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 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

写真提供：秩父観光協会

【表紙の写真】

・11122016No. 538

社名等を変えた場合、保安規程変更の届出が必要になります！

安全エレちゃんの「年末に1年間使用した電気用品や電気製品の
   点検チェックと清掃をしてみましょう。」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　低圧仮設電源からキュービクル内高圧設備へのステップアップ

再生可能エネの最新動向 FIT法改正とポストFIT

好奇心いっぱい！ 小トラベル　横浜市立野毛山動物園

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

ちょっとひと息 とみうら枇杷倶楽部

お知らせ 
ご注意ください

エレちゃん6コマ電気安全　小動物の侵入

11月11日は「配線器具の日」です

特　集 1

特　集 2

3

4

7

8

12

10

16

18

19

20

22

23

裏表紙

インフォメーション
電力小売り全面自由化から半年の動向

秩父夜祭　埼玉県
埼玉県秩父市で毎年、12月2～3日に行なわれる「秩父夜祭」は、京都祇園祭、飛騨高山
祭ととも日本三大曳山祭の1つに数えられる、秩父の総社、秩父神社の例大祭です。クラ
イマックスは3日の夜。最大20tもある絢爛豪華な屋台・笠鉾の曳行は迫力満点。花火も
打ち上げられます。

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、自家用電

気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。また作成した保安規程は、法令に基づき国に

届け出ることになっています。

保安規程の届出後も内容に変更があった場合、国に届出が必要となります。これ以外にも社名や住

所、電気設備等に変更がある場合に、各種手続きが必要なケースがあります。当協会にご相談いた

だくとともに適切な手続きをお願いします。

社名等を変えた場合、

保安規程変更の届出が必要になります！

社名、事業場名等の変更

使用区域の変更
（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の発電設備を
新設（廃止）

【こんなときは要確認】

●社名（設置者名称）の変更
●事業場名の変更
●本社の移転
●企業の合併・分割
●事業場の譲渡
●代表者名の変更

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備等に

変更がある場合は、担当検査員、またはお近くの当協会事業所までご相談ください。

各種手続きのご支援をさせていただきます。

各種手続きが必要なケースの例
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　破損しているコンセントやプラグをそのまま使用
すると、感電やショートの原因となり危険です。早
めに交換しましょう。

　点検のポイント

□　コンセントプレートが
割れたりしていません
か？ 中身が見えるよう
なら非常に危険です

□　差込プラグがグラグラ
しませんか？ 刃受けが
緩んでいるかもしれま
せん

□　差込プラグに焦げたような痕がありませ
んか？

　普通コンセントプレートの差込口は1口か2口し
かありませんので、それ以上に電気製品を使用した
い場合はテーブルタップを使用していると思いま
す。テーブルタップは正しく使用しないと思わぬ事
故につながります。

　点検のポイント

□　普段からタコ足配線になっていません
か？ 使用できる電気量には制限があり
ます

□　振ってみて何か音がしませんか？ 中で
部品が外れているかもしれません

□　配線を束ねて縛ったりしていませんか？

□　途中をステップルなどで固定していませ
んか？

いつも便利に使用している電気用品や電気製品も知らないうちに不具合があ
ったり、無理な運転をさせていたり、知らずに故障していて大掃除の時に初
めて気づく事もあるものです。いつも普通に使用できている電気用品や電気
製品をあらためて点検する事は面倒であり後回しになりがちですが、年末の
大掃除の機会にぜひともチェックをして安全に使用していただきたいと思い
ます。今回は、身の回りの電気用品や電気製品のチェックや掃除を手順にし
たがって確認してみましょう。もし不具合な箇所を発見した場合は直ちに使
用を取り止め、器具を交換するか修理するかを判断しましょう。

Ⅰ 壁のコンセントや差込プラグを点検します Ⅱ テーブルタップを点検します

Ⅲ コンセントや差込プラグを清掃します

Ⅴ エアコンの掃除

Ⅳ アース線を確認します

□　コードが家具などの下敷きになっていま
せんか？

　冷蔵庫や家具の裏のコンセントやそのプラグには
チリやホコリが溜まっていることがあります。この
チリやホコリに湿気が加わると「トラッキング現象」
で発火することがありますので注意が必要です。
　これらの部分の掃除を行いましょう。

　点検のポイント

□　家具や冷蔵庫でコン
セントやプラグが押
しつぶされていませ
んか？

□　裏側のコンセントや
差込プラグのホコリ
を掃除しましょう

　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、衣類乾
燥機などはアース線を取り付けましょう。万が一こ
れらの機器が漏電した場合にアース線があれば、そ
の電気を大地に逃すことができます。アース線が外
れていないか確認をしてみましょう。

　点検のポイント

□　アース付きコンセントに緑色のアース線
がしっかりと固定されていますか？

□　エアコンの室外機（屋
外機）にアース線が
取り付けてあります
か？（室外機のアー
ス線が屋内機のアー
ス付きコンセントに
つながっている場合
もあります）

次に電気製品の掃除を始めましょう！

　エアコンは室内の空気を吸い込み、その空気を冷
媒の入った内部を通して吹き出しています。この吸
込口にフィルターがあるわけですが、このフィルタ
ーが汚れると空気の流れが妨げられ、エアコンの能
力が低下してしまいます。

　清掃のポイント

□　掃除機でフィルター部分のスリットのホ
コリを吸いましょう

□　外したフィルターを水洗いしましょう。
水は空気の流れる方向と逆から当てまし
ょう

□　吹出口のホコリを掃除
しましょう

□　洗ったフィルターはよ
く乾燥させてから本体
に取り付けましょう

　一年中活躍する冷蔵庫も大掃除の時に点検清掃し
ます。食材を傷めないように進めてください。
　食材の詰め込み過ぎは冷蔵庫の大敵です。掃除を
しながら食材の整理をしましょう。

　清掃のポイント

□　食材を取り出し外せるパーツは水洗いし
ます

□　ドア内側のゴムパ
ッキンを清掃しま
す。異物が挟まっ
ていませんか？

□　庫内が軽くなった
ら動かして冷蔵庫
裏面のホコリも掃
除しましょう

　全自動洗濯機は大変便利な家電製品です。最近で
は乾燥機能付きの製品も出回っています。快適に使
用できるように清掃をしましょう。

　清掃のポイント

□　洗剤投入ケースを清掃します

□　給水ホースのフィルターを掃除して目詰
まりをなくします

□　乾燥機能付き全自
動洗濯機は乾燥フ
ィルターや糸くず
フィルターも清掃
します

　最近は紙パック式の掃除機に代わりサイクロン式
の掃除機も多くなってきました。今回はサイクロン
式の掃除機を取り上げます。ダストカップ周りの清

しょう。使用直後は電球が熱くなっている場合もあ
りますので注意しましょう。

　清掃のポイント

□　ペンダント式のフードを外しホコリを拭
き取ります

□　蛍光灯タイプは蛍光灯を外し、空拭きし
ます

□　ダウンライトは光の拡散フードのホコリ
を拭き取ります

1年間使用した電気用品や 電気製品の
　大画面テレビも一般的になってきました。テレビ
は静電気でホコリが付きやすいものです。画面はホ
コリばかりでなく指紋も気になります。しかし画面
は傷がつきやすいので、取扱説明書をよく読み推奨
された洗剤や用具を使ってください。

　清掃のポイント

□　画面のホコリを拭き取ります

□　テレビ裏面のホコリも拭き取ります

　いかがでしたでしょうか？ 電気用品に不具合が
あったら、この際交換をしてみてください。コンセ
ントプレート等の電気用品は専門の電気工事が必要
になる場合もありますので注意が必要です。
　電気製品の清掃のポイントは他にもありますが、
取扱説明書に製品ごとに詳しく載っていますので、
ぜひご覧になってください。電気製品はこまめな掃
除を繰り返すことで製品の寿命を伸ばし、消費電力
を減らすことにも結びつきます。また、今回照明器
具の清掃も取り上げましたが、電球タイプの照明器
具はLED電球に交換することによって「省エネと
長寿命」の両得が期待できます。様々なタイプが用
途別に各メーカーから出ていますので一度検討され
てはいかがでしょうか。

点検チェックと清掃
年末に

をして
　みましょう。

●点検の前に使用器具をコンセントから抜きましょう。
●電気は水気が苦手です。コンセントやプラグを拭き掃除する時は固く絞った雑巾で拭いてね。
●おかしいな？と思ったら取扱説明書をよく読んで、それでもダメなら購入店に相談しましょう。

点検を始める前にこれだけは守ってね。待って！チョッ
ト

掃を十分に行うことで吸引力の維持が期待できま
す。フィルター類も水洗いできる製品がありますが、
あくまでも取扱説明書をよく読みそれに従ってくだ
さい。

　清掃のポイント

□　本体の電源コードが傷んでいないか確認
しましょう

□　吸込口の回転ブラシを取り出し毛髪やゴ
ミを取り除きます

□　ダストカップは取扱説明書通りに分解
し、水洗いできる部分を洗浄します（洗
った部品は充分乾燥させてから運転させ
ましょう）

　ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れると「あ
れ！暗くなったな」と思うことも。様々な形の照明
器具がありますので、それぞれにあった掃除をしま
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　破損しているコンセントやプラグをそのまま使用
すると、感電やショートの原因となり危険です。早
めに交換しましょう。

　点検のポイント

□　コンセントプレートが
割れたりしていません
か？ 中身が見えるよう
なら非常に危険です

□　差込プラグがグラグラ
しませんか？ 刃受けが
緩んでいるかもしれま
せん

□　差込プラグに焦げたような痕がありませ
んか？

　普通コンセントプレートの差込口は1口か2口し
かありませんので、それ以上に電気製品を使用した
い場合はテーブルタップを使用していると思いま
す。テーブルタップは正しく使用しないと思わぬ事
故につながります。

　点検のポイント

□　普段からタコ足配線になっていません
か？ 使用できる電気量には制限があり
ます

□　振ってみて何か音がしませんか？ 中で
部品が外れているかもしれません

□　配線を束ねて縛ったりしていませんか？

□　途中をステップルなどで固定していませ
んか？

Ⅵ 冷蔵庫の清掃

Ⅶ 洗濯機の清掃 Ⅸ 照明器具の清掃

Ⅷ 掃除機の清掃

Ⅹ テレビの清掃

□　コードが家具などの下敷きになっていま
せんか？

　冷蔵庫や家具の裏のコンセントやそのプラグには
チリやホコリが溜まっていることがあります。この
チリやホコリに湿気が加わると「トラッキング現象」
で発火することがありますので注意が必要です。
　これらの部分の掃除を行いましょう。

　点検のポイント

□　家具や冷蔵庫でコン
セントやプラグが押
しつぶされていませ
んか？

□　裏側のコンセントや
差込プラグのホコリ
を掃除しましょう

　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、衣類乾
燥機などはアース線を取り付けましょう。万が一こ
れらの機器が漏電した場合にアース線があれば、そ
の電気を大地に逃すことができます。アース線が外
れていないか確認をしてみましょう。

　点検のポイント

□　アース付きコンセントに緑色のアース線
がしっかりと固定されていますか？

□　エアコンの室外機（屋
外機）にアース線が
取り付けてあります
か？（室外機のアー
ス線が屋内機のアー
ス付きコンセントに
つながっている場合
もあります）

次に電気製品の掃除を始めましょう！

　エアコンは室内の空気を吸い込み、その空気を冷
媒の入った内部を通して吹き出しています。この吸
込口にフィルターがあるわけですが、このフィルタ
ーが汚れると空気の流れが妨げられ、エアコンの能
力が低下してしまいます。

　清掃のポイント

□　掃除機でフィルター部分のスリットのホ
コリを吸いましょう

□　外したフィルターを水洗いしましょう。
水は空気の流れる方向と逆から当てまし
ょう

□　吹出口のホコリを掃除
しましょう

□　洗ったフィルターはよ
く乾燥させてから本体
に取り付けましょう

　一年中活躍する冷蔵庫も大掃除の時に点検清掃し
ます。食材を傷めないように進めてください。
　食材の詰め込み過ぎは冷蔵庫の大敵です。掃除を
しながら食材の整理をしましょう。

　清掃のポイント

□　食材を取り出し外せるパーツは水洗いし
ます

□　ドア内側のゴムパ
ッキンを清掃しま
す。異物が挟まっ
ていませんか？

□　庫内が軽くなった
ら動かして冷蔵庫
裏面のホコリも掃
除しましょう

　全自動洗濯機は大変便利な家電製品です。最近で
は乾燥機能付きの製品も出回っています。快適に使
用できるように清掃をしましょう。

　清掃のポイント

□　洗剤投入ケースを清掃します

□　給水ホースのフィルターを掃除して目詰
まりをなくします

□　乾燥機能付き全自
動洗濯機は乾燥フ
ィルターや糸くず
フィルターも清掃
します

　最近は紙パック式の掃除機に代わりサイクロン式
の掃除機も多くなってきました。今回はサイクロン
式の掃除機を取り上げます。ダストカップ周りの清

しょう。使用直後は電球が熱くなっている場合もあ
りますので注意しましょう。

　清掃のポイント

□　ペンダント式のフードを外しホコリを拭
き取ります

□　蛍光灯タイプは蛍光灯を外し、空拭きし
ます

□　ダウンライトは光の拡散フードのホコリ
を拭き取ります

安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
電気と保安 

2016年11・12月号
問　題

破損しているコンセントやプラグを
そのまま使用すると、
〇〇やショートの原因となり危険です。
2文字をお答えください。
ヒント（4～7ページ）

ハガキまたは電子メールに
①クイズの答え  ②郵便番号・住所・氏名  
③勤務先名・勤務先住所（ご意見・ご感想がある方はご記入ください）
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想
（「保安協会はこの点を改善した方が良い」等のご意見もお聞かせください）

をご記入のうえ下記あてにお送りください。
また、当協会ホームページにもクイズの応募フォームが
ございますのでご利用ください。

応募方法 〒108-0023  
東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル7階  
関東電気保安協会  広報部
［当協会ホームページアドレス］ http://www.kdh.or.jp/
［電子メールアドレス］ kdh-kouhou@kdh.or.jp
平成29年1月20日必着
平成29年3・4月号に正解を発表いたします。正解者の
中から抽選で100人の方にオリジナル図書カード（500
円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発
送をもって代えさせていただきます。

応 募 先

締切期日
発 表

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の
目的、および、ハガキまたはメールで寄せられたご意見に対する回答
の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

責 任 分 界 点
応募総数…1,782件

でした。
たくさんのご応募

ありがとうございました。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　大画面テレビも一般的になってきました。テレビ
は静電気でホコリが付きやすいものです。画面はホ
コリばかりでなく指紋も気になります。しかし画面
は傷がつきやすいので、取扱説明書をよく読み推奨
された洗剤や用具を使ってください。

　清掃のポイント

□　画面のホコリを拭き取ります

□　テレビ裏面のホコリも拭き取ります

　いかがでしたでしょうか？ 電気用品に不具合が
あったら、この際交換をしてみてください。コンセ
ントプレート等の電気用品は専門の電気工事が必要
になる場合もありますので注意が必要です。
　電気製品の清掃のポイントは他にもありますが、
取扱説明書に製品ごとに詳しく載っていますので、
ぜひご覧になってください。電気製品はこまめな掃
除を繰り返すことで製品の寿命を伸ばし、消費電力
を減らすことにも結びつきます。また、今回照明器
具の清掃も取り上げましたが、電球タイプの照明器
具はLED電球に交換することによって「省エネと
長寿命」の両得が期待できます。様々なタイプが用
途別に各メーカーから出ていますので一度検討され
てはいかがでしょうか。

1年間使用した電気用品や電気製品の
点検チェックと清掃をしてみましょう

7・8月号正解

年末に

掃を十分に行うことで吸引力の維持が期待できま
す。フィルター類も水洗いできる製品がありますが、
あくまでも取扱説明書をよく読みそれに従ってくだ
さい。

　清掃のポイント

□　本体の電源コードが傷んでいないか確認
しましょう

□　吸込口の回転ブラシを取り出し毛髪やゴ
ミを取り除きます

□　ダストカップは取扱説明書通りに分解
し、水洗いできる部分を洗浄します（洗
った部品は充分乾燥させてから運転させ
ましょう）

　ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れると「あ
れ！暗くなったな」と思うことも。様々な形の照明
器具がありますので、それぞれにあった掃除をしま
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那須事業所　関　栄昭　

の 記 録 から現場
低圧仮設電源から
キュービクル内高圧設備へのステップアップ
　今回は建物の新築工事期間中
の点検時に発生した事例を紹介
します。
　その日、初めての点検を行う
ためにお客さまを訪問しました。
お客さまの建物はまだ工事中で、
受電も行われていませんが、工
事作業用に低圧の仮設電源が引
き込まれていました。

◆　　◆　　◆

　最初に施工工事店責任者にあ
いさつし、工事の進捗状況など
を確認した後、キュービクル内
の高圧機器の銘板及び設置状況
を確認するためキュービクルが
設置されている場所へ移動しま
した。
　受電前のためキュービクルは
施錠されておらず、無電圧のは
ずですが、通常の手順通り、キ
ュービクルを開ける前に扉の取
っ手部分で検電を実施、無充電

を確認した後、扉を開放した瞬
間に問題が発生しました。

◆　　◆　　◆
　保安協会では感電事故を防止
するために、必ず利き手の手首
に高圧充電部接近警報用のリス
トアラームを装着して作業を行
うことが決められています。こ
のリストアラームは高圧充電部
からの距離が60cm以内になる
と鳴動するのですが、キュービ
クルの扉を開けた瞬間から手首
に装着したリストアラームが鳴
動を始めました。
　「まさか」と思い、高圧検電器
で検電を行ったところ、高圧検

電器も鳴動したことから、キュ
ービクル内の高圧部が充電して
いることが確認されました。

◆　　◆　　◆
　お借りしていたキュービクル
の鍵で施錠した後、工事責任者
に報告を行い、現状確認のため、
立会いをお願いしました。工事
責任者もキュービクル内が充電
していることを知らず、キュー
ビクルまで戻り、充電している
ことを説明すると、「なぜこうな
っているのかわからない」と困
惑顔でした。

◆　　◆　　◆
　すぐに原因究明に取り掛かっ

たところ、電気工事店が建物内
の照明を点灯するために建物内
電灯盤（L-1）に工事用に引き込
まれた仮設電源を接続し、電灯
盤の主開閉器を投入していたこ
とがわかりました。

　このことから、工事責任者へ
原因を説明し、電灯盤主開閉器
を開放したところ、キュービク
ル内が無電圧となったことが確
認できました。
　無電圧確認後にさらに調査を

進めたところ、仮設電源が接続
されていた電灯回路の幹線であ
るキュービクル電灯配電盤の主
幹開閉器も投入されていたこと
から、電灯変圧器を介しステッ
プアップし、高圧充電されてい
たことが判明しました。
　工事期間中で、まだ受電して
いないキュービクルに高圧の電
気が充電していたのは初めての
経験でした。

　今回の件では、当協会が把握
していないところで仮設電源か

らキュービクルに給電されてい
たことから、結果としてキュー
ビクル内部が充電状態となった
事例でした。また、初回の点検
であったことや、受電前であっ
たことからキュービクルは施錠
されておらず、さらに高圧充電
表示などのステッカーも貼られ
ていませんでした。
　万が一、検電器などの装備を
持たない人がキュービクル内に
立ち入っていれば感電事故が発
生し、場合によっては死亡する
可能性があるケースでした。受
電前であっても、キュービクル
内で作業を行う場合や、仮設電
源をキュービ
クルへ入れる
際には電気主
任技術者への
連絡をお願い
いたします。

仮設電源

建物内電灯盤（L-1）

変圧器

負荷開閉器



nformation インフォメーション

（執筆・電気新聞編集委員　小林 健次）

　需要家に電気を小売り販売できる「小売電気事業者」

の登録者数は、2016年9月末時点で348者になりました。

ガスや石油をはじめ、もともと電力との親和性の高い業

界のほか、鉄道や通信など異業種からの参入も相次いで

います。

電力小売り全面自由化から半年の動向
電力小売り全面自由化から半年が経過しました。

この間に電力小売り市場はどう変わって、社会にどのような影響を与えたのか、
状況をまとめてみました。

サ ー ビ ス・プ ラ ン の 拡 充

　一般家庭が選べる料金プランやサービスも多様化して

きました。ガスや通信とのセット割引や各種ポイント

サービス、生活まわりの駆けつけサービスなどの付加価

値をつけるパターンが代表的です。ただ、料金体系は従来

とあまり変わりなく、基本料金と従量料金の2部料金制が

約8割を占めています。基本料金0円の完全従量料金制を

売りにする事業者も一部あります。

　新電力がターゲットとするのは、電気の使用量が多い

家庭です。これまで大手電力が提供していた規制料金プ

ランは、需要家に節電・省エネを促すために300kWh超の

料金単価があえて高めに設定されており、メリットを訴

求しやすいためです。経済産業省・資源エネルギー庁に

よると、新電力にスイッチング（契約変更）した需要家の

使用量は平均280kWhで、プランを変更していない需要家

に比べて約3割多くなっています。

　では、どれほどの消費者が料金プランを変更したので

しょうか。一般家庭を含む低圧需要家による新電力への

スイッチング申し込み件数は9月末時点で約188万件で

す。これは低圧契約口数の3.0％に当たります。エリア別

では、東京の4.7％と関西の3.8％が高く、北海道の3.4％が

それに続きます。北海道は東日本大震災後、原子力発電所

の停止期間が長引いて電気料金を2度値上げした影響が

見て取れます。

　新電力の中で存在感を示すのは、対面営業に強いガス

会社です。ガスと電気のセット割を武器に顧客を獲得し、

7月末までの申し込み件数は東京ガスで40万件、大阪ガス

で17万件を突破しました。中堅都市ガス会社やLPガス会

社による電気の代理店販売も増えています。

　大手電力も新たな料金プランやサービスを打ち出し、

規制料金プランからの切り替えを促しています。申し込

み件数は7月末時点で約189万件、低圧契約口数の3.0％と

なっています。新電力へのスイッチング申し込み件数と

合算すると、全面自由化を契機に行動を起こした需要家

消 費 者 の 反 応

　電力・ガス取引監視等委員会や国民生活センター、消

費生活センターには、自由化にまつわる様々な相談が寄

せられています。当初多かったのは、電力会社の代理店な

どと偽ってスマートメーター（次世代電力量計）の設置費

用を請求したり、個人情報を引き出そうとしたりする悪

質な営業です。

　最近でも、架空のメーター交換を口実に太陽光発電シ

ステムや電気温水器、蓄電池などを売りつけるなど、自由

化に便乗した勧誘は横行しており、国民生活センターな

どは注意を呼びかけています。

　新しい料金プランに変更してから電気料金の請求が来

ないという相談もありました。電気の使用量データは、大

手電力の送配電部門を指す「一般送配電事業者」が検針し

て小売電気事業者に通知していますが、東京電力パワー

ト ラ ブ ル 事 例

　様々なプレーヤーが電力市場に参入しても、電力安定

供給は保たれる見込みです。まず小売電気事業者には、自

社の顧客に販売できるだけの供給力を確保するという義

務が課せられています。供給力の調達方法は発電事業者

との相対契約が中心で、日本卸電力取引所（JEPX）が運営

する卸市場からの調達量は国内の販売電力量の約2.6％に

過ぎません。それでも全面自由化から半年間で、2013年度

1年分の取引が成立するなど、活性化が進んでいます。

電 気 の 安 定 供 給

　発電所のトラブルなどで小売電気事業者の供給力が不

足しても、一般送配電事業者が各エリア内の需給バラン

スを調整します。エリア内の供給力で足りない場合は、全

国の需給状況を監視する電力広域的運営推進機関（広域

機関）が他エリアに電力融通を指示します。さらに広域機

関は、将来的に供給力不足が見込まれる場合、電源の廃止

を阻止したり、電源を新設したりする権限もあります。

　電力自由化は小売電気事業者の価格競争をもたらしま

したが、それには限界があります。多様化する消費者ニー

ズをとらえ、サービスの競争へと進展していくことが期

待されています。さらに、電力が先行したエネルギーの自

由化は来年4月から都市ガスに拡大し、消費者は電気とガ

ま と め

スの供給先を自由に選べるようになります。ガスは電気

と違って取引市場がなく、参入するプレーヤーも限定さ

れてきますが、エネルギー事業の垣根がなくなることで

競争は一段と進む見通しです。

自由化に便乗した悪質な営業に注意！！

は約377万件、低圧契約口数の6.0％になります。これは先

行して自由化したＥＵ加盟28カ国の平均値とほぼ同水準

で、世耕弘成経済産業相は9月の定例会見で「国際的にみ

ても順調に推移している」と評価しています。

　大手電力同士の競争も激しくなってきました。もとも

と自由化されている特別高圧・高圧分野を含め、電力10

社（完全子会社を含む）が供給エリア外に販売した電力量

は、新電力の販売電力量の約5％に相当します。エリア別

では、関西と東京がほぼ一線に並んでいます。低圧分野に

限れば、関西への販売が群を抜き、中部、東京がそれに続

きます。

グリッドのシステム不具合などによって一部遅れが発生

しました。未通知の件数は5月中旬に3万件を超え、8月ま

で2万件前後で推移していましたが、9月中旬にようやく

収束のめどが立ちました。

出典：経済産業省資料などを基に作成

エリア別のスイッチング申し込み件数（2016年9月末時点）

※1 2015年度の一般家庭等の通常の契約口数（約6,253万件）を用いて試算

94,700
57,000

1,083,100
146,300

6,000
380,900

7,700
11,900
96,700

－
1,884,300

3.43%
1.04%
4.72%
1.92%
0.49%
3.78%
0.22%
0.61%
1.56%

－
3.01%

エリア

北海道
東北
東京
中部
北陸
関西
中国
四国
九州
沖縄
全国

申込件数 スイッチング率※1

出典：経済産業省資料

スイッチングを行った需要家の電力使用量及び電気料金
（2016年5月実績）

販売電力量

販売額

販売単価（kWh）

契約口数

販売電力量（一口）

販売額（一口）

156億kWh

3,668億円

23.6円

7,371万件

211kWh

4,976円

1.7億kWh

37億円

21.9円

61万件

281kWh

6,151円

大手電力会社
（みなし小売〈規制〉） 新電力
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特　集 2

電気新聞

　資源の少ない日本では、化石
燃料の代替として注目されてき
た再生可能エネルギー。しかし、
採算性の問題や電気の安定供給
に影響があることなどから、な
かなか普及しませんでした。
　そんな再生可能エネルギーの
転機は、2012年7月から始まっ
た再生可能エネルギー固定価格
買取制度（FIT）の導入でした。
FITは電気を使うすべての人が再
生可能エネルギーを買い取る費

用を負担する制度です。電力会
社は国の認定を受けたFIT電源
（太陽光、風力、地熱、中小水力、
バイオマス）が発電した電気を、
国が定めた固定価格で一定期間、
全量を買い取ります。そのため
にかかった費用は賦課金として、
電気料金の回収に合わせてすべ
ての利用者が電気の利用料に応
じて支払います。
　FIT の導入により、採算性が
高まった再生可能エネルギーに

対する投資が進み、2015年度末
までに運転を開始した再生可能
エネルギーの導入量は制度開始
前と比較して2倍以上の2,843万
kWとなっています。
　一方で、経済産業省・資源エ
ネルギー庁の見通しでは、2016
年度における標準家庭当たりの賦
課金の負担額は年間8,100円。12
年度のFIT開始時と比べると負担
額は10倍以上になっています。
　また、FIT導入以降、開発期間

が他の再生可能エネルギーより
短いメガソーラーなどの事業用
太陽光発電に導入が偏る、発電
した電気を電力ネットワークへ
流すための枠が足りない―― な
どの問題点も顕在化し、国は今年、
再生可能エネルギーのさらなる
導入拡大と国民負担抑制の両立
に向け、FITの見直しを決めまし
た。

長期安定発電に向けた
体制の構築

　一方で、国は、再生可能エネ
ルギーを将来的にFITに頼らなく
ても長期安定的に発電できる「自
立電源」にすることを見据え施
策を展開していく予定です。こ
のため、各電源の導入状況や特

性を踏まえ、コスト低減支援、
規制改革、地域での受け入れ基
盤や産業基盤の整備などの施策
を総合的に展開していきます。
　それでは、個々の再生可能エ
ネルギーについて現状や将来を
見据えた施策を紹介していきま
す。

1 太陽光発電

　太陽光発電の導入量は、2014
年度末累積で2,688万kW。FIT
制度が始まってからは、特に
10kW以上の事業用を中心に導
入量が伸びています。計画から
稼働までのリードタイムが短く、
導入が容易なことも導入拡大に
寄与しています。

　一方で、
①不十分な設計施工やメンテ
ナンスの不備

②管理者がよく分からない
など立地地域とのトラブルなど
も発生しています。
　改正FIT法では、発電事業者の
事業計画の提出を求め、適切な
点検・保守を行うことを要件と
する認定制度へと変更されまし
た。国は今後、具体的な点検・
保守の実施内容を規定したガイ
ドラインの策定を進めます。
　また、国は自治体と連携し、
全国各地域の設備保守や施工を
手掛ける事業者のネットワーク
づくりも進めます。
　低コスト化に向けては、パネ
ルやパワーコンディショナなど
の周辺機器の維持管理、廃棄ま

で含めた発電システム全体の抜
本的なコスト低減に向け研究開
発が行われています。また、高
額な工事費を低減する製品技術
開発の支援や長期安定的な発電
を可能にする基盤の整備などを
行っており、最近では、住宅用
の太陽光発電システムと屋根と
のパッケージ化技術の支援も
行っています。

2 風力発電

　風力発電も、FITにより導入量
の増加に向けた動きが見られて
います。2015年度末時点での設
備容量は約311万kW（単機出力
10kW以上かつ総出力20kW以上
の系統連系されている施設）。ほ
かに、環境影響評価（環境アセ
スメント）の手続き中の案件も
あり、今後そうした設備が順次
運転開始していくことが見込ま
れています。
　しかし、環境アセスメントや
地元との調整などで時間がかか
るなど初期段階での課題があり
ます。また、発電した電気を消
費地まで運ぶ電力ネットワーク
の容量にも制限があるほか、出
力が不安定のため、大規模導入
による影響を緩和するための出
力の安定化や電力ネットワーク
の強化が課題となっています。
　国は風力発電は環境アセスメ
ントの迅速化や出力予測技術の
高度化などに取り組む方針です。
　日本では洋上発電にも期待が
高まっています。
　洋上風力では一般海域での導
入を支援するため、ガイドライ
ンを作成します。また、地方自
治体条例に基づいた手続き事例

や、実証事業の内容を盛り込み、
開発時の参考にしてもらいます。
　関連して、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）
は洋上風況マップの完成版を今
年度末に公開する予定です。

3 バイオマスエネルギー

　バイオマスエネルギーは、廃
棄物系と未利用系に大別されま
す。利用方法については、直接
燃焼のほか、エタノール発酵な
どの生物化学的変換、炭化など
の熱化学的変換による燃料化な
どがあります。
　バイオマスエネルギーを活用
した発電は、FIT導入により
2012年以降、約51.8万kWが導
入されています。バイオマス発
電は安定した発電が見込めます
が、燃料となる木材チップの安
定的な確保や発電コストの7割を
占める燃料費の低減が課題です。
　今後は、発電コストを低減す
る研究開発や規制改革、ノウハ
ウや知識の普及強化など総合的
な環境整備を関係省庁が連携し
て検討・実施します。

4 中小水力発電

　水力発電のうちFITの対象と
なっているのは、中小の水力発
電です。FITの開始を受け、これ
まで導入が進んでいなかった小
規模の発電所の建設が進んでい
ます。FIT導入後は約16万kW
が新たに運転開始しており、今
後も開発が進むことが見込まれ
ます。
　中小水力発電の特徴は、出力
は少なくても年間を通し安定し

た発電量を確保でき、設備利用
率が高いこと。一方で、設置地
点が限られる、水の利用に関す
る利害関係が発生する、河川の
流況調査に費用と時間がかかる
などが課題です。
　このため国は、流量調査費を
補助して新規開発を支援するほか、
国や民間が持つ流況データの共
有に向けた環境も整備します。

5 地熱発電

　地熱発電は、地下に浸透した
雨水などが高温の熱水として貯
えられているところに井戸を掘
り、熱水や蒸気を取り出し、ター
ビンを回して電気を起こします。
中小水力発電と同様に安定的な
発電が可能でベースロード電源
にも位置付けられています。
　日本は火山や温泉が多いこと
でも分かるように、世界でも有
数の地熱の資源を誇ります。し
かし、地熱発電の導入には、地
下の開発に高いリスクとコスト
がかかります。また、温泉事業
者を始めとする地元の理解や、
開発から発電所の稼働に至るま
でのリードタイムが10年を超え
るといった課題があります。
　こうした課題に対して国は、
開発リスクが特に高い初期調査
段階におけるコストの低減に向
け、資源量の把握に向けた地表
調査や掘削調査などの支援を強
化していきます。
　また、地域の理解促進のため
の支援として、石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）
を通じた掘削支援の拡充や、地
域住民の理解を得るための仕組
みづくりを進める方針です。

FIT

再生可能エネの最新動向
FIT法改正とポストFIT

近年、導入が進む再生可能エネルギー。今年は、そのきっかけとなった
再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）が改正されたほか、
FIT 終了後を見据えた施策も検討されています。
ここでは、主な再生可能エネルギーの現状と今後の見据えた国の施策などを紹介するとともに、
東京大学大学院の横山明彦先生に再生可能エネルギーで発電された電気を受け入れる
電力ネットワーク側の取り組みをうかがいました。

※ＦＩＴ導入後の値は100kW以下を四捨五入。
※ＦＩＴ導入後の合計は端数調整により合計が一致しない。

【図1】　2016年3月末時点における再生可能エネルギー発電設備の導入状況

【図2】　電源種別の特徴と課題

再生可能エネルギー
発電設備の種類

太陽光（住宅）

太陽光（非住宅）

風力

地熱

中小水力

バイオマス

合計

 ＦＩＴ導入前
 （2012年6月末までの累積導入量） 

 約470 万kW 
約560 万kW

 約90 万kW 

 約260 万kW 

 約50 万kW 

 約960 万kW 

 約230 万kW 

 約2,060 万kW

 ＦＩＴ導入後
 （2012年7月～2016年3月までの導入量） 

 395.1 万kW 
2,726.8 万kW

 2,331.7 万kW 

 47.9 万kW 

 0.9 万kW 

 16.0 万kW 

 51.8 万kW 

 2,843.5 万kW 

設備導入量（運転を開始したもの）

出典：資源エネルギー庁の資料をもとに作成

●発電に伴う二酸化炭素（CO2）排出がない
●基本的に設置場所の制限がなく導入しやすい
●メンテナンスがほとんど必要ない

●発電コストが比較的安い
●電気エネルギーへの変換効率がよい
●風があれば夜間も発電が可能

●CO2を吸収して成長するバイオマス資源が燃料
●未利用廃棄物の燃料化で循環型社会の構築に貢献
●バイオマス資源の活用により農山漁村の活性化が期待される

●高度な技術が確立されている
●CO2を排出しない純国産エネルギー
●自然の地形を活用する「流れ込み式中小水力」は大規模ダムなど
　が不要

●地下深くの蒸気を使うため昼夜問わず安定した発電が可能
●水力と並ぶ純国産エネルギーで、化石燃料と比べて枯渇の心配が
　少ない
●発電後の蒸気・熱水を地域冷暖房、農業用ハウスなどで再利用で
　きる

●気象条件により発電出力が変動する
●導入コストがいぜん高めで技術開発によるコスト低減が必要

●周辺環境との調和
●台風など日本の気象条件に対応した風車の開発
●電力系統に影響を与えない技術開発が必要

●資源が広い地域に分散し収集・運搬・管理にコストがかかる
●小規模分散型の設備になりがち

●使用可能な水量や有効落差などで立地点に制約がある
●投資回収期間が比較的長い
●水利権の取得などが難しいケースもある

●立地地区が国立公園や温泉地などと重なり関係者との
　調整が必要

優れている点 課　題

太
陽
光

風
力

バ
イ
オ
マ
ス

水
力

地
熱
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特　集 2

　資源の少ない日本では、化石
燃料の代替として注目されてき
た再生可能エネルギー。しかし、
採算性の問題や電気の安定供給
に影響があることなどから、な
かなか普及しませんでした。
　そんな再生可能エネルギーの
転機は、2012年7月から始まっ
た再生可能エネルギー固定価格
買取制度（FIT）の導入でした。
FITは電気を使うすべての人が再
生可能エネルギーを買い取る費

用を負担する制度です。電力会
社は国の認定を受けたFIT電源
（太陽光、風力、地熱、中小水力、
バイオマス）が発電した電気を、
国が定めた固定価格で一定期間、
全量を買い取ります。そのため
にかかった費用は賦課金として、
電気料金の回収に合わせてすべ
ての利用者が電気の利用料に応
じて支払います。
　FIT の導入により、採算性が
高まった再生可能エネルギーに

対する投資が進み、2015年度末
までに運転を開始した再生可能
エネルギーの導入量は制度開始
前と比較して2倍以上の2,843万
kWとなっています。
　一方で、経済産業省・資源エ
ネルギー庁の見通しでは、2016
年度における標準家庭当たりの賦
課金の負担額は年間8,100円。12
年度のFIT開始時と比べると負担
額は10倍以上になっています。
　また、FIT導入以降、開発期間

が他の再生可能エネルギーより
短いメガソーラーなどの事業用
太陽光発電に導入が偏る、発電
した電気を電力ネットワークへ
流すための枠が足りない―― な
どの問題点も顕在化し、国は今年、
再生可能エネルギーのさらなる
導入拡大と国民負担抑制の両立
に向け、FITの見直しを決めまし
た。

長期安定発電に向けた
体制の構築

　一方で、国は、再生可能エネ
ルギーを将来的にFITに頼らなく
ても長期安定的に発電できる「自
立電源」にすることを見据え施
策を展開していく予定です。こ
のため、各電源の導入状況や特

性を踏まえ、コスト低減支援、
規制改革、地域での受け入れ基
盤や産業基盤の整備などの施策
を総合的に展開していきます。
　それでは、個々の再生可能エ
ネルギーについて現状や将来を
見据えた施策を紹介していきま
す。

1 太陽光発電

　太陽光発電の導入量は、2014
年度末累積で2,688万kW。FIT
制度が始まってからは、特に
10kW以上の事業用を中心に導
入量が伸びています。計画から
稼働までのリードタイムが短く、
導入が容易なことも導入拡大に
寄与しています。

　一方で、
①不十分な設計施工やメンテ
ナンスの不備

②管理者がよく分からない
など立地地域とのトラブルなど
も発生しています。
　改正FIT法では、発電事業者の
事業計画の提出を求め、適切な
点検・保守を行うことを要件と
する認定制度へと変更されまし
た。国は今後、具体的な点検・
保守の実施内容を規定したガイ
ドラインの策定を進めます。
　また、国は自治体と連携し、
全国各地域の設備保守や施工を
手掛ける事業者のネットワーク
づくりも進めます。
　低コスト化に向けては、パネ
ルやパワーコンディショナなど
の周辺機器の維持管理、廃棄ま

で含めた発電システム全体の抜
本的なコスト低減に向け研究開
発が行われています。また、高
額な工事費を低減する製品技術
開発の支援や長期安定的な発電
を可能にする基盤の整備などを
行っており、最近では、住宅用
の太陽光発電システムと屋根と
のパッケージ化技術の支援も
行っています。

2 風力発電

　風力発電も、FITにより導入量
の増加に向けた動きが見られて
います。2015年度末時点での設
備容量は約311万kW（単機出力
10kW以上かつ総出力20kW以上
の系統連系されている施設）。ほ
かに、環境影響評価（環境アセ
スメント）の手続き中の案件も
あり、今後そうした設備が順次
運転開始していくことが見込ま
れています。
　しかし、環境アセスメントや
地元との調整などで時間がかか
るなど初期段階での課題があり
ます。また、発電した電気を消
費地まで運ぶ電力ネットワーク
の容量にも制限があるほか、出
力が不安定のため、大規模導入
による影響を緩和するための出
力の安定化や電力ネットワーク
の強化が課題となっています。
　国は風力発電は環境アセスメ
ントの迅速化や出力予測技術の
高度化などに取り組む方針です。
　日本では洋上発電にも期待が
高まっています。
　洋上風力では一般海域での導
入を支援するため、ガイドライ
ンを作成します。また、地方自
治体条例に基づいた手続き事例

や、実証事業の内容を盛り込み、
開発時の参考にしてもらいます。
　関連して、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）
は洋上風況マップの完成版を今
年度末に公開する予定です。

3 バイオマスエネルギー

　バイオマスエネルギーは、廃
棄物系と未利用系に大別されま
す。利用方法については、直接
燃焼のほか、エタノール発酵な
どの生物化学的変換、炭化など
の熱化学的変換による燃料化な
どがあります。
　バイオマスエネルギーを活用
した発電は、FIT導入により
2012年以降、約51.8万kWが導
入されています。バイオマス発
電は安定した発電が見込めます
が、燃料となる木材チップの安
定的な確保や発電コストの7割を
占める燃料費の低減が課題です。
　今後は、発電コストを低減す
る研究開発や規制改革、ノウハ
ウや知識の普及強化など総合的
な環境整備を関係省庁が連携し
て検討・実施します。

4 中小水力発電

　水力発電のうちFITの対象と
なっているのは、中小の水力発
電です。FITの開始を受け、これ
まで導入が進んでいなかった小
規模の発電所の建設が進んでい
ます。FIT導入後は約16万kW
が新たに運転開始しており、今
後も開発が進むことが見込まれ
ます。
　中小水力発電の特徴は、出力
は少なくても年間を通し安定し

た発電量を確保でき、設備利用
率が高いこと。一方で、設置地
点が限られる、水の利用に関す
る利害関係が発生する、河川の
流況調査に費用と時間がかかる
などが課題です。
　このため国は、流量調査費を
補助して新規開発を支援するほか、
国や民間が持つ流況データの共
有に向けた環境も整備します。

5 地熱発電

　地熱発電は、地下に浸透した
雨水などが高温の熱水として貯
えられているところに井戸を掘
り、熱水や蒸気を取り出し、ター
ビンを回して電気を起こします。
中小水力発電と同様に安定的な
発電が可能でベースロード電源
にも位置付けられています。
　日本は火山や温泉が多いこと
でも分かるように、世界でも有
数の地熱の資源を誇ります。し
かし、地熱発電の導入には、地
下の開発に高いリスクとコスト
がかかります。また、温泉事業
者を始めとする地元の理解や、
開発から発電所の稼働に至るま
でのリードタイムが10年を超え
るといった課題があります。
　こうした課題に対して国は、
開発リスクが特に高い初期調査
段階におけるコストの低減に向
け、資源量の把握に向けた地表
調査や掘削調査などの支援を強
化していきます。
　また、地域の理解促進のため
の支援として、石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）
を通じた掘削支援の拡充や、地
域住民の理解を得るための仕組
みづくりを進める方針です。

―― 再生可能エネルギーの大量導入

で、電気の安定供給にどのよう

な影響がありますか。

　「とくに太陽光、風力は気象条
件によって出力が大きく変動するた
め、周波数に影響を与えます。また、
雷などで送電系統に事故が起きる
と、太陽光や風力は系統から遮断
されることがありますが、大量の
電源が脱落すると、電力ネットワー
クにつながっている他の回転機器
の周波数にも影響が出るなど『系
統不安定性』が問題となります」
　「ゴールデンウィークや年末など
需要の少ない時期に、たくさんの
太陽光や風力の電気が出てくると
余剰電力が発生します。火力発電
所を最低出力まで絞っても、供給
が需要を上回ることもあり、この
余剰電力を何とかする必要があり
ます。ほかにも、家庭用太陽光の
普及による配電系統の電圧上昇も
課題です」
――どのような対策が必要でしょう。

　「太陽光や風力の変動を吸収す
るには、火力発電などによるバッ
クアップ（調整力）が必要となり
ます。また、系統事故時の太陽光・

風力の大量脱落による周波数・電
圧変動を防ぐため、ＦＲＴ（系統事
故時の運転継続）特性を持つイン
バーター、連系装置の開発も進め
られています。余剰電力対策とし
ては、九州電力が太陽光発電と需
要予測をもとに、通信を使って事
前に太陽光発電所へ信号を送り、
軽負荷時の発電を抑制するシステ
ムを構築しています。蓄電池を使っ
た余剰電力対策では、九州電力や
東北電力がそれぞれNAS電池、
リチウムイオン電池を変電所に設置
し、余剰電力を吸収する技術の研
究開発に取り組んでいます」
　「配電線の電圧対策としては、
柱上変圧器を増設したり、配電系
統にSVC（電圧調整装置）を導入
する対策があります。太陽光発電
システムのパワーコンディショナに
電圧調整機能を付与した『スマー
ト・インバーター』の開発が進ん
でおり、米国では標準化の動きも
出てきています」
―― 再生可能エネルギーの導入拡

大に伴うコスト、負担の問題

をどのように考えるべきですか。

　「アンシラリー費用（出力変動を

吸収するための費用）は、調整力
として送配電費用に含まれ、国の
審査で価格が適正かをチェックし
ます。一方、現在は国の補助金で
賄っている蓄電池の設置費用を送
配電事業者にもたせるのか、発電
事業者にも負担を求めるのかも今
後の課題です。海外では、アンシ
ラリーサービスの一環として、蓄電
池を使ったDR（デマンドレスポン
ス）市場が形成されており、日本
でも今後議論になるでしょう」
―― 再生可能エネの大量導入への

対応として、HEMS（家庭用

エネルギー管理システム）な

どの研究開発が進んでいます。

　「家庭内では、発電した電気を
貯めておく蓄電池の寿命、コスト
が課題になるでしょう。FIT後の
太陽光では、余った電気を売るよ
りも、自宅で消費した方がコストを
抑えられます。ただし、太陽光で
発電した電気を家庭内で全部使う
ことになると、今後は送電線の費
用を回収できないといった課題も出
てきます。送電線の費用負担と費
用回収の問題を解決していく必要
があります」

再生可能エネの最新動向
FIT法改正とポストFIT

Special 出力が
変動する電気を受け入れる
ネットワークの取り組み東京大学大学院教授　横山 明彦先生

横山明彦（よこやま・あきひこ）
大阪府生まれ。1984年東京大学大学院工学系研究科電気工学専門課程博士課程修了後、同大学助手・講師・助教授等を経て2000年より現職。
主に電力システム工学（電力システムの解析・計画・運用・制御）の研究に従事し、総合資源エネルギー調査会など国の審議会や研究会の委員などを歴任。

太陽光発電や風力発電は気候条件などによって出力が変動します。
この変動する電源を、電気の安定供給に支障なく大量に導入するには、どのような対策が必要なのでしょうか。
ここでは変動する再生可能エネルギーを受け入れる電力ネットワーク側の取り組みを
東京大学大学院の横山明彦先生にうかがいました。

スペシャル
インタビュー
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第135 回

神奈川県横浜市西区

横浜市立野毛山動物園
横浜随一の観光スポット、みなとみらい地区を眼下に見下ろす「野毛山動物園」
地元で愛され続けて65年の老舗動物園とはどんな動物園なのか？さっそく訪れてみた。

　野毛山動物園は1951年4月1日に開園した横浜市
内で最も古い動物園で、この近辺で幼少期を過ごし
た人は遠足や課外学習で必ず一度は訪れる、お馴染
みのスポットだ。
　規模は3.3ヘクタールと動物園にしてはコンパク
トだが、約100種類1500頭の動物が飼育されている
ため、人口密度ならぬ“動物密度”は高い。大人が

DATA: 横浜市立野毛山動物園

 

立ち寄り観光名所

ぶらぶら歩いて1時間ほどで1周できてしまうが、
次から次へと違った動物と会えるので、小さな子ど
もも飽きることなく楽しめるだろう。
　注目はレッサーパンダ、ライオン、トラ、キリン、
ペンギン、そして4月に仲間入りしたミナミコアリ
クイだ。ジャイアントパンダやコアラなどの目玉は
いないが、動物との距離が近いのでより親しみを持

つことができる。特にレ
ッサーパンダ舎は柵がな
いうえに、結構至近距離
までエサを食べにきてく
れるので、多くの人が写
真撮影に熱中していた。
これも、コンパクトな園
のメリットだろう。
　のんびりくつろいでい
る動物たちもかわいいが、
生き生きしている表情や
しぐさを見るなら「動物

たちのお食事タイム」が狙い目だ。日替わり（月曜
を除く）で、いろいろな動物に飼育員がエサをやり
ながら生態などを解説してくれるというイベント
（来年3月31日まで開催予定）で、動物好きはぜひ
チェックしたい。
　例えば、ライオンのお食事タイムに訪れると、「馬
肉」がエサだということが分かる。野生のライオン
に比べて動物園のライオンは運動量が少ないので、
豚や牛の肉だと太ってしまう。そのため、低脂肪・
高たんぱくの馬肉が適しているという説明を受ける。
それを、わざといろいろな場所に配置することで、
ライオンは運動量がアップ、来園者はエサを探して
いるライオンの様子を見ることができる、というわ
けだ。そのほかダチョウ、チンパンジー、ツキノワ
グマ…などなど数種類で実施しているので、訪れる
際は事前にHPでスケジュールを確認するとよいだ
ろう。
　見るだけでなく直接ふれあいたい、という人は「な
かよし広場」へ行ってみよう。ここでは、モルモット、
ハツカネズミなどの小動物とのふれあい体験ができ
る（時間帯などはHPで確認を）。抱っこの方法などは、
スタッフが指導してくれるので初めてでも心配はな

い。ハツカネズミを手ですくい上げると、あっとい
う間に肩まで駆け上がり、とてもかわいい。モルモ
ットはとてもおとなしく、ヒザの上に乗せると、い
つまでも背中を撫でさせてくれる。どちらも、小さ
いけれど温かく、ぬくもりを感じる。子どもが喜ぶ
のはもちろん、仕事でストレスがたまった大人も癒
されること間違いなしである。
　11月9日からは園内にツリーを展示。さらに11月
14日からは、入口付近のトピアリー（低木を刈りこ
んだ造形物）が来年の干支になるので、年賀状用に
写真を撮るのもおすすめだ。12月25日もクリスマス
特別ガイドとして、サンタクロースに扮した園長が
動物たちにスペシャルなエサをあげるイベントが用
意されている。
　これだけ充実した施設でありながら、入園料が無
料というのも驚きである。長い歴史の中では閉鎖の
危機もあったが、市民の署名で見事復活を遂げたと
いう、地元で愛されている動物園だ。
　初めて訪れる人はもちろんだが、子どもの頃によ
く行ったという人も、ぜひこれを機に再訪してみて
はいかがだろうか。古いけれど、手入れの行き届い
た動物舎で、かわいい動物たちが待っている。

小トラベル好奇心
いっぱい！

神奈川県横浜市西区老松町63-10　
［TEL］  045-231-1307　
［URL］  http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/

： JR根岸線、横浜市営地下鉄桜木町駅より徒歩15分。京浜急行線日ノ出町駅より徒歩10分。
： 桜木町駅より市営バス89系統、一本松小学校行き野毛山動物園前下車すぐ。
： 首都高速神奈川1号横羽線みなとみらい出口。※専用駐車場がないので、近隣の駐車場をご利用ください。
： 9:30～16:30  ※入園は16：00前まで
： 毎週月曜日および年末年始（12/29～翌年1/1）
  ※月曜日が祝日にあたる場合は翌日
： 無料

電車の場合
バスの場合
車の場合
開園時間
休園日

入園料

● ヨコハマおもしろ水族館
TEL： 045-222-3211
かわいい水槽にユニークな魚が300種、5000匹
が泳いでいる「おもしろ」水族館。各ゾーンにすべ
てテーマがあり、クスっと笑えるギャグ水槽や、名
前や生態などが3択クイズになっている水槽など
楽しみながら学べるようになっている。
11～20時（土日祝10時～）
大人1400円、子ども700円

● 横浜にぎわい座
TEL： 045-231-2525
落語、漫才、大道芸といった大衆芸能の専門館と
してうまれた「横浜にぎわい座」。芸能ホールはや
ぐらをイメージした舞台廻りや桟敷席など一種独
特な雰囲気で、毎月1日～15日は漫才、演芸、マ
ジックなどバラエティーに富んだ公演が日替わり
で開催されている。チケット購入方法はHPにて。
10～22時

今年で開園65周年を迎えた老舗動物園。動物のトピアリーと一緒に記念撮影はいかが？

5

6

7

食事の様子を飼育担当の解説と
ともに楽しめる「動物たちのお食
事タイム」。各動物のスケジュー
ルはHPで要チェック
モルモットやハツカネズミとのふれ
あいが大人気の「なかよし広場」
休憩スペースも充実。晴れた日
は、お弁当を持って出かけるのも
よいだろう

（記事提供　電気新聞）
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入口付近ではレッ
サーパンダがお出
迎え。1日の半分は
木の上で休息して
いる
現在、注目度ナン
バー１。関東地方の
動物園ではちょっと
レアな、ミナミコアリ
クイ
ネコ科のなかでは
最大級のアムール
トラ。近くで見ると迫
力満点！
スタッフにとても慣
れているアミメキリ
ン。長い舌をうまく
使って草を食べる
姿が可愛い
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千葉県南房総市富浦町青木123-1　［TEL］ 0470-33-4611　［URL］ http://www.biwakurabu.jp
営業時間：10：00～18：00　休館日：年中無休 （但し、レストラン等一部は年間数日お休み）

南房総市

　南房総市は房総半島南端に位置
し、冬と夏の寒暖差があまりない海
洋性気候によって過ごしやすいこと
が特色です。海が近いことから海産
物が有名なのはもちろん、山の幸も
豊富で、富浦地域ではびわやイチゴ
などが特産品となっています。
　都心部からのアクセスも、平成9年
に開通した東京湾アクアラインによっ
て格段に良くなり、年間を通じて多く
の観光客で賑わいます。

道の駅とみうら・
とみうら枇杷倶楽部

　南房総市富浦地区は皇室献上品
でもある“房州びわ”の約70%を栽培
する一大生産地です。とみうら枇杷
倶楽部は地域の発展と観光客誘致
の窓口として1993年に千葉県初の道
の駅として誕生し、2000年には全国
道の駅グランプリで最優秀賞を受賞
しています。
　ここでは房州びわを使用した約50
種類のオリジナル商品の開発を行っ

ており、屋内のショップで購入するこ
とができます。テイクアウトコーナー
の裏にはアイスクリーム工場もあり、
そこで作られた原料を使ったソフト
クリームをお客さまに提供しているな
ど、とみうら枇杷倶楽部でしか味わ
えない様 な々商品があります。
　また、カフェレストランでは、外の
花畑を見ながら特産の房州びわを使
用した様々な“びわグルメ”を頂くこ
とができます。レストランのテラス席
はペット同伴も可能。「本当に多くの
お客さまがペット同伴でご利用され
ています」と話す鈴木駅長。

びわ狩り

　とみうら枇杷倶楽部では地域の観
光振興にも力を入れており、農業を
用いた観光客誘致を積極的に展開し
ています。
　５月上旬から６月下旬はびわの最
盛期。枇杷倶楽部ではびわ狩りの受
付も行っており、前日の17：30から電
話予約を先着順で受け付けていま
す。びわ農家さんからの連絡を基に

受け入れ可能人数が決定するため、
毎日定員が異なるとの事です。
　それ以外にも食用ナバナやブド
ウ、夏野菜狩りなどもあり、これらの
シーズン中は日帰りバス旅行などで
訪れる多くの観光客で賑わいます。
　１月からはイチゴ狩りを行ってお
り、例年５月のゴールデンウィークあ
たりまで楽しむことができます。

●
　今後は富浦地区及び近隣市町村
だけではなく広い範囲で観光客の誘
致を行いたいと話す鈴木駅長。外国
人観光客もうまく取り込んで南房総
全体を盛り上げていきたいとの事。
日本版DMOの先進事例として取り
上げられることも多い枇杷倶楽部。
南房総へ遊びに行く際はぜひ足を運
んでみてはいかがでしょうか。

ショップ

枇杷倶楽部

駅長
鈴木賢二さん

千葉県
とみうら枇杷倶楽部

第

回
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

経産省、電気保安の人材確保へ
年度内に実態調査／
女性やシニアも対象に

エネ庁、太陽光発電の
工事費・架台費低減へ

　経済産業省は10月から、電気保安に関わる人材を中長期

的に確保していくための検討に着手しました。2016年度内

は実態を把握するための委託調査を実施し、国内外の現状

を様々な観点から確認。定量的に把握した上で対応すべき

課題があれば、来年度以降に産業構造審議会（経産相の諮

問機関）電力安全小委員会の場などで検討を深めていく考

えです。経産省幹部は、「（人材確保は）簡単に解は見つか

らない中長期的な課題。じっくりと腰を据えて勉強してい

きたい」としています。

　多面的に現状を把握するため、調査範囲は多岐にわたり

ます。まず、電気保安に関わる人材を職種などで分類し、

事業者や業界団体からヒアリングを行って人材不足の実態

と課題を抽出。その上で、同様の層が多い他の業種と雇用

条件や労働環境などを比較します。

　これらの結果を基に、関連する資格制度の見直しや教育

機関への働き掛け、人材確保に向けた広報・PR方法といっ

た対応策を検討します。また、女性が活躍できる可能性や

優れた技術・経験を持つ高齢者の受け入れに関しても検討

していきます。

　一方、幅広い視点から対応策を考えるため、ワークショ

ップの開催も計画。様々な分野の専門家に参加を呼び掛け、

有効な人材確保策のヒントを求めていく方針です。

　電気事業を取り巻く環境は大きく変化していますが、「保

安の重要性は全く変わっていない」（経産省幹部）。人材の

確保には業界の魅力を高めていくことも重要になりそうで

す。

　事業期間は17年3月17日までで、12月中旬をめどに経産

省へ中間報告を行います。関係者による委員会を設置して

意見交換を行いながら調査を進めます。

　経済産業省・資源エネルギー庁は、太陽光発電の工事費

や架台費の低減に取り組みます。新たに住宅や建物の屋根

と太陽光発電システムをパッケージ化して関連費用を減ら

す技術・製品の開発支援に乗り出すほか、土地造成がいら

ない工法など優良事例の収集と水平展開も行います。工事

費などソフト面の費用低減は、太陽光発電の買い取り価格

を下げ、FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）に依

存しない電源にするための重要な課題です。設備費などハ

ード面の費用低減策と両輪で推進する意向です。

　英国の民間調査会社ブルームバーグ・ニュー・エナジー・

ファイナンスによると、日本の太陽光発電が運転を始める

までにかかる費用（資本費）は1kW当たり約2,200ドル（約

22万円）で、欧米諸国の約1.5倍から2倍の高さです。この

うち工事費・架台費は5割に当たる約1,100ドルですが、欧

米諸国の2～5倍となっています。そのため、エネ庁はコス

ト競争力の高い施工会社の育成が重要と判断し、2017年度

から工事費や架台費の低減につながるパッケージ化技術の

開発支援を本格化します。

　太陽光発電の発電費用も、日本は日照条件が近い欧州と

比べて2倍の水準です。太陽光発電システム全体の費用でみ

ると2010年の時点で日本はドイツやイタリアと同水準の

1kW当たり4千～5千ドル（約40万～50万円）程度でしたが、

両国は大幅に買い取り価格を下げて14年までに費用を半減

させました。日本も12年のFIT施行後、費用は徐々に下が

りましたが、14年時点で同3千ドル（約30万円）程度とな

っています。

　エネ庁は、19年度までの5カ年計画で発電費用が安い太陽

電池の研究開発にも力を入れており、パワーコンディショ

ナなど周辺機器の費用低減や、リサイクル技術の開発も後

押ししています。こういった研究開発で、14年時点で１kW

時当たり21円だった発電費用を、20年には同14円に、30年

には同7円にすることを目指しています。

（記事提供　電気新聞）
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

電力多消費産業の減免制度の見直し

第50回

再生可能エネルギー特別措置法（FIT法）の改正（2）

「改正再生可能エネルギー特別措置法（改正FIT法）」では、電力多消費産業に対する
FIT賦課金の減免制度の見直しが行われました。
減免制度は、企業の国際競争力を維持する目的で設けられた仕組みですが、省エネルギー
努力を怠っている企業では、2017年4月以降、減免率が引き下げられるケースも出てきます。
今回はFIT賦課金減免制度の改正について紹介します。

A

A

A

　事業活動で多くの電気を使用する製造業、

非製造業のうち、売上高1,000円当たりの電

気使用量（電力原単位）が国の定める基準を上回る

事業者が対象となります。製造業は製造業平均の8倍、

非製造業では14倍の原単位を省エネ努力で達成してい

れば、FIT賦課金の8割が減免されます（第17条）。

　企業にとって賦課金の負担は重く、国際競

争力を維持する目的などから、2011年のFIT

法案審議で減免制度の導入が決まりました。減免の

原資には政府予算が充てられますが、一方で再生可

能エネルギーの導入が急拡大したことで、国民負担と

　対象となる事業の電力原単位に加えて、事

業所ごとの対象事業の電気使用量が年間100

万kWhを超えること、また対象事業の電気使用量が

事業所全体の過半を超えていることが減免措置適用

の要件です。

Q 1 どんな企業がFIT賦課金の
減免措置を
受けているのですか？

A 　企業が減免認定を受けると、認定を受けた

事業や事業者の情報が経済産業省のホームペ

ージで公表されます。ただ、ドイツなどでは減免分

を含む賦課金総額を家庭や中小企業が負担するため、

賦課金の上昇が問題となっていますが、日本では減免

した賦課金を税金で補てんしているため、賦課金によ

る負担の重さが見えづらいといった指摘もあります。

A 　賦課金8割の減免を受ける電力多消費事業の

省エネの取り組みの確認、国際競争力強化とい

った制度趣旨の徹底や、企業の取り組み状況に応じた

減免率の設定が行われることになります（第37条）。

Q 4 減免措置で賦課金の負担がどの
程度増えているのか分かりません

Q 5 制度改正のポイントは

A 　電力原単位について、直近5年間の推移を

確認し、経済産業大臣に報告する（第17条

第１項）ことが求められます。この際、省エネ基準

への適合・不適合は２段階で判断され、5年間平均

の電力原単位が1％以上改善していることや、直近

の2年連続で電力原単位が悪化せず、5年平均の電

力原単位の増加が５％を超えない範囲のいずれかに

該当していれば、減免率は8割が維持されます。

Q 6 具体的な内容は

A 　基準に不適合の場合は、製造業は減免率が

4割に、非製造業は2割に引き下げられます。

非製造業は2年間の激変緩和措置が設けられる一方

で、基準に適合しても17年度は8割の減免率が維持

されますが、18年度は6割、19年度は4割へと、段

階的に引き下げられる見通しです。

Q 7 基準をクリアできないと
どうなりますか？

A

A

　景気の悪化や自然災害などで売上高が減少

し、基準を満たせなくなった企業や、16年

度から運用が開始された省エネルギー法の「事業ク

ラス分け評価制度」で「Sクラス」相当である場合には、

　FIT賦課金の減免制度に関する改正は、10

月１日に施行されました。改正された制度の

もとで17年度から減免を受けたい企業は、11月21

日から12月19日の間に、国への届け出が必要とな

ります。

Q 8 事業環境などが変化した場合の
救済措置はありますか？

Q 9 17年度に減免措置を
受けたいのですが

A 　申請した書類は、各地方の経済産業局で審

査が行われます。その後、17年3月1日までに、

省エネ基準への適合・不適合が判断されます。

Q 10 減免措置を申請したあとの
手続きはどのように
進められますか

A 減免制度の改正については、申請企業の本社

がある地域の経済産業局、経済産業省本省が

問い合わせに応じています。10月初旬から11月に

かけては、経済産業省や各地方経済産業局主催の地

方説明会が実施され、制度見直しのポイントや、申

請手続きの詳細などについて説明が行われました。

Q 11 申請手続きの詳細が
知りたいのですが

Q 2 事業所が複数に分かれている
場合の減免措置の認定は
どうなりますか？

Q 3 減免制度が見直された
背景は？

なる原資は増え続けています。減免を受けない企業と

の不公平性を指摘する声もあり、企業の省エネ努力を

促すとともに、取り組み状況に見合った減免措置が講

じられるよう、今回制度が改正されました。

（記事提供　電気新聞）

表1　認定事業者に対して適用される減免率

表2　減免制度に係る現状（電力多消費産業に賦課金の8割を減免）

 　　　　　　　　　　　　　　優良基準※4
 満たす 満たさない
製造業等※1、※2 8 割 4 割
非製造業※1、※2 4 割 ( 経過措置あり※3) 2 割
※1 農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。
※2 事業の種類は日本標準産業分類の細分類を基に区分することとする。
※3 平成 28 年度において現に制度の適用を受けている事業所で、優良基準を満たす場合につい
 ては、減免率を平成 29 年度 8割、平成 30 年度 6割とする経過措置を設ける。
※4 優良基準を2事業年度連続で満たさない場合は認定基準を満たさない。

※1 2016 年度の制度必要額は見込み。
※2 改正前の減免制度の下で、長期エネルギー需給見通しにおいて示された再生可能エネルギーの導入等を前提に機械的に試算。減免対象となる電力使用量等によって必要額は変動する。

基準に適合したものとみなされます。詳細について

は、国が別途告示して要件が示されます（施行規則

第21条の２及び第21条の４）。

 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 … 2030 年度
 事業者 855 事業者 1031 事業者 1047 事業者 1064 事業者 1087 事業者 … －
 制度必要額 70 億円 184 億円 267 億円 565 億円 約 900 億円※1 … 1300 億円程度※2

省エネ努力を達成して認定されると
減免されます！　

大量に電力を消費する
業種の企業は

出典：資源エネルギー庁資料

出典：資源エネルギー庁資料



ご注意ください
最近、お客さま電気設備への小動物侵入及び
設備盗難事件が多く報告されています。
電気設備に異常がありましたら、
当協会事業所または担当検査員へご連絡をお願いします。

!!
お知らせ
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小動物の侵入

小動物の侵入

　老朽化に伴ってキュービクルが腐食し、穴や外壁と屋根の間に隙間ができると、そこから鳥
などが入り込むことがあります。また、地下からのケーブル引込口が閉塞されていないと、蛇
やネズミなども侵入することがあります。
これらの侵入した小動物が高圧設備に触れることで短絡し、停電事故を引き起こすことがあり
ます。
　ケーブル引込口などの開口部はパテやパンチングメタル等で閉塞を行い、壁面の穴や屋根と
の隙間は改修を行い、小動物が侵入できないようにしましょう。

1

2

3 6

5

4

小 動 物 侵 入 事 例

電 線 の 盗 難 事 例

電気設備から異音がするとお客さまからの通報があっ

たため出動したところ、動力用分電盤内にネズミが侵

入していた。

➡ 閉塞が十分でなかったことからネズミが侵入したものです。

 電気主任技術者からの指摘があった場合は、すみやかに改修し、事故発生を未然に防ぎましょう。

➡ 電線の盗難が多く報告されています。十分な警戒をお願いします。

事例1

事例2 絶縁監視装置で停電を感知したため協会職員が出動し

たところ、キュービクル内の高圧機器付近でネズミの

死骸が発見されたことから、ネズミが原因で短絡・停

電したことが判明した。

お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないと

連絡があったため、協会職員が確認したところ、

キュービクルから引き出されている低圧動力幹線が切

断され盗難されていた。

事例1

事例2 お客さまより太陽光発電所が発電していないと連絡を

受け急行したところ、ブレーカが開放され低圧ケーブ

ルが盗難されていた。

事例3 竣工検査済の受電前設備において、高圧ケーブルが盗

難された。



この用紙は再生紙を使用しています。
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11月11日は「配線器具の日」です


