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新年のご挨拶

安全エレちゃんの「冬の省エネ対策」

安全エレちゃんのクイズコーナー

お客さまこんにちは　伊豆高原 象牙と石の彫刻美術館～ジュエルピア～

現場の記録から　都内でも雪に注意！ 雪害による停電事故

ZEBは「ゼロ・エネルギー」実現の切り札!? ──オフィスの省エネ最前線

好奇心いっぱい！ 小トラベル　向井千秋記念子ども科学館

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

インフォメーション
電気取扱業務に関わる安全衛生特別教育講習会を開催しています

エレちゃん6コマ電気安全　掘削工事

　   は電気製品の安全マークです
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チャッキラコ　神奈川県
神奈川県三浦市で、毎年1月15日の小正月に行われる「チャッキラコ」は、豊漁･豊作や
商売繁盛を祈願し、女性のみで踊られる民俗芸能です。ユネスコ無形文化遺産や国の重要
無形民俗文化財にも指定されています。そろいの着物を着た踊り手の少女たちが、唄い手
の素唄に合わせて舞い踊る素朴な行事です。

新年のご挨拶

一般財団法人　関東電気保安協会

理事長　尾﨑　功

　新年あけましておめでとうございます。

　皆さまにおかれましては、お健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚くお礼申
し上げます。

　皆さまご存知の通り電気は経済活動に必要不可欠のエネルギーです。しかし、設備が不
備であったり、誤って使用したりしますと、感電や火災の原因になるほか、事故などで一旦
電気の供給が停止すると、社会に大きな影響を及ぼしてしまうという面も持ち合わせていま
す。昨年の東京電力の地中送電用ケーブルの火災は社会に不安をもたらしましたし、工場
の生産、情報のインフラなども電気が担っております。
　私ども関東電気保安協会は、電気設備の安全を確保することを使命としています。これ
まで蓄積してきましたノウハウを基に、お客さまの電気設備の安全を守るとともに、省エネ
ルギー対策や電気設備の改修などのお手伝いをさせていただき、お客さまの事業活動を支
えていきたいと考えております。

　今年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりましてよい年になり、益 ご々繁栄されますことを心からお祈り申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

安全エレちゃんのQ&A 有機ELってどういうものなの？ 22



図２　電源別発電電力量の構成比（2014年度）       
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　経済産業省資源エネルギー庁は、冬季のうち特に
寒さが厳しく、暖房等によりエネルギー消費が増加
する毎年2月を「省エネルギー月間」と定め、省エ
ネルギーの推進を図っていただくよう消費者の皆さ
んに協力をお願いしています。
　具体的な内容としては、住宅、ビル等の新築、増
改築、改修等に当たって、外壁・窓等を通しての熱
の損失防止を図るため、省エネ法の基準に適合し
た断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負
荷の低減などを呼びかけています。他にも、エア
コン、冷蔵庫、テレビ等の購入時や新たにトップ
ランナー制度の対象機器に追加された電球形LED
ランプなど、省エネルギー性能の高い製品の選択
に努めていただくことなどが盛り込まれています。
　また電力需要がピークを迎えるのは、1年を通し
てみると夏は7～9月頃ですが、冬は1～2月頃とな
ります。
　時間帯では、夏が14～15時にピークを迎えるの
に対し、冬は主に17～19時がピークとなります。
これは夕食の準備をする時間帯であり、暖房や照明、
テレビなどが一斉に使用されるからです。なお、寒
冷地域では朝から暖房や照明を多く使用するため、
電力需要の多い時間帯が長くなっています。
　そこで、1日のピーク時間帯での電気機器の使用
時間をシフトすることで、ピークの電力需要が下が

ることになり、冬季が年間の最大電力となっている
自家用施設であれば、契約電力の低減にもつながり
ます。

　資源エネルギー庁「エネルギー白書2016」によ
ると、2014（平成26）年度に国内で消費された石
油製品（ガソリン、灯油、重油等）、ガス、電力、
熱などといった形態の最終エネルギー消費は前年度
比で3.2％減少し、部門別の構成比は図1の通りです。
　部門別にエネルギーの消費の動向を見ると、1973
年度から2014年度までの伸びは、企業・事業所他
部門が1.0倍（産業部門0.8倍、業務他部門2.4倍）、
家庭部門が2.0倍、運輸部門が1.7倍となりました。
企業・事業所他部門では石油ショック以降、製造業
を中心に、経済成長する中でも省エネルギー化が進
んだことから微増で推移しました。
　家庭部門・運輸部門では、エネルギー機器や自動
車などの普及が進んだことから、エネルギー消費が
大きく増加しました。その結果、業務、家庭、運輸
の各部門のシェアは、石油ショック当時の1973年
度の74.7％、8.9％、16.4％から、2014年度には
62.7％、14.3％、23.1％へと変化しています。
　一方、2011年に発生した東日本大震災とそれに
よる原子力発電所の停止により、原子力の代替発電
燃料として化石燃料の割合が増加し、近年減少傾向

皆さんこんにちは、エレちゃんです。
今冬季の電力需給見通しについて、経済産業省は電力需給に余裕があること
から最盛期にどの地域でも節電要請しないと発表しました。2011年以降、冬
の需要期には節電を求めてきましたが、今回は初めての見送りになります。
しかしながら、家庭や企業で定着している省エネは引き続き重要なことから、
今回は国内のエネルギー消費の現状と冬場における節電対策の実践ポイント
を紹介します。

Ⅰ 冬季の省エネルギー対策について

Ⅱ 国内のエネルギー消費状況

Ⅲ 家庭の省エネチェック

にあった石油の割合は2012年度に44.1％まで上昇
しました。ただ、2014年度には、発電部門において、
石油火力からLNG火力や再生可能エネルギーへの
転換が進み、その割合は41.4％（図2）となり、2
年連続で減少しています。
　家庭部門の世帯当たりの用途別エネルギー消費は
図3の通りで、快適さや利便性を求めるライフスタ
イルの普及等に伴い、動力・照明用の構成比が増加
するとともに、エアコンの普及等により冷房等が増
加し、相対的に暖房用・厨房用・給湯用が減少して
います。また、わが国の高度経済成長が始まったと
される1965年度頃までは、家庭部門のエネルギー
消費の3分の1以上を石炭が占めていましたが、そ
の後主に灯油に代替され、1973年度には石炭はわ
ずか6％程度になりました。この時点では、灯油、
電力、ガス（都市ガスおよびLPガス）がそれぞれ
約3分の1のシェアでしたが、その後の新たな家電
製品の普及、大型化・多機能化などによって電気の

シェアは大幅に増加しました。
　また、オール電化住宅の普及拡大もあり、2009
年度には電気のシェアは初めて50％を超え、2014
年度には50.9％となりました（図4）。

●照明の省エネの基本は、こまめにスイッチを切る
ことです。また節電タイプのLED器具に交換する
と、白熱電球と比較して電気代は約6分の1とな
り、取り替え時期も約40倍と長持ちします。

●家庭用電気製品の中には、スイッチを切っただけ
では完全に電気が遮断されず、微量の電力が消費
されているものがあります。テレビ、エアコン、
ステレオなどリモコンからの操作信号をいつでも
受けられる状態のものや、時計表示、メモリー機
能を備えている電気製品が、待機状態の時に消費
する電力を｢待機時消費電力｣といいます。これは

家庭で消費されている全電力の約5％を占めるた
め、見過ごせない省エネのポイントとなります。
長時間使用しない時は、スイッチ付きコンセント
の使用や主電源を切にしておくことが効果的で
す。

●寒いからといって暖房機器の設定温度を上げる前
に、ウォームビズで着ている物を工夫すれば体感
温度がアップします。

●家庭の主な電気機器等について、チェックシート
で省エネ項目を確認しましょう。

見直し、システム変更による省エネ方法を紹介して
います。
　また工場などで活用できる屋根の遮熱・断熱塗装
による室温制御やモーターのインバータ制御などに
よる省エネも紹介しています。

　ご家庭、オフィスや工場でできる省エネ基礎知識
をまとめて掲載しています。パンフレットに掲載さ
れている内容の他に、照明器具では従来式蛍光灯か
らHf式蛍光灯に取り替えた場合や、白熱電球から
電球型蛍光灯やLED電球に交換した場合の省エネ効
果として削減される電気代やCO2の計算ができま
す。
　今冬も引き続きみんなで省エネ意識を高めて、節
電を実践していきましょう。

冬の省エネ対策
●家庭からはじめる電気の安全と省エネルギー
　冬の省エネ、夏の省エネとしてリビング、ダイニ
ングキッチンおよび浴室・トイレ等の電気機器につ
いて、季節に合わせた省エネ方法とその効果を具体
的に紹介しています。
●事務所ビルや工場などの省エネを紹介する
　“電気de省エネ”
　デマンド監視装置の導入による契約電力の低減方
法とその効果について紹介しています。
　さらに電気使用量の多い「照明」の高効率化、自
動化およびLEDの採用による省エネや空調の管理の

※産業部門：製造業、農林水産業、建設業等
　運輸部門：乗用車・バス等の旅客部門、陸運・海運・航空貨物等の貨物部門等
　民生部門：家庭部門＋業務部門（事務所・ビル・デパート・ホテル等の第三次産業）
　端数処理のため合計が100％にならない場合がある

図1　部門別最終エネルギー消費の構成比

図３　世帯当たりの用途別エネルギー消費 図４　家庭部門のエネルギー源別消費量
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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 
2017年1・2月号
問　題

冬の電力需要の時間帯ピークは
○○～19時です。
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）

をご記入のうえ右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3月20日必着
平成29年5・6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。

2 0
応募総数…1,519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

冬の省エネ対策

9・10月号正解

●家庭からはじめる電気の安全と省エネルギー
　冬の省エネ、夏の省エネとしてリビング、ダイニ
ングキッチンおよび浴室・トイレ等の電気機器につ
いて、季節に合わせた省エネ方法とその効果を具体
的に紹介しています。
●事務所ビルや工場などの省エネを紹介する
　“電気de省エネ”
　デマンド監視装置の導入による契約電力の低減方
法とその効果について紹介しています。
　さらに電気使用量の多い「照明」の高効率化、自
動化およびLEDの採用による省エネや空調の管理の

 1.  「家庭からはじめる電気の安全と省エネルギー」
と「電気de省エネ」のパンフレット

 2.  ホームページで省エネ情報を紹介

省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典２０１２年版」より抜粋

暖房は20℃以下を目安とし設定温度を21℃から20℃に

する

暖房を必要なときだけつける

フィルターを月に1～２回清掃する

電気カーペットは広さにあった大きさを選ぶ（断熱マットの

併用も効果的）

こたつ布団に上掛けと敷布団をあわせて使う

設定温度を「強」から「中」にする …電気カーペットの場合

 …電気こたつの場合

電球型蛍光ランプに取り替える

LEDランプに取り替える

点灯時間を１日１時間短縮する …白熱電球の場合

ものを詰め込み過ぎないようにする

扉の無駄な開閉と開いている時間を短くする

設定温度を「強」から「中」にする

使用する時はまとめ洗いをする

　【手洗いの場合の年間金額は22,080円、食器洗い乾燥

　機を使用する場合の年間金額は14,020円となります】
　

　
入浴は間隔をあけずに続けて入る

シャワーは不必要に流したままにしない

　【浴槽1杯200Ｌのお湯はシャワーを16分（12Ｌ/分）

　使う量とほぼ同じとなります】

使わないときはフタを閉める

便座暖房の温度は低めにする

洗浄水の温度は低めにする

１,１７０円

９００円

７００円

１,９８０円

７１０円

４,９８０円

１,０８０円

１,８５０円

２,０８０円

４３０円

９６０円

３６０円

１,３６０円

８,０６０円

５,２７０円

２,７６０円

７７０円

５８０円

３００円

外気気温 6℃、エアコン2.2kW、１日９時間使用

1日1時間短縮

フィルターが目詰まりしているエアコンとの比較

室温２０℃、３畳用と２畳用との比較、１日５時間使用、

設定温度「中」

室温２０℃、こたつ布団だけとの比較、１日５時間使

用

３畳用で１日５時間使用

１日５時間使用

５４Wの白熱電球から１２Wの電球形蛍光ランプに

交換

５４Wの白熱電球から６.９Wの LEDランプに交換

５４Wの白熱電球

半分にした場合との比較

５０回 /日⇒２５回 /日、扉開時間２０秒⇒１０秒の

比較

周囲温度２２℃

手洗いではなく食器洗い乾燥機を使用。

給湯器の温度 40℃、使用水量 60Ｌ/ 回、

1日2回

2時間放置により4.5℃低下した湯（200Ｌ）の追

い炊きを1日1回

45℃のお湯を流す時間を1分間短縮した場合

開けっ放しとの比較

設定温度を「中」から「弱」の場合、冷房期間は

暖房を「切」

設定温度を年間「中」から「弱」の場合

リ
ビ
ン
グ

キ
ッ
チ
ン

バ
ス・ト
イ
レ

エ
ア
コ
ン

照
明
器
具

電
気
冷
蔵
庫

温
水
洗
浄
便
座

食
器
洗
い

乾
燥
機

風
呂
給
湯
器

（
貯
湯
式
）

電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト・こ
た
つ

節電事項 算定条件１台の年間
節約金額

家庭の省エネチェックシート

カーディガン

＋2.2℃

ソックス

＋0.6℃

ひざ掛け

＋2.5℃

「体感温度」のアップ
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芝浦事業所　池田　清一　

の 記 録 から現場
都内でも雪に注意！
雪害による停電事故

　自然災害を起因とする電気設
備の事故については、数多くの
報告があり、この「現場の記録
から」でも取り上げてきましたが、
これからの季節に関係する雪害
に関する事故を紹介します。
　今回は、世間の記憶に新しい
2014年2月8日に関東地方（特
に東京地区）を襲った数十年ぶ
りの大雪翌日の現場対応で体験
したことを紹介します。

◆　　◆　　◆
　大雪当日から停電事故が続発
しており、その日も停電事故の
復旧対応のため現場へ出発しま
した。
　最初に向かったお客さまは、
ビルの屋上に設置されているキ
ュービクルの所内用地絡継電器
が動作し、高圧気中負荷開閉器

（LBS）が開放され全停電となっ
ていました。
　原因究明のため、キュービク
ルを開錠し内部点検を行ったと
ころ、まるで水をかけたかのよ
うに、高圧母線・支持碍子・変
圧器・高圧コンデンサ・LBS全
てがビショ濡れ状態であり、絶
縁抵抗測定値も1メグオームを下
回っていました。

　持参したウエスで水滴等をふ
き取り、扉を開けて日差しと風
を入れて乾燥させた後、絶縁抵
抗測定をしたところ数100メグ
オームまで改善したので送電、
復旧しました。

◆　　◆　　◆

　次のお客さまは、最初のお客
さまと同様に、ビル全体が停電
していたのを、お客さまが出社
時に発見し、連絡してきたもの
でした。早速、状態を確認すべ
く引込キャビネットの扉を開け
点検したところ、キャビネット
内に設置されていた地中線用負
荷開閉器（UGS）の本体が開放
され、地絡継電器の動作表示が
出ていました。
　続いて屋上キュービクルの内
部点検を行おうと扉を開けた瞬
間、扉が閉まっていたにもかか
わらず、高圧コンデンサと扉の

間に雪の塊があるのを発見し驚
きました。両隣の扉の内側にも、
量は少ないものの同様に雪の塊
がありました。キュービクル内
部も全体が結露した状態で、絶
縁抵抗値は基準値を下回ってい
ました。

　早速、雪の塊を全て除去し、
塊のあったところや高圧母線・
支持碍子等の結露を入念にふき
取り、乾燥させてから絶縁抵抗
値の確認を行い、良好なことを
確認してから送電・復旧しました。

◆　　◆　　◆

　今回遭遇した事故原因につい
て以下の事項が想定されます。
●東京では稀ともいうべき強
風を伴った吹雪状態になっ
たことで、雪がキュービク
ル内部に入り込んだこと。

●風向きによって、粉雪がキ
ュービクル通気口から吹き
込んで、塊になるほどの量
に達したこと。

●急激な気温低下と湿気によ
り、キュービクル内の結露
が促進されたこと。

　このような理由から、停電事

故多発の原因になったと思われ
ます。
　キュービクル通気口からの吹
き込みを防ぐには、通気口への
防噴流対策板の設置が効果的で
す。特に1986年以前に設置され
たキュービクルでは、防噴流試
験が行われていないものもある
ことから注意が必要です。さらに、
波及事故を起こさないために、
キャビネット内に地絡保護装置
付き区分開閉器の設置を推進し、
配電線への波及事故の予防をす
ることも重要です。
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圧巻の彫刻作品が並ぶ美術館

　2014年9月に伊東市富戸に移
転して以来、新たな伊豆の観光
スポットとして定着しつつある
「象牙と石の彫刻美術館～ジュエ
ルピア～」。「ジュエル（＝Jewel）
ピア（＝pia）」は「貴重なものが
集まった場所」を表すと同時に、
「至宝たちの競演」という意味の
造語です。
　その名の通り、主な展示品は
象牙と天然石の彫刻作品です。
特に、現在はワシントン条約で

輸出入が禁止されている象牙に
関しては、世界的に見ても「貴
重なものが集まった」美術館と
いえるでしょう。

美術館の成り立ち

　「当社はもともと桜餅などで使
われる桜葉の栽培を本業にして
いました。桜葉の栽培加工技術
を指導するために、前社長兼館
長の山元芳光と妻のしげ子が何
度も中国を訪れていたのですが、
そこで出会った美術品に感銘を
受け、収集を始めたのが事の発

端です」
　こう話すのは現社長の山元光
氏です。
　山元夫妻が十数年かけて集め
た美術品は約300点。中国の政府
高官と懇意だった夫妻だからこ
そ手に入ったものも少なくなく、
個人の観賞用にしておくのはも
ったいないほどのコレクション
でした。ならば山元氏の生誕地
である土肥の活性化に役立てよ
うということになり、前身の「象
牙美術宝庫」を伊豆市小土肥に
設立しました。

作品についての解説

●象牙の彫刻作品
　中国では古来、皇帝への献上
品にもなっていた象牙。象牙と
石の美術館に展示されている象
牙の彫刻作品は約120点に上りま
すが、そのどれもが立体彫刻・
浮き彫り・透かし彫りなどのさ
まざまな技法を駆使した傑作ば
かりです。細やかな細工を手作
業で施すため、中には親子3代と
いう気が遠くなるほどの制作期
間を経て完成した、『娯楽昇平』
のような作品もあります。
　北京や台湾の故宮博物院でも

ここまでの作品はそろっていな
いため、中国や台湾からの外国
人観光客に「なぜここにこれだ
け素晴らしい作品があるのか」
と一様に驚かれるそうです。
　作品の題材は中国古典文学を
中心に、長寿・福寿・天上界（神々）
などを表現した縁起ものなど。
また、日本人作家・石渡峰月氏
による『日本丸』のように、日
本独自の題材のものもあります。
●天然石の彫刻作品
　象牙と石の彫刻美術館のもう
一つの見どころが、天然石の彫
刻作品です。特に、白楽天の『長
恨歌』をもとに楊貴妃の半生を
108枚の屏風で表現した『天然石
象嵌大屏風』は圧巻。1,500種類
を超える天然石に彫刻を施し、
それらを組み合わせることで各
場面を表現しています。一部を
除き、天然石の色と模様をその
まま生かしているのも特徴です。
『独玉翡翠 寿比南山』は、1,800
キロの翡翠の原石に見事な山水
画彫刻を施した作品です。現在、
翡翠の原石で1トンを超えるもの

は世界でも数点しか存在しない
といわれますが、これはその一
つです。『天然石象嵌大屏風』同様、
彩色はせず原石の色を生かして
いるため、独特の趣を醸し出し
ています。
●刺繍作品
　象牙と石の彫刻美術館には刺
繍作品もあります。『紅楼十二金
釵』は、中国古典小説『紅楼夢』
の世界観を表現した、世界最大
の両面刺繍の衝立。8人の職人が
3年がかりで完成させた大作です。

電気の安全と節電について

　当協会は、前身の象牙美術宝
庫の時から電気の保安管理に携
わっており、長いお付き合いを
させていただいています。
「定期的な点検はもちろんですが、
電気の上手な使い方のアドバイ

スもいただいています。当館は
伊豆の美術館の中でもトップク
ラスの敷地面積なので、できる
限り節電を心掛けたいというの
が正直なところです。電気の安
全面に関するアドバイスもいた
だきながら、皆さんが安心して
来場できる美術館であり続けた
いですね」
と、山元氏からお言葉をいただ
きました。

河津桜と合わせて

　展示品の素晴らしい職人技に
感銘を受けたら、創作意欲が湧
いてくるかもしれません。象牙
と石の彫刻美術館には、パワー
ストーンブレスレットやジェル
キャンドル、スイーツデコなど
の制作体験コーナーがあります。
旅行の記念として、または大切
な方への想いを込めたプレゼン
トとして、世界に一つだけのオ
リジナル作品を制作するのもお
すすめです。
　また、毎年2月上旬に咲く早咲
きの桜・河津桜で知られる静岡
県賀茂郡河津町は、美術館から
車で1時間弱の距離。河津桜の見
頃の時期に開催される「河津桜
まつり」と合わせて、象牙と石
の彫刻美術館にぜひ足を運んで
みてはいかがでしょうか。娯楽昇平 独玉翡翠 寿比南山

紅楼十二金釵

日本丸

館長

山元さん

こ ん に ち はまさ客お
伊豆高原

象牙と石の彫刻美術館
～ジュエルピア～
〒413-0231　静岡県伊東市富戸1096-1

TEL：0557-48-7777

 

天然石象嵌大屏風
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特　集 2

監修： 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

◆ZEBで目指す
　オフィスのエネルギー収支 
　「ゼロ」の姿は

　「ZEB」を簡単に言い表すと、
ビルに関わる様々な省エネル
ギー技術に、エネルギーを生み
出す新エネルギーを組み合わせ、
快適性や居住性を損なわずに、
建築物全体の一次エネルギー消
費の収支「ゼロ」を目指すもの
です。同じ考え方から、住宅に

おける取り組みは「ZEH（ゼッ
チ＝ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）」と呼ばれます。
　政府の目標では、「ビルなどの
建築物については、2020年まで
に新築公共建築物等でZEBを実
現し、2030年までに新築建築物
の平均でZEBを実現することを
目指す」ことが掲げられています。
　1970年代の石油ショックを契
機に大幅に省エネルギーが進ん
だ産業部門と比べて、オフィス

ビルや家庭などの民生部門の省
エネルギー化は遅れていると指
摘されています。民生部門のエ
ネルギー消費は、冷暖房空調な
どの普及によって石油ショック
以降も増加を続けており、日本
全体のエネルギー消費量の30%
以上を占めるまでになっていま
す。このため近年、民生部門の
省エネルギー化を一層推し進め
る手立てとして注目されてきた
のがZEB、ZEHです。

　政府のロードマップでは、
ZEBの 実 現・普 及 に 向 け て、
ZEBを大きく３つに分けて定義
しています。
①「ZEB Ready」＝再生可能エ
ネルギーを除き、一次エネ
ルギー消費量を基準エネル
ギー消費量よりも50%以上
削減した建築物

②「Near l y  ZEB」＝ZEB  
Readyを達成した建築物の
次の段階として、再生可能
エネルギーを加えて、一次
エネルギー消費量を基準エ
ネルギー消費量よりも75%
以上削減した建築物

③「ZEB」＝再生可能エネル
ギーを加えて、一次エネル
ギー消費量を基準エネル
ギー消費量よりも100%以
上削減した建築物

　最終目標となるZEBは、太陽
光発電や地中熱利用など先進的
な「創エネルギー」技術を採用
することで、「ゼロ・エネルギー」
を実現するのはもちろんのこと、
さらに進んで、使用するエネル
ギー以上のエネルギーを生み出
す建築物となります。

　先に、民生部門の省エネルギー
化が遅れていたと述べましたが、
実はZEBが「夢の建物」ではなく、
実現可能な対策として注目され
てきたのは、日本が長年にわたっ
て省エネ・新エネ関係の技術開
発とブラッシュアップに取り組
んできた下地があったからこそ
だといえます。エネルギーに関
する日本の技術力の蓄積が、
ZEB実現に道を開く推進力と
なっています。

◆ZEB達成へ
　「４つのポイント」

　ZEBを実現していく取り組み
は、大きく
①建物外皮性能の向上
②省エネルギーシステム・高性
能機器の導入

③OA機器など内部発熱の低減
④創エネルギーの導入

――のポイントに分けて考えるこ
とができます。以下で、各段階
の取り組みを解説します。

❶建築外皮性能の向上

　建物全体のエネルギー効率を

上げるには、エネルギーの使用
状況などについて建物の設計段
階から考慮しておく必要があり
ます。具体的には、設計時に断熱、
日射遮蔽、自然換気、昼光利用
といった建築計画的な手法（パッ
シブ手法）を最大限活用し、ま
ずは建築外皮の省エネルギー性
能を高めた上で、建築設備の高
度化を重ね合わせていくといっ
たアプローチが必要となります。

❷省エネルギーシステム・
　高性能機器の導入
　第2ステップとしては、エネル
ギーを使用する機器の導入とな
ります。オフィスでのエネルギー
消費量を考えると、「高効率空調
設備」「高効率照明機器」の導入
が大きな選択肢となります。
　空調はオフィスのエネルギー
消費量の約4割を占めます。この
ため、高効率熱源の代表例とな
る「高効率ヒートポンプ」や、
水冷媒が臭化リチウムなどの吸
収剤に蒸発吸収される際の気化
熱を利用する「高効率吸収式冷
凍機」の採用が期待されています。
近年、ヒートポンプは、改良に

よる効率向上が進み、また、吸
収式冷凍機は、システムとして
の省電力化も進んでおり、電力
ピークカットや熱源多様化など
により導入へのニーズも高まっ
てきています。
　空調に次いで、オフィスのエ
ネルギー消費が多いのが照明で
す。ZEB化に当たっては、蛍光
灯ではなくLEDを採用すること
で、エネルギー消費量を削減し
ていきます。LED自体も、さら
なる高性能化、低コスト化に向
けた開発が進められており、今
後も技術革新が期待されます。
　さらに、最近ではこうした設
備・機器単体の性能向上に加えて、
需要側のエネルギー消費を最小
化するように最適化制御する「エ
ネルギーマネジメント技術」も
注 目 さ れ て い ま す。既 に、
BEMS（ビル・エネルギー・マ
ネジメント・システム）と呼ば
れる技術として、建物内の空調・
給湯などのエネルギー消費機器
をセンシングし、自動制御する

技術が実用化されています。

❸内部発熱の低減
　オフィスで仕事をするわたし
たちは、パソコンをはじめ多く
のOA機器に囲まれています。業
務部門で現在の性能の情報通信
機器を使い続けた場合、2025年
の電力消費量は2010年に比べて
約10倍に達するとの試算もあり
ます。このため、省エネ型情報
機器や待機時消費電力削減技術
を積極的に取り入れていくこと
も、ZEB化の重要な要素となり
ます。
　また、業務でやり取りする情
報量が増大することで、大容量
高速ネットワーク通信における
電力効率向上も求められていま
す。さらに、消費電力の大きい
ディスプレイの高効率化など、
建物内部で使用される機器、情
報通信ネットワークの高効率化
を推進し、導入していくことも
ZEBを達成していくための有効
な取り組みといえます。

❹創エネルギーの導入
　４つめのステップとして、太
陽光や地熱、バイオマスなど自
然エネルギーの積極的な活用が
あります。
　例えば、屋上や外壁などに太
陽光パネルを設置して、建物内
へ電力供給を行うとともに、太
陽熱を効率的に集めて、熱需要
として利用していくことも重要
となります。太陽熱を、空気の
対流で建物内に循環させたり、
壁や床へ蓄熱し、冷暖房の熱源
として活用したりすることで、
空調負荷を抑えることができ、
大きな省エネルギー効果が得ら
れます。
　また、昼間の太陽光を建物内
に上手に取り入れることができ
れば、室内照明の照度を落とす
ことも可能になるでしょう。
　こうした技術についても、経
済産業省・NEDOが革新的な技
術開発プロジェクトを推進して
おり、ZEB要素技術の高度化に
積極的に取り組んでいます。

ZEBは「ゼロ・エネルギー」
実現の切り札!?

──オフィスの省エネ最前線

「省エネルギー先進国」といわれてきた日本で、オフィスの
「ゼロ・エネルギー」を目指す取り組みが本格化しています。
その切り札として注目されているのが、オフィスビルのエネルギー収支「ゼロ」を実現する
「ZEB（ゼブ＝ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」です。
ここでは、ZEBの最新動向を紹介します。

◆普及の課題と将来性は

　ZEBに関しては、各メーカー
や大手ゼネコンなどを中心に、
ZEBの「自立的普及」を目指して、
要素技術のローコスト化、実用
化開発などに取り組んでいます。
経済産業省とNEDOは、2016年
9月に公表した「省エネルギー技
術戦略2016」において重要技術

14分野の一つとして「ZEB／
ZEH」を位置づけ、主要な関連
技術の高度化に力を入れる方針
を示しています。
　既にNEDOでは、ZEBを実現
するための技術開発として、「戦
略的省エネルギー技術革新プロ
グラム」に取り組んでおり、個
別の要素技術開発も進めていま
す。

　普及に向けた課題については、
ZEBを構成する要素技術のコス
トダウンやさらなる機器の高効
率化、高温多湿といった日本の
風土に適したZEB関連技術の開
発はもとより、政府による補助
制度やラベリングの付与など、
ZEB導入の動機づけとなる政策
の充実なども期待されています。

ZEB実現までの3段階の道筋

ZEBでは年間で消費する建築物のエネルギー量を大幅に削減するとともに
創エネでエネルギー収支「ゼロ」を目指します

エネルギーを
極力必要とせず、
上手に使う

エネルギーを
創る

ZEB Ready 
（50％以上省エネ）

Nearly ZEB 
（正味で75％以上省エネ）

ZEB
 （正味で100％以上省エネ）

削
減空調

換気

照明

給湯

昇降機

空調

換気
照明
給湯
昇降機

50
％
削
減

空調

換気
照明
給湯
昇降機

出典：経済産業省資料
出典：経済産業省資料
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◆ZEBで目指す
　オフィスのエネルギー収支 
　「ゼロ」の姿は

　「ZEB」を簡単に言い表すと、
ビルに関わる様々な省エネル
ギー技術に、エネルギーを生み
出す新エネルギーを組み合わせ、
快適性や居住性を損なわずに、
建築物全体の一次エネルギー消
費の収支「ゼロ」を目指すもの
です。同じ考え方から、住宅に

おける取り組みは「ZEH（ゼッ
チ＝ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）」と呼ばれます。
　政府の目標では、「ビルなどの
建築物については、2020年まで
に新築公共建築物等でZEBを実
現し、2030年までに新築建築物
の平均でZEBを実現することを
目指す」ことが掲げられています。
　1970年代の石油ショックを契
機に大幅に省エネルギーが進ん
だ産業部門と比べて、オフィス

ビルや家庭などの民生部門の省
エネルギー化は遅れていると指
摘されています。民生部門のエ
ネルギー消費は、冷暖房空調な
どの普及によって石油ショック
以降も増加を続けており、日本
全体のエネルギー消費量の30%
以上を占めるまでになっていま
す。このため近年、民生部門の
省エネルギー化を一層推し進め
る手立てとして注目されてきた
のがZEB、ZEHです。

　政府のロードマップでは、
ZEBの 実 現・普 及 に 向 け て、
ZEBを大きく３つに分けて定義
しています。
①「ZEB Ready」＝再生可能エ
ネルギーを除き、一次エネ
ルギー消費量を基準エネル
ギー消費量よりも50%以上
削減した建築物

②「Near l y  ZEB」＝ZEB  
Readyを達成した建築物の
次の段階として、再生可能
エネルギーを加えて、一次
エネルギー消費量を基準エ
ネルギー消費量よりも75%
以上削減した建築物

③「ZEB」＝再生可能エネル
ギーを加えて、一次エネル
ギー消費量を基準エネル
ギー消費量よりも100%以
上削減した建築物

　最終目標となるZEBは、太陽
光発電や地中熱利用など先進的
な「創エネルギー」技術を採用
することで、「ゼロ・エネルギー」
を実現するのはもちろんのこと、
さらに進んで、使用するエネル
ギー以上のエネルギーを生み出
す建築物となります。

　先に、民生部門の省エネルギー
化が遅れていたと述べましたが、
実はZEBが「夢の建物」ではなく、
実現可能な対策として注目され
てきたのは、日本が長年にわたっ
て省エネ・新エネ関係の技術開
発とブラッシュアップに取り組
んできた下地があったからこそ
だといえます。エネルギーに関
する日本の技術力の蓄積が、
ZEB実現に道を開く推進力と
なっています。

◆ZEB達成へ
　「４つのポイント」

　ZEBを実現していく取り組み
は、大きく
①建物外皮性能の向上
②省エネルギーシステム・高性
能機器の導入

③OA機器など内部発熱の低減
④創エネルギーの導入

――のポイントに分けて考えるこ
とができます。以下で、各段階
の取り組みを解説します。

❶建築外皮性能の向上

　建物全体のエネルギー効率を

上げるには、エネルギーの使用
状況などについて建物の設計段
階から考慮しておく必要があり
ます。具体的には、設計時に断熱、
日射遮蔽、自然換気、昼光利用
といった建築計画的な手法（パッ
シブ手法）を最大限活用し、ま
ずは建築外皮の省エネルギー性
能を高めた上で、建築設備の高
度化を重ね合わせていくといっ
たアプローチが必要となります。

❷省エネルギーシステム・
　高性能機器の導入
　第2ステップとしては、エネル
ギーを使用する機器の導入とな
ります。オフィスでのエネルギー
消費量を考えると、「高効率空調
設備」「高効率照明機器」の導入
が大きな選択肢となります。
　空調はオフィスのエネルギー
消費量の約4割を占めます。この
ため、高効率熱源の代表例とな
る「高効率ヒートポンプ」や、
水冷媒が臭化リチウムなどの吸
収剤に蒸発吸収される際の気化
熱を利用する「高効率吸収式冷
凍機」の採用が期待されています。
近年、ヒートポンプは、改良に

よる効率向上が進み、また、吸
収式冷凍機は、システムとして
の省電力化も進んでおり、電力
ピークカットや熱源多様化など
により導入へのニーズも高まっ
てきています。
　空調に次いで、オフィスのエ
ネルギー消費が多いのが照明で
す。ZEB化に当たっては、蛍光
灯ではなくLEDを採用すること
で、エネルギー消費量を削減し
ていきます。LED自体も、さら
なる高性能化、低コスト化に向
けた開発が進められており、今
後も技術革新が期待されます。
　さらに、最近ではこうした設
備・機器単体の性能向上に加えて、
需要側のエネルギー消費を最小
化するように最適化制御する「エ
ネルギーマネジメント技術」も
注 目 さ れ て い ま す。既 に、
BEMS（ビル・エネルギー・マ
ネジメント・システム）と呼ば
れる技術として、建物内の空調・
給湯などのエネルギー消費機器
をセンシングし、自動制御する

技術が実用化されています。

❸内部発熱の低減
　オフィスで仕事をするわたし
たちは、パソコンをはじめ多く
のOA機器に囲まれています。業
務部門で現在の性能の情報通信
機器を使い続けた場合、2025年
の電力消費量は2010年に比べて
約10倍に達するとの試算もあり
ます。このため、省エネ型情報
機器や待機時消費電力削減技術
を積極的に取り入れていくこと
も、ZEB化の重要な要素となり
ます。
　また、業務でやり取りする情
報量が増大することで、大容量
高速ネットワーク通信における
電力効率向上も求められていま
す。さらに、消費電力の大きい
ディスプレイの高効率化など、
建物内部で使用される機器、情
報通信ネットワークの高効率化
を推進し、導入していくことも
ZEBを達成していくための有効
な取り組みといえます。

❹創エネルギーの導入
　４つめのステップとして、太
陽光や地熱、バイオマスなど自
然エネルギーの積極的な活用が
あります。
　例えば、屋上や外壁などに太
陽光パネルを設置して、建物内
へ電力供給を行うとともに、太
陽熱を効率的に集めて、熱需要
として利用していくことも重要
となります。太陽熱を、空気の
対流で建物内に循環させたり、
壁や床へ蓄熱し、冷暖房の熱源
として活用したりすることで、
空調負荷を抑えることができ、
大きな省エネルギー効果が得ら
れます。
　また、昼間の太陽光を建物内
に上手に取り入れることができ
れば、室内照明の照度を落とす
ことも可能になるでしょう。
　こうした技術についても、経
済産業省・NEDOが革新的な技
術開発プロジェクトを推進して
おり、ZEB要素技術の高度化に
積極的に取り組んでいます。

「ZEB」は「ゼロ・エネルギー」
実現の切り札!?

今までの省エネビルとZEB

は何が違うのですか？

建物全体のエネルギー効率
を高めていくといった考え方

は同じです。ただ、ZEBでは省エ
ネルギー基準を達成することはもち
ろんですが、より積極的にエネル
ギーを作り出す機器や工夫を取り
入れます。ビルで使用するエネル
ギーに対して、新エネルギーなど
で生み出されるエネルギーが等しく
なるか、上回ることで、エネルギー
収支ゼロを実現しようという、一歩
先を行く考え方がZEBです。

ZEBが普及した場合のメ

リットは何ですか？

社会的なメリットとしては、
長期エネルギー需給見通し

における省エネルギー目標の実現
に貢献するという点があります。「建
築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律」では、2017年度から、
ビルの新築時に建築物エネルギー
消費性能基準への適合が義務化さ

れることもあり、ZEBを目指す取
り組みは有効だといえます。また、
光熱費削減といった恒常的に効果
のある経済的な便益に加えて、エ
ネルギーの自立性能が高まること
で災害時の事業継続計画（BCP）
に寄与すること、室内環境品質が
向上して知的生産性が高まると
いったメリットが期待できます。

テナントビルの場合、ZEB

化によりビルオーナー、テ

ナントにはどんなメリットが

ありますか？

光熱費削減は、テナントに
とっては直接的なメリットに

なります。オーナー側は、テナント
を募集する際に、省エネルギーへ
の貢献や割安な光熱費はアピール
ポイントになるでしょう。一方で、
ZEB化に伴う初期費用はオーナー
が負担しますが、ZEB化にかかっ
た費用を賃料に反映できるかは未
知数です。光熱費削減や省エネル
ギーへの貢献といったZEBの意義

について、テナント側の認識・理
解が乏しい場合には、ZEB化費用
を賃料などに反映させることは困難
なケースが出てくるものと考えられ
ます。

既築ビルをZEB化すること

はできますか？

技術的には不可能とはいえ
ませんが、ZEBを実現する

には、建物の構造や外壁など建物
の外皮性能と建築材料、高効率機
器、新エネ技術などを適切に組み
合わせる必要があります。ビルの
外壁などを改修するには莫大な費
用がかかるため、既築ビルをZEB
化するのはコスト的に難しく、ZEB
のメリットを十分に享受できなくな
るおそれもあります。既築や老朽
化したビルについては、スクラップ・
アンド・ビルドの際に、ZEBの考
え方を取り入れるのが望ましいと考
えられます。

“ZEB”Ｑ＆Ａ

◆普及の課題と将来性は

　ZEBに関しては、各メーカー
や大手ゼネコンなどを中心に、
ZEBの「自立的普及」を目指して、
要素技術のローコスト化、実用
化開発などに取り組んでいます。
経済産業省とNEDOは、2016年
9月に公表した「省エネルギー技
術戦略2016」において重要技術

14分野の一つとして「ZEB／
ZEH」を位置づけ、主要な関連
技術の高度化に力を入れる方針
を示しています。
　既にNEDOでは、ZEBを実現
するための技術開発として、「戦
略的省エネルギー技術革新プロ
グラム」に取り組んでおり、個
別の要素技術開発も進めていま
す。

　普及に向けた課題については、
ZEBを構成する要素技術のコス
トダウンやさらなる機器の高効
率化、高温多湿といった日本の
風土に適したZEB関連技術の開
発はもとより、政府による補助
制度やラベリングの付与など、
ZEB導入の動機づけとなる政策
の充実なども期待されています。

A

A

A

A

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

──オフィスの省エネ
　　最前線

ZEBロードマップ

2015
年度

定義の確立

技術の開発

広報

技術者の育成

目標の設定

ZEBの実現・普及

ZEBの設計
ガイドラインの作成

新築公共建築物での
取組

2020
年度

2019
年度

2018
年度

2017
年度

2016
年度

（必要に応じて）定義の見直し定義の確立

実証事業＝ガイドラインの作成

低コスト化のための技術開発

新築公共建築物（学校等）で率先的に取り組み

ZEBの広報／ブランド化

ZEBの技術者の育成

自主的な行動計画等に基づくデータ収集・進捗管理・定期報告

ZEBの実現・自律的普及

国

目
標

民
間
事
業
者・

業
界
団
体

出典：経済産業省資料
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第136 回

群馬県館林市

向井千秋記念子ども科学館
群馬県館林市出身の宇宙飛行士向井千秋さんの功績を記念した科学館には、
数多くの体験型の展示物があり、大人も子どもも楽しめると聞き、さっそく訪れた。

　「向井千秋記念子ども科学館」は、1991年に「館
林市子ども科学館」として開館。その後、館林市出
身の宇宙飛行士向井千秋さんの2度の宇宙飛行を記
念して1999年4月、現在の名称となった。ご存じの
方も多いと思うが、簡単に彼女のプロフィールを紹
介すると次のとおりだ。
　1952年、館林市に生まれた向井さんは外科医とし
て活躍後、1994年にアジア初の女性宇宙飛行士とし
てスペースシャトル・コロンビア号に搭乗。さらに
1998年、スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗。
日本人として初めて2度の宇宙飛行を行った人物で
ある。
　そんな向井さんの名前を冠した科学館は、地元の
自然から宇宙に至るまで、さまざまな科学の不思議
に触れるとともに、彼女の功績を顕彰する内容とな
っている。館内は地上3階（一部5階）、地下1階と
広く、見どころが非常に多い。
　なかでも、人気があるのは最新のデジタル映像を
大型ドームで楽しめるプラネタリウムだ。リクライ

DATA: 向井千秋記念子ども科学館

 

立ち寄り観光名所

ニングシートに腰かけ、見上げる星空は実物そのも
の。どこを見渡しても星しか目に入らず、奥行もあ
るので、吸い込まれそうな気分になる。音響も優しく、
とてもリラックスできた。実際に見つけやすい星座
や星を丁寧に教えてくれるので、「帰りに空を見上
げてみようかな」といった心のゆとりも生まれるだ
ろう。プログラムは時期によって異なるが、12 ～ 2
月は、オリオン座やおおいぬ座といった冬の星座解
説と、宇宙に挑んだ人々の功績や未来の宇宙の姿を
楽しめる番組「スペースネクスト」を投影している
（詳しいスケジュールはHPに掲載）。

　星を見て、宇宙や科学への好奇心が膨らんだ後は、
体験型の展示を楽しもう。1階でまず目に入るのが、
月の重力を疑似体験することができる「ムーンウォ
ーカー」だ。座面にまたがり両足でジャンプしてみ
ると…確かに、ピョーンと身体が軽々跳ね上がる。
これは面白い！　日常生活にはない体の感覚に驚き、
思わず声を上げてはしゃいでしまいそうになる。何
度も試しているうちに、所要時間の5分があっとい
う間に過ぎる。そして、降りてから再びジャンプし
てみると、これまた驚き。先ほどとは逆に、いつも
の何倍も体が重く感じる。宇宙飛行士が地球に帰還
したあと、フラフラになるのも納得だ。
　向井さんの生い立ちや、宇宙実験、宇宙飛行につ
いて知りたい人は2階をじっくり見学しよう。向井
さんの子どもの頃の写真、宇宙での衣料品や生活用
品など、ここにしかない貴重な品々を見ることがで
きる。また、1994年に搭乗した際、研究のために連
れて行ったメダカ（通称、宇宙メダカ）を覚えてい
るだろうか。実は、そのメダカの子孫が現在も生き
ていた。小さな水槽のなかで、元気に泳いでいるので、
見て帰ろう。

　常設展示だけでも十分楽しめるが、「サイエンス
ショー」「理科工作教室」といったイベントも定期
的に開催されているので、予定が合えば参加したい。
また、太陽の黒点や昼間でも見える星を観察する「公
開天文台」や、日が沈んだ後に惑星や季節の星座な
どを観察する「夜間天体観望会」にもファンが多い。
コンピュータ制御の大型望遠鏡では、条件がそろえ
ば土星の輪っかや木星の縞模様まではっきり見える
のだとか。1・2月はオリオン大星雲、冬のダイヤモ
ンドを観察する予定なので、HPでスケジュールを
チェックしてみよう。
　そのほか、館林の自然を学ぶ「体験の世界」、実
験装置や模型で自然のしくみを学ぶ「観察の世界」、
身近な科学の疑問を解決してくれる「応用の世界」
といった展示室もある。子どもの頃に感じた素朴な
疑問や、純粋な好奇心がよみがえってくるので、大
人も十分楽しめる。その日であれば再入館も可能な
ので、丸1日かけてじっくり見学することも可能だ。
寒い冬の休日は、「向井千秋記念子ども科学館」に
足を運び、家族でアカデミックなひとときを過ごし
てみてはいかがだろうか。

小トラベル好奇心
いっぱい！

群馬県館林市城町2-2　
［TEL］  0276-75-1515　
［URL］  http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/kagakukan/

： 東武鉄道伊勢崎線館林駅より徒歩約20分。
： 館林駅東口より館林・板倉線で約7分、子ども科学館前下車すぐ。
： 東北自動車道館林インターより約15分。
： 9:00～17:00（入館は16:30まで）
： 毎週月曜日（祝・休日の場合は翌日）、休日の翌日（土・日または休日を除く）、年末年始
： 入館料は大人（高校生以上）320円、子ども（中学生以下）無料。
 プラネタリウム観覧料は大人（高校生以上）540円、子ども（小中学生）210円、幼児無料

電車の場合
バスの場合
車の場合
開館時間
休館日
利用料

● つつじが岡公園
TEL： 0276-74-5233
樹齢800年を超えるヤマツツジが美しい公園。花
の見ごろは4～5月だが、平成27年10月に「つつじ
映像学習館」ができ、3D映像やプロジェクション
マッピングの技術を使い、1年中ツツジを堪能でき
るようになった。
9:00～17:00（入館は16:30まで）。料金大人490
円、小中学生240円

● 製粉ミュージアム
TEL： 0276-71-2000
日清製粉の発祥の地、館林の「製粉ミュージアム」
では会社の歴史や製粉技術の進化をわかりやすく
紹介。小麦から小麦粉を取り出す製粉工程を体験
できるワークショップや小麦粉粘土教室などイベ
ントが人気。
10:00～16:30（入館は16：00まで）。料金大人200
円、子ども100円

プラネタリウムや
向井千秋宇宙飛行士の
資料が充実している科学館

入口を入ると、
向井千秋宇宙飛行士の
パネルが出迎えてくれる

1

2

3

4

5

月の重力を疑似体験することができる人気の展
示物「ムーンウォーカー」を体験してみよう
1994年に向井氏が搭乗したスペースシャトル・
コロンビア号の船内模型
向井氏が船内で着ていた服などお宝がたくさん
展示されている。なんと、“宇宙メダカ”の子孫も
ご存命！
直径6メートルのドーム内には大型望遠鏡があ
り、「公開天文台」や「夜間天文観望会」などの
イベントが定期的に開催されている
自転車をこいでジオラマの電車を動かす「発電ト
レイン」ほか、体験型の展示が多数

（記事提供　電気新聞）

1

2

4 5

3

県内で一番大きいプラネタリウム。
最新デジタルの映像は美しく、他にはない没入感を得られる

向井千秋記念
子ども科学館

製粉
ミュージアム
製粉
ミュージアム

つつじが岡公園

館林駅

東武
トレジャーガーデン

館林JC

東
武
伊
勢
崎
線

東
北
自
動
車
道

354

城沼
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

モロッコでCOP22が開催

BEMS国内市場規模、
10年で6割増見込む

　COP22（国連気候変動枠組み条約第22回締約国会議）が

2016年11月7～18日にモロッコのマラケシュで開催されま

した。会議では全ての国と地域が参加してパリ協定の実行

ルールを策定し、2018年に採択することで合意しました。

また、「マラケシュ行動宣言」も発表。緊急の優先課題であ

る「温暖化との戦い」を政治的な公約にするよう、各国・

地域に呼び掛けました。

　全ての国の参加を前提としているパリ協定は開幕前の11

月4日に発効。今回初めて同協定を締結した国・地域が参加

する「第1回パリ協定締約国会合（CMA1）」が開かれましたが、

未締結国がまだ多いことを背景に中断。引き続き全ての国・

地域が参加する特別作業部会で実行ルールの策定作業を続

け、17年11月のCOP23とCMA1の合同会議で進捗状況を評

価することが決まりました。

　実行ルールは、各国の温室効果ガス削減目標を相互評価す

る仕組みや、市場メカニズムの運用指針など大きく6分野。

途上国が創設を求めた気候変動の被害軽減対策（適応策）を

支援する基金は、18年までに運用方法などを決めます。こ

れに先立つ17年3月までに各国・地域が意見を提出します。

　日本からは政府代表の山本公一環境相が参加。閣僚級会

合で演説し、温室効果ガスを2030年度に13年度比で26％減

らす政府目標の達成に向け、「エネルギーミックスを実現し、

国民運動を広く展開する」と強調しました。また、本格化

するパリ協定の実行ルールづくりに「積極的に貢献する」

と意欲を示したほか、安倍晋三首相が前回のCOP21で表明

した「20年に約1兆3千億円」の途上国向け温暖化対策資金

支援についても「着実な実施に向けて取り組む」と強調し

ました。

　一方、政府はCOP22期間中の11月8日に、衆議院本会議

でパリ協定の締結承認案が可決・承認されたことを踏まえ、

同日中に国連に締結

書を送付し、締結が

完了しました。しか

し、法的効力を持つ

のは１カ月後のため、

今回のCMA1にはオブ

ザーバーとして参加

しました。

　富士経済は、国内のBEMS（ビルエネルギー管理システム）

市場規模が2025年度に15年度比6割増の226億円に伸びる

との予測をまとめました。電力事業への新規参入企業が、

電力販売の付加価値サービスとしてBEMSの拡販を進めると

見込んだほか、政府の普及支援もプラスになるとしました。

一方でFEMS（工場エネルギー管理システム）は伸び悩み、

25年度の市場規模は15年度とほぼ同額の22億円との見通し

です。

　普及の進展に差が出る理由として、業務部門を対象とす

るBEMSは空調、受変電、照明などの管理対象設備が顧客間

でほぼ共通になることから、標準化したサービスの提案が

しやすいのに対し、FEMSは空調機器や生産設備の配置が建

物の規模や業種によって異なるために標準化したサービス

の提供が難しく、市場拡大を妨げる要因になっているとし

ています。

　業種ごとのBEMS普及率をみると、15年度時点でもっとも

高いのは物販・飲食・サービス施設で29.4％。チェーン店の

割合が高いほか、総エネルギー消費量に占める電力消費量

の割合が高く削減幅も大きい業種であるためBEMSの提案が

行いやすく、20年度には35.9％まで高まると予想していま

す。

　一方で、電気や温熱・冷熱などを顧客の敷地内に設置し

た設備から提供するESP（エネルギー・サービス・プロバイ

ダー）市場は、コージェネレーションの更新案件の獲得な

どが進み、25年度には15年度比53.9％増の2,120億円まで伸

びると見込んでいます。

（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

電気取扱業務に関わる
安全衛生特別教育講習会を

開催しています

高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会
　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
高圧・特別高圧の電気に関する基礎知識
高圧・特別高圧の電気設備に関する基礎知識
高圧・特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識
高圧・特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
停電の確認方法と断路器・遮断器・開閉器等の操作方法

時間
1.5時間
2時間
1.5時間
5時間
1時間
1時間

学科教育

実技教育

学科講習11時間、
実技講習1時間（2日間）
※高圧充電電路の操作の業務のみを
　行なう方対象

受講料：19,500円
（当協会と保安管理業務のご契約を
いただいている場合は17,500円）

低圧電気取扱者特別教育講習会
　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
低圧の電気に関する基礎知識
低圧の電気設備に関する基礎知識
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
低圧充電電路の停電・復電の確認、充電部が露出している開閉器の操作方法

時間
1時間
2時間
1時間
2時間
1時間
1時間

学科教育

実技教育

学科講習7時間、
実技講習1時間（1日間）
※低圧開閉器の操作の業務のみを
　行なう方対象

受講料：9,300円
（当協会と保安管理業務のご契約を
いただいている場合は7,200円）

低圧電気取扱者特別教育講習会
　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
低圧の電気に関する基礎知識
低圧の電気設備に関する基礎知識
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
安全用具の使用前点検、各種測定器の使用方法、低圧充電電路の停電・復電の確認、
充電部が露出している開閉器の操作方法

時間
1時間
2時間
1時間
2時間
1時間

7時間

学科教育

実技教育

学科講習7時間、
実技講習7時間（2日間）
受講料：19,500円
（当協会と保安管理業務のご契約を
いただいている場合は17,500円）

●……各講習とも1回の定員は 20～30 名程度です。
●……全科目修了者には、修了証を発行しております。
●……日程については当協会ホームページでご案内しております。
●……受講ご希望のお客さまはホームページの講習会お申込みフォームよりお申込みください。
●……1法人で多数の受講者がいる場合は、別途個別開催を行うことができます。
　　 最寄りの当協会までご連絡ください。
●……受講料は 2017年 3月受講分までの金額です。

KDH
で検索

　「安全衛生特別教育」とは労働安全衛生法第59条第3項において「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する
安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」と定められているものです。
　当協会では、事業者の皆さまに代わって電気取扱者に対する安全衛生特別教育の講習会を随時開催してお
ります。

詳細につきましてはホームページをご覧ください。
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

入札制度の導入について

第51回

再生可能エネルギー特別措置法（FIT法）の改正（3）

「改正再生可能エネルギー特別措置法（改正FIT法）」では、事業用太陽光を対象に、FIT電気の
買取単価を入札で決定する制度が導入されます。事業者間の競争を促し、コスト効率に優れた
再生可能エネルギーの普及と、電気使用者の負担を軽減するのが狙いです。
今回は、発電事業者から関心の高い入札制度について詳しく紹介します。

A

A

A

　今回のFIT法改正の背景には、太陽光発電

に偏った再生可能エネルギーの普及により、国民

負担が重くなっている点が挙げられます。特に事業用太陽

光については、入札制度の導入により事業者間の競争が

促され、買取価格の低減につながるポテンシャルが大きい

といわれています。こうしたことを踏まえ、経済産業大臣は、

入札で買取価格を決めることが電気使用者の負担軽減に

有効だと認められる場合に、入札の対象とする再生可能

エネルギー発電設備の区分を指定できることが法改正で定

められました（第4条第1項）。

　経済産業大臣が定める入札実施指針では、

入札の対象とする発電設備の区分をはじめ、

入札にかける発電設備の出力量（入札量）、入札への

参加資格の基準、供給価格の上限額、調達期間など

が規定されます（第5条第2項一号～九号）。指針は

策定後、速やかに公表され、入札に参加する発電事

業者を募ることになります。

　経済産業大臣が設備区分を指定する際には、

事前に関係する大臣と協議を行う必要がありま

す。また、有識者でつくる「調達価格等算定委員会」の意

見を聞いた上で、入札の対象とする設備区分を決めます

（第4条第2項）。ほかにも、あらかじめ「入札実施指針」

を定めなければならないとされています（第5条第1項）。

A 　入札に参加したい事業者は、発電事業に使

う設備ごとに、入札実施指針に沿って「再生可

能エネルギー発電事業計画」を作成し、経済産業大臣

宛てに認定申請を行わなければなりません（第6条）。

事業計画には、事業を着実に実施していくための事

業体制や、発電事業の内容、実施時期、系統接続契

約の状況等を明記する必要があります。入札参加資

格などの要件を満たした事業者には、経済産業大臣

から入札に参加できる旨が通知されます（第7条）。

Q 4 入札に参加するには
どのような手続きが必要ですか？

A 　実施初年度となる2017年度の入札は、17

年10月ごろにも行われる見込みです。経済

産業省資源エネルギー庁では、17年2月にも入札実

施指針を公表して、まずは入札業務を委託する機関

を公募します。その後、3月中旬に入札機関の指定、

3月中旬から下旬にかけて入札の対象とする発電設

備の指定などを経て、9月に入札募集を開始し、10

月の入札実施に備える見通しです。

　再生可能エネルギー発電事業計画をもとに、参加

資格の審査が実施された後、入札参加資格が認めら

れた事業者は、安定的かつ効率的に電気を供給でき

る１kWh当たりの価格と発電出力について札入れを

Q 5 入札はいつ、どのように
実施されるのですか？

Q 1 入札制度導入の背景を
教えてください

A

A

行います。応札の結果、供給価格上限額を超えない

供給価格を提示した参加者から、価格の低い順に入

札募集容量に達するまで落札者を決めていきます

（第7条第3項）。この落札者のみに、FIT認定を取得

する権利が与えられ、申請を行った後にFIT認定が

行われることになります。

　調達価格等算定委員会などでも、入札対象

とする事業用太陽光について様々な意見が出

ています。出力規模でいえば、太陽光発電協会など

の事業者は2,000kW以上の特別高圧とするのが妥当

であると要望しています。

　資源エネルギー庁が同委員会で示したデータによ

ると、特別高圧のシステム費用は、FIT法施行後の

13年から16年まで横ばいで推移し、１kW当たり約

32万円。これに対して、50～500kW未満の高圧の

太陽光発電設備は、12年に約37万円だったシステ

ム費用が、16年には約30万円まで下がり、さらに

500～2,000kW未満も30万円以下となるなど、特別

高圧のシステム費用だけが高止まりしているとの指

摘もあり、入札実施もまずは特別高圧からといった

流れになっています。

　ドイツ、フランスなどでは太陽光発電設備

を対象とした入札制度があります。イギリス

は太陽光だけでなく、それ以外の再生可能エネルギ

ーも対象に含めた入札制度を運用しています。南ア

フリカ、ブラジルといった国も、太陽光の入札制度

を持っているようです。

　資源エネルギー庁の資料によると、ドイツの制度

は落札者を迅速に決定するため、価格面のみで評価

する方式を採用しています。2015年4月以降、16年

8月までに計5回の入札が実施されています。各回、

12万5,000～20万kW規模の募集が行われました。

フランスも2012年2月、2013年9月、2015年6月と

3度にわたって入札が行われ、募集容量は当初の2

回は40万kW、3回目は110万kWでした。

A 　ドイツの場合、初回に1kWh当たり9.17セ

ントだった平均落札価格が回を追うごとに下

がっていき、16年の入札では7.23セントとなってい

ます。フランスも、初回の平均落札価格21.3セントが、

3回目の入札で半額程度の8.2～12.9セントまで低下

しました。太陽光パネルの価格などにも左右される

と思いますが、価格面だけに着目すると、入札が再

生可能エネルギーの発電価格を抑制する方向に働い

ているとみることができるようです。

A 　入札制度の導入によって、一定程度の価格

抑制効果は期待されます。事業用太陽光につ

いては、中長期的に割安といわれる産業用電力料金

を目指していくべきといった指摘もあります。その

ため、競争の活性化と買取価格低減に有効とされる

入札制度の導入は、太陽光発電の健全で持続的な普

及といった面からも評価される取り組みといえます。

また、入札の対象にはなりませんが、10kW未満の

住宅用太陽光についても、2019年に余剰電力買取制

度の買取期間が終了する案件が多数発生する見通し

で、コスト低減と買取価格の引き下げへスケジュー

ルが示されることになります。

Q 6 入札の対象となる事業用
太陽光の規模はどうなりますか？

Q 7 海外でもFIT入札が
実施されているのですか？

Q 8 入札の効果は
あがっているのですか？

Q 9 日本でも同様の効果が
見込めるのでしょうか？

Q 3 「入札実施指針」とは
どんなものですか？

Q 2 入札の対象となる設備は
どのように決まるのですか？

（記事提供　電気新聞）

＜太陽光発電の発電コスト・買取価格の国際比較＞

ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
トルコ
米国
ブラジル
豪州
インド
中国
日本

1.00
1.39
1.22
1.39
1.99
1.69
2.06
1.36
1.03
1.38
2.49

11％
14％
10％
16％
16％
17％
21％
20％
19％
16％
14％

32
32
32
32
32
21
26
19
18
14
67

106
124
141
148
196
107
111
88
96
109
218

 8.9 （入札価格）
 10.6 （入札価格）
 16.5
 － （FIT 廃止）
 13.3
 － （RPS制度）
 7.8 （入札価格）
 － （RPS制度）
 7.7─9.2
 14.3─15.8
 22.5

資本費（$m/MW） 設備利用率 運転維持費（$/kW/年） 発電コスト（$/MWh） FIT価格（¢/kWh）
上位：青　中位：緑　下位：橙　最下位級：赤

出典：資源エネルギー庁資料
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安 全 エ レ ち ゃ ん の

有機ELって
どういうものなの？

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

掘削工事

掘削工事
　1号柱からキュービクルへの引き込みや、キュービクルから建屋までの間などで、地中埋設された高圧ケ
ーブルによって電力が送られています。
　掘削工事を行う際に、ケーブル埋設箇所を知らないまま工事を行い、埋設された高圧ケーブルに接触・
断線させてしまうと、自構内の停電はもちろん、近隣の電気までとめてしまい、被害範囲が広大となる波
及事故につながる可能性があります。
　作業者が感電死傷する恐れもあることなどから、掘削工事を行うときには、事前にケーブル埋設標示な
どで埋設箇所の確認を行い、その付近を掘削するときには、必ず電気主任技術者に連絡してください。
　また掘削工事に限らず、高圧ケーブルの経年劣化などにより波及事故が発生することもありますので、
万が一に備えて、GR付きPASやUGSの設置・取り替えを行ってください。

1

2

3 6

5

4

きが液晶などと比べて発生しや

すい、太陽光が入りこむと見え

にくくなる、などのデメリット

があります。

照明としての利用
　有機ELは照明として利用する

こともできます。“点” で発光し、

収束した光を発することが特徴

のLED照明とは異なり、有機EL

照明は “面” で発光し、発熱も少

ないといった特徴を持っていま

す。まだ完全に実用段階ではあ

りませんが、軽くて非常に薄い

ため、天井照明だけでなく、壁

面などに照明を設置することが

可能となります。さらに、プラ

スチック基板の場合はフレキシ

ブルに曲がるので曲面に沿わせ

て照明を設置することも可能で

す。今後は、スポットライトや

自動車等の光を集中させる用途

のものはLED照明、室内などの

広範囲を照らす必要がある照明

には有機ELといった活用方法が

進んでいくと思われます。

　有機ELは正式名称

「有機エレクトロルミ

ネッセンス」といい、

ある特定の有機物に電圧をかけ

ると発光する現象のことです。

日本ではスマートフォンなどで

使われる次世代ディスプレイと

して良く知られています。今回は、

有機ELを使ったディスプレイと

照明について説明します。

◆　　◆　　◆

次世代ディスプレイとして
の利用

　同じく薄型の液晶ディスプレ

イは独自の発光素子を持ってい

ないことから、バックライトが

必要となり分厚くなりますが、

有機ELは構成する画素ごとに発

光素子が構成されており、ディ

スプレイを非常に薄く作ること

ができます。さらに、コントラ

ストの面でも液晶ディスプレイ

ではバックライトの発光がある

ため難しかった “黒” の表現が、

有機ELは発光素子の発光をとめ

ることで可能となっており、従

来のディスプレイと比較して高

コントラスト比を実現できます。

また、動画性能にも優れている

ことから、細かく速い動きが多

いゲームなどでも対応できます。

　一方、同一画面を表示し続け

ることで発生する画面の焼き付
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