
　本報告書は，当社グループの研究・開発および知的
財産に関する活動についてご理解いただくための情報
提供のみを目的としており，いかなるコンテンツも投資
を勧める目的で掲載されてはおりません。投資に関する
ご判断は，利用者ご自身の責任において行われますよう
お願いいたします。
　本報告書記載内容のうち，当社グループの計画，
方針，戦略，事実認識等，将来に関する記述をはじめと
する，既に実現した事実以外の事項は，現在入手可能
な情報から得られた予測，想定，計画等を基礎として
います。また，既に実現した事実および一定の前提に基
づいて予測を行っており，客観的な正確性，将来の
実現可能性を保証するものではないことをご承知おき
ください。

本報告書に関する注意事項

この報告書について，ご意見，お問い合わせ等がございましたら，
お気軽に下記までお寄せください。

エネルギア総合研究所 知財啓発権利化グループ
〒730-8701 広島市中区小町4-33
TEL 082-544-2912　FAX 082-544-2913

https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/chizai/index.html
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特 集 ： AI・IoT時代に対応した知的財産活動



知財で
電力新時代を
切り拓く。

活 用

人 材

保 護 創 造

エネルギアグループの
知財活動イメージ

　エネルギー業界の競争環境の変化が進むなか，競争優位の源泉

となるものは，保有している企業のみがコントロールできる知財で

あり，それを生み出す人材と考えます。

　当社グループは，ステークホルダーの皆さまとのつながりを大切

にしながら，積極的に知財戦略を推進するとともに，それを支える

人材育成に取り組んでいます。

・戦略的な権利化
・知財リスクへの対応

・創意工夫
・研究・開発

・知財価値の顕在化
・事業活動の自由度確保

・人材育成
・啓発活動

・競争力強化を通じた企業価値の向上
・積極的な情報発信

株主・投資家の
皆さま

・低廉で質の高い電気の安定供給
・知財を通じた社会貢献

お客さま・
地域社会

・標準化への取り組み
・知財を通じたアライアンス

他事業者等

・外部知見の有効活用
・一体的な研究・開発

研究パートナー
（メーカー・大学・研究機関等）

中国電力㈱
代表取締役 社長執行役員

　電力の小売競争が一層激化するなか，2020年4月
には送配電部門の法的分離により当社グループは
新たな体制で動き始めました。2020年1月には，
2030年度をターゲットとする経営ビジョン「エネル
ギアチェンジ2030」を策定し，取り組みを進めている
ところです。
　知財活動においても，経営ビジョンを踏まえた知財
戦略基本方針を策定していますので，本誌でその取り
組み状況を紹介いたします。
　当社グループは，事業運営のあらゆる場面で生み
出されている知的資産を知財として認識・活用し，
企業価値を向上していくことがグループ存立の基盤で
あると考え，2003年度からグループ全体で知財戦略
を推進してまいりました。
　経営ビジョンの実現に向け，エネルギー事業を中心
とした既存事業における競争優位性の確保，新事業・
新サービスにおける将来の利益拡大に向けた知財の
取得，知財活動を通じた輝く人材の育成を目指し，

知財活動を展開してまいります。

　昨年2月，当社グループは「2050年カーボンニュー
トラル」に向け，挑戦していくことを表明し，さまざまな
取り組みを加速させています。こうした脱炭素化の
動きに加え，コロナ禍による社会・経済の変化やデジ
タルトランスフォーメーション等，経営環境はめまぐる
しく変化しています。
　デジタルトランスフォーメーションの中核となるAI・
IoTテクノロジーは急速な発展を遂げ，電気事業に
おいても，これらのデジタル技術を活用した発電・送配
電設備の効率的な形成や運転・保全等に係るアセット
マネジメントの高度化等，生産性の向上やコスト削減
を図っており，電力システムのイノベーションが必要
不可欠となってきています。
　また，AI・IoTテクノロジーの積極的な活用は，持続
可能な社会の実現に向けてのエネルギーの安定供給
確保や気候変動の緩和といった課題に対しても有効
な取り組みとなります。

　今回の報告書では，こうした取り組みに
関係する知財活動を特集として取り上げて
います。「AI・IoT時代に対応した知的財産
活動」の一端をご覧いただければ幸いです。

　当社グループは，知的財産制度の枠組みを
尊重・活用した知財戦略の取り組みを一層
深化させ，ステークホルダーの皆さまのご
期待に応えてまいりたいと考えています。
今般，コーポレートガバナンス・コードが改訂
され，知財・無形資産の投資・活用戦略の
開示が求められており，これまで以上に知的
財産報告書をはじめとしたさまざまな活動を
通じて積極的に情報発信するとともに，皆
さまからお寄せいただく声に十分耳を傾けて
まいります。
　今後とも，一層のご理解とご支援をいた
だきますよう，よろしくお願いします。

知財活動を競争力強化の源泉として
夢ある未来を拓くカギ。 AI・IoTテクノロジー

ステークホルダーの皆さまの期待に
お応えするために
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特集

コラム … 経営層とのコミュニケーション 

コラム … エネルギアR&Dフォーラム（研究成果発表会）2021の開催 
コラム … 研究・開発テーマ創出カンファレンス～「IPランドスケープ®」への挑戦～，夢みらい共創ラボ

コラム … 社内表彰制度

コラム … 知財研修におけるニューノーマル

コラム … とっきょ  

2 電気事業を支える基盤技術と特許の関わり 17-20

3 研究・開発への取り組みと独自技術 21-25

グループ企業の知財活動への取り組み  － ㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ － 26

1 知財戦略の基本理念と推進体制 13-16

4 オープンイノベーションの取り組み 27-28

5 商標への取り組み 29-30

316 知財リスクへの対応

7 社会貢献への取り組み 32

17

18-20

基盤技術は「発電」「送電」等10の分野に大別され，相互に連携することで低廉で安定した電力供給を実現

基盤技術を権利化し事業活動の自由度を確保するとともに，保有特許を活用するためのライセンス活動も推進
保有する特許の事業への貢献を把握するという経営の観点から，特許の価値の定量的評価を実施

21

22

22

経営ビジョン実現のため，研究・開発として取り組む3つの「戦略的イノベーション領域」を設定

石炭ガス化燃料電池複合発電とCO２分離・回収技術を組み合わせた革新的低炭素石炭火力の実現を目指した
大崎クールジェンプロジェクトを推進

大規模設備や複雑な送配電ネットワークの運用ノウハウ・技術を基に，ユーザー視点で独自の研究•開発を実施
共同研究，共同開発やクロスライセンス，標準化活動等を通じて，外部の知見や技術を有効活用

13

14

15-16

競争優位の源泉は知的財産であり，それを生み出す人材であるという考えに基づき3つの基本理念を規定
社員の約半数が発明者という裾野の広い活動や，現業機関の社員の発明の多さが特長

知財戦略推進のための支援体制や会議体を整備し，事業戦略，研究•開発戦略，知財戦略を一体的に展開

経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」実現のため，グループ知財戦略の方針と目標を設定

29-30
シンボルマークや，シンボルスポーツ等の商標をお客さまとのコミュニケーションで積極的に活用

EnerGia IP Activity 2021 33-34活 動 報 告

特許の価値の定量的評価／特許出願・登録件数・登録率の推移／発明者人口の推移 ほか

27-28
個々にあわせてオープンイノベーションの取り組みを展開

コンプライアンス最優先の考え方に基づき，特許権等の侵害リスク対応を実施

32

32

学校への出前授業や施設見学等を通じた貢献

「JIPA※環境シンポジウム」への参加

本報告書の開示項目は，経済産業省の「知的財産情報開示指針」を踏まえ，当社の取り組みの特長が最も明確になるよう，項目の配列等を変更した構成としています。

※（一社）日本知的財産協会

所属は，2022年1月末現在

07・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・益永 善則
エネルギア総合研究所 電力技術グループ

09・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水野 将吏
中国電力ネットワーク㈱ 配電部 配電運営第二グループ

12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳川 敏治
エネルギア総合研究所 環境技術グループ

12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村 昭史
エネルギア総合研究所 データソリューショングループ

19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤井 義徳
電源事業本部 西部水力センター 土木第7課

20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石原 知幸
中国電力ネットワーク㈱ 岡山ネットワークセンター 配電保修課

25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉河 敏和
エネルギア総合研究所 環境技術グループ

26・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉名 康弘　
㈱エネルギアL＆Bパートナーズ 不動産事業本部プロパティマネジメント事業部

28・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島 慎平
エネルギア総合研究所 事業共創グループ

30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市村 和俊
人材活性化部門 安全健康推進グループ
（中国電力レッドレグリオンズ 新リーグ担当）

31・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高見 英恵
エネルギア総合研究所 知財啓発権利化グループ

AI･IoT時代に対応した知的財産活動

051 AI・IoT技術への全社的取り組み

062 知的財産としてのAI・IoT技術

07-123 AI・IoT技術に関する発明

電気事業を支える基盤技術

知財戦略の3つの基本理念

知財戦略推進体制

経営ビジョンと知財戦略 

オープンイノベーションの具体的な取り組み

商標を通じたメッセージの発信

知財リスクに対する日常業務での対応 31

地域の人材育成への協力

環境技術による貢献

研究・開発戦略

カーボンニュートラルに向けた取り組み 

22
新たなビジネス機会の獲得に向けた，次世代エネルギーに関する取り組み
次世代エネルギー技術の推進 

23-25
価値の高い成果を生み出すため，研究•開発の取り組みを効率的に進める規程や体制を整備
研究・開発推進体制 

研究・開発の意義と独自技術

基盤技術と特許の関わり

VOICE
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13

14

15-16

競争優位の源泉は知的財産であり，それを生み出す人材であるという考えに基づき3つの基本理念を規定
社員の約半数が発明者という裾野の広い活動や，現業機関の社員の発明の多さが特長

知財戦略推進のための支援体制や会議体を整備し，事業戦略，研究•開発戦略，知財戦略を一体的に展開

経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」実現のため，グループ知財戦略の方針と目標を設定
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シンボルマークや，シンボルスポーツ等の商標をお客さまとのコミュニケーションで積極的に活用

EnerGia IP Activity 2021 33-34活 動 報 告

特許の価値の定量的評価／特許出願・登録件数・登録率の推移／発明者人口の推移 ほか
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コンプライアンス最優先の考え方に基づき，特許権等の侵害リスク対応を実施
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32
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本報告書の開示項目は，経済産業省の「知的財産情報開示指針」を踏まえ，当社の取り組みの特長が最も明確になるよう，項目の配列等を変更した構成としています。

※（一社）日本知的財産協会

所属は，2022年1月末現在

07・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・益永 善則
エネルギア総合研究所 電力技術グループ
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AI･IoT時代に対応した知的財産活動
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062 知的財産としてのAI・IoT技術

07-123 AI・IoT技術に関する発明

電気事業を支える基盤技術

知財戦略の3つの基本理念
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VOICE
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コスト低減や生産性向上

□設備（発電所・系統等）の最適運用
□予防保全技術の高度化
□業務支援技術による効率化

○AI・IoT
○ブロックチェーン
○ビッグデータ 等

○ドローン
○ウェアラブルカメラ
○センサー 等

○太陽光発電
○電気自動車
○蓄電池 等

○スマートメーター
○5G
○MaaS※ 等

新たなエネルギービジネス

□分散型電源や蓄電池を活用した新サービス
□P2P電力取引サービス
□スマートメーターを活用したデータ利用サービス
□スマートシティ

エネルギアチェンジ2030（技術革新）

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

知的財産としてのAI・IoT技術
　AI・IoT関連技術は急速な発展を遂げており，大容量・高速化したインターネット環境の活用や，AIアルゴリズムを用いた大量
のデータの分析，学習により，将来の事業に備えた研究開発を含め，さまざまな業務への利活用が容易になってきています。
　このうち，AI関連技術に関する発明については，ニューラルネットワーク等の機械学習のプログラムそのものである「AI本体
に関する発明」と，それを実業務に応用した「AI応用発明」に分類することができます。「AI応用発明」については，電力設備
の工事・維持・運用はもちろん，新規ビジネスに向けてもさまざまなアイデアを創出することが可能であり，これらを特許出願し
権利確保をしたうえで実業務に活用することで，業務の効率化・高度化が図れるものと考えています。

AI・IoT技術への全社的取り組み

2

1
　当社グループでは，送配電部門の法的分離という創業以来最大の転換期を迎え，グループ経営の「目指す姿」や「その実現
に向けた取り組みの方向性」を示すため2020年１月に新たなグループ経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」を策定した
ところです。新経営ビジョンでは，今後の環境変化に合わせ，ギアを変えながら成長に向けて徐々に加速していくとしていること
から，デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の中核となり，日々進化するAI・IoT等のテクロジーについても，新たな技術を
積極的に取り入れることが求められています。
　具体的には，今後の事業活動への変化への備えとして，AI・IoT等のテクノロジーを通じて業務のデジタル化をさらに進め，
予防保全の高度化等の「コスト低減や生産性の向上」，太陽光発電等の分散型電源や蓄電池を活用した新サービス等「新たな
エネルギービジネス」に結び付けていく活動に取り組んでいきます。
　これらの取り組みによって創作された発明については，「アイデア段階」，「研究段階」，「実用化段階」のそれぞれの段階に
応じた創意工夫を織り込んだうえで，他社に遅れることなく早期に権利化することが重要です。
　今後は，当社グループの経営全般にわたる使用可能なデータと，デジタル技術の活用により，既存事業の収益性向上と新たな
サービスの創出を実現していくことが必要不可欠になると考えています。次ページにこれら取り組みの活動の一つについてインタ
ビューにより紹介します。

　AI・IoT関連技術に関する発明の活用の具体的な場面としては，例えば，「設備保守」，「運転管理」，「需給調整」のほか熟練
技術者がこれまでの経験により培ってきた技術を若手技術者に伝える「技術承継」等多様な活用が挙げられます。
　今回の特集においては，これらの活用場面を想定した発明の一端について，持続可能な開発目標（SDGs）アイコンを付しつつ
紹介します。

※MaaS：車（EV含む），鉄道，航空機等すべての交通機関をシームレスに繋げるサービス

分散型電
源
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フラデバ
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ス
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従来の
電気事業

　当社グループでは，経営ビジョンの達成に向け，ＩＴ構想「Energia Digital Innovation」を
策定し，「innovation 既存事業の革新」「creation 新たな価値の創出」「activation 人材の
活躍」の３つの推進軸を掲げ，事業革新と価値創出の実現を目指した取り組みを進めています。
　今回は知的財産との関連から，「creation」に焦点を当て，具体的な取り組み内容について
ご紹介します。
　「creation」は，デジタル技術・データ活用により，当社グループが保有するアセットを有効
活用し，新たな価値の創出を目指すもので，３つのテーマを柱に活動しています。
　１つ目は，「業務テーマ解決に向けた実践」です。当社グループのさまざまな業務課題をデジタル
技術やデータ活用により解決することによって，既存事業の収益性向上を目指すものです。
　２つ目が，「データの洗い出し」で，グループ全体で使用可能なさまざまなデータを洗い出し，
新たな価値や新サービスを生み出していこうとするものです。
　３つ目が，それらを支える「データ活用人材の育成」で，WEB講座の受講や大学との連携による個別研修等により人材育成
を図っています。
　知的財産の関連では，これらの活動の成果を積極的に特許出願し権利化を目指します。
　３つのテーマの実施主体となる業務主管箇所の取り組みに対し，情報通信部門は，デジタル技術活用支援やデータ活用
基盤整備等を，また，エネルギア総合研究所は，データ分析・データ活用人材育成支援や知財権利化・知財法務支援等を
行い，新たな価値の創出を推進していきます。

特 集
AI･IoT時代に対応した
知的財産活動

　AI活用は入力と出力の
相関を学習させた「学習
済みモデル」を生成する
①学習段階と「学習済み
モデル」を利用して入力
データから出力データを
得る②利用段階に分けら
れます。

①学習段階

②利用段階

教師データ

入力データ

学習データ1
学習データ2
学習データ3

データ1
データ2
データ3

正解ラベル

正解ラベルと同種のデータ学習データ1～3と同種のデータ

機械学習 学習済み
モデル

入力 出力

出力データ学習済み
モデル入力 出力

エネルギア総合研究所
部長（経営）

川上 功

インタビュー
「creation」
新たな価値の創出に向けて
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AI・IoT技術に関する発明3

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

運転管理 技術承継 実用化
段　階

　予兆監視システムが検知・捕捉した事象の
展開や，原因究明および対策については，
経験を積んだ熟練技術者の知識に頼るところ
がありました。このため，過去，国内で発生し
たトラブル情報等を用いて作成したデータベ
ースから，AIが類似事象を数件～十数件まで
絞り込み運転員・保修員に提示する「原因究
明アシスト機能」を構築しました。

発展
VOICE 発明者の声 エネルギア総合研究所 電力技術グループ 益永 善則

　4～5年前頃から，「IoT（モノのインターネット）」や「AI」，「ビッグデータ」がバズワードになりましたが，
発電機器やダム等の水力設備に適用すれば，数十年もの間，業務態様の変化に乏しかった保安業務に
革新をもたらすことができるかも知れないとの構想を契機に，IoTプラットフォームの構築に取り組みました。
　ほかの電源に比較して，平均的に出力規模が小さいため，有効な機能の絞り込みとコスト抑制が不可避
でしたが，小規模でありながら世界最先端分野のデジタル技術を適用・開発し，実用化に至りました。
　グリーンエネルギーとしての役割が期待される水力発電に，DXを持ち込むことで，先進的で魅力的な
職場環境への一助になればと思っています。

IoTを用いた水力発電設備の保安業務高度化
（PCT/JP2020/030622ほか）

　水力発電所では，設備の制御や監視のために，電流や温度，振動等のさまざまなデータを計測しています。これまでは，計測
データが既定の範囲から外れた場合には，運転が継続できる状態であっても現場確認が必要になる等，その保安活動には多く
の時間と労力を要していました。
　そこで，IoTプラットフォームの活用により，水力発電設備で計測したデータを収集，蓄積し，リアルタイムに解析することで，
設備の健全性や，各計器の情報，挙動のトレンド等の見える化を実現しました。これにより，設備の状況を遠隔地から一元的
に把握できるようになり，巡視・点検の省力化や，早期の故障予兆の検知等が可能となりました。
　この技術の革新性は，各種の計測データを自動収集・蓄積しながら，データストリームによる解析を逐次実行してその結果を
見える化するまでの一連の動作を，すべて自動でリアルタイムに実施することや，また，データ蓄積の粒度や解析作業の負荷軽重
に応じて，エッジサーバとクラウドサーバのハイブリッド構成を使い分け，扱うデータの信頼性や利便性や巡視・点検時の省力化
を高めていることにあります。
　本システムは，当社滝山川発電所に導入し，データの自動取得等の効果の確認ができました。今後は，当社の水力発電所を
対象に本システムを導入していくほか，他社の水力発電所プラントへも展開を検討していく予定です。
　なお，本システムの実証試験は，グループ企業である㈱エネルギア・コミュニケーションズと共同で実施し，2020年に「産業
保安高度化推進事業費補助金」（経済産業省による補助事業）に採択されています。

［概要・効果］

原子力発電所の予兆監視システム
（特許第6304767号ほか）

　電力設備を安全かつ効率的に稼働させるためには，点検や保守作業に加え，設備状態の監視が欠かせません。原子力発電所
や火力発電所等では，設備の運転状況や機器の状態を監視するため，発電機や配管等の設備に多数のセンサーを設置し，さ
まざまな種類のデータを常時測定しています。　
　センサーの測定値がしきい値を超えアラームが鳴ると，設備に不具合や故障が生じた可能性があると判断し，原因箇所を
特定のうえ点検・保修等の対応を行います。これらは軽微な段階での不具合や故障箇所の発見に適していますが，より早い段
階で故障を未然に防ぐには，日常点検で設備の振動音や圧力・温度等を総合的に確認し，経験に基づき設備状態を判断する
ことが求められます。
　ビッグデータ解析技術を活用して，各種センサーのデータを収集し，微細な変化や各データの相関を分析することで，予め
「設備が健全で安定した状態」のデータパターンを求めます。このパターンを用いて計測データから「健全状態であれば得られる
はずのデータ」を推定し，計測データと比較します。
　比較結果が不一致であれば，不具合や故障が発生する前段階の「通常とは異なる状態（異常状態）」と判断して，データ
パターンに変化をもたらしたセンサーを特定し，影響が及ぶ範囲や原因箇所を推定します。
　異常状態を予兆段階で検知することで，発電所設備の早期点検・保修等適切な予防保全が可能となりました。
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　AI応用発明は，実際の業務等で導入する前のアイデア段階で出願・権利化が可能であり，知財戦略の観点からは，他社に
遅れをとることなく早期に出願し，将来の事業実施の自由度を確保することが重要です。
　当社では発明の提案書に簡易発明提案書という様式を用いていますが，AI応用発明に関係する提案書は，AI応用発明の
特徴となる「学習データ（利用段階の入力データ）」，「正解ラベル（利用段階の出力データ）」を明記する様式の内容に簡素化し，
発明者が容易かつ早く提案できるようにしています。

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

VOICE 発明者から一言
今回，作成したAIの機械学習モデルで電柱写真から機器形状を自動判定することにより，効率的に調査
対象箇所の抽出を行うことができました。
　AIの精度は必ずしも100％ではありません。人による詳細確認が必要な業務はこれまでどおり確実に
実施したうえで，効果的にAI・IoTを活用することで，さらなる業務効率化や生産性向上へ繋げることがで
きると思います。
　今後も技術革新は益々進んでいくと思います。将来的には，DXを活用した設備異常の自動検出等，
新たな技術を取り入れ，配電設備保全業務の高度化を実現したいと考えています。

中国電力ネットワーク㈱ 配電部 配電運営第二グループ 水野 将吏

　知財業務の中では，特許調査は頻繁に行われる重要な業務の一つです。特許調査は，重複研究・重複投資を避けるための技術
調査，特許出願時における権利取得のための先行技術調査，さらには特許無効調査，クリアランス調査等があり，目的に応じた調
査が必要です。これらの調査は，発明の構成要件等に基づいたキーワードや特許分類で条件式を設定し，検索を行っています。
　最近では，AIにより文献を検索する特許調査システムが登場しており，当社でも導入し業務効率化を図っています。このシステ
ムは，従来の条件式を用いた検索方法とは異なっており，条件式を作る必要がなく発明内容の文章を入力するだけとなってい
ます。AIがこの入力した文章と類似する文献を収集してくれ，さらに内容の類似度順に文献を提示してくれます。文献が類似度順
に提示されるため，調査したいと思っていた内容の発明を素早く見つけることができ，文献の確認にかかる時間も短縮され効率的
な特許調査ができるようになりました。

画像判定装置による要点検設備の判定
（特願2020-011309）

AIを活用した特許調査
コラム

設備保守

太陽光発電出力推定
（特願2019-138808)

需給調整

　従来から太陽光発電出力（以下，「PV出力」）を算出する場合，ニューラルネットワーク等，過去の実績データを学習してPV
出力を推定する手法がありましたが，同一の過去データを用いて学習しても，学習の度に異なるモデルが作成され，モデルに
より予測精度にばらつきが生じてしまう課題がありました。
　本発明では，取得した過去情報から作成した訓練データを用いて複数回学習することにより，複数のPV出力算出モデルを
生成し，その中から評価値の高い複数のモデルを選出します。続いて，選出した複数のモデルによりPV出力を推定し，得られた
推定値に対し学習時の評価の高さに応じて重み付けを行い，最終的にPV出力推定値を決定します。このような手法をとることに
より，安定した精度での推定が可能になりました。

処理の流れ

開始

過去情報取得

訓練データを作成

複数のPV出力算出モデルを生成

評価値の高い複数のモデルを選出

選出モデルによる発電出力の推定

評価値による重み付けにより推定値を決定

終了

［概要・効果］
　配電設備の点検・調査業務においては，地域に設置されている膨大な数の電力設備を調査する必要があり，多大な時間や
コストを要しています。特に管理している設備台帳から机上で調査の要否を判別できないものは，頻繁に現場に出向く必要が
ある等，電力設備毎に調査の必要性を判定して対象を絞り込む必要があり，人により管理されている設備台帳に基づく従来
方法では非効率であるという課題がありました。
　本発明は，電力設備を撮影した現場の画像を学習し，前記現場画像に写っている電力設備の外観上の特徴（蓋ボルト形状，
放熱板有無，ブッシング形状，容量表示色等）と調査対象の相関を学習したＡＩが，調査の要否や判別した特徴を出力することに
より，設備台帳の調査や現場調査件数を大幅に削減できます。

［概要・効果］
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：学習段階

：利用段階

出 力
特徴（現場画像から抽出・判定）

調査

不要
必要
不要

外観形状A
形状a or 不明
形状a or 不明
形状a’

外観形状B
なし
形状ｂ
形状ｂ

外観形状C
ポケットなし
形状ｃ’or 不明
形状ｃ

…
…
…
…

色A
色a

色a’ or不明
色a

𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒：PV出力推定値
𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖：各モデルのPV出力推定値
𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖：Test時損失関数評価値
𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥： 𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖のうちの最大値
𝑀：モデル数

𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒 =
∑ {𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖×𝑓（𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖）} 𝑀

𝑖=1

∑ 𝑓（𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖）𝑀
𝑖=1

算出式

𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒 =
∑ （各モデルの出力推定値×各モデルの重み）3

1

∑（各モデルの重み）3
1

=
0.9𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒1+0.5𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒2+0.6𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒3

0.9+0.5+0.6

推定例

𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠1 𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠3 𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠2
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み
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（評価値による重み付け）
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PV出力算出モデル

中間層 出力層

PV出力
推定値

AI応用発明の早期出願
コラム

実用化
段　階

研　究
段　階
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　AI応用発明は，実際の業務等で導入する前のアイデア段階で出願・権利化が可能であり，知財戦略の観点からは，他社に
遅れをとることなく早期に出願し，将来の事業実施の自由度を確保することが重要です。
　当社では発明の提案書に簡易発明提案書という様式を用いていますが，AI応用発明に関係する提案書は，AI応用発明の
特徴となる「学習データ（利用段階の入力データ）」，「正解ラベル（利用段階の出力データ）」を明記する様式の内容に簡素化し，
発明者が容易かつ早く提案できるようにしています。

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

VOICE 発明者から一言
今回，作成したAIの機械学習モデルで電柱写真から機器形状を自動判定することにより，効率的に調査
対象箇所の抽出を行うことができました。
　AIの精度は必ずしも100％ではありません。人による詳細確認が必要な業務はこれまでどおり確実に
実施したうえで，効果的にAI・IoTを活用することで，さらなる業務効率化や生産性向上へ繋げることがで
きると思います。
　今後も技術革新は益々進んでいくと思います。将来的には，DXを活用した設備異常の自動検出等，
新たな技術を取り入れ，配電設備保全業務の高度化を実現したいと考えています。

中国電力ネットワーク㈱ 配電部 配電運営第二グループ 水野 将吏

　知財業務の中では，特許調査は頻繁に行われる重要な業務の一つです。特許調査は，重複研究・重複投資を避けるための技術
調査，特許出願時における権利取得のための先行技術調査，さらには特許無効調査，クリアランス調査等があり，目的に応じた調
査が必要です。これらの調査は，発明の構成要件等に基づいたキーワードや特許分類で条件式を設定し，検索を行っています。
　最近では，AIにより文献を検索する特許調査システムが登場しており，当社でも導入し業務効率化を図っています。このシステ
ムは，従来の条件式を用いた検索方法とは異なっており，条件式を作る必要がなく発明内容の文章を入力するだけとなってい
ます。AIがこの入力した文章と類似する文献を収集してくれ，さらに内容の類似度順に文献を提示してくれます。文献が類似度順
に提示されるため，調査したいと思っていた内容の発明を素早く見つけることができ，文献の確認にかかる時間も短縮され効率的
な特許調査ができるようになりました。

画像判定装置による要点検設備の判定
（特願2020-011309）

AIを活用した特許調査
コラム

設備保守

太陽光発電出力推定
（特願2019-138808)

需給調整

　従来から太陽光発電出力（以下，「PV出力」）を算出する場合，ニューラルネットワーク等，過去の実績データを学習してPV
出力を推定する手法がありましたが，同一の過去データを用いて学習しても，学習の度に異なるモデルが作成され，モデルに
より予測精度にばらつきが生じてしまう課題がありました。
　本発明では，取得した過去情報から作成した訓練データを用いて複数回学習することにより，複数のPV出力算出モデルを
生成し，その中から評価値の高い複数のモデルを選出します。続いて，選出した複数のモデルによりPV出力を推定し，得られた
推定値に対し学習時の評価の高さに応じて重み付けを行い，最終的にPV出力推定値を決定します。このような手法をとることに
より，安定した精度での推定が可能になりました。

処理の流れ

開始

過去情報取得

訓練データを作成

複数のPV出力算出モデルを生成

評価値の高い複数のモデルを選出

選出モデルによる発電出力の推定

評価値による重み付けにより推定値を決定

終了

［概要・効果］
　配電設備の点検・調査業務においては，地域に設置されている膨大な数の電力設備を調査する必要があり，多大な時間や
コストを要しています。特に管理している設備台帳から机上で調査の要否を判別できないものは，頻繁に現場に出向く必要が
ある等，電力設備毎に調査の必要性を判定して対象を絞り込む必要があり，人により管理されている設備台帳に基づく従来
方法では非効率であるという課題がありました。
　本発明は，電力設備を撮影した現場の画像を学習し，前記現場画像に写っている電力設備の外観上の特徴（蓋ボルト形状，
放熱板有無，ブッシング形状，容量表示色等）と調査対象の相関を学習したＡＩが，調査の要否や判別した特徴を出力することに
より，設備台帳の調査や現場調査件数を大幅に削減できます。

［概要・効果］
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・設備画像（電柱，機器）
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入力
　設備画像

教師データ（入力）
・調査要否
・要否判定に要する特徴
 （外観形状，色等）

：学習段階
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特徴（現場画像から抽出・判定）
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不要
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𝑀：モデル数
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∑ {𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖×𝑓（𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖）} 𝑀

𝑖=1

∑ 𝑓（𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖）𝑀
𝑖=1

算出式

𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒 =
∑ （各モデルの出力推定値×各モデルの重み）3

1

∑（各モデルの重み）3
1

=
0.9𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒1+0.5𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒2+0.6𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑒3
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今日の日付

①，②を
クリック

マークを
クリック

①

②

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

かき幼生検出エンジン

詳細データ表示ポイントモード表示初期表示 かき幼生検出結果

海域マップは拡大，縮小可能

AI関連開発に関する法務相談体制
コラム

かき幼生の検出
（特願2020-064379ほか）

地域共創

　当社は，「ひろしまサンドボックス※」の実施事業「スマートかき養殖IoTプラットフォーム事業」（2018～2020年度広島県AI／
IoT実証プラットフォーム事業実施業務）に参画しました。
　本事業参画の成果として，AIを活用して海水中に含まれるかきの幼生数を診断する発明を実装した「幼生検出アプリ」を
㈱セシルリサーチと共同で開発しました。これを活用することにより，かきの幼生が豊富な場所を特定できるため，効率よくかき
の種苗を確保し，養殖を開始することが可能となりました。2021年度からは広島県水産課および広島湾内4ヵ所の漁業協同組
合において，実運用に向けた検討を進めています。

　AIの学習用データにはプランクトンネットで採取したサンプルに含まれるかきの幼生を撮影したデータを使用しています。
「幼生検出アプリ」（スマートフォンアプリ）を使用し，採取地点で撮影したサンプル画像と採取地点の位置情報（ポイント），日付
をクラウドに送信すると，クラウド上のかき幼生検出エンジン（AI学習済み）による検出結果が，スマートフォンアプリで確認でき
ます。これにより，どこで，どんな幼生が検出できたかを容易に確認することができます。

※AI/IoT，ビッグデータ等の最新のテクノロジーを活用することにより，広島県内の企業が新たな付加価値の創出や生産効率化に取り組めるよう，技術やノウハウを
保有する県内外の企業や人材を呼び込み，さまざまな産業・地域課題の解決をテーマとして共創で試行錯誤できるオープンな実証実験の場

［概要・効果］

ボイラの燃焼状態判定方法
（特願2018－119168）

技術承継

　火力発電所ボイラにおけるバーナの燃焼状態は，当直員が目視等により確認していますが，正確な燃焼状態の判断のため
には当直員の熟練が必要です。
　本発明は，バーナの火炎の画像と一定時間内の熟練当直員による操作内容（操作の有無，操作対象機器，操作量）との相関を
学習したAIが，火炎の画像をもとに異常の有無や，異常時の操作が必要となる対象機器や操作量を判断し，異常有の場合は
警報を発し，操作が必要な機器の自動制御を行うものです。このようにAIを活用することにより，数値化できない熟練者の感覚的
な判断や，判断に伴う適切な機器操作を行うことが可能になると考えています。

［概要・効果］

VOICE 発明者の声 エネルギア総合研究所 環境技術グループ 柳川 敏治
　検討を開始した当初は夏の少雨が原因とみられるかき幼生の採苗不調が頻発しており，生産者は何度
も採苗作業を繰り返すとともに，他産地からの種苗の確保で多大な出費が発生し，その時のことは忘れ
られないほどの苦労があったそうです。ここ数年は安定して採苗ができていますが，かき養殖の種苗はほと
んどが天然に依存していますので，気候変調の影響を直接的に受けることから，再度採苗不調が継続して
起こる可能性は十分あります。
　本アプリの活用により，採苗不調時にも種苗が確保できるようになれば，地域の重要産業であるかき
養殖に大きな貢献ができると期待しています。

VOICE 発明者の声 エネルギア総合研究所 データソリューショングループ 中村 昭史

　かきの幼生検出モデルを作成し，本アプリを開発しました。開発にはさまざまな苦労がありましたが，
かき生産者の方に協力していただき，実証試験を行うことができました。
　かき幼生の検出性能はまだ十分ではないと思いますが，幼生検出アプリをかき生産者の方に実際に
使っていただき，使った感想として「採苗の役に立ちそう」と声をいただけたときは，嬉しかったです。

教師データ（入力）
・バーナの火炎の画像
 （温度分布，長さ，形状の時間
 変化等の特徴量を抽出）

AI本体

入力
　バーナの
　火炎の画像

教師データ（出力）
異常判断の際の当直員の操作内容
・操作有（異常有），操作無（異常無）
・操作対象機器，操作量

出力
・異常有無
・操作対象機器
・操作量

・警報
・機器の自動制御

：学習段階

：利用段階

：周辺のシステムが実行

①の後 をクリック1週間前まで積算

実用化
段　階

アイデア
段　  階

　自社の強みとなる技術の開発や新規事業の創出を目的として，第三者と共同して研究・開発やビジネスモデルの検討を行う
場合，発明創出の機会や情報流出等，知財リスクが生じます。検討の成果や発明を適切に保護し，秘密情報の流出やパート
ナーとのトラブル等，種々のリスクを未然に回避するには，事前に条件を協議しお互いの合意のもとに研究・開発や検討を進め
ることが重要となるため，これらに関する契約についてはエネルギア総合研究所 知財企画法務グループに事前相談してもらう
制度を設けています。
　DX推進の中核的な技術となるAI分野の契約については，専門的知見を持ったベンチャー企業がパートナーとなることも多い
ことから，自社での成果物の利用形態や事業上の狙いを相談箇所との対話を通じて明確化すると共に，ベンチャー企業の意向に
も配慮することで双方の納得感を高めバランスの取れた条件（成果物利用ルール）を設定する等，知財法務の側面から社内の
さまざまな検討を支援しています。

事業上の優位性創出を
目的とした案件

当社の
課題検討

A案件

B案件

AI② 開発

AI① 開発

C案件

利用形態次第で当社に
影響が生じる案件

自社での利用が担保
されれば支障ない案件

パートナーによる
競合等への実施は限定的

【共同での研究・開発等】 【研究・開発の位置づけ】 【成果物の利用ルール】

影響の程度を勘案して
個別に条件設定

当社事業への支障となる
例外を除いて任意

クラウド

11 12



今日の日付

①，②を
クリック

マークを
クリック

①

②

特集：AI・IoT時代に対応した知的財産活動

かき幼生検出エンジン

詳細データ表示ポイントモード表示初期表示 かき幼生検出結果

海域マップは拡大，縮小可能

AI関連開発に関する法務相談体制
コラム

かき幼生の検出
（特願2020-064379ほか）

地域共創

　当社は，「ひろしまサンドボックス※」の実施事業「スマートかき養殖IoTプラットフォーム事業」（2018～2020年度広島県AI／
IoT実証プラットフォーム事業実施業務）に参画しました。
　本事業参画の成果として，AIを活用して海水中に含まれるかきの幼生数を診断する発明を実装した「幼生検出アプリ」を
㈱セシルリサーチと共同で開発しました。これを活用することにより，かきの幼生が豊富な場所を特定できるため，効率よくかき
の種苗を確保し，養殖を開始することが可能となりました。2021年度からは広島県水産課および広島湾内4ヵ所の漁業協同組
合において，実運用に向けた検討を進めています。
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　当社グループでは知財戦略の推進・実行について常に経営層と意思疎通を図ってきました。
　知財の取り組みを本格化した当初，副社長を議長とし，取締役を委員とする（議案によっては，会長・社長の出席を求める）
知財戦略会議を設置し，知財戦略推進のための体制や業績指標，特許の価値の定量的評価等の基盤整備について集中的に
議論し，3年間で現体制の基礎を作りました。同会議は現在でも知財戦略に関する重要事項を審議する場として有効に機能
しています。（知財戦略会議：P16参照）
　また，知財情報を活用した分析を実施し，分析結果を経営層と共有する等，実務面においても経営層との意思疎通を図って
います。
　例えば，2008年に策定した「グループ経営5カ年ビジョン」の柱の一つである「設備ビジョン」について，関連特許の詳細
な分析を知財グループで行い，分析結果を経営層と共有し，知財戦略における具体的取り組みへの反映を行いました。
　このような取り組みは知財の量的拡大の時期から始まり，その後の重点分野の特許網構築等，質的向上の時期，さらには
知財の活用による競争力強化・事業戦略への貢献の時期を通じて形を変えながら行ってきたものです。現在では重点施策の
特許分析だけでなく，事業の構想の前段階から，市場動向や，自社・他社の特許情報分析を行う等，より経営に密着した活動を
展開しています。
　今後も経営環境，知財戦略の変化に合わせ，柔軟性とスピード感を持ってこれらの活動を継続していきます。

経営層とのコミュニケーション

知財戦略の基本理念と推進体制 

　企業価値の向上に貢献するという知財戦略の目的を実現するため，その時々の課題に応じて方針や目標を設定しています。
　2002年に知財の取り組みを本格化した当初は知財創出基盤の早期確立を目指して量的拡大を志向し，その後，重点分野で
の特許網構築等，質を重視した活動にシフトしてきました。近年では事業の構想段階から市場動向や特許分析を行い，特許
出願することで早期の事業化に貢献する等，より経営に密着した知財戦略を推進しています。
　このたび，2020年1月に策定された経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」の実現に知財面から貢献するため，ビジョンの
ミッションを踏まえて新たなグループ知財戦略の方針と目標を設定しました。この方針では，エネルギー事業を中心とした既存事
業における競争優位性の確保や知財活動基盤の維持のための人材育成に引き続き取り組むことに加え，新たな事業・サービス
の可能性を最大限に広げるため，エネルギア総合研究所が先行して知財ポートフォリオの構築にも取り組むこととしています。 

知財戦略の3つの基本理念 

基本理念 

　エネルギーサービスを中心に，お客さまに満足していただける質の高いサービスを安定的にお届けするというグループとしての
使命は，全社員が自ら考え創意工夫を行うという意識を高め，それを実践することで初めて達成できるものと確信しています。 
　また，コンプライアンス最優先を経営の基本として掲げており，他者の権利を侵害することがないよう，社員一人ひとりが常に
そのような視点を持つ必要があります。 
　こうしたグループの基本的な姿勢を知財面でも大切にしており，知財戦略の基本理念として規定しています。 

　2016年に設定した「人材ビジョン」において，変化の時代に社員一人ひとりが目指すべき姿を「自ら考え行動」する
人材を目指して自己研鑽に努め，会社はその成長を支援し，育成していくこととしています。知財面でも，創造力豊かな
人材育成の推進を通じて知財戦略が着実に前進し，その結果として企業価値の向上が達成されるとの考えのもと，
活発な啓発活動を展開しています。 

　幅広く高度な技術からなる基盤技術や独自技術は，研究・開発や業務のあらゆる場面で行われる
創意工夫の積み重ねにより創出されます。その成果を確実に知財化し活用していくため，当社グループ
では，知財活動を積極的に推進しています。 

1 知財戦略の
基本理念と推進体制 経営ビジョンと知財戦略 

❶創造力豊かな人材が育成され，その創造力が十分発揮されることにより
知財戦略が推進されるとの認識に立ち，人材育成と啓発活動を推進する。 

　研究・開発を含め，事業運営のあらゆる場面で生み出される技術・ノウハウ・アイデア等の知的資産を確実に知財
化し，日々の業務をより良いものにしようとする社員の知的創造の成果を担保しており，これは，特許登録件数が
着実に増加してきたことや，「発明者人口」（特許出願経験のある社員数）が全社員の約半数に相当するほど裾野の
広い活動が展開されているという形で具現化されています。 

❷事業運営のあらゆる場面で生み出されている知的資産を知財化し，
それを活用することにより，市場競争力の強化と企業価値の向上を図る。 

 　当社はコンプライアンス最優先を経営の基本として掲げており，知財戦略においても，他者の権利を尊重すること
を大切にしています。例えば，新技術を導入する際には，他者の特許出願・登録情報のチェックを行う等，確実に取り
組むこととしています。

❸自らの知的資産を知財化し，それを最大限に活用すると同様，他者の権利を尊重し，
その権利を侵害することのないよう留意する。

知財戦略

基本方針ミッション

グループが持つ技術と経験を活かし，
安定したエネルギーの

お届けと地球環境問題への貢献を両立します

エネルギーは使命

多様化する会社の変化から可能性を
見つけ出し，

新たな事業領域の開拓に挑戦します

新たな事業に挑戦

多様な人材の活動を進め，
魅力ある企業グループを目指します

すべての人が持ち場で輝く

コラム

エネルギー事業を
中心とした既存事業における

競争優位性の確保

新事業・新サービスにおける
将来の利益拡大へ向けた

知財の取得

知財活動を通じた
輝く人材の育成
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知財戦略の基本理念と推進体制 

　特許庁が制作する，知的財産活用の成功事例や特許庁の
最新ニュースを掲載した広報誌「とっきょVol.49」にて，「経営
に資する知財戦略に積極的に取り組んできた企業」として，
当社の知財戦略の取り組みが紹介されました。 
　誌面では，電力小売部分の自由化を背景に20年以上に
わたり積極的に取り組んできた知財戦略の考え方や，中国
地方の活性化を目的とした地元企業との知財マッチング活
動，知財業務の責任者であるエネルギア総合研究所 部長（知
財） 鹿嶋 慎一郎へのインタビュー等が取り上げられています。
 　本誌で紹介されたことは，これまで積み上げてきた成果で
あると受け止め，経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」
の達成に向け，引き続き経営に資する知財戦略を推進して
いきます。 

とっきょ 

　知財戦略の推進には，「実践」と「支援」という2つの側面があります。事業本部等は日々の業務の中で創出される技術・ノウハ
ウ・アイデアの知財化や保有特許技術の活用等の「実践」を，知財グループはその活動が円滑に進むよう「支援」を担っています。
それぞれが役割を果たすことで，全社一体となった知財戦略を推進しています。 

　知財戦略推進に関する重要事項の審議等を行う場として，事業本部副本部長や部門長等の経営層を委員とする「知財
戦略会議」を設け，知財戦略基本方針の審議，知財戦略の実施状況・結果の報告，知財リスクに関する情報の共有化等を
行っています。 
　事業戦略，研究・開発戦略および知財戦略を三位一体で展開するベく，エネルギア総合研究所長のもと，経営に深く関わる
メンバーからなる研究・開発推進会議と知財戦略会議が，相互に連携を図っています。 

　当社グループでは，知財戦略の取り組みの基本的方向性や目標を示す「知財戦略基本方針」を毎年度定め，基本ルールで
ある「知財規程」に従い，知財戦略を推進しています。「知財規程」により各組織の長の責務・役割，組織として知財活動を展開
するために必要な基本的事項を明確に示し，研究・開発や創意工夫の成果が適切に知財化されるように図っています。 
　また，2020年4月1日，当社は送配電部門の法的分離を行い，中国電カネットワーク㈱へ送配電事業を承継して新たな体制の
もとで動き始めました。中国電カネットワーク㈱の知財業務は，エネルギア総合研究所の知財グループが引き続き実施・支援し，
分社後も一体となって推進できる体制としています。 

知財戦略推進体制 

事業本部等，グループ企業

知財戦略推進体制を整備し，知財戦略を推進
■知財戦略基本方針に基づく推進計画の策定
■推進計画の中期経営計画への織り込みと実施

議長：エネルギア総合研究所長

研究・開発推進会議

■委員：事業本部部長，部門部長

■研究・開発戦略，方針および
全社の研究・開発計画等を審議

知財戦略会議

■委員：事業本部副本部長，部門長，グループ企業

■知財戦略推進に関する重要事項を審議

■専門的・詳細な検討を担う「部会」を，下部機関
　として設置

支 援

【組織図】

知財戦略推進における各組織の役割 

知財戦略会議 

中国電力㈱ 中国電力ネットワーク㈱

エネルギア総合研究所（知財グループ）

円滑な知財戦略の推進に資する環境整備
■知財戦略基本方針の策定
■支援体制の構築，啓発活動の実施

出典：広報誌「とっきょVol.49」
（https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol49/02_page1.html）
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連 携

研究・開発推進会議：P23参照

　社員の発明創出活動や発明活用を促進するため，「知財関連表彰制度」を
設けています。2021年度は，初めて特許出願（ノウハウとして機密管理するも
のを含む）をした社員を対象とする「発明創出活動に対する表彰」では96名，
また，発明の活用に貢献した組織を対象とする「発明の活用貢献に対する
表彰」では3件の事例について，5組織を表彰しました。
　この発明の活用貢献に対する表彰は，対象事例と組織を審議して決定し，
貢献度に合わせた表彰を行うこととしています。このたび1件について，社内で
の活用効果を高く評価され，社長表彰となりました。 

社内表彰制度 
コラム

コラム

広報誌「とっきょ」
2021年9月発行 
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の達成に向け，引き続き経営に資する知財戦略を推進して
いきます。 
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ウ・アイデアの知財化や保有特許技術の活用等の「実践」を，知財グループはその活動が円滑に進むよう「支援」を担っています。
それぞれが役割を果たすことで，全社一体となった知財戦略を推進しています。 

　知財戦略推進に関する重要事項の審議等を行う場として，事業本部副本部長や部門長等の経営層を委員とする「知財
戦略会議」を設け，知財戦略基本方針の審議，知財戦略の実施状況・結果の報告，知財リスクに関する情報の共有化等を
行っています。 
　事業戦略，研究・開発戦略および知財戦略を三位一体で展開するベく，エネルギア総合研究所長のもと，経営に深く関わる
メンバーからなる研究・開発推進会議と知財戦略会議が，相互に連携を図っています。 

　当社グループでは，知財戦略の取り組みの基本的方向性や目標を示す「知財戦略基本方針」を毎年度定め，基本ルールで
ある「知財規程」に従い，知財戦略を推進しています。「知財規程」により各組織の長の責務・役割，組織として知財活動を展開
するために必要な基本的事項を明確に示し，研究・開発や創意工夫の成果が適切に知財化されるように図っています。 
　また，2020年4月1日，当社は送配電部門の法的分離を行い，中国電カネットワーク㈱へ送配電事業を承継して新たな体制の
もとで動き始めました。中国電カネットワーク㈱の知財業務は，エネルギア総合研究所の知財グループが引き続き実施・支援し，
分社後も一体となって推進できる体制としています。 

知財戦略推進体制 

事業本部等，グループ企業

知財戦略推進体制を整備し，知財戦略を推進
■知財戦略基本方針に基づく推進計画の策定
■推進計画の中期経営計画への織り込みと実施

議長：エネルギア総合研究所長

研究・開発推進会議

■委員：事業本部部長，部門部長

■研究・開発戦略，方針および
全社の研究・開発計画等を審議

知財戦略会議

■委員：事業本部副本部長，部門長，グループ企業

■知財戦略推進に関する重要事項を審議

■専門的・詳細な検討を担う「部会」を，下部機関
　として設置
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知財戦略推進における各組織の役割 

知財戦略会議 

中国電力㈱ 中国電力ネットワーク㈱

エネルギア総合研究所（知財グループ）

円滑な知財戦略の推進に資する環境整備
■知財戦略基本方針の策定
■支援体制の構築，啓発活動の実施

出典：広報誌「とっきょVol.49」
（https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol49/02_page1.html）
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設けています。2021年度は，初めて特許出願（ノウハウとして機密管理するも
のを含む）をした社員を対象とする「発明創出活動に対する表彰」では96名，
また，発明の活用に貢献した組織を対象とする「発明の活用貢献に対する
表彰」では3件の事例について，5組織を表彰しました。
　この発明の活用貢献に対する表彰は，対象事例と組織を審議して決定し，
貢献度に合わせた表彰を行うこととしています。このたび1件について，社内で
の活用効果を高く評価され，社長表彰となりました。 
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　知財を身近に感じ，事業運営上の成果を発明として形にする意識を
醸成するために，発明創出を目的とした実践型の研修（発明発掘研修
会）を開催しています。ニューノーマル時代においては，デジタルコンテ
ンツ（動画）とWEB会議システムを効果的に組み合わせ，研修を実施
しています。このように，受講しやすい環境を提供することで，コロナ禍
であっても着実に受講者数を増やしています。今後も，デジタル技術を
積極的に活用し，良質な知財研修を提供していきます。

知財研修におけるニューノーマル 

　基盤技術を特許で担保することで事業活動の自由度を確保し，その結果得られた利益は特許が支えているものですが，その
効果を財務の観点から捉えることは困難です。 
　一方で，経営の観点からは，保有特許が事業へどのように貢献しているかを適切に把握する必要があります。このため，2007
年度以降，特許の価値を定量的に評価する取り組みを進めています。 
　高品質で低廉な電気を安定的にお届けするために取り組んだ研究・開発や創意工夫の成果は，定量面では効率化によ る
コスト低減という形で効果を発揮します。このため，特許技術が用いられた施策のうち，主なもののコスト低減額を算定 し，
その累計金額を基に「特許の価値の定量的評価額」を算定しています。 

特許の価値の定量的評価

電気事業を支える基盤技術と特許の関わり

基盤技術を特許で担保することの意義
　電気事業者としての使命を果たすうえで不可欠な基盤技術を活用し，長期的・安定的に電気をお届けするとともに，将 来の
成長に向けた取り組みを強化し企業価値の向上を図るためには，基盤技術を「自社の権利」として確保することが重 要です。 
　特許権が有する最大の効力は「特許権に基づく事業の差し止め」にあり，競合他社が先に権利を確保すると，特許技術を 利用
できず事業を中止せざるを得ない，あるいは許諾を受けるための交渉で事業が長期にわたり停滞する，等の事態に 直面すること
となります。 
　基盤技術を特許で担保して「事業活動の自由度を確保」することは，社会インフラを担う当社にとって非常に重要な意義 を
持つとともに，競争力強化に資する重要な経営資源を獲得するという点においても大切です。  

■ 自社特許技術を事業で自由に実施
■ 競争分野における優位性の確保
■ クロスライセンス※による他社技術の活用
■ 他社実施によるライセンス料の獲得

自由度確保 事業収益拡大への貢献

事業の差し止め 経済的負担の発生

■ 特許技術を実施できず事業が遅延・中止
（他社特許の実施許諾が受けられない場合） ■ 損害賠償金の支払い

競合他社が
権利確保すると

電気事業を支える基盤技術

サプライチェーンの全体像と基盤技術

　電気事業のサプライチェーンは，「燃料調達」，「発電」，「送配電」，「販売」の4つに分類されます。
 そして，それらを支える基盤技術は10の分野に大別できます。それぞれの技術が蓄積され，緊密に連携することで，低廉で 質の
高い電気を安定的にお届けすることができます。 

　発電所でつくられた電気を，送電線や配電線を通じてお客さまのもとにお届けする。このため には，
発電と送配電に関する技術に加え，これを支えるさまざまな技術が必要となります。長年に わたり
培われてきたこれらの技術が，安定供給に欠かせない基盤技術として，また競争環境下に おいて成長
していくための事業基盤を確立するための知的財産として，当社の電気事業を支え ています。 

2 電気事業を支える基盤技術と
特許の関わり 基盤技術と特許の関わり

2020年度の算定結果：P33参照

※複数の企業が，それぞれ保有する特許技術を相互に実施許諾しあうライセンス形式

［　］内の数値は各分野の登録特許数 （2021年12月末）

燃　　料

発　　電

送　　電

変　　電

配　　電

お客さま

系統運用

土木建築

全社基盤システム

新規事業等

技術分野

発電に使用する燃料（燃料油・石炭・LNG等）の購買・輸送・貯蔵管理

発電所（火力･原子力・水力・太陽光等）の運転･保守・運用

発電所から変電所まで高い電圧で電気を届けるための送電設備の建設・保守・運用

お客さま設備に応じた電圧に変圧するための変電設備の建設・保守・運用

変電所で変圧された電気をお客さまに送るための配電設備の建設・保守・運用

お申し込み受付や検針の効率化，お客さまニーズに即した省エネルギー等に関する技術

供給区域内の電気使用状況の監視，発電量・電気の流れの制御，需給バランスの維持

発電所や変電所等における土木建築関係設備の計画・設計・施工管理および維持管理

発送電設備や各種業務を支える通信ネットワークや情報システムの構築・維持管理

新規事業領域におけるお客さまの利便性・快適性向上に資する技術

技術内容

燃料 ［78件］

燃料調達 発電 送配電 販売

発電 ［862件］ 送電 ［190件］ 変電 ［205件］ 配電 ［717件］ お客さま ［144件］

土木建築 ［154件］

全社基盤システム ［239件］

系統運用 ［145件］

新規事業等 ［379件］

計：3,113件

特許出願の目的

WEB会議システムでの研修イメージ

社外講師受講者

事務局

WEB会議
システム

コラム
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小型で取り扱いやすい除塵装置（特許第6465680号ほか） 
現場社員の工夫から生まれました

【概要・効果】

　従来から，取水口スクリーンにごみが張り付いた場合は，熊手（棒にレーキを取り付けたもの）を使用して人力により
ごみをスクリーン上部に掻き揚げています。しかし，この作業は重労働であり，また，河川への転落の恐れがあり，作業は
慎重を要するものとなっていました。
　本発明の除塵装置では，水平に伸びる２本のガイドレールに
より，熊手（レーキ）を左右に移動させ，熊手（レーキ）を上昇させる
時は，ハンドルレバーを用いて熊手（レーキ）をスクリーンに寄せ
ます。ごみを掻き揚げ後，熊手（レーキ）を下降させる時にはスク
リーンから遠ざけることにより，水流が強い場合でも，安全かつ
容易にごみを掻き揚げることができます。また２本のガイドレール
のうち下部のものには転落防止の効果もあります。 

　水力発電では，河川にある取水口から水を取り，取水量を水門で調節して，発電所へ送水しています。この取水口には，小枝や
落葉，流木等のごみが入らないように，スクリーンと呼ばれる格子状のごみ止めを付けています。スクリーンにごみが付着すると
取水量が減り，取水できなかった水はそのまま発電されずに下流に流れていき，発電量が減少するため，定期的にスクリーン
のごみを除去する必要があります。

電気事業を支える基盤技術と特許の関わり

❶ごみの状況 ❷除塵装置横行 ❸レーキ開 

❹レーキ下降 ❺ごみ掻き揚げ中 ❻ごみ掻き揚げ 

【概要・効果】

　防護管挿入機の油圧式動力装置に代わる動力源として，市販の充電式ドライバドリルの回転トルクを約10倍に増幅
させるアタッチメントを開発しました。これにより，従来と比較して部材点数，重量，大きさ，準備・片付け時間の削減が
図れ，防護管の取り付け作業の効率化が可能となりました。また，油圧ホースが不要（油圧ホースレス化）となったことで，
作業性も向上しました。 
　さらに，高所作業車が使用できない現場では，従来より大幅な労力軽減を図ることができました。 

　家屋建築または樹木接近に伴い，電線へ防護管（カバー）を間接活線作業により取り付ける場合，従来は油圧式防護管
挿入器を使用していました。この油圧式防護管挿入機は，油圧モーター・油圧操作装置・各部の油圧ホース等多くの機材で構成
され，準備や片付け作業の工程が複雑となっています。また，動力源である油圧を発生させる高所作業車が使用できない現場
では，防護管挿入機を起動できないため，手動による取り付けとなり多大な労力と時間を費やしていました。 

アタッチメントにより充電式ドライバドリルの回転トルク約10倍にさせ，防護管挿入機
の駆動タイヤに回転トルクを伝達し，防護管を電線に押し入れます。 

配電線防護管の取り付け装置（特願2019-111297） 
現場社員の工夫から生まれました

部 材 点 数

重 量

大 き さ

準備・片付け時間

30%減

80%減

90%減

87%減

油圧ホースレス化の効果

防護菅挿入機 

駆動タイヤ

アタッチメント

従来（油圧） 改良後 

油圧装置 

開発品

事例【配電】事例【発電】

電源事業本部 西部水力センター 土木第七課 藤井 義徳 VOICE 発明者から一言
　写真にあるように水力発電の取水口スクリーンには大量のごみが付着します。このごみは重く人力で
回収するにはかなりの力が必要となります。この重労働想像できますか。これを安全に，しかも効率的に
そして自分が楽に回収したいと思ったことが発明の動機です。アイデアがあっても実際に物が作れない
場合が多いのですが，よきパートナーとして西技工業㈱殿にめぐりあえました。最初試作品を製作しました
がウインチでレーキを上げるだけでは，特許性がなかったため，ごみを掻く部分レーキにR（掻き揚げた
時ごみがレーキから自然に落ちます）をつけたり，手もとのハンドルを回転することでレーキの開閉を可能
としたり工夫したアイデアを考え，複数の特許出願をしています。

中国電力ネットワーク㈱
岡山ネットワークセンター 配電保修課 石原 知幸  VOICE 発明者から一言

　従来から使用している油圧式防護管挿入機の本体については，改良や軽量化を図り 性能が向上しまし
たが，「油圧装置」に関しては，油圧ホースが必要な点等，小型化や 軽量化に限界が生じていました。日々，
油圧装置に代わる動力源がないかを考えてい た時，全く別用途の工具である電線被覆の剥ぎ取り器に
使用されていたトルク増幅 機構にヒントを得てアタッチメントの開発に着手しました。 
　アタッチメントの形状については，現場での使用を想定し，直観的に誰でも簡単に付 け外しができるよう
工夫しました。 
　配電作業には，さまざまな機材，工具を必要とするため，今までの常識にとらわれず さらなる改善による
安全性，作業性の向上に努めたいと思います。 

v

従来の搔き揚げ作業の様子

防護菅取り付け状況
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研究・開発への取り組みと独自技術

　大規模な発電設備や複雑な送配電ネットワークを用いて事業を行う中で，グループー体となって効率的な設備運用ノウ ハウ
や保修技術を蓄積するとともに，設備ユーザーの視点で独自の研究・開発を行っています。 
　また，業務の中で発想したアイデアや設備運用ノウハウを，ものづくりの視点で研究・開発を行うメーカーに フィードバック
し，より効率的な設備にするために共同で研究・開発に取り組むこともあります。当社，グループ企業，メーカー，ベンチャー
企業，大学等それぞれが持っている技術を融合させることで，より高いレベルの研究・開発成果や地域・他業種と連携した新
サービス創出に向けた成果が得られています。 

研究・開発戦略
　研究・開発として取り組む3つの「戦略的イノベーション領域」を設定し，グループ経営ビジョンの実現に繫げていきます。 

　地球環境問題等の社会的要請への対応やコスト低減，新たな事業領域の開拓のためには， 基盤技術
を常により良いものに磨き上げ，新たな技術を創出していかなければなりません。当 社グループでは，
これからの電気事業を支えるための技術開発や新たな事業への挑戦のための研究・ 開発に積極的に
取り組み，その成果を競争力強化の源泉となる「独自技術」として積み重ねて います。 

3 研究・開発への取り組みと
独自技術 研究・開発の意義と独自技術 

　当社は，電源開発㈱と共同で設立した大崎クールジェン㈱を通じ，石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）とCO2分離・回収を
組み合わせた革新的低炭素石炭火力の実現を目指した大崎クールジェンプロジェクト（NEDO助成事業）を推進しています。 
　この発電技術は，従来型の石炭火力（USC）と比べて発電効率が飛躍的に向上するため，実用段階において約３０％のCO2
排出量の削減が期待できます。加えて，燃焼前の燃料ガスから効率的にCO2を分離・回収することが可能であり，CCUS/カー
ボンリサイクル※1と組み合わせることで，大幅なCO2削減に繋げることができるため，カーボンニュートラル実現のための有望な
選択肢になり得ると考えています。 
　また，経済産業省は広島県大崎上島をカーボンリサイクルの実証研究の拠点に位置付け，大崎クールジェン㈱が分離・回収
したCO2をカーボンリサイクルの研究を行う企業・団体へ供給することを計画しており，当社も実証研究に関わっています。 

　石炭を蒸し焼きにすることで石炭ガスに転換し，そのガスでガスタービンと蒸気タービンの両方を回して発電効 率を高めます。
CO2の排出量を約15%削減できるうえ，負荷調整能力も高いため，再生可能エネルギー等の急激な 出力変動に対応できる調整
電源としての活用も期待できます。

　第1段階の酸素吹IGCCにCO2分離回収設備を追設し，石炭ガスからCO2を高純度で分離回収する技術を検証し ました。
「CO2回収効率90%以上」「回収CO2の純度99%以上」の目標を達成しました。 

　CO2分離・回収型IGCCと燃料電池を組み合わせたCO2分離・回収型IGFC実証試験を計画しており，「ガスタービン」「蒸気
タービン」「燃 料電池」によるトリプルコンバインド発電技術の確立を目指します。 

カーボンニュートラルに向けた取り組み 

　近年，再生可能エネルギー，蓄電池等の分散型電源の普及，AI・IoT，ビッグデータ等のデジタル化技術の発展とともに， エネル
ギー需給構造が大きく変化しています。こうした中で，分散型のエネルギーリソースを柔軟に活用する新たなサー ビスに向けた取り
組みが活発に行われています。当社の研究・開発においても，脱炭素化，分散化，デジタル化等の流れに 沿って，VPPやブロック
チェーンを活用したP2P電力取引※等，新たなビジネス機会の獲得に向けて，次世代エネルギーに 関する取り組みを進めています。 

次世代エネルギー技術の推進 

【実証段階】

❶酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC）-（2018年度終了）

❷CO2分離・回収型酸素吹IGCC

❸CO2分離・回収型IGFC

※1 酸素を用いて石炭ガス化し，水素と一酸化炭素を主成分とする生成ガスを燃料とするガスタービンと蒸気タービンにより複合発電する技術
※2 IGCCに燃料電池（FC）を組み合わせて発電効率をさらに向上させる技術
※3 再生可能エネルギー，温水器，蓄電池，電気自動車等，多数の分散型電源を統合・制御し，あたかも一つの発電所のような機能を提供する仕組み

※微生物を二段階発酵させることにより，火力発電所由来のCO2（Gas）から燃料や化成品の原料油脂（Lipids）を生成し，CO2を再資源化するバイオプロセス

※1 分離・回収したCO2を再利用したり，地中等へ貯留する技術
※2 特殊混和材・石炭灰等を使用してセメント使用量を減らすことに加え，製造時にCO2を吸収させて硬化させることで，CO2排出量を大幅に削減できる環境配慮型コンクリート

・EV駆動用バッテリーのリユース技術を活用したVPP実証
・分散型エネルギーリソースの統合制御によるVPPビジネス
・AIを活用したかき養殖のサポート 

・IGCC/IGFCの実証研究（大崎クールジェンプロジェクト）
・カーボンリサイクルを実現するGas-to-Lipidsバイオプロセス※の開発
・Hiビーズ（石炭灰製品）のブルーカーボン生態系応用
・炭酸化コンクリート普及拡大に向けた取り組み
・マイクロ波によるCO2吸収焼結体の開発

・水力・火力発電へのAI・IoT活用
・データを活用した設備管理
・ネットワーク設備保全業務へのドローン活用
・巡視点検へのAI・IoT活用

主な研究・開発案件戦略的イノベーション領域

デジタル技術を活用した
電力システムの
イノベーション

Ⅰ

Ⅰ

脱炭素化に向けた
エネルギー・環境技術の

イノベーション

Ⅱ

Ⅱ

地域・他業種と融合した
新サービスの創出

Ⅲ

Ⅲ

電気事業の
強化・進化
S+3E 高度化

新たな事業への
挑戦

戦略的イノベーション領域

デジタル技術を活用した電力システムのイノベーション
・IoTデータを活用した発電・送配電の設備形成，保全の最適化
・AIを活用した運転の最適化等によるO&Mの効率化

脱炭素化に向けたエネルギー・環境技術のイノベーション
・再エネ普及促進を支える次世代電力ネットワークの構築
・IGCC※1/IGFC※2，カーボンリサイクル等による脱炭素化の推進

地域・他業種と融合した新サービスの創出
・VPP※3技術を活用したエネルギー・アグリゲーション・ビジネス
・地域活性化に繋がるスマートシティモデルの構築
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第1段階　2012～2018年度［終了］ 第2段階 2016～2022年度 当社が実施する
カーボンサイクル実証研究酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC） CO2分離・回収型IGCC

基本性能や制御性・運用性等の全試験項目で目標を達成 第3段階 2018～2022年度
CO2分離・回収型IGFC
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（CO2-SUICOM※2）

Gas-to-Lipidsバイオプロセスの開発

※お客さま同士が，電力を直接やり取りする取引 

特集：P7参照

特集：P9参照

特集：P12参照
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研究・開発への取り組みと独自技術
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排出量の削減が期待できます。加えて，燃焼前の燃料ガスから効率的にCO2を分離・回収することが可能であり，CCUS/カー
ボンリサイクル※1と組み合わせることで，大幅なCO2削減に繋げることができるため，カーボンニュートラル実現のための有望な
選択肢になり得ると考えています。 
　また，経済産業省は広島県大崎上島をカーボンリサイクルの実証研究の拠点に位置付け，大崎クールジェン㈱が分離・回収
したCO2をカーボンリサイクルの研究を行う企業・団体へ供給することを計画しており，当社も実証研究に関わっています。 

　石炭を蒸し焼きにすることで石炭ガスに転換し，そのガスでガスタービンと蒸気タービンの両方を回して発電効 率を高めます。
CO2の排出量を約15%削減できるうえ，負荷調整能力も高いため，再生可能エネルギー等の急激な 出力変動に対応できる調整
電源としての活用も期待できます。

　第1段階の酸素吹IGCCにCO2分離回収設備を追設し，石炭ガスからCO2を高純度で分離回収する技術を検証し ました。
「CO2回収効率90%以上」「回収CO2の純度99%以上」の目標を達成しました。 

　CO2分離・回収型IGCCと燃料電池を組み合わせたCO2分離・回収型IGFC実証試験を計画しており，「ガスタービン」「蒸気
タービン」「燃 料電池」によるトリプルコンバインド発電技術の確立を目指します。 
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　近年，再生可能エネルギー，蓄電池等の分散型電源の普及，AI・IoT，ビッグデータ等のデジタル化技術の発展とともに， エネル
ギー需給構造が大きく変化しています。こうした中で，分散型のエネルギーリソースを柔軟に活用する新たなサー ビスに向けた取り
組みが活発に行われています。当社の研究・開発においても，脱炭素化，分散化，デジタル化等の流れに 沿って，VPPやブロック
チェーンを活用したP2P電力取引※等，新たなビジネス機会の獲得に向けて，次世代エネルギーに 関する取り組みを進めています。 

次世代エネルギー技術の推進 

【実証段階】

❶酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC）-（2018年度終了）

❷CO2分離・回収型酸素吹IGCC

❸CO2分離・回収型IGFC

※1 酸素を用いて石炭ガス化し，水素と一酸化炭素を主成分とする生成ガスを燃料とするガスタービンと蒸気タービンにより複合発電する技術
※2 IGCCに燃料電池（FC）を組み合わせて発電効率をさらに向上させる技術
※3 再生可能エネルギー，温水器，蓄電池，電気自動車等，多数の分散型電源を統合・制御し，あたかも一つの発電所のような機能を提供する仕組み

※微生物を二段階発酵させることにより，火力発電所由来のCO2（Gas）から燃料や化成品の原料油脂（Lipids）を生成し，CO2を再資源化するバイオプロセス

※1 分離・回収したCO2を再利用したり，地中等へ貯留する技術
※2 特殊混和材・石炭灰等を使用してセメント使用量を減らすことに加え，製造時にCO2を吸収させて硬化させることで，CO2排出量を大幅に削減できる環境配慮型コンクリート

・EV駆動用バッテリーのリユース技術を活用したVPP実証
・分散型エネルギーリソースの統合制御によるVPPビジネス
・AIを活用したかき養殖のサポート 

・IGCC/IGFCの実証研究（大崎クールジェンプロジェクト）
・カーボンリサイクルを実現するGas-to-Lipidsバイオプロセス※の開発
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・炭酸化コンクリート普及拡大に向けた取り組み
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・巡視点検へのAI・IoT活用
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参加

研究・開発に関する役割分担 
　経営企画部門が提示した研究・開発戦略に基づき，総括箇所であるエネルギア総合研究所が，実施や成果活用を担う事 
業本部等と連携して，具体的な研究・開発計画を策定・実施する枠組みとなっています。 
　また，研究・開発の目的や目標レベル・開発期間等の評価・調整，社内の組織間連携，知財部門との事前協議の徹底等に取り
組んでおり，これらを通じて，適切な計画策定や成果の確実な活用および知財の権利化を図っています。 

エネルギアグループ技術交流プラットフォーム
　2020年度にグループ全体での技術者・研究者の交流の場として，「エネルギアグループ技術交流プラットフォーム」を構築 し，
活動を開始しました。 
　2021年度もプラットフォーム活動として，共同セミ ナーやイノベーションワークショップを 開催し研究・開発に資するスキル
の習得 を行うとともに，次世代技術の開発の可 能性に関するテーマ別検討会の開催や グループ内での相互支援を通じて，イノ 
ベーションの創出に向けた取り組みを推 進していきます。  

研究・開発推進会議 
　研究・開発推進会議では，研究・開発戦略や研究・開発計画等を審議しています。会議は事業本部等の部長からなり，研 究実施
箇所や実用化箇所等が一体となって，多角的な視点から活発な議論を交わしています。 

研究・開発への取り組みと独自技術

　エネルギア総合研究所では，当社グループのイノベーション創出に向け，事業本部等やグループ企業と連携して研究・開発
の推進と知財確保・活用拡大に取り組んでいます。 
　2021年度の「エネルギアR&Dフォーラム（研究成果発表会）」は，新型コロナウイルス感染予防対策として，主会場とＷEB
聴講によるハイブリッド型で開催し，7つの分野にわたり研究・開発の取り組みの状況や課題を共有しました。 
　「デジタル技術・データ活用分野」では，AI・IoTをはじめ，注目度の高いデジタル分野の研究・開発成果として，特集で紹介
した「かき幼生の検出技術」（特集：P12参照）や「中国電力ネットワーク㈱におけるＤⅩ導入に向けた取り組み」等を紹介しま
した。先進的なデジタル技術の研究・開発に取り組むさまざまなメンバーが一堂に会し，活発な意見交換を実施したことで，
事業分野や研究分野を横断した気づきを得ることができました。 

開催風景 発表の様子 

エネルギアR&Dフォーラム（研究成果発表会）2021の開催 

木目調のやわらかな空間に 
組み合わせ自由な机と椅子を設置 

研究アイデア創出ミーティングの様子
異なるグループの研究員が活発に意見を出し合っています

　エネルギア総合研究所では，次年度以降に実施する研究テーマの内容について，エネルギア総合研究所長・部長へ説明
する場を設けています。
　従来は，一方通行になりがちでしたが，今回からは，より良い研究テーマの創出に向け，エネルギア総合研究所長をはじめ
とした参加者全員によるディスカッションの場として，名称を「研究・開発テーマ創出カンファレンス」として実施しました。
　テーマ創出にあたり，各種パテントマップのほか，社会動向，市場分析等を組み合わせることにより，将来の事業環境・経営
課題を分析していくＩＰランドスケープの手法も取り入れ，さまざまな角度からの検討が行われました。

　「イノベーション創出のための環境づくり」の一環として，エネルギア総合研究所のワンフロアに「夢みらい共創ラボ」を整備し
ました。研究者がグループや役職を越えて自由にワークし，ディスカッションする場として「夢みらい共創ラボ」を活用し，新たな
価値開発につながる研究・事業化検討はもちろん，発想力・想像力を持った人材育成にも取り組んでいきます。

研究・開発テーマ創出カンファレンス  ～「IPランドスケープ®」への挑戦～ 

夢みらい共創ラボ

　価値の高い研究・開発成果を生み出すためには，研究・開発の計画段階で，その目的・目標や，どのように事業で活用して いく
のかを明確に定めて，効果的に取り組む必要があります。このため，研究・開発に関する各組織の長の責務や役割，計 画・実施・
評価および成果の活用に関する基本的事項等を「研究・開発規程」として制定し，関係箇所の合意形成を図って います。

研究・開発推進体制 

研究・開発戦略の提示経営企画部門

研究・開発計画の策定・実施

連 携 支 援

エネルギア総合研究所

研究・開発戦略の提示経営企画部門
事業本部等

連携 支援

エネルギア総合研究所

「エネルギアグループ 技術交流プラットフォーム」
（事務局：エネルギア総合研究所）
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【2021年度開催概要】 

開催年月

2021年6月

2021年10月

分散リソース活用　WEBワークショップ

脱炭素化ビジネス　WEBワークショップ

分散リソース調整力技術の動向とグループ内の事例の紹介

脱炭素化ビジネスの動向やグループの取り組み

セミナー・イノベーションワークショップ 概　要

（「IPランドスケープ®」は 正林国際特許商標事務所所長 正林真之弁理士の登録商標）
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研究・開発への取り組みと独自技術 グループ企業の知財活動への取り組み 

　㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズは，不動産，保険，リース，温浴等幅広く事業を展開している強みを生かし，お客さまに総合的なサ
ービスを提案する「トータルソリューション営業」を行っています。
　不動産事業では，プロパティマネジメント事業部（緑化）で提供する製品，サービスにおいて，特許技術を積極的に活用し，その製品や
サービス名の商標権を確保することで，質の高い商品・サービスをお客さまに安定的にお届けするよう努めています。 今回は，「イノシシ
除け製品」と，「屋内緑化システム」を紹介します。

　「猪ふまず」は，ひづめの間に物が挟まることを忌避するイノシシの性質を利用した，イノシシ被害を抑えることを目的に開発し
た装置です。軽量で簡単に設置でき対策が困難な急斜面でも設置が可能であること，イノシシを傷つけず鳥獣保護法への適合
性もあることから，ゴルフ場をはじめ全国での採用事例が増えつつあります。 

グループ企業の知財活動への取り組み 
－㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ－

製品の中央を盛り上げ，イノシシの
忌避 性を高めています。 

イノシシ・シカの蹄のはまり込み

イノシシ除け製品「猪ふまず」（特許第6604010号※１）（商標登録第6206155号）

　壁面・屋内の緑化は，遮光・遮熱はもとより，安らぎや癒し，ストレス軽減，プライバシー確保の効果が期待でき，快適な空間を
実現できるため，さまざまな場所で取り入れられています。 
　当社が展開する壁面・屋内緑化システム「Esola」（エソラ）は，土を使わず，人の手をかけず，クリーンに植物を育てることが
できるサステイナブルな緑化システムです。そしてこれを実現したのが循環型養液栽培テクノロジー「e・ver」（イーバー）です。
植物を定植する培地槽と，肥料成分を含んだ養液を貯めておく培養液槽が上下二層で一体となったプランターユニットで，タイ
マー制御により養液を循環させることで，培養液が植物にむらなく自動的に散布され，植物が安定して生育し，美観を維持する
ことができます。また，コンパクトで省スペース，軽量なので，清掃等のメンテナンスも簡単です（大成建設㈱と中国電力㈱の共同
開発） 。空間の快適化等を検討されている医療・福祉・商業施設やオフィスを中心に販売およびレンタルを展開しています。 

屋内緑化システム「Esola」（特許第6425695号※２）

石炭火力発電所の脱硝触媒を研磨再生する装置
（PCT/JP2020/021945）

研究・開発成果を積極的に導入しています

【概要・効果】

　研究当初，脱硝触媒の研磨材として，均一な粒径の研磨材（ホワイトアルミナ等）を用いて研磨を行っていました。研磨
条件について検討する中で，大粒径と小粒径の研磨材を一定の比率で混合することにより，研磨効率が向上しましたが，
長時間研磨を継続すると，研磨材自体が磨耗することで，大粒径と小粒径の研磨材の比率が変わり，安定した研磨を
行うことができませんでした。 
　これを解決するため，研磨装置にスクリーン（研磨材の分級用のふ
るい）を設け，分級により得られた大粒径と小粒径の研磨材が一定
比率となるよう調整（研磨材の補充）することで，劣化した触媒が
新品の脱硝触媒と同程度の性能まで安定して回復する（劣化速度
も新品と同程度）ことができるようになりました。 

　火力発電所には，環境保全のため，石炭燃焼に伴い発生する窒素酸化物の排出量を，一定水準以下に還元・無害化する
触媒が充てんされた脱硝装置が設置されています。この脱硝触媒は，排ガス中の灰等の付着により性能が経年的に低下しま
すが，性能の低下した脱硝触媒を再生する技術の一つとして研磨再生が挙げられます。研磨再生は，脱硝触媒の表面を研磨
することで，触媒表面に付着した汚れを除去し，触媒性能を回復させる技術です。 

脱硝触媒の一例

脱硝触媒研磨装置

本発明を活用している新小野田発電所 

効率的な研磨イメージスクリーン部の拡大画像
※共同研究先：ハシダ技研工業㈱

※2 大成建設㈱，中国電力㈱から実施許諾
※3 中国電力㈱から使用許諾

猪ふまずのメリット 

❶設置場所を選ばない

❷設置が簡単迅速

❸安全性・利便性 

❹鳥獣保護法への適合

❺適度な忌避性 

❻草刈機使用が可能

急斜面でも設置可能

軽く人力運搬が可能

イノシシ・シカを傷つけない

侵入鳥獣が設備から脱出可能 

触媒外観 触媒の端面 サイズ
150㎜×150㎜×860㎜

セル（穴）
目開き6㎜，個数400個（20×20）

触媒壁への 衝突頻度

研磨材粒子径

研磨材の挙動

研磨材の衝突頻度

粒子による研磨効果

頻繁

大+小 小

大 小

小

砥粒(小粒径) 

第1スクリーン 

第２スクリーン 一定量で供給 

砥粒(中粒径) 廃棄 

第3スクリーン：異物を除去 

砥粒(大粒径) 

一定量で供給 

触媒表面への 
衝突頻度を増加 

感電の危険がなく，人車の
通行の邪魔になりにくい

草刈り機へ巻き込みにくい
材質を使用

商標登録第6144162号ほか※3 

商標登録第6253269号

事例【発電】

㈱エネルギアL&Bパートナーズ 不動産事業本部
プロパティマネジメント事業部 葉名 康弘  VOICE 担当者から一言

　当社は，企業理念である「くらし」と「ビジネス」のベストパートナーとして，お客さまに寄り添いニーズ
に沿った商品・サービスを提供しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そのなかで，商標権を取得したオリジナル商品である「猪ふまず」と「Esola」（エソラ）を通じて，地域
社会に貢献するとともにエネルギアグループとして，ブランド価値の向上に努めていきたいと考えています。 

エネルギア総合研究所 環境技術グループ 吉河 敏和VOICE 発明者から一言
　脱硝触媒の研磨再生は，触媒1本あたり約6㎜角のセル（穴）が400程度存在 する内表面をマイクロ
メートル（10-6m）オーダーで均一に研磨する必要があります。
　さらにユニットの規模にもよりますが，数千本～1万本程度の触媒を研磨する必要が あるため，その間
の品質のバラツキも抑制する必要があります。 
　装置の開発当初は，触媒１本が均一に削れず，また量産研磨に入ってからは， 触媒毎の研磨状態の
バラツキがありましたが，共同研究先のハシダ技研工業㈱と試行錯誤しながら改良を進め，社内外の
関係先の協力を得て2020年度の新小 野田発電所第１号機排煙脱硝装置の性能回復時に本技術を
実機適用することが できました。本特許はその改良の際，弁理士の先生に現地まで装置を見に来て
い ただき出願した特許の一つになります。また，本技術は，現在もさらなるコスト低減， 品質向上等を目標
に改良を進めており，引き続き新たな特許出願を目指し ています。 

※1 中国電力㈱から実施許諾

しし

しし

しし

しし
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　不動産事業では，プロパティマネジメント事業部（緑化）で提供する製品，サービスにおいて，特許技術を積極的に活用し，その製品や
サービス名の商標権を確保することで，質の高い商品・サービスをお客さまに安定的にお届けするよう努めています。 今回は，「イノシシ
除け製品」と，「屋内緑化システム」を紹介します。

　「猪ふまず」は，ひづめの間に物が挟まることを忌避するイノシシの性質を利用した，イノシシ被害を抑えることを目的に開発し
た装置です。軽量で簡単に設置でき対策が困難な急斜面でも設置が可能であること，イノシシを傷つけず鳥獣保護法への適合
性もあることから，ゴルフ場をはじめ全国での採用事例が増えつつあります。 

グループ企業の知財活動への取り組み 
－㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ－

製品の中央を盛り上げ，イノシシの
忌避 性を高めています。 

イノシシ・シカの蹄のはまり込み

イノシシ除け製品「猪ふまず」（特許第6604010号※１）（商標登録第6206155号）

　壁面・屋内の緑化は，遮光・遮熱はもとより，安らぎや癒し，ストレス軽減，プライバシー確保の効果が期待でき，快適な空間を
実現できるため，さまざまな場所で取り入れられています。 
　当社が展開する壁面・屋内緑化システム「Esola」（エソラ）は，土を使わず，人の手をかけず，クリーンに植物を育てることが
できるサステイナブルな緑化システムです。そしてこれを実現したのが循環型養液栽培テクノロジー「e・ver」（イーバー）です。
植物を定植する培地槽と，肥料成分を含んだ養液を貯めておく培養液槽が上下二層で一体となったプランターユニットで，タイ
マー制御により養液を循環させることで，培養液が植物にむらなく自動的に散布され，植物が安定して生育し，美観を維持する
ことができます。また，コンパクトで省スペース，軽量なので，清掃等のメンテナンスも簡単です（大成建設㈱と中国電力㈱の共同
開発） 。空間の快適化等を検討されている医療・福祉・商業施設やオフィスを中心に販売およびレンタルを展開しています。 

屋内緑化システム「Esola」（特許第6425695号※２）

石炭火力発電所の脱硝触媒を研磨再生する装置
（PCT/JP2020/021945）

研究・開発成果を積極的に導入しています

【概要・効果】

　研究当初，脱硝触媒の研磨材として，均一な粒径の研磨材（ホワイトアルミナ等）を用いて研磨を行っていました。研磨
条件について検討する中で，大粒径と小粒径の研磨材を一定の比率で混合することにより，研磨効率が向上しましたが，
長時間研磨を継続すると，研磨材自体が磨耗することで，大粒径と小粒径の研磨材の比率が変わり，安定した研磨を
行うことができませんでした。 
　これを解決するため，研磨装置にスクリーン（研磨材の分級用のふ
るい）を設け，分級により得られた大粒径と小粒径の研磨材が一定
比率となるよう調整（研磨材の補充）することで，劣化した触媒が
新品の脱硝触媒と同程度の性能まで安定して回復する（劣化速度
も新品と同程度）ことができるようになりました。 

　火力発電所には，環境保全のため，石炭燃焼に伴い発生する窒素酸化物の排出量を，一定水準以下に還元・無害化する
触媒が充てんされた脱硝装置が設置されています。この脱硝触媒は，排ガス中の灰等の付着により性能が経年的に低下しま
すが，性能の低下した脱硝触媒を再生する技術の一つとして研磨再生が挙げられます。研磨再生は，脱硝触媒の表面を研磨
することで，触媒表面に付着した汚れを除去し，触媒性能を回復させる技術です。 

脱硝触媒の一例

脱硝触媒研磨装置

本発明を活用している新小野田発電所 

効率的な研磨イメージスクリーン部の拡大画像
※共同研究先：ハシダ技研工業㈱

※2 大成建設㈱，中国電力㈱から実施許諾
※3 中国電力㈱から使用許諾

猪ふまずのメリット 

❶設置場所を選ばない

❷設置が簡単迅速

❸安全性・利便性 

❹鳥獣保護法への適合

❺適度な忌避性 

❻草刈機使用が可能

急斜面でも設置可能

軽く人力運搬が可能

イノシシ・シカを傷つけない

侵入鳥獣が設備から脱出可能 

触媒外観 触媒の端面 サイズ
150㎜×150㎜×860㎜

セル（穴）
目開き6㎜，個数400個（20×20）

触媒壁への 衝突頻度

研磨材粒子径

研磨材の挙動

研磨材の衝突頻度

粒子による研磨効果

頻繁

大+小 小

大 小

小

砥粒(小粒径) 

第1スクリーン 

第２スクリーン 一定量で供給 

砥粒(中粒径) 廃棄 

第3スクリーン：異物を除去 

砥粒(大粒径) 

一定量で供給 

触媒表面への 
衝突頻度を増加 

感電の危険がなく，人車の
通行の邪魔になりにくい

草刈り機へ巻き込みにくい
材質を使用

商標登録第6144162号ほか※3 

商標登録第6253269号

事例【発電】

㈱エネルギアL&Bパートナーズ 不動産事業本部
プロパティマネジメント事業部 葉名 康弘  VOICE 担当者から一言

　当社は，企業理念である「くらし」と「ビジネス」のベストパートナーとして，お客さまに寄り添いニーズ
に沿った商品・サービスを提供しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そのなかで，商標権を取得したオリジナル商品である「猪ふまず」と「Esola」（エソラ）を通じて，地域
社会に貢献するとともにエネルギアグループとして，ブランド価値の向上に努めていきたいと考えています。 

エネルギア総合研究所 環境技術グループ 吉河 敏和VOICE 発明者から一言
　脱硝触媒の研磨再生は，触媒1本あたり約6㎜角のセル（穴）が400程度存在 する内表面をマイクロ
メートル（10-6m）オーダーで均一に研磨する必要があります。
　さらにユニットの規模にもよりますが，数千本～1万本程度の触媒を研磨する必要が あるため，その間
の品質のバラツキも抑制する必要があります。 
　装置の開発当初は，触媒１本が均一に削れず，また量産研磨に入ってからは， 触媒毎の研磨状態の
バラツキがありましたが，共同研究先のハシダ技研工業㈱と試行錯誤しながら改良を進め，社内外の
関係先の協力を得て2020年度の新小 野田発電所第１号機排煙脱硝装置の性能回復時に本技術を
実機適用することが できました。本特許はその改良の際，弁理士の先生に現地まで装置を見に来て
い ただき出願した特許の一つになります。また，本技術は，現在もさらなるコスト低減， 品質向上等を目標
に改良を進めており，引き続き新たな特許出願を目指し ています。 

※1 中国電力㈱から実施許諾

しし

しし

しし

しし
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オープンイノベーションの取り組み 

オープンイノベーションの具体的な取り組み

タイプⅠ 研究開発加速型オープンイノベーション

　研究開発部門と事業部門の双方を持つ当社では，研究開発成果（シーズ）と業務上の課題（ニーズ）の双方を有しており，この
特徴を活かして，自社内でのニーズとシーズのマッチングに加えて，新たに3つのタイプのオープンイノベーションの取り組みを
進めています。 

　自社で開発した技術を実用化に繋げるために必要な周辺技術のうち，自社で保有していない技術が必要な場合には，
その技術に特化した他業種メーカーや大学等の研究機関を見つけ出します。特許分析による技術調査に加え，協業体制
を構築するために必要となる秘密保持契約の締結についても慎重に判断します。 

　自社で開発した技術のうち，自社のみならず異業種においても活用の可能性が見込まれる場合には，他業種メーカー
との意見交換を通じて積極的に事業化を進めていきます。特許分析による異業種の課題調査に加え，各社の業務課題を
解決するために追加の技術開発やタイプⅠのオープンイノベーションによる周辺技術の導入等も併せて進めていきます。
適用分野が広い場合には，潜在的な顧客企業を発掘するために商社系企業との協業も進めています。 

　自社の抱える業務課題のうち，AIをはじめとした先進技術等，自社で保有する技術・ノウハウでの解決が困難な場合
には，先進技術や特殊技術に特化したスタートアップ企業を見つけ出します。実務への実装の可否を見極めるために，
事業フィールドでの小規模な概念実証（PoC）から着手し，結果が良好であれば段階的に実証規模を拡大していきます。
最終的に実用化に至った場合には，協業先であるスタートアップ企業や中小企業を通じて，他社展開による事業化も進め
ていきます。 

　近年，技術やビジネスモデルが急速に変化し，企業に求められるものが多様化・高度化しています。 
こうした環境のなかで，当社グループが競争に勝ち抜いていくためには高い技術力を持つ企業と，業界
の垣根を越えて連携することにより，研究開発のスピードを上げ，成果の実用化・事業化を早期に展開
していくことが重要です。 

4 オープンイノベーションの
取り組み 

基本技術
（基本特許）

タイプⅡ
新用途展開型

オープンイノベーション実用化に必要な周辺技術

各社の業務課題

各社の業務課題

研究開発部門 他業種メーカー

商社

タイプⅡ 新用途発展型オープンイノベーション

タイプⅢ 先進技術実証型オープンイノベーション

基本技術
（基本特許）

タイプⅠ
研究開発加速型

オープンイノベーション実用化に必要な周辺技術

実証実験を経て
実用化

各社の独自技術・先進技術

各社の独自技術・先進技術

研究開発部門

事業部門

他業種メーカー・大学等研究機関

自社の
業務課題

タイプⅢ
先進技術実証型

オープンイノベーション実用化に必要な周辺技術

事業フィールドでの
段階的な実証実験

各社の独自技術・先進技術

各社の独自技術・先進技術

事業部門（本社）

事業部門（現場）

スタートアップ企業・他業種メーカー

エネルギア総合研究所 事業共創グループ 大島 慎平VOICE 担当者から一言
　オープンイノベーションの取り組みを進めていくにあたり，さまざまな熱意を持ったスタートアップ企業
の方々と出会う中で，相手から提案される枠にはまらない画期的なアイデアに日々多くの刺激を受けて
います。業種や文化が異なる企業同士が，プロジェクトの成功という共通の目標に向かって取り組みを
進めるところこそ，オープンイノベーションの醍醐味といえるでしょう。 

タイプⅠ
研究開発加速型

オープンイノベーション

タイプⅡ
新用途展開型

オープンイノベーション

タイプⅢ
先進技術実証型

オープンイノベーション

電気事業に関係の深い領域（発電事業・送配電事業・小売電気事業等）

自社の研究開発によって
生み出される技術・知財（シーズ）

社内での
ニーズ・シーズ
マッチング

先進技術／異業種での実用化技術（未知のシーズ）
これまでに協業したことのないスタートアップ企業・異業種企業等

新ビジネス領域・異業種分野（未知のニーズ）

自社事業の生産性向上のために
克服すべき業務課題（ニーズ）
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商標登録第6023328号ほか 

　当社グループのシンボルマークは今から30年前の1991年1月に制定されま した。当時の電気事業を取り卷く情勢は，世界的なエネ
ルギー問題，地球規模の 環境問題，規制緩和による競争激化等，21世紀を前に大きな変化を迎えてい ました。このような状況の中，
社員の意識改革や社内の活性化，地域の皆さまに 信頼され親しまれる企業イメージの構築を目指すことを，企業理念とシンボル マーク
によって明確にしました。 
　企業理念は，キーコンセプトと経営理念で構成されています。キーコンセプト の「ENERGIA」は，「エネルギー」の語源であるラテン語に
由来し，「エネルギー がもたらすあたらしくあかるくあたたかい活力ある社会」であり，その社会の 実現に向けて努力していく，という当社
の姿勢を表すものです。2016年には，当 社グループ全体の新たな企業理念として掲げることにしました。 

シンボルマークと企業理念

　2020年4月に分社した中国電カネットワーク㈱のシンボルマークを制定しました。 
　社名の中国電カネットワーク，事業基盤である中国地域そしてお客さま （Customer）の頭文字である「C」をモチーフに「安定供給」と
「お客さまから の信頼」を強固なものにしていく姿勢を表現しました。また，シンボルマークを 構成する5つの三角形は，「お客さま・地域」
「社員」「設備」「グループ会社」「異 業種企業」を表現しており，これらの繋がり（ネットワーク）による力を結集して 地域社会とともに発展
する企業を目指すという意思を表しています。 

中国電力ネットワーク㈱の商標を設定

キーコンセプト
商標登録第6360929号ほか

シンボルマーク
商標登録第3104821号ほか

商標登録第6080211号

商標への取り組み

　当社ラグビー部「中国電力レッドレグリオンズ」は，2022年1月に開幕の（一社）ジャパンラグビートップリーグ設立の新リーグ
「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」参戦に合わせ，ロゴやエンブレムのほか，チームマスコット「REGU」（レグ）を設定しました。
「REGU」は，親しみやなつかしさを感じてもらえるような愛嬌のあるライオンのキャラクターで，ラグビー部の顔として今後
活躍予定です。 
　これらのロゴやエンブレム，マスコットは，お客さまとの重要なコンタクトポイント（接点）の一つとして使用するため，商標権の
確保にも努めています。 

商標を通じたメッセージの発信

　特許権と並ぶ重要な知的財産権に商標権があります。商標は，当社グループとお客さまを結び，お客
さまからの信頼の証となる大切な知的財産であると認識しています。
　企業のシンボルマークから，商品・サービス名称まで，商標権として適切に権利化し保護することで，
安定的に使用できるようにするとともに，お客さまに安心して当社グループの商品やサービスをお選び
いただけるようにしています。

5 商標への取り組み

シンボルスポーツを通じたお客さま接点の構築 

　2021年3月に，法人のお客さまを対象としたWEBサイト「ぐっと ずっと。Biz」を開設しました。脱炭素社会の実現や分散型
電源の活用等，エネルギーに関する社会的ニーズに応えるサービスや，お客さまのビジネスに役立つサービスを広くPRして
います。 
　2021年10月には，法人のお客さま向けサービスの一つとして，EV導入に向けた車両管理効率化や車両台数最適化を図る
「EV導入サポートサービス」と，EVのシェアにより車両の効率的利用と費用負担の分散化を図る「EVシェアリングサービス」
の2つで構成されるEVソリューションサービス「eeV」（イーブイ）も開始しました。 
　統一ブランド名である「ぐっと ずっと。Biz」はもちろん，「eeV」等個別のサービス名についても，使用するシチュエーションも
考慮した形態で，商標出願をしています。 

法人のお客さま向け接点の構築 

商願2021-131755 商願2021-085663 

商標登録第6023327号 商願2021-101351 
商願2021-101353

「REGU」
商願2021-101354 

【使用例】

人材活性化部門 安全健康推進グループ
（中国電力レッドレグリオンズ 新リーグ担当）市村 和俊VOICE 担当者から一言

　ジャパンラグビーリーグワンでは，全国から選抜された24チームが審査を通じて3つのディビジョン
に振り分けられ，当部はDiv.3からのスタートとなり，Div.2への昇格を目指します！ 
　新リーグに向け，ファンクラブの設置，チームグッズの販売等新たな取り組みにも挑戦する等，ラグビー
を通じて，地域の発展に貢献していきますので，是非会場に足を運んでいただき，ご声援のほどよろしく
お願いいたします。
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他者権利侵害リスクに関する教育 
　日常の技術開発や営業活動，広報活動等には知財リスクが潜在する場 合が多々あります。そのため，潜在する知財リスクに
事前に気づき，それを 考慮した業務を遂行できる人材を育成することを目的として，各層社員を 対象とした研修を実施して
います。ここでは，一例として配電系新入社員を対象とした研修の様子をご紹介します。

「JIPA環境シンポジウム」への参加
　当社保有の環境技術を広く普及させ，環境保全に貢献することを目指し，世界知的所有権機関（WIPO）が運営する環境関連
技術・ノウハウのグローバルな普及を促進する枠組みである「WIPO GREEN」環境技術データベースに2件の環境技術を登録
しています。 
　2021年6月には，（一社）日本知的財産協会（JIPA）主催（世界知的所有権機関，特許庁後援）の，「JIPA環境シンポジウム」
に参加し，これらの技術を紹介しました。本シンポジウムでは，当社を含む企業17社がWIPO GREENに登録されている自社
技術やSDGsの取り組みを紹介しました。 

知財リスクに対する日常業務での対応 
　日常業務や研究・開発において当社が実施・検討している技術内容と他者特許を対比し，侵害の有無を検討する「特許権侵害
チェック」や，広告物やイベント等で使用する媒体について.他者商標権の侵害の有無や回避方策を検討する「商標権侵害
チェック」を日常的に実施しています。 
　また，権利確保面では，共同研究等の成果を自社の権利として，将来の実施内容も踏まえて適切に確保できる条件となって
いるかをチェックする「知財関連契約審査」や，未出願の内容が含まれる論文，技術資料等を公開し，公知となることで特許を
取得できなくなることを防止するためのチェックを行う「知財性確認」等の仕組みを整えています。 
　なお，現時点で当社の経営に重大な影響を与える知的財産関連の訴訟案件はありません。 

　知財戦略の基本理念の一つである「他者の権利の尊重」，および「コンプライアンス最優先」という
考え方に基づいて，知財リスクを回避するための取り組みを積極的に推進しています。　

6 知財リスクへの対応

地域の人材育成への協力
　次世代を担う子どもたちに，環境やエネルギー問題への興味・関心を高めてもらうため，学校への出前授業，施設見学等の
教育支援活動「わくわくEスクール」（商標登録第6321002号）を行っています。 
　近年は，SDGsやカーボンニュートラルもテーマとして取り上げ，インターネットを活用した動画配信も行っています。 
　また，研究施設を保有するエネルギア総合研究所は地域の小中学校等の社会見学先として活用いただいており，太陽光発電，
電気自動車，雷インパルス電圧発生装置等の
施設見学のほか，手回し発電体験等を取り入れ
て好評をいただいています。 
　また，（一社）広島県発明協会が主催するセミ
ナーの運営への協力や，（一社）日本知的財産
協会（JIPA）が行う研修会や講演会等への講師
派遣等を通じて地域社会に貢献しています。

　当社グループとして社会からの要請に的確に応えていく姿勢を改めて明確化するため，経営ビジョン
「エネルギアチェンジ2030」の策定に合わせて「エネルギアグループ企業行動憲章」を見直しました。
　当社グループは社会からの信頼を基盤に，健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し，成長
していくことで，持続可能な社会の実現に貢献することを自らの使命と認識し，自ら考え行動することで，
社会の一員としての責任を果たすとともに，グループの企業価値向上と持続的成長を実現してまいります。

7 社会貢献への取り組み

環境技術による貢献 

熱心に聴講する受講者

当社のWIPO GREEN登録技術 

対　象

研修の
目　的

❶海洋生物付着防止技術 （PCT/JP2012/070700ほか）

ボイラー 空気
予熱器

従来の脱硝触媒による
脱硝装置【370℃前後】

低温脱硝触媒による
脱硝装置【150℃前後】

電気
集じん機

脱硝装置
【150℃前後】 脱硫装置

High Low排ガス温度

煤じん濃度
20,000㎎/N㎥

煤じん濃度
150㎎/N㎥

煤じん濃度
数十㎎/N㎥

❷低温脱硝触媒技術（PCT/JP2016/076870ほか）

出前授業，施設見学の様子 

LED照射イメージ LED照射箇所に対する
海洋生物付着抑制状況 火力発電所の排ガスシステム

NH3

配電系の新入社員

知的財産権制度の概要理解

配電系社員の発明を題材に特許出願の必要性理解

知財性確認，知財関連契約審査の手続き把握

LED照明

海洋生物の幼生

エネルギア総合研究所 知財啓発権利化グループ 高見 英恵VOICE 担当者から一言
　「社員一人ひとりが知財リスクを考慮し，日常業務を遂行できるようになることの意識付け」を大きな
目的の一つとし，業務内容や階層，役職に応じ，体系的なカリキュラムを用意しています。 
　各研修では，具体的な事例を取り上げながら，知財リスクを未然に予防する策を説明し，社員の知財
リスクに関する知識に磨きをかけています。 
　このほかにも，自己啓発の一環として知識の向上を図れるよう，動画教材を提供したり，実務に役立つ
情報を発信する等，さまざまな方法でサポートしています。 

海洋生物の幼生が，特定の波長の光を忌避することを発
見し，この原理を応用し，塩素系の薬剤等を使うことなく，
海洋生物の付着を抑制する技術を開発。

低温環境下でも従来と同等の脱硝性能を有する「低温脱硝触媒」を開発したことで，火力発
電所のボイラ直下（370℃前後）に設置されていた脱硝装置を，煤じんの少ない電気集じん
機の後（150℃前後）に設置でき，煤じん等の影響による触媒交換コスト・労力を大幅削減。 

31 32



他者権利侵害リスクに関する教育 
　日常の技術開発や営業活動，広報活動等には知財リスクが潜在する場 合が多々あります。そのため，潜在する知財リスクに
事前に気づき，それを 考慮した業務を遂行できる人材を育成することを目的として，各層社員を 対象とした研修を実施して
います。ここでは，一例として配電系新入社員を対象とした研修の様子をご紹介します。

「JIPA環境シンポジウム」への参加
　当社保有の環境技術を広く普及させ，環境保全に貢献することを目指し，世界知的所有権機関（WIPO）が運営する環境関連
技術・ノウハウのグローバルな普及を促進する枠組みである「WIPO GREEN」環境技術データベースに2件の環境技術を登録
しています。 
　2021年6月には，（一社）日本知的財産協会（JIPA）主催（世界知的所有権機関，特許庁後援）の，「JIPA環境シンポジウム」
に参加し，これらの技術を紹介しました。本シンポジウムでは，当社を含む企業17社がWIPO GREENに登録されている自社
技術やSDGsの取り組みを紹介しました。 

知財リスクに対する日常業務での対応 
　日常業務や研究・開発において当社が実施・検討している技術内容と他者特許を対比し，侵害の有無を検討する「特許権侵害
チェック」や，広告物やイベント等で使用する媒体について.他者商標権の侵害の有無や回避方策を検討する「商標権侵害
チェック」を日常的に実施しています。 
　また，権利確保面では，共同研究等の成果を自社の権利として，将来の実施内容も踏まえて適切に確保できる条件となって
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　なお，現時点で当社の経営に重大な影響を与える知的財産関連の訴訟案件はありません。 

　知財戦略の基本理念の一つである「他者の権利の尊重」，および「コンプライアンス最優先」という
考え方に基づいて，知財リスクを回避するための取り組みを積極的に推進しています。　

6 知財リスクへの対応

地域の人材育成への協力
　次世代を担う子どもたちに，環境やエネルギー問題への興味・関心を高めてもらうため，学校への出前授業，施設見学等の
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施設見学のほか，手回し発電体験等を取り入れ
て好評をいただいています。 
　また，（一社）広島県発明協会が主催するセミ
ナーの運営への協力や，（一社）日本知的財産
協会（JIPA）が行う研修会や講演会等への講師
派遣等を通じて地域社会に貢献しています。

　当社グループとして社会からの要請に的確に応えていく姿勢を改めて明確化するため，経営ビジョン
「エネルギアチェンジ2030」の策定に合わせて「エネルギアグループ企業行動憲章」を見直しました。
　当社グループは社会からの信頼を基盤に，健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し，成長
していくことで，持続可能な社会の実現に貢献することを自らの使命と認識し，自ら考え行動することで，
社会の一員としての責任を果たすとともに，グループの企業価値向上と持続的成長を実現してまいります。

7 社会貢献への取り組み

環境技術による貢献 

熱心に聴講する受講者

当社のWIPO GREEN登録技術 

対　象

研修の
目　的

❶海洋生物付着防止技術 （PCT/JP2012/070700ほか）

ボイラー 空気
予熱器

従来の脱硝触媒による
脱硝装置【370℃前後】

低温脱硝触媒による
脱硝装置【150℃前後】

電気
集じん機

脱硝装置
【150℃前後】 脱硫装置

High Low排ガス温度

煤じん濃度
20,000㎎/N㎥

煤じん濃度
150㎎/N㎥

煤じん濃度
数十㎎/N㎥

❷低温脱硝触媒技術（PCT/JP2016/076870ほか）

出前授業，施設見学の様子 

LED照射イメージ LED照射箇所に対する
海洋生物付着抑制状況 火力発電所の排ガスシステム

NH3

配電系の新入社員

知的財産権制度の概要理解

配電系社員の発明を題材に特許出願の必要性理解

知財性確認，知財関連契約審査の手続き把握

LED照明

海洋生物の幼生

エネルギア総合研究所 知財啓発権利化グループ 高見 英恵VOICE 担当者から一言
　「社員一人ひとりが知財リスクを考慮し，日常業務を遂行できるようになることの意識付け」を大きな
目的の一つとし，業務内容や階層，役職に応じ，体系的なカリキュラムを用意しています。 
　各研修では，具体的な事例を取り上げながら，知財リスクを未然に予防する策を説明し，社員の知財
リスクに関する知識に磨きをかけています。 
　このほかにも，自己啓発の一環として知識の向上を図れるよう，動画教材を提供したり，実務に役立つ
情報を発信する等，さまざまな方法でサポートしています。 

海洋生物の幼生が，特定の波長の光を忌避することを発
見し，この原理を応用し，塩素系の薬剤等を使うことなく，
海洋生物の付着を抑制する技術を開発。

低温環境下でも従来と同等の脱硝性能を有する「低温脱硝触媒」を開発したことで，火力発
電所のボイラ直下（370℃前後）に設置されていた脱硝装置を，煤じんの少ない電気集じん
機の後（150℃前後）に設置でき，煤じん等の影響による触媒交換コスト・労力を大幅削減。 
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①特許技術が導入・適用された施策のうち，一定額以上のコスト低減効果が発生した件数 
②技術特許出願することで事業活動の自由度を確保できていることの金額効果 
③対象技術が特許で担保されていることで当社のみがメリットを享受できている金額効果，②に特許技術の寄与度特許の強さ等を加味して算定したもの

・性能の低下した脱硝触媒を研磨することにより，新品の脱硝触媒と同程度の性能まで安定して回復することができるようになりました。 
・脱硝触媒を新品へ交換した場合との価格の差より算定。 

【評価対象特許の概要】石炭火力発電所の脱硝触媒を研磨再生する装置（P25掲載事例）

特許の価値の定量的評価

特許の価値の定量的評価のステップ

ステップ1 ステップ2 ステップ3

特許が関係した
コスト低減額※（a）

特許技術が寄与した
コスト低減額（b）

特許の価値の
定量的評価額（c）

（b=a×特許技術の寄与度※）
※本事例では100%

（c=b×排他独占性※）
※本事例では67%

その他の
効率化額

発明の排他独占性評価※・・・・・・・・・・・・・ 67%
（15点満点で10点の評価）

■権利化状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3点
■権利としての強さ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4点
■代替技術に対する優位性・・・・・ 3点

※特許庁「特許評価指標（技術移転版）」をベースに，当社の事業内容に合う評価項目を採用

※計画額（将来発生が見込まれる
低減額）も含む

①権利化状況

②権利として
　の強さ

③代替技術に
　対する優位性

■排他独占性評価表

5点 4点 3点 2点 1点

無効審判後も
権利維持

非常に強い
（基本発明）

代替技術なし

権利成立
（無効審判請求なし）

強い
（基本発明に準ずる）

拒絶査定を受け
審判継続中
（特許性あり）

弱い
（中程度の改良発明）

拒絶査定を受け
審判継続中

（特許性に疑問）

非常に弱い
（小幅な改良発明）

代替技術より
技術的に劣位ー ー

権利未成立で
特許性の判断が困難

中程度
（大幅な改良発明）

代替技術より
技術的に優位

特許出願件数の推移（公開日ベース）

海外への出願件数（有効分）
23カ国（登録件数：170件）

知財関連試験有資格者数
■弁理士・・・・・・・ 5人    ■知的財産管理技能士（2級）・・・・・・・ 129人    ■知的財産管理技能士（3級）・・・・・・・ 30人
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　毎年度実施している特許の価値の定量的評価を再評価（洗い替え）しています。例えば，2020年度の評価をする場合，前年度
までに把握している施策の評価を更新し，2020年度に新たに判明した施策の評価を追加しています。 

　電気の安定供給，競争力強化，環境保全等に資する技術の研究・開発により新たな価値創造に取り
組むとともに，業務運 営のあらゆる場面で生み出される知的資産を知財として認識・活用し，企業価値を
向上していくことがグループ存立の基盤 と考え，戦略的かつ効率的な権利取得・活用を進めています。 
　こうした知財活動を通じて創出された知的財産（IP:Intellectual Property）の実績は以下のとおり
です。 

活動報告 EnerGia IP Activity 2021

評価年数

2020年度（I）
2019年度（II）

権利消滅
増分

188件
193件
▲5件
▲16件
11件

423億円
466億円
▲43億円
▲77億円
34億円

201億円
197億円
4億円
▲11億円
15億円

（IーII）

①施策件数 ②特許技術が関係したコスト低減額 ③特許の価値の定量的評価額
（年）

（件）
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　本報告書は，当社グループの研究・開発および知的
財産に関する活動についてご理解いただくための情報
提供のみを目的としており，いかなるコンテンツも投資
を勧める目的で掲載されてはおりません。投資に関する
ご判断は，利用者ご自身の責任において行われますよう
お願いいたします。
　本報告書記載内容のうち，当社グループの計画，
方針，戦略，事実認識等，将来に関する記述をはじめと
する，既に実現した事実以外の事項は，現在入手可能
な情報から得られた予測，想定，計画等を基礎として
います。また，既に実現した事実および一定の前提に基
づいて予測を行っており，客観的な正確性，将来の
実現可能性を保証するものではないことをご承知おき
ください。

本報告書に関する注意事項

この報告書について，ご意見，お問い合わせ等がございましたら，
お気軽に下記までお寄せください。

エネルギア総合研究所 知財啓発権利化グループ
〒730-8701 広島市中区小町4-33
TEL 082-544-2912　FAX 082-544-2913

https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/chizai/index.html

エネルギアグループ

知的財産報告書
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特 集 ： AI・IoT時代に対応した知的財産活動




