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要  約 
 
1. はじめに 

 

当研究所は、財団法人格を有する非営利の研究機関であり、1951 年の設立以来、「電気事業を

通じた社会への貢献」を目的として、電気事業に係わる様々な研究活動を推進している。これら

活動の成果は、環境アセスメント手法の策定、火力・原子力発電所立地支援、電力系統安定化手

法の策定など、社会インフラの整備や運用に直接反映されてきた。また、最近では高性能COB2Bヒ

ートポンプ（エコキュート）の開発など、家庭で用いられる機器の開発も進めている。 
さて、当研究所は、経営の基本方針の一つとして、知的財産の保護・管理と技術移転などによ

る広範な活用を推進している。また、PDCA（Plan, Do, Check and Action）サイクル強化の観

点から、研究の計画段階から「アウトカム」（研究成果が電気事業や社会に及ぼす社会的・経済的・

学術的波及効果）の創出を明確に意識し、目標設定や実施方法への反映を行うとともに、アウト

カムを評価軸に取り入れた研究評価を実施する「アウトカム･マネジメント」により、効率的な研

究推進を図っている。 
2006 年 8 月には、「知的財産報告書」を初めて一般に公開した。同報告書は、当研究所の活動

を知的財産とアウトカムの視点で表すことにより、電気事業や社会など、当研究所のステークホ

ルダーにとって「見えにくい研究所」を「見える研究所」とすることを目的として作成されたも

のである。知的財産報告書の刊行は、我が国の非営利研究機関としてはおそらく初めての事例で

あり、当研究所自身にとっても手探りの試みであったが、ステークホルダーに対して当研究所が

説明責任を果たす上で、同報告書が重要かつ適切な媒体と考えられることから、今後当面の間、

年一回の刊行を目指すこととなった。 
本報告書「知的財産報告書 2006 年度版」は、以上の観点から、2006 年度の活動を主たる対象

として、当研究所の知的財産について最新の状況をとりまとめたものである。本報告書は当研究

所の知的財産センターが中心となって作成した。 
本報告書が、当研究所について社会の皆様がご理解を深めて頂く一助になることを期待する。

また、その結果として当研究所を更に活用して頂くことをお願いする次第である。 
 
2. 2006 年度のトピックス 

 

 アウトカム創出戦略のトピックス 
 2006 年 8 月に公開した当研究所にとってはじめての知的財産報告書において、三例の

研究成果について、電気事業と社会へのアウトカムの評価を行った。 
 2006 年度より、研究の計画段階からアウトカムを意識し、目標設定や実施方法への反映



 

を行うとともに、アウトカムを評価軸に取り入れた研究評価を行う、「アウトカム・マネ

ジメント」を実施している。 
 技術移転のトピックス 

 当研究所と（独）産業技術総合研究所、昭和電工（株）の共同研究と連携して設立され

た有限責任事業組合エシキャット・ジャパンが、世界最高水準の品質を実現した次世代

半導体材料 SiC エピタキシャルウェハの生産・販売を、2006 年 11 月より開始した。 
 当研究所と東亜ディーケーケー（株）が共同開発した排水中のホウ素の分析装置「オン

ラインホウ素モニター」が、同社より 2007 年 1 月に発売された。 
 その他のトピックス 

 2006 年 4 月に「知的財産センター」を設置し、研究報告書、産業財産権、ソフトウェ

アなど、多様な知的財産を一元的に管理・活用する体制を整えた。 
 全役職員を対象とした知的財産研修を 2006 年 9 月～12 月に実施し、一部についてはビ

デオ会議システムを用いた全事業所一斉開催により、平均で職員の 77%が受講した。 
 2005 年度知財価値評価の対象とした研究の 2006 年度の状況 

 2005 年度知財価値評価の対象とした三例の研究、「電力系統安定度解析プログラム（Y
法）」、「リサイクル原子燃料貯蔵技術」、「エコキュート（家庭用COB2B冷媒ヒートポンプ給

湯器）については、2006 年度も継続してアウトカムが創出されていることが確認された。 
 
3. 知的財産戦略 

 

 事業の概要（図１） 
 当研究所は、わが国の電気事業の発展を研究開発の側面から支えている財団法人であり、

原子力技術、先進保守技術、環境・革新技術、最適エネルギー利用技術、社会・経営リ

スクマネジメントなど、電気事業に関わる様々な研究課題に取組んでいる。 
 知的財産活動の概要 

 電力中央研究所報告や学協会の論文により、研究成果の多くを一般に公開している。 
 特許やソフトウェア等の知的財産のライセンスや共同開発による実用化を推進している。 
 電気事業者や国等からの受託研究、コンサルティング、技術セミナー等を実施している。 
 電気事業に係わる国や学協会の規格・基準策定に参画し、知見を反映させている。 
 エネルギー・環境等に係る社会への意識啓発を目的とした広報活動を実施している。 

 知的財産戦略：当研究所は、以下の２点を知的財産戦略の基本としている。 
 公益法人として、研究成果を広く公共のために利用することを基本とし、特に電気事業

の共通利益を擁護・増進する観点から、特許の広範な活用を進める。また、シンボリッ

クな商品開発など、知的財産権の効果的な活用を重視する。 
 知的財産の経済的・社会的（公益的）・学術的波及効果に着眼した、アウトカム・マネジ

メントなどの価値評価手法を確立し、研究評価に導入するなど多面的な活用を図り、知

的財産の一層の拡充を実現する。 
 知的財産の種類：当研究所が保有する代表的な知的財産としては以下のものがある。 

 報告書、ソフトウェア、マルチメディア・コンテンツなどの著作物 



 

 特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の産業財産権 
 ノウハウ（非公開の実験手法など）やメソッド（当研究所独自の評価手法など） 

 知的財産活動の特徴：当研究所の知的財産は以下の特徴を有している。 
 電気事業の現場から学んだ知識を基礎としている。 
 設備・機器の研究開発では、メーカーへの特許のライセンスや共同開発を推進している。 
 電力設備・機器の性能評価、安全性・信頼性・効率性の向上、環境影響評価などについ

て、多様な分析・評価技術を保有している。 
 公益法人の学術研究機関として、国等からの受託研究や学協会活動を通じて、政策立案

や規格・基準・技術指針などの策定を支援する活動を行っている。 
 研究報告書の刊行や論文投稿による研究成果の公知化、国等の委員会における学識経験

者としての意見の提供、学協会の運営への協力などを行い、学術の発展に貢献している。 
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図１ 電力中央研究所とステークホルダーの関係 
 
 知的財産活用の考え方：当研究所では以下の４つの視点で知的財産の活用を推進している。 

 当研究所の社会的価値向上を実現する資源 
 当研究所の活動を保護するための権利 
 新たなナレッジを生み出す土壌 
 対価を獲得する資本 

 知的財産の推進体制 
 知的財産の管理と活用は、「知的財産センター」で一元的に推進されている。 



 

 当研究所を構成する研究・試験機関の各々に知財担当者を置いている。 
 知的財産活用のための情報発信 

 ホームページ、広報刊行物、プレスリリース、取材対応などの広報活動を実施している。 
 技術移転のためのウェッブサイト「CS-Web Communication」を開設している。 
 技術移転の促進を目的とした技術説明会「テクノコンソーシアム」を実施している。 
 様々な機関が主催する技術展示会への出展を積極的に行っている。 

 
4. 2006 年度における知的財産創出・活用の実績  

 

 研究報告書：研究報告等を 281 件、受託報告を 204 件を刊行した。2006 年度刊行の公刊物

（電力中央研究所報告等）については約 47,000 冊の頒布を予定している。 
 論文：1,599 件の論文を発表した。 
 特許：出願は 155 件、登録は 35 件、新規の実施許諾は 24 件であった。 
 ソフトウェア：ソフトウェア登録は 115 件、新規の使用許諾は 424 件であった。 
 規格・基準：国や学協会等の規格・基準 28 件の策定に貢献した。 
 受託研究・コンサルティング：電力会社から 528 件、国・公的機関等から 95 件、一般企業

から 41 件の受託研究やコンサルティングを受注・実施した。 
 セミナー・研修：電力会社向け「技術交流コース」（21 コース）を実施し、550 名の参加が

あった。また、一般向け「技術講座」（3 件）を実施し、341 名の参加があった。 
 社会啓発：小・中・高等学校等と協力した社会啓発活動 105 件を実施した。 
 広報：電中研ニュース（15 件）と研究年報を刊行した。また、マスメディアに 946 件の記

事が掲載された。 
 
5. 知的財産価値評価のケーススタディ 

 

当研究所を代表する研究について知的財産価値評価のケーススタディを行った。評価は、イン

プット（研究に投入された資源）、アウトプット（研究によって生み出された知的財産）、インカ

ム（アウトプットが当研究所にもたらす経済的価値）、アウトカム（アウトプットが電気事業や社

会にもたらす経済的・社会的・学術的波及効果）について行った。評価対象は以下の 3 件である。 
 クリアランスレベル測定技術：原子力発電所を廃止措置する際に生ずる廃棄物を、「放射性廃

棄物」と「放射性物質として扱う必要がない物」に区別する作業「クリアランスレベル検認」

を行う専用測定装置 CLALIS の開発と、クリアランス判断基準の提案を行った。 
 大気拡散予測技術：火力発電所の排ガス、石炭粉じん、原子力発電所の放射性物質などを対

象に、環境アセスメントや安全審査に適用することを目的として、風洞実験手法、観測手法、

数値シミュレーション手法など、実用的な大気拡散予測手法を開発した。 
 耐雷設計技術：送電線、配電線、発電所、変電所等の耐雷設計に用いる予測技術を開発する

とともに、当研究所の成果をはじめとして、内外の研究や実務経験を網羅した設計ガイドラ

イン「耐雷設計ガイド」を刊行した。 
 
上記三例の研究の知財価値評価結果は表１のとおりである。今回の評価は、当研究所の研究活



 

動が、自身へのインカムよりはるかに大きなアウトカムを電気事業と社会にもたらしていること

を示唆するともに、電力設備という極めて重要な社会インフラについて、非営利研究機関である

当研究所が、長期的視点から研究開発を継続することの社会的意義を例示している。 
 
６. おわりに 

 

本報告書では、2006 年度における当研究所の知的財産戦略の概要と知的財産創出・活用の実績

を示した。また、当研究所を代表する 3 つの研究について、知的財産価値評価のケーススタディ

の結果を示した。当研究所では、電気事業と社会へのアウトカムの最大化を目指して、知的財産

の創出・活用に力を注ぐとともに、本報告書などにより情報発信を継続し、社会への説明責任を

果たしていく所存である。 
 

表１ 知財価値評価ケーススタディの結果 
 クリアランスレベル測定技術 大気拡散予測技術 耐雷設計技術 

インプット 
（研究費・人件費） 

・1.5 億円 ・14.6 億円 ・10.4 億円 

主要なアウトプット 
（知的財産） 

・クリアランスレベル測定装
置 CLALIS に関する特許 
・確率分布計算コード PDCS
とクリアランス裕度設定手法
・報告書・論文 

・大気拡散風洞実験データと
関連するノウハウ 
・ドップラーソーダの性能評価
データと関連するノウハウ 
・大気拡散数値シミュレーショ
ンソフトウェア 
・報告書・論文 

・耐雷設計ガイド三部作 
・雷事故予測数値シミュレーシ
ョンソフトウェア 
・全国落雷データベース 
・報告書・論文 

インカム（注１） 
（当研究所にもたらさ
れる経済的価値） 

・2.4 億円（特許・ソフトのライ
センス料の正味現在価値） 

・0.9 億円（風洞貸与時の技術
料とソフトのライセンス料の正
味現在価値） 

・18.3 億円（ソフトのライセンス
料の正味現在価値） 

電 気 事
業者（金
額 は 当
研 究 所
寄 与 分
のみ） 

・CLALIS 導入と裕度設定手
法によるコスト低減の正味
現在価値：339 億円 

・火力・原子力発電所の許認
可に関する風洞実験：167 件 
・火力発電所の許認可に関す
る数値シミュレーション：41 件 
・火力・原子力発電所の許認
可リスク低減やコスト低減の正
味現在価値：186 億円 

・雷対策メンテナンスコストの
削減の正味現在価値：291 億
円（参考：過去価値：2217 億
円、継承価値：3722 億円）（注
２） 
・耐雷設計技術の継承・情報
共有・人材育成 

メーカー ・営業利益の正味現在価
値：0.7 億円 

・営業利益の正味現在価値：
0.7 億円 

・耐雷対策機器の新規需要 

学協会 ・日本原子力学会標準「クリ
アランスの判断方法：2005」

・日本原子力学会標準「風洞
実験実施基準:2003」 

・日本電気学会・日本電気協
会の標準・規程等：4 件 

国 ・学会標準策定を通じた原
子力行政への貢献 

・火力・原子力発電所の許認
可に係わる国の規格・基準：8
件 

 

一 般 公
衆（金額
は 当 研
究 所 寄
与 分 の
み） 

・原子力施設の安全・安心 
・電気料金の低減 

・火力発電所周辺の大気環境
保全 
・原子力施設の安全・安心 
・電力の安定供給 

・停電時間削減による経済効
果の正味現在価値：5.1 億円
（参考：過去価値：45.5 億円、
継承価値：76.3 億円）（注２） 

主 要 な ア
ウトカム 
（ 電 気 事
業 ・ 社 会
へ の 波及
効果） 

海外 ・IAEA Safety Report 
 

・大気汚染予測技術の技術移
転による大気汚染の低減・防
止（将来の可能性として） 

・雷保護国際会議への貢献 
・国際規格への貢献（将来の
可能性として） 

（注１） 知財価値評価が目的であるため、ライセンス料は全てのライセンスを有償で行った場合の額を示す。 
（注２） 「過去価値」とは、研究開始から現在までのコスト削減を、研究開始時点に割り引いた価値である。「継承価値」

とは、現在までに技術移転が完了している当研究所の知財が、ステークホルダーに将来もたらす価値である。 

 

以上 


