
 

平成 17 年度事業報告について 
 

 
事業の概要 
 
 平成 17 年度は、専門分野別の 8 研究所体制の 2 年目として、電気事業に係わる

課題の解決や提言、さらには社会への貢献を目指す活動を展開しました。 

 

１．８研究所を拠点とした事業の推進 
 
〈研究活動〉 

・ 以下の研究の 3 目標に基づき、重点課題 17 課題と基盤研究課題 58 課題に取

り組みました。 

・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 

・ 特に、重点課題 17 課題については、研究評価などの充実により、全体計画の

目標達成と成果の活用に注力しました。このうち 3 課題は継続し、14 課題は

平成 17 年度で所期の目的を達成し終了しました。 

・ また、平成 18 年度からの新たな研究推進に向け、研究課題の大幅な見直しを

進めました。 
 
〈ＣＳ活動〉 

・ 学術研究機関としての役割を発揮するため、国等からの受託研究の推進、各種

審議会への参加、学協会活動を通じて、成果の規格・基準等への速やかな反映、

さらには政策への提言を継続して実施しました。 

・ 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本格展開するとと

もに、民間自主規格のPD認証制度※ に基づくPD試験事業をスタートさせまし

た。 

・ CS 活動の定着化を踏まえ、より一層、知的財産の創出および活用を促進する

ため、推進体制を抜本的に見直しました。 
 

※ 原子力発電プラントへの超音波探傷技術の適用に関する技術者の認証制度 

 

２
 

．マネジメント体制の整備と情報発信活動の展開 

・ ソフト研究の拠点化によるシナジー効果を発揮するとともに、資産の有効活用

を図るため、社会経済研究所を移転しました。 

・ 公益法人制度改革を踏まえ、関係法令案などについて情報収集、分析を行いま

した。また、改正の公益法人会計基準に合わせ、勘定科目の整理、統合を実施

しました。 

・ 雑誌媒体を活用した特集シリーズ記事を組むなど、多様なメディアを活用した

情報発信活動を進めました。 
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Ⅰ．研究活動 
 

平成 17 年度は、専門分野別 8 研究所を拠点に、前述の研究の 3 目標に基づ

き研究活動を実施しました。 

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」17 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」58 課題を推進した。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迅速か

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、電気事業と社会の現場ニーズを吸い上げ、現場で

使える成果をタイムリーに提供することを徹底しました。特に、重点課題につ

いては、研究の進捗評価や外部専門家による研究評価などの充実により、全体

計画の目標達成と成果の活用促進に最大限注力しました。また、平成 18 年度

からニーズと成果の活用先、時期をより一層明確にした新たな研究推進を図る

ため、研究課題の大幅な見直しを進めました。 

さらに、振動台などによる力学試験と数値モデルによる構造解析を連携させ、

実物大の震動破壊実験を可能とする「ハイブリッド動的力学試験システム」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。 

 

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 課題を継続

し 14 課題については、所期の目標を達成し平成 17 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「軽水炉発電機器の維持管理技術の高度化」については、当研究

所が開発した圧力容器の照射脆化モデルを用いた脆化予測式などに基づく、

脆化予測および欠陥評価に関する学協会維持規格案の骨子を作成しました。
 
（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、電力・需要家用の高電圧 SiC 半導体素子の開発においては、大口

径・厚膜 SiC 単結晶膜成長技術に大きな進展が見られ、実用レベルとなる

直径 4 インチ相当面積での高速かつ均一な膜厚成長を達成しました。
 
（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
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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「温暖化予測・対策技術の開発」については、CO2削減目標の設

定に向け、地球シミュレータを活用した予測計算を行い、気温上昇などの温

暖化影響を解明しました。また、「バイオマスエネルギー高度利用技術の開

発」については、当研究所独自の炭化ガス化実験設備により、木質バイオマ

スを利用したガスエンジン発電のための目標性能を達成するなどの成果を得

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、58 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、「高温部品への酸化チタンコーティング技術の研究」などの培

養・揺籃研究にも積極的に取り組みました。 

 

以上による研究件数は 1,081 [925]件、報告書件数は 585 [568]件、国内外

への論文発表は 1,516［1,472］件でした。報告書件数を表－1 に、論文発表件

数を表－2に示します。（［ ］内は 16 年度実績） 
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表－１ 平成 17 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

研究報告等 65 41 20 44 74 37 10 14 52 32 389

内 基礎・基盤 20 25 2 25 11 10 3 3 30 27 156

訳 応用・開発 45 16 18 19 63 27 7 11 22 5 233

受託報告 18 22 6 34 37 33 9 8 21 8 196

計 83 63 26 78 111 70 19 22 73 40 585

 

表－２ 平成 17 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 

応用・開発 88 105 54  61 206 103 27 18 82 36 780 

基礎・基盤 74 98  0 186  46  31 15 17 55 214 736 

計 162 203 54 247 252 134 42 35 137 250 1516 
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Ⅱ．ＣＳ活動 
 

電気事業をはじめ社会に対して、当研究所の研究力、研究成果、知見を具

体的に役立てることを目的に、以下の CS 活動に取り組みました。 

また、これまでの 4 年近くにわたる取り組みにより、CSマインドの定着が

図られたことから本部体制を発展的に解消し、平成 18 年度からは、各研究

所における自律的活動と、これを総合的に支援する知的財産センターの活動

を組み合わせ推進していくこととしました。

 

（１）規格・基準などの制定への寄与 

当研究所が期待される学術研究機関としての役割を発揮するため、各種審議

会や学協会などにおける活動を継続して実施しました。 

平成 17 年度は、配管減肉管理規格の作成や耐震設計技術指針の審議、さら

には放射性廃棄物のクリアランス検認についての技術的検討など、電力施設の

維持管理基準や安全審査指針などに係わる活動を実施しました。
 
（２）受託研究の推進 

当研究所が保有する研究力を活用し、電気事業の直面する課題はもとより、

社会に大きく貢献できる課題などを積極的に提案して受託研究に取り組みまし

た。特に、研究の具体的実施に当たっては、プロセスを重視し、内製化を強化

して受託研究に取り組みました。 
 

（３）コンサルタント活動の本格展開 

当研究所が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本格展開しました。 

平成 17 年度は、組織の安全診断や産業の現場において課題となっている

ヒューマンエラーの低減、防止に向けた活動を継続して実施しました。また、

中国に対する「100 万V級交流送電技術」のコンサルタント活動を電力会社と

共同で実施したほか、ODA資金を活用したコンサルタント活動を 2 件受注しま

した。 

さらに、平成 17 年 11 月には当研究所の材料科学研究所にPDセンターを設置

し、民間自主規格のPD認証制度に基づく試験事業をスタートさせました。
 

（４）知的財産の創出と課題の実用化 

知的財産戦略に基づき、産業財産権の確保を図るとともに、知的財産の活用

を、より一層強化するため、アウトカム・マネジメントの手法を組み込んだ知

財評価を行いました。 

また、シンボリックな商品開発活動として、高性能光触媒「フレッシュ・グ

リーン」の多様な用途への活用を図るため、いくつかの企業とアライアンスを

組み推進しました。

 

 

以上のほか、電力技術の継承を目的に「技術交流コース」を開催するなど、

セミナー活動等についても積極的に取り組みました。 
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Ⅲ．業務運営 
 
（１）社会と顧客を意識した情報発信活動の推進 

・ 長年、電力施設の防災対策に取り組んできた当研究所の研究 力を活かし、

平成 17 年 11 月に開催した「エネルギー未来技術フォーラム」において、

自然災害に備えるわが国のエネルギーインフラの在り方について発表しま

した。 

・ 電中研ニュース、電中研レビューの発刊、プレスリリースの実施など多様

なメディアを活用し、効果的な情報発信活動を進めました。特に、雑誌媒

体を活用した特集シリーズ記事により、当研究所の研究力を広く社会へ訴

求することに努めました。 
 

（２）事業展開に応じた要員の育成・活用 

・ 自律的な研究所運営や知的財産管理業務を支える要員を早期に育成するた

め、CS 能力醸成プログラムを継続して実施するとともに、MOT（技術経営

大学院）および MIP（知的財産専門職大学院）に要員を派遣しました。 

・ 改正高年齢者雇用安定法の施行（平成 18 年 4 月）を契機に、多くのノウ

ハウや経験を有する定年退職者が能力を活かし、やりがい、働きがいを

もって活躍できるように、再雇用制度を導入することにしました。 
 

（３）体質強化に向けた業務運営の高度化・合理化 

・ ソフト研究の拠点化によるシナジー効果を発揮するとともに、資産の有効

活用を図るため、平成 18 年 1 月に社会経済研究所を大手町地区から狛江

地区に移転しました。 

・ 公益法人制度改革を踏まえ、関係法令案などについて情報収集、分析を行

いました。また、従来の環境保全行動に社会貢献活動を加えた「環境・社

会行動レポート」を公表しました。 

・ 改正公益法人会計基準の平成 18 年度からの適用に備え、勘定科目の整理、

統合を実施しました。また、各研究所における自律的な予算の執行と柔軟

な運用を図るため、PDCA を徹底する一方、枠配分予算の導入など予算編

成方法を見直すとともに所長に対する権限委譲を促進しました。 

 
 

以 上 
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