
 

平成 18 年度事業報告について 
 

 
事業の概要 

 

 平成 18 年度は、電気事業や社会のニーズに応え現場で役立つ研究の推進、知的財産の管理・

活用の強化、公益法人としての社会的責任経営の推進を図り、電気事業や社会から頼られ「存在

感のある研究所」の実現を目指して、事業活動を展開しました。 

18 年度の収入は前年度からの繰越金を含め 351.2 億円、支出は 343.7 億円となり、正味財産

の期末残高は、前年度末に比べ 0.3 億円増の 327.4 億円となっております。 

 

１．｢研究の 5本柱｣を軸とする現場で役立つ研究の推進 

・ 新たに定めた｢研究の 5 本柱｣を軸に、ニーズや波及効果などの観点から研究課題を三つ

に区分し、課題の選択と資源の集中を図り研究を推進しました。 

・ ｢三現主義 (現場、現物、現実)｣ による情報共有を徹底し、現場のニーズに応え、使いや

すいソリューションの提供に努めました。 

・ 技術開発全般を見渡し企画・調整などを担う「研究プロモーター」機能を発揮し、研究の

総合推進を図りました。 

 

２．知的財産の管理・活用の強化 

・ 「知的財産センター」を設置し、知的財産権の権利化および技術移転を積極的に推進し

ました。 

・ 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導入し、研究

計画作成、研究評価に適用しました。 

・ 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、学協会活動などを

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。 

 

３．社会的責任経営と自律的運営の推進 

・ 一人ひとりが研究所の使命と社会的責任を意識し、研究者倫理・技術者倫理に即した行

動をとるためのコンプライアンス活動を推進しました。 

・ 公益法人制度改革を踏まえ、関連法令等の情報収集・分析を行い、対応すべき課題の整

理を進めました。 

・ 企画機能の一元化など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した。 

 

 

 



 

Ⅰ．研究活動 

 

平成 18 年度は、電気事業や社会から頼られ「存在感のある研究所」の実現を目指し、現

場のニーズに応え現場で役立つ成果を獲得するための研究活動を実施しました。 

 

研究課題は、新たに定めた｢研究の 5 本柱｣を軸に、現場のニーズや波及効果などの観点

から三つに区分しました。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

「重点プロジェクト課題」、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

「プロジェクト課題」、現場のバックアップ、将来的なコア技術の育成などを推進するた

めの「基盤研究課題」について、課題の選択と資源の集中を図り、研究を推進しました。 

 

研究の推進にあたっては、以下を徹底しました。 

・ 三現主義（現場、現物、現実）による迅速な情報共有 

・ 技術開発全般を見渡し企画・調整などを担う「研究プロモーター」機能の発揮によ

る、分野横断研究の効率的推進 

・ 研究の進捗評価や外部専門家の研究評価などの充実による、全体計画の目標達成と

成果の活用促進 

・ 電気事業の直面する課題、ならびに社会に大きく貢献できる課題などに関する提案

型受託研究の積極的な推進 

 

さらに、火力発電所の機器・配管を対象に、実機と同規模、同圧力・温度条件で非破壊

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」等の導入など、研究活

動を支える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 課題を実施しました。 

 

(1) 原子力技術－安定供給の基盤支援－  

軽水炉の維持管理、放射線安全、バックエンド事業支援、金属燃料サイクルなどの

研究を着実に推進した。 

軽水炉の維持管理については、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ました。このうち照射

脆化に関しては、国内原子力発電所における圧力容器鋼監視試験片のミクロ組織観察

に基づき当研究所が開発した脆化予測法を改良し、その結果を日本電気協会技術規程

の改訂案に反映しました。 

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

ました。低レベル放射性廃棄物については、処分環境条件における、各種イオンに起

因するベントナイト系材料の透水係数等への影響およびセメント系材料の溶脱メカニ

ズムを解明しました。また、貯蔵技術については、約 50 年の貯蔵期間中ではコンク

リートキャスク貯蔵方式のキャニスタ材料の SCC 発生可能性は低いことを明らかにす



 

るなどの成果を得ました。 

 

(2) 先進保守技術－電力設備の合理的運用－ 

発電から流通までの設備形成・運用保守に関する徹底したコスト低減を図るため、

現場ですぐに使える設備診断技術や運用保守支援技術の開発を行いました。 

発電機器・鋼構造物を対象とした非破壊評価手法の開発については、簡便で低コスト

な超音波探傷法（SPOD法）の開発を進め、既存手法では測定困難な 2mm程度の疲労き裂

のサイジングが可能であることを検証しました。 

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した。これにより、電力流通

設備の使用年数や事故率などを考慮した「電力機器修繕コスト評価プログラム」を開

発し、電力会社の設備更新計画の一部に活用されるなどの成果を得ました。 

 

(3) 環境・革新技術－化石・新エネルギーの持続的活用－ 

地球環境問題の解決に貢献するため、温暖化影響の科学的評価、バイオマスエネル

ギーの高効率利用技術、IGCC 実証機支援の研究などを進めた。また、PCB 問題や石炭

灰リサイクルなど電気事業の喫緊の課題に対しても積極的に取り組みました。 

このうち温暖化影響の科学的評価については、IPCCの 3 種類の排出シナリオに関す

る温暖化予測計算を完成させ、CO2濃度安定化目標の科学的な根拠を示した。この結果

は、IPCC第 4 次評価書に反映されました。 

木質バイオマスによるガス化ガスエンジン発電実験を行い、定格 320kW の発電出力

が安定して得られることを確認し、高効率発電システム実用化の見通しを得ました。 

PCB に関しては、微量 PCB が混入した柱上変圧器の簡易洗浄技術を開発しました。ま

た、当研究所で開発した「PCB バイオセンサー」について、外部機関を通じて商品化を

進め、分析サービスなどを開始しました。 

 

(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－ 

豊かなくらしを支え、快適性および環境性を満足するエネルギー利用技術の開発を

進めるため、新型エコキュートのシステム運用性能評価など喫緊の課題に取り組みま

した。 

高効率化、小型化、寒冷地対応が可能な新型エコキュートに関し、その性能評価手法

を確立するとともに、新たに開発・設置した「ヒートポンプ性能評価試験設備」によ

り性能評価を実施しました。また、需要家機器用SiC半導体技術については、大容量 

SiC パワー半導体の開発に向け、実用レベルとなる直径 4 インチ相当面積において、

世界最高レベルの高速エピタキシャル成長手法の開発に成功しました。 

 

(5) 社会・経営リスクマネジメント－安全・安心な社会への寄与－ 

電力設備に対する安全・安心を確保するため、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した。

このうち、対風雨防災評価については、複雑な地形による風の増減速効果を考慮した

最大風速・風向予測手法を取り込んだ、配電設備の台風被害予測システムを開発しま

した。 

また、電気事業の経営リスク対応を支援するため、環境税や排出権取引などの実効

性の分析・評価、日本型自由化制度改革の総合評価、ヒューマンパフォーマンス向上



 

方策などの研究を進めました。平成 19 年 4 月からの自由化議論に先立ち、外部識者を

含む「電力自由化研究会」を設置し、わが国の電力自由化の将来展望と課題に関する

検討を行うとともに、日本型自由化の方向性に関する提言を行いました。 

 

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した。 

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、将来課題への対応やシーズ的研究の充実を目指し、先端的基礎研

究にも挑戦しました。 

 

 

なお、18 年度の報告書件数は 485 件、国内外への論文発表は 1,599 件となっております。 

報告書件数を表－1 に、論文発表件数を表－2 に示します。 

 
 

表－1 平成 18 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 32 44 24 42 57 28 8 17 28 1 281

受託報告 12 24 12 37 41 32 15 6 25 0 204

計 44 68 36 79 98 60 23 23 53 1 485

 

表－2 平成 18 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 
その他 計 

論文 121 295 76 275 302 108 61 50 152 135 24 1599

 

 



 

Ⅱ．知的財産の活用 

 

当研究所の知的財産のさらなる活用を図り、電気事業を通じた社会への貢献をより一

層加速することを目的に、以下を実施しました。 

 

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、以下を推進しました。 

・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を積極的に推進しました。また、全所レベルで

の知的財産研修を実施し、職員の意識の徹底を図りました。 

・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」に関し、多様な用途への適用を目指して、外部機関とのアライアンスに

より開発を進めました。 

・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導入し、

研究計画作成、研究評価に適用した。また、17 年度版「知的財産報告書」を刊行し

ました。 

なお、特許・ソフトウェアの出願・登録件数を表－3 に示します。 

 

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への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貢献しました。 

 

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積極的に推進し、41 件を実施しました。

また、電気事業における技術継承支援を目的に 21 コースにおよぶ専門分野毎の「技術

交流コース」などを継続して実施しました。 

 

4. 試験業務の推進 

公益法人としての中立性を基盤とした認定試験サービスとして、大容量電力の短絡試

験業務、原子力発電所の非破壊検査の信頼性向上を目的とした民間自主規格のPD

（Performance Demonstra-tion）認証制度に基づく試験業務を実施しました。 

 

 

表－3 平成 18年度 特許・ソフトウェア出願・登録件数 

  分野 
 
 
種別 

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 

出願 2 22 8 23 9 28 5 12 14 32 155 特

許 登録 0 7 0 3 4 1 6 3 8 3  41 
ソフト登録 12 6 10 37 8 4 3 17 15 3 115 



 

Ⅲ．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した。 

 

(1)  コンプライアンスの推進 

・役職員一人ひとりが研究所の使命と社会的責任を意識し、研究者倫理・技術者倫理

に即して行動するため、事例集を作成し周知するとともに、全役職員を対象とした

e-learning による教育研修や外部機関によるコンプライアンス・モニタリングを実

施しました。 

・電子情報暗号化ソフトの導入による情報漏洩防止や IC カードを利用した入出管理の

強化により、情報セキュリティの一層の向上を図りました。 

 

(2)  公益法人制度改革への的確な対応 

・電気事業への寄与と社会への奉仕に向けた当研究所の活動を継続・発展させること

を基本に、公益法人制度改革関連法令等の情報収集・分析を行い、対応すべき課題

の整理を進めました。 

 

(3)  理解と信頼の獲得を目指した情報発信活動の強化  

・17 年秋に東京で開催した第 24 回エネルギー未来技術フォーラム「自然災害に備え

る」を、那覇（5/24）と大阪（6/1）にて開催しました。 

・電力全面自由化についての論議が国で開始されるのに先立って、第 25 回エネルギー

未来技術フォーラム「電力自由化時代の電気事業」を東京(10/31)、福岡(12/1)、広

島(12/8)にて開催しました。 

・また、環境とエネルギーに関する一般への理解を深めるためのセミナーを全国 14 都

市で開催しました。 

・マスコミ科学部門には、個別に当所の施設を案内するなど、情報発信の強化に努め

ました。 

 

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た。

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

した。 

 

(1) 本部機能の整備と知的財産の創出・管理・活用の強化  

・企画機能の一元化を目指した本部機能の整備を行うとともに、研究現場における知

的財産の創出・活用機能の強化を目的として、18 年 4 月に知的財産センターを設置

しました。 

 

(2) 合理的な予算運用の推進  

・各研究所の自律運営を促進するため、各所長が柔軟な予算執行を可能とする権限委

譲を行うとともに、四半期ごとの執行状況報告制度などを導入して、PDCA サイクル

のもとで予算管理を行いました。 



 

 

(3) 研究プロモーターの育成と活用 

・研究プロモーターの役割を担いうる人材を育成することを目的とし、研究系若手幹

部職を対象とした研修を新たに計画・実施しました。 

 

(4) 人事諸制度の改善  

・再雇用制度を導入し、定年退職者のうち再雇用希望者を「特別嘱託」として採用し

ました。 

 

 

 

以 上 


