 
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●業務運営 
 
1．社会的責任経営の推進 

公益法人としての社会的責任を的確に果たしていくため、より一層、事業運営に関して
透明性を確保するとともに説明責任の向上を図ります。 

 
(1) コンプライアンスの推進 

一人ひとりの倫理的な価値観とこれに基づく意思決定を重視し、技術者倫理に即した
行動を強調するなど、現行コンプライアンス行動指針を見直すとともに、情報セキュリ
ティの向上を図ります。 

 
(2) 公益法人制度改革への的確な対応 

18 年度から、改正公益法人会計基準を適用して会計整理を実施します。また、20 年度
に施行が予定される公益法人制度の新しい関係法令、税制等について情報収集、分析し
制度改革への適切な対応を図ります。 

 
(3) 理解と信頼の獲得を目指した情報発信活動の強化  

ニーズに対応した提言型の「エネルギー未来技術フォーラム」などを引き続き開催し、
社会への情報発信を積極的に進めます。また、マスコミ科学部門とのコンタクトを強化
し、特に、一般紙を通じた科学知識の普及に努めます。 

 
2．自律的な運営の推進と人材の活性化 

本部機能を整備するとともに、より一層、所長を中心とした自律的な運営を推進します。
また、研究プロモーターの育成や人事諸制度の改善などにより職場活力の高揚を図ります。 

 
(1) 本部機能の整備と知的財産の創出・管理・活用の強化  

企画機能の一元化など本部機能の整備、研究現場における知的財産の創出・活用機能の
強化、さらには「知的財産センター」の設置による知財の管理、技術移転などの総合推
進を主眼として、18 年 4 月に職制改正を実施します。 

 
(2) 柔軟な予算の運用と資産管理の推進 

限りある予算を有効に活用するため、所長を中心として柔軟な予算の運用を図ります。
また、資産管理については、特に効率の低い資産の除却を促進します。 

 
(3) 研究プロモーターの育成と活用  

風通しのよい活力ある研究所風土の醸成に資するため、経営層と研究者の意見交換の
場を一層拡充し、企画から総合推進、社会への効果的発信という使命を担う研究プロモー
ターの育成と活用を積極的に進めます。 

 
(4) 人事諸制度の改善 

率先して三現主義を徹底し、汗をかき活躍する研究者に対し、より一層、人事制度面で
も改善を図ります。また、18 年度から、定年退職する職員を対象に、65 才を上限とする
再雇用制度を導入し、シニア職員の能力の発揮と活性化を進めます。 

 

●その他 
 

平成 18 年度の要員は 782 名（4/1 見込、内訳：研究系 687 名、事務系 95 名）、事業規模

は前年度予算比 29.1 億円減の339.2 億円となっております。 
(予算内訳) 

・事業活動予算 327.3 億円   
[給付金収入 270.0 億円、受託研究事業収入 45.4 億円、その他事業収入等 11.9 億円] 

 ・投資活動予算 6.0 億円

[研究設備取得特定資産取崩 6.0 億円] 
・その他 前年度繰越金5.9 億円

以 上 
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2.「知的財産センター」の創設等について 

 

 

●趣旨 
 

当研究所では、昨年より以下の 3点を中期的目標に掲げて参りました。 
 

(1)知的財産の充実に向けた仕組み作り 

(2)企画機能の一元化等による本部機能の見直し 

(3)能率的な業務の遂行に向けた仕組み作り 
 

このため、今般これら目標の達成に向けて迅速に取組み、「研究の 5 本柱」を軸とした事業

活動を能率的に展開するため、平成 18 年 4 月 1 日付で、以下の職制改正を実施することと致

しました。 

 

1.「知的財産センターの創設」 ～知財の創出、管理、活用推進のために～ 
 

 「頼りになる研究所」「技術を具現化する夢工場」としての存在価値を高め、電気事業はじ

め社会に貢献するため、研究機関としての知的財産を充実させ、技術移転を促進するため、

「知的財産センター」を創設して、知財の創出、管理、活用と研究成果の技術移転などを集

中的に推進します。 

 同センターは当研究所狛江地区構内に設置します。また、「知財管理グループ」と「技術

移転グループ」の 2 グループで構成し、要員は約 20 名となります。 

 

※なお、今後 CS 推進本部を自律分散的に発展させ、CS 活動は日常業務に埋め込むこととしたことから、 

同部は 3 月 31 日付で廃止します。 

 

2.「本部グループの改正」 ～機能の整備と強化のために～ 

 

 本部機構については、より能率的な業務の遂行を目指し、機能を整備するとともに、現行体

制（本部・CS推進本部）の企画機能を一元化して、調査・企画機能等を充実させるため、現行

の「総務」、「経営企画」、「研究企画」、「広報」の 4グループを、「総務」、「企画」、「経理」、「広

報」の 4グループに改正し、「小さく、敏捷で、能率的な」本部にします。 

 本部機構の要員は、約 50 名となります。 

 

3.「事務センターの改正」 ～業務支援の能率向上と柔軟な運営のために～ 

 

 従来全所共通の事務業務を行ってきた「事務センター」は、「業務支援センター」に改称

します。また、人材の柔軟な育成と配置、一層能率的な業務の遂行のため、現行の 6セクショ

ン体制を「業務グループ」、「契約グループ」、「会計グループ」の 3グループ体制に変更します。

さらに、事務センターと各地区運営センターの機能、ならびに各研究所のスタッフ機能を見直

して、事務系要員の配置に工夫を図り、業務支援を能率的かつ柔軟に遂行します。 

 業務支援センターの要員は、約 55 名となります。 

 

 

※組織図に関しては、裏面をご参照ください。 

 

 

 

以 上 
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