
（財）電力中央研究所 平成 19 度事業報告について 
 

 

事業の概要 
 
 平成 19 年度は、エネルギーセキュリティの確保や地球環境問題への取組みなど、電気事業に

おける喫緊の課題解決を目指した研究の推進、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、「存在感のある研究所」としての評価の獲得を目指し、事業活

動を展開しました。 

 

 19 年度の収入は前年度からの繰越金を含め 336.0 億円、支出は 327.1 億円となり、正味財産

の期末残高は、前年度末に比べ 5.5 億円増の 332.9 億円となっております。 
 

 

 

 主な概要は以下のとおりです。 

 

 

１．「エネルギーセキュリティの確保」と「地球環境問題への対応」に積極的に取組むことを、

当研究所が電気事業と社会に対して果たすべき最大のミッションと位置付け、重点的に推進し

ました。 

 

２．当研究所が取り組む課題解決の源泉である基盤技術について、地球環境問題など、電気事業

や社会の要請の変化に迅速・的確に応えるための一層の充実・強化、外部への見える化の促進

の目的で、基盤技術の棚卸しを行い、データベースを再構築しました。 

 

３．総括プロジェクトを新設するなど、分野横断的な取組みを強化するための研究プロモーター

機能の発揮、ならびに三現主義（現場、現物、現実）の徹底により、研究の総合推進を図りま

した。 

 

４．新潟県中越沖地震を契機とした原子力発電所の耐震信頼性回復への要請に迅速に対応しまし

た。 

 

５．当研究所が創出する知的財産を最大限に活用するため、知的財産の電気事業や社会への提供、

技術移転などによる広範な活用を強化しました。 

 

６．公益法人としての社会的責任を果たしていくため、よりわかりやすく適切な情報発信に努

めるとともに、新しい公益法人制度の分析や対応策の検討を実施しました。



Ⅰ．研究活動 

 

当研究所は、電気事業や社会から頼られ「存在感のある研究所」の実現を目指して、8 つ

の専門分野別研究所*体制のもと、現場のバックアップや将来的なコア技術の育成などを目

的とした「基盤研究課題」とともに、専門分野を横断する｢研究の 5本柱｣を軸として、ニー

ズが極めて高く、至近の成果獲得が求められる「重点プロジェクト課題」と、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」を設定して研究を

推進しています。 
 
 「電力技術研究所」

注 「システム技術研究所」「原子力技術研究所」「地球工学研究所」「環境科学研究所」 *「社会経済研究所」

「エネルギー技術研究所」「材料科学研究所」 
 

平成 19 年度は、前述したミッション達成に向けて、当研究所の総合力を発揮することに重

点をおいた研究活動を行いました。具体的には、軽水炉高経年化や地球温暖化に関連する研

究を、ミッションに直結した喫緊の課題と位置付けて総括プロジェクトとするなど、分野

横断的な推進を強化しました。 

また、研究成果を電気事業や社会に広く役立てるという観点から、研究の計画段階から

アウトカム(研究成果の波及効果)を意識した研究の推進に注力しました。 

さらに、「電力機器絶縁維持基準評価設備」、「ガスタービン個体翼健全性評価設備」、「高

経年化コンクリート構造性能試験システム」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。 
 

 主要な研究成果の概要は、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 

 

19 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・31 課題を実施しました。 

 
(1) 原子力技術－安定供給の基盤支援－ 

将来にわたり安定供給の基盤を支える原子力技術について、軽水炉高経年化、バック

エンド事業支援、放射線安全、次世代原子力技術に関する研究を着実に推進しました。 

軽水炉の高経年化研究では、経年劣化に対する各種技術課題に関する産業界ロードマ

ップの作成に貢献するとともに、照射脆化、熱流動に起因する劣化、応力腐食割れ(SCC)

などの予測・評価・対策技術の開発を進めました。特に、照射脆化に関しては、当研究

所が開発した原子炉圧力容器鋼の脆化予測法が、日本電気協会 電気技術規程 JEAC4201

－2007 に採用されるなどの成果を得ました。 

バックエンド事業支援研究については、高・低レベル放射性廃棄物処分技術やリサイ

クル燃料等の輸送・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。このうち低レベル放射性廃棄物処分では、民間規格の策定に向けて、

当研究所の研究成果と知見を土木学会「余裕深度処分に関する技術報告書(案)」に反映

させました。 

 
(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電力設備の運用・保守に関するコスト低減と信頼性確保に資する



ため、現場で活用できる診断・保守技術の開発を進めました。 

発電設備については、高経年化した発電機器や鋼構造物の寿命評価法の確立に向けて、

寿命に密接に関係するき裂の検出に関し、火力発電所の実規模配管溶接試験体を対象と

した内圧曲げクリープ試験を実施し、長期運転により 3000 時間経過時の溶接熱影響部の

損傷状態の変化を明らかにしました。 

流通設備については、経年設備の維持基準の構築を目指して、機器の劣化診断技術の

開発を進め、経年ガス絶縁開閉装置(GIS)で想定される部分放電や導体接触不良などの異

常事象が、SF6の分解ガスの蓄積を利用して検出できることなどを検証しました。 
 

(3) 環境・革新技術－化石燃料・新エネルギーの持続的活用－ 

地球温暖化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

ギーの高効率利用などの研究を進めました。 

このうち、温暖化影響の科学的評価については、CO2排出量と大気中CO2濃度の関係を明

らかにするために、炭素循環を考慮した地球システムモデルによる古気候の再現計算を

行い、植生の変化がCO2吸収量に及ぼす影響が大きいことを明らかにしました。 

バイオマスエネルギーの高効率利用に関しては、各種バイオマスの石炭混焼特性や自

然発熱性の評価を行うとともに、食品加工残渣を用いた炭化ガス化ガスエンジン発電実

験と乾式ガス精製実験を行い、開発したシステムの高い実用性を実証しました。 

また、電気事業の環境問題に関連する技術開発では、石炭灰等のリサイクル技術とし

て、下水汚泥から抽出したリンと脱硫石膏を反応させて生成する水酸アパタイトによる

ヒ素、鉛汚染などに対する土壌浄化剤を開発しました。 

 
(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－ 

豊かなくらしや産業を支え、快適性、環境性を満足するエネルギー利用を進めるため

の技術開発を進めた。寒冷地対応型など新型エコキュートの普及を支援する目的で、平

成 18 年度に導入したヒートポンプの性能評価試験設備を用い、気温、室温、水温の違

いに対する性能評価を実施しました。 

また、将来的に太陽光発電などの分散形電源が、配電系統へ大量連系した際にも合理

的に系統を運用・制御するための研究にも取り組みました。分散形電源の単独運転を検

出する方式を改良し、その有効性をシミュレーション解析、実験の両面から検証すると

ともに、分散形電源の導入地域や導入量の特徴に応じて合理的に電圧を制御する方式の

組み合わせを明らかにしました。 
 

(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－ 

電力設備に関する安全・安心を確保するため、地震、風雪、雷などの自然災害リスク

やヒューマンエラーなどの人為リスクに対する予測・対策に関する研究を総合的に推進

しました。このうち、電力設備の耐風防災評価については、当研究所が開発した配電設

備の台風被害予測システムに累積降雨量予測機能などを装備することにより、被害予測

の精度向上を図り、災害復旧ツールとしての実用性を高めました。また、わが国の風力

発電設備の設計に対するガイドライン策定に向けて、落雷、強風、風の乱れを考慮した

設計法を提案しました。 

さらに、温暖化防止政策に関連して、環境税、排出権取引、技術開発政策などの事例

分析に基づき、21 世紀の日本のエネルギーシナリオ、温暖化対策・将来の枠組みのあり

方を取りまとめ、社会に発信しました。 



２．基盤研究課題 
 

19 年度は、基盤研究課題・39 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、19 年度の報告書件数は 544 件、国内外への論文発表は 1656 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 19 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 51 40 24 53 76 39 16 26 32 6 363

受託報告 11 19 11 34 31 23 15 9 26 2 181

計 62 59 35 87 107 62 31 35 58 8 544

 

 

表-2 平成 19 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 182 274 75 270 320 126 59 52 163 109 26 1656

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．知的財産の管理・活用 
 

当研究所の知的財産を、社会に役立つ財産として最大限に活用するため、技術移転を

実施するなど知的財産の社会への提供を推進しました。 

 

１．知的財産活動の基盤強化 

・特許の棚卸しを行うなど、知的財産権の確実な確保と質の向上を図るとともに、当研究

所の知的財産の経済的・社会的・学術的な波及効果を取りまとめた「知的財産報告書」

を発行し、知財の「見える化」に努めました。 

・先行技術・市場調査活動の実施、安全保障輸出等管理施策の提案と試行実施、MOT(技術

経営)大学院などへの派遣をはじめ知的財産研修の継続実施による人材教育などを行い

ました。 

特許・ソフトウエアの出願・登録件数を表-３に示します。 

 

２．知的財産活用の強化 

・知的財産の活用を強化するため、社会貢献の視点から展示会などを通じて当研究所の知

的財産を広く社会にアピールするとともに、シンボリックな商品として開発した超高品

位な「SiC 単結晶膜製造技術」や「フレッシュ・グリーン」などの技術移転を継続して推

進しました。 

・社会からの要請に応じた、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

用したコンサルタント活動、および海外からの技術協力要請に積極的に取り組みました。 

 

３．規格・基準等の制定への寄与 

 各種審議会への参画などを通じて、使用済燃料中間貯蔵のための金属キャスク構造規格

など、規格・基準、技術指針の制定に貢献しました。 

 主要な規格、基準、技術指針などの制定への貢献を表-４に示します。 

 

４．技術継承の推進 

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・セミナ

ー」などを継続して推進しました。 

 

５．試験業務の推進 

公益法人としての中立性を基盤に、大容量電力短絡試験業務、原子力発電所の非破壊検

査の信頼性向上を目的とした PD（Performance Demonstration）認証制度に基づく試験業務

の認定試験サービスを提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



表-3 平成 19 年度 特許・ソフトウエア出願・登録件数 

分野 
社会

・  

種別 
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 0 32 11 17 8 27 12 1 13 21 142特許 

登録 0 3 5 5 5 9 3 3 8 8 49

ソフト登録 4 6 13 26 6 8 3 2 12 3 83

 

 

表-4 主要な規格・基準や技術指針等策定への寄与状況 

規格・基準、技術指針等 関係機関・団体 

電気事業法、電気事業法施行規則、電気設備に関す
る技術基準を定める省令の審議 

原子力安全・保安院 

日本型風力発電ガイドラインの策定 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
（省令 62 号）解説改訂案の審議 

原子力安全基盤機構 

各種 IEC 国際標準規格案の審議・策定 IEC、電気学会 

各種 ISO/IEC 国際標準規格案の審議・改訂 情報処理学会 

各種 JEC 規格案の審議・策定・改訂 電気学会 

試験電圧標準の審議・策定 電気学会 

各種 JEAC・JEAG 規格の審議・策定 日本電気協会 

電気設備の技術基準の解釈の策定・改訂 日本電気協会 

各種 JIS 規格案の審議・改訂・策定 日本規格協会 

使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設
計及び検査基準の改訂・策定 

日本原子力学会 

返還廃棄物の確認に関する基本的考え方の策定 日本原子力学会 

原子力発電所の高経年化対策実施基準案 日本原子力学会 

ASME Boiler and Pressure Vessel Code（Section 
Ⅲ, XI）の策定・改訂 

米国機械学会 

配管減肉管理に関する規格改訂へ向けた調査 日本機械学会 

発電用原子力設備規格 維持規格案の審議・策定 日本機械学会 

使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格
の審議・策定 

日本機械学会 

風力発電設備支持物構造設計指針・同解説の審議・
策定 

土木学会 

余裕深度処分の安全評価における地下水シナリオ
に用いる核種移行パラメータ設定の考え方の審
議・策定 

土木学会 

水門鉄管技術基準の策定 水門鉄管協会 

 

 
 



Ⅲ. 業務運営 
 

１．社会的責任経営の推進 

 

（1）透明性・説明責任の向上ならびに情報管理の徹底 

内部統制体制を構築するため課題を抽出し体制整備に着手しました。またコンプライ

アンス体制を一層充実させるため、これまでの内部相談窓口に加え外部機関にも通報窓

口を設置しました。さらに、研究開発情報を保護するとともに、情報の組織的管理が図

れるようルールを明確にするなど情報管理規程を改正しました。 

 

（2）公益法人制度改革への的確な対応 

公益法人制度改革関連の政令、府・省令、ガイドラインおよび税制などの整備動向を

踏まえ、「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、新制度における事業設計、機関設計、経理設計の検討を実施しました。 

 

（3）理解と信頼の獲得を目指した広報・広聴の強化 

社会から信頼される電中研ブランドの一層の定着に向けて以下を実施しました。 

・ 「地球環境とエネルギーセキュリティの両立を求めて」をテーマに東京、高松、仙台

において「エネルギー未来技術フォーラム」を開催し、例年を上回る参加者を得るこ

とができました。 

・ 得られた主な研究成果を、プレスリリースや電中研ニュースで発信しました。またエ

ネルギー・環境に係る社会貢献活動の一環として、全国各都市において一般の方や教

員を対象にしたセミナー・講演会（23 回）を開催しました。 

 

２．人材の活性化と事業資源の有効活用 

 

（1）研究総合力強化に向けた人材育成 

研究力の強化、研究の効率的推進のために米国のローレンスバークレー国立研究所や

オハイオ州立大学などへの若手研究員の派遣や、業務推進上必要な専門的知見の収集、

強化のために国内諸機関への派遣を実施しました。また、研究系若手幹部職を対象とし

た「経営層との意見交換会」を実施するとともに、階層別研修や自己啓発支援施策を計

画的に実施しました。 

 

（2）事業資源の有効活用 

不用となった実験用建屋撤去、老朽化建屋の寿命延伸、省エネルギー化を推進し、運

用コスト低減に向けた施設環境整備を進めました。 

研究の実施では、研究力強化、ノウハウ蓄積などの観点から、外部委託を必要不可欠

なものに絞り込むなど、研究の内製化への取組みを励行しました。 

 

 

以 上 


