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裏表紙

当協会では、自然災害による受電設備の突然の事故に備えて
「受電設備保証保険」に加入しています。

保険料は一括して当協会が負担しておりますので、
お客さまの保険料負担はありません。

受電設備保証保険
について

　  保証の範囲は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器の負荷側端子までです。

　  受電設備の電気機器等が雷や水災時の突発的な事故により損傷した場合に適用されます。

　  免責額は、1事故あたり2万円です。

　  復旧に対する調査費用及び仮修理費用等は含まれません。

※あらかじめ故障の恐れがあると指摘されているものなど、審査時に保険の認定から除外されるものもあ
ります。

詳細は担当検査員またはお近くの当協会までお問い合わせください。

備　考

▶機器の修理や設置などの工事費用が補償されます。
　（ただし対象とならない工事費用もあります※）
▶保険金請求に関する手続きは保安協会が行います。

キュービクル

責任分界点
柱上高圧気中負荷開閉器（PAS）
高圧ケーブル
制御箱

高圧受電盤
低圧開閉器

受電設備の一例

雷による
機器の損傷

水災による
機器の損傷

このような時に補償されます!!

日光東照宮 春季例大祭　栃木県
昨年は御祭神徳川家康公が神として祀られて四百年に当たり、式年大祭など様々な行事が
行われた日光東照宮。今年は御鎮座四百年にあたり引き続き記念行事などが行われます。
春季例大祭は毎年、5月17～18日に開催されます。小笠原流による「神事流鏑馬」や約
1200人が参加する神輿渡御祭「百物揃千人武者行列」は必見です。

本誌2016年3・4月号に誤りがありました。
○2ページ「目次」
　「少林寺達磨寺」は、正しくは「少林山達磨寺」です。
○3ページ「お知らせ」の本文下から4行目
　「保守規程」は、正しくは「保安規程」です。
読者の皆さまならびに関係各位にお詫びするとともに、訂正いたします。

【お詫びと訂正】



特　集 1

夏の節電・省エネに向けて

安 全 エ レ ち ゃ ん の

皆さんこんにちは、エレちゃんです。
本格的な夏を目前に、5月は日差しがますます強くなり、6月には梅雨入り
と、日を追うごとに季節の移り変わりを感じる日々ですね。
2015年の夏は猛暑、豪雨、竜巻など、様々な気象災害に見舞われました。
2011年の大震災から5年が経過し、再生可能エネルギーの普及は増大傾向に
あるものの、電力供給に対する不安もあり、継続的な節電が呼びかけられて
います。
このような中で今年4月より、一般のご家庭の電気についても電力小売りが
全面自由化となり、多くの事業者が新規参入しています。
そこで今回は、電気使用量を低減することにより、電力需要のピークを抑制
するとともにCO2 削減や電気料金も低減できるような省エネ情報を紹介します。

 Ⅰ デマンド監視装置の導入で契約電力を低減

　ビルや工場など高圧受電（6.6kV）で電気をご契
約されている場合、電力会社は「基本料金」を決め
るため30分ごとにデマンド値と呼ばれる「平均使用
電力」を測定し、1年間を通じて、このデマンド値
が一番大きい時の値を「契約電力」として基本料金
を計算しています（図1）。したがって、最大のデ
マンド値を抑えることができれば、基本料金を下げ
ることができます（図2）。
　例えば、今年2月に暖房を多く使用したため、他
の月より「デマンド値」が大きくなると、それ以降
の11カ月分についても、この2月のデマンド値が基
準となり基本料金が決定されてしまいます。
　しかし、最大デマンド値を常に監視し、あらかじ

め設定した目標デマンド値を超えないように電気機
器の使用を制限すると、電気料金を抑えることがで
きます。
　昨今のように節電が求められるケースにおいて
も、電力の使用量そのものではなく、最大需要電力
を抑えることが求められています。そのため、デマ
ンド値を監視し、目標値を超えないようにすると、
電気料金が抑えられるとともに、節電対策に生かす
ことができます。

 1. 目標デマンド値の設定
　お客さまの電気使用状況を分析し、お客さまとご
相談のうえ目標とするデマンド値を設定するととも
に、この目標デマンド値を超過しそうになった場合
に、あらかじめ停止する電気機器や停止操作の手順
などについて、事前に決定しておきます。

 2. デマンド監視装置の警報
　デマンド検出器により、24時間通して使用電力量
を監視します。あらかじめ設定した目標デマンド値
の超過が予測された場合、事務所内などに設置した
警報表示器から、警報や音声通報でお客さまにお知
らせします。警報表示器には固定タイプとタブレッ
トタイプがあります。

 3. 電気使用機器の停止
　警報の段階で、あらかじめ決めておいた手順でお
客さまに電気使用機器を停止していただきます。こ
れにより電気使用量も減り、デマンド値を目標値内
に抑えることで基本料金の上昇を抑えることができ
ます（図3）。
　デマンド監視装置についての詳細な内容は当協会
ホームページをご覧ください。

Ⅱ エアコンの省エネ

　夏は電気料金のうちエアコンが占める割合が高く
なる季節です。エアコンの消費電力を減らすことが
夏の省エネでの核になります。また、照明が意外に
多くの電気を使っており、照明器具から発する熱な
どにより、室内温度も上昇してしまいます。工夫次
第では大きな省エネにつながります。

【エアコン省エネ】point
室外機
室外機の周りに、物を置くと冷房効率が低下しま
す。また、室外機の上部に「ひさし」などを付け
ると冷房効率が上がります。
扇風機を併用する
部屋の空気を循環させることにより、適度な室温
が保たれます。
窓からの熱を遮断
・レースのカーテンやブラインドなどで日差しを
カット。
・外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的。
・ドア・窓の開閉は少なく。

●室温は28℃を目安に！
　冷房中の室温は28℃を目安に適切な調整に努め、
快適に過ごせるように“クール・ビズ”を心がけま
しょう。

冷房設定温度を27℃から28℃にした場合
（2.2kW機器・外気温度31℃・1日9時間使用・3.6カ月）

約670円節約　CO2約10.6kg削減

●必要なときだけつける
　省エネの基本はこまめに電源を切ることです。

冷房を1日1時間短縮した場合
（設定温度28℃・3.6カ月） 

約410円節約　CO2約6.6kg削減

●フィルターを月に1～2回清掃

フィルターが目詰まりしているエアコン（2.2kW）
とフィルターを清掃した場合の比較（年間）

約700円節約　CO2約11.2kg削減

　エアコンの買い替え時には、省エネラベルに表示
される省エネ基準達成率の高いものを購入すると省
エネ効果が期待できます。

Ⅲ 照明の省エネ

●高効率な照明器具を使用
　同じ明るさであればLEDタイプ、蛍光ランプ、白
熱電球の順に使用電力が少なく、LEDの電球も値段
が下がりつつあり多種多様なものが普及し始めてい
ます。白熱電球から付け替えるだけで、明るさを維
持したまま省エネができます。また、寿命も長いの
で交換の手間も少なくなります。
　誘導灯など、常時点灯している照明は、LEDタ
イプに交換すると大きな省エネ効果が得られます
（図４）。
●人感センサーを付けて照明の消し忘れを防止
　会議室や応接室などの照明の消し忘れを防ぐには
「人感センサー付き照明」への交換が有効です。人の

動きを感知して点灯し、人がいなくなると自動で消
灯しますので、スイッチ操作の手間をかけずに省エ
ネが図れます（図５）。
●自動調光タイプの照明で明るさを調節
　オフィスの窓側など太陽の光が降り注ぐ部屋で
あれば、窓側の天井照明を自動調光タイプの器具に
交換する方法があります。周囲の明るさに応じて明
るさを自動で調整しますので、日中などは出力を約
50％程度に抑えることができ、大幅に省エネが図
れます（図６）。

Ⅳ ラベルによる省エネ性能の表示

　家庭用電気機器を買い替える際は、店頭などで各
機器の省エネ性能を表示した「省エネルギーラベル」
や同ラベルの掲載項目に年間の使用電気料金と省エ
ネ性能を 5 段階の星印で示した「統一省エネルギー
ラベル」などを参考にしましょう（図7）。
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　いかがでしたか。
　夏には気温の上昇とともに最大電力が出る可能性
が高く、使用電力量も多くなります。省エネ効果のあ
る事例をご紹介しましたが、皆さまのお使いになっ
ている電気設備に合わせ、できることから参考にし
て挑戦していただければと思います。
　ますます進む技術の進歩で、機器の省エネ性能は
年々向上していますが、私たちの省エネ意識をまず
高めることが重要ですね。

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  5・6月号
問　題

照明の消し忘れを防ぐには
「○○○○○○付き照明」への交換が有効です。
6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28年7月20日必着
平成28年9・10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。

1・2月号正解

5 0
応募総数…1,591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

夏の節電・省エネに向けて

安 全 エ レ ち ゃ ん の

図5

【蛍光灯タイプ】 消費電力15W（FL100W） 【LEDタイプ】 消費電力2W

約85％
ダウン

人の動きを感知して
点灯、消灯

センサー部 窓側（左）の照度を低く調整窓側（左）の照度を低く調整

壁側（右）の照度を高く調整壁側（右）の照度を高く調整

人の動きを感知して
点灯、消灯

センサー部

図4

図6

セ
ン
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省
エ
ネ
効
果

出典：一般社団法人日本照明工業会

使用部位

化粧室、ロッカー
滞在時間の短い場所

通路、階段室など安全面から
一定の明るさを要する場所

一般的な執務室など
常時滞在型の場所

営業フロアなど
離席率が高い場所

制御方式

人感センサー
点滅タイプ

人感センサー
段調光タイプ

人感センサー
段調光タイプ

明るさ＋人感センサー
連続調光タイプ

動　　作

不在：消灯
在　：全点灯

不在：段調光
在　：全点灯

不在：段調光
在　：全点灯

不在：段調光
在　：連続調光（明るさ一定になるように）

省エネ効果（％）

70～90

30～50

10～30

30～50

省エネ効果が大きいLEDタイプの誘導灯

2015年度版

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

278 190

5,130 円

年間消費電力量

1,360

108 50.3kWh/ 年

●統一省エネラベルの例（電気冷蔵庫）

本ラベル内容が何年度の
ものであるかを表示。

ノンフロン電気冷蔵庫は
ノンフロンマークを表示。

多段階評価制度
・市場における製品の省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で
表示。

・トップランナー基準を達成している製品がいくつ星以上で
あるかを明確にするため、星の下のマーク（◀▶）でトップ
ランナー基準達成・未達成の位置を明示。

年間の目安電気料金
エネルギー消費効率（年間消費電力量等）をわかりやすく
表示するために年間の目安電気料金で表示。
電気料金は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料
金目安単価」から1kWhあたり27円（税込）として算出。
※消費税については8％で計算しています。

●簡易版ラベルの例（ジャー炊飯器）

省エネラベル

年間の目安電気料金
エネルギー消費効率（年間消費電力量等）をわかりやすく
表示するために年間の目安電気料金で表示。
電気料金は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料
金目安単価」から1kWhあたり27円（税込）として算出。
※消費税については8％で計算しています。

省エネラベル

図7
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練馬事業所　鈴木　智　

の 記 録 から現場
非接触型の温度計で地絡事故点を発見

　その日は、強風が吹き、時折
雨が強く降る悪天候でした。私
は宿直当番で、2名で待機しなが
ら、何事もないことを祈ってい
ました。
　しかし、23時頃に総合監視指
令センターから事故対応の要請
が入りました。

　要請内容は、深夜営業してい
るスーパーマーケットのお客さ
まに設置してある絶縁監視装置
からの警報を受信したので対応
してほしいとのことでした。
　お客さまの住所や設備概要を
確認してから出動し、30分程度
で現地に到着しました。
　挨拶もそこそこに早速、店長
に状況を伺いましたが、特に変
わったことは無いとの事。しかし、
絶縁監視装置は現在も警報を発
報し続けており、当該電灯変圧

器の漏洩電流を測定すると、
500ｍＡもの漏洩電流が計測さ
れました。

◆　　◆　　◆
　まずは、漏電している回路を
特定するため、クランプ電流計
を使用して、キュービクルから
の幹線、分電盤の順に探査を行
ったところ、店内の照明回路で
あることまでは判明しました。
　店内は、深夜で悪天候だった
こともあり、入店者もまばらだ
ったものの営業中です。しかし、
漏電を放置できないため、店長
のご協力をいただいて、当該照
明回路を一時的に停電させてい
ただき、絶縁抵抗測定を行うこ
ととしました。

　当該回路の絶縁抵抗値が
0.01MΩだったこと、停電後に
絶縁監視装置の警報が解除され
たことから、照明回路が漏電し
ていることが確認できました。
　このことを店長に報告したと
ころ、「蛍光灯1列8灯を修理す
るまで消灯しておくのは、営業
に支障があるので何とかしてほ
しい」との要望がありました。
　しかし、漏電箇所を特定する
ためには、全ての蛍光管とカバ
ーを外す必要があり、かなりの
時間を要してしまうことが予想
されます。

◆　　◆　　◆
　するとその時、同行していた
検査員から、「非接触型の温度計

で蛍光灯カバーを測定すると故
障個所の判別ができると聞いた
ことがあるので試してみよう」
との提案がありました。
　日常の点検では、高圧機器や
分電盤ブレーカ等の過熱の有無
を確認するために使用していま
すが、このような場合に非接触
型の温度計が使えるのか疑問で
した。しかし、通常通りにやっ
ているとお客さまの要望に応え
ることができないことから、「物
は試し！」とやってみることに
しました。
　端から順番に蛍光灯カバーの
温度を測定していったところ、
ある蛍光灯カバーだけが、他に
比べて20℃も高い温度を示しま
す。「もしや！」と思い、その蛍
光灯カバーを外したところ、異
臭とともに、中の安定器が焼損
しているのが確認できました。

念のため、非接触型の温度計で
安定器を直接測定すると、なん
と90℃もあり、火災を引き起こ
してもおかしくない状況でした。

◆　　◆　　◆
　このことを店長に報告した後、
再度停電させて当該蛍光灯の電
線を電路から切り離して、他の
蛍光灯は使用できる状態にしま
した。

◆　　◆　　◆

　店長からは「安定器の焼損は
火災になったかもしれないので、
よく見つけてくれた。絶縁監視
装置の契約をしておいて、本当
に助かった」と感謝の言葉をい
ただきました。
　今回の地絡事故は絶縁監視装
置による常時監視と、非接触型
の温度計の使用によって、不具合
の発生から原因の究明までが比較
的短時間で行うことができました。
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富士箱根伊豆国立公園

　富士箱根伊豆国立公園は東京
都、神奈川県、静岡県、山梨県
にまたがり指定された国立公園
で、今年で指定80周年を迎えま
す。日本最高峰の富士山や温泉
地としても有名な箱根、伊豆半
島、伊豆七島などをエリアとし
ており、火山活動によって起き
た地形や温泉などを身近に感じ
ることができます。

富士宮市

　静岡県東部に位置する富士宮
市は市のおよそ半分が富士箱根

伊豆国立公園に含まれています。
2013年に「富士山-信仰の対象と
芸術の源泉」としてユネスコの
世界文化遺産に登録された富士
山と、白糸の滝などの構成資産
を数多く有する富士宮市は観光
スポットも多く、近年ではご当
地グルメである富士宮焼きそば
が全国的に有名となったことか
ら年間多くの人が訪れます。

休暇村富士

　富士山の麓、朝霧高原は富士
山の眺望はもとより、避暑地と
しても有名で、特に夏季には多
くの観光客で賑わいます。その

朝霧高原の一角、田貫湖の畔に
ある休暇村富士に今回お邪魔し
ました。
　2000年7月にオープンした休暇
村富士は、全室から富士山が楽
しめるホテルのほか、グループ
や家族で宿泊できるコテージと
いった宿泊施設があり、全国に
ある休暇村の中でも有数の人気
施設です。
　ホテルは5階建てで、すべての
客室、レストラン、大浴場から
富士山を一望することが可能。
「ホテルと富士山の間に人工物
はほとんど見えません。目の前
に広がる雄大な自然を感じてい
ただくことができます」と話す
渡邊さん。夏は青々とそびえ、
冬は雪化粧をした富士山を心行
くまで鑑賞できます。
　さらに4月20日前後と8月20日
前後は富士山の山頂より太陽が
昇るダイヤモンド富士をホテル
から見ることもできます。毎年、
そのシーズンになるとホテル近
くの湖畔の展望デッキは写真撮
影を目的とした人で溢れます。
　離れとなるコテージはログハ

ウス風の別荘感覚で楽しむこと
ができ、家族連れやグループで
の利用が可能。最近ではペット
同伴で宿泊したいとの要望が多
いことから、ペット同伴で宿泊
できるコテージを10棟に拡大し
ました。「宿泊予約は半年前の9
時から始まるのですが、ペット
可のコテージから先に埋まるこ
とが多い」とのことです。
　6月中旬～7月中旬まで、ホテ
ル周辺にある“赤ガエルの池”
でホタルを鑑賞できることから
レクリエーション会（自主参
加）でホタルウォッチングを実
施。昨年は特に近年まれにみる
ホタルの乱舞が見られたそうで
す。今年度も開催予定というこ
となので、宿泊される方は参加

してみてはいかがでしょうか。
　温泉設備も充実しており、ホ
テル内の“富士山恵みの湯”は
ホテル宿泊者の利用はもちろん、
コテージ宿泊者や日帰り入浴で
の利用も可能です。
　田貫湖周辺には多くの観光ス
ポットも点在することから、そ
れらを巡って汗を流すことがで
きます。ウォーキングコースの
マップをホテルのフロントで受
け取ることができるので近隣の
土地勘が無くても気軽に散策す
ることができます。
　さらに休暇村富士の付近は雪が
降ることがあまりないことから、
冬でも自動車で訪れやすいことも
メリットの一つ。「山梨側からだ
と途中で降雪が多い場所があるの

で一概に言えませんが、東名高速
道路を利用して静岡側から来てい
ただく分にはまず問題ありませ
ん」とのことです。

当協会による電気安全

　当協会では、電気設備の点検
を通して安全に電気が使用でき
るようにお手伝いさせていただ
いています。周辺施設が停電し
てしまう波及事故防止に効果的
なGR付きPASの更新や、電気使
用量、電気料金の削減ができる
デマンド監視装置の取り付けな
どの省エネルギーへの取り組み
にも力を入れていただいており
ます。
　宿泊施設なだけに停電事故な
どがないよう、当協会も気を引
き締めて、これからもお手伝い
していければと考えています。

富士宮
やきそば

白糸の滝　ホテルから車で10分程度

レストラン 客室の一例

すべての客室から富士山を展望できる

4月と8月に
ホテルから見ることができる

ダイヤモンド富士

休暇村富士営業課長補佐

渡邊さん

こ ん に ち はまさ客お

休暇村 富士
〒418-0107　静岡県富士宮市佐折634

TEL：0544-54-5200
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特　集 2

電気新聞　編集局報道室

山下　友彦

　2015年12月、京都議定書
に代わる2020年以降の温室効
果ガス削減の世界的枠組み「パ
リ協定」が国連の会議で採択さ
れた。日本は2030年度に13
年度比で温室効果ガスを26％
減らす自国目標の達成を目指し

て対策をとっていく。ただこの
目標は、1970年代の石油危機
後に匹敵する省エネルギーの推
進などを前提にしており、達成
は簡単ではない。政府はさらに
この3月、2050年までに温室
効果ガスを80％減らす努力目

標も示した。従来の取り組みの
延長では実現が困難として、突
破口に据えたのが「革新技術」。
次世代の太陽光発電、蓄電池な
ど革新技術の開発戦略「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」
を4月にまとめた。 　パリ協定は法的効力のある国

際条約で、29条からなる。昨
年11月30日から12月13日
までパリで開かれた国連気候変
動枠組み条約第21回締約国会
議（COP21）で採択された。
世界の196カ国・地域が参加
する。各国・地域はそれぞれ温
室効果ガス削減目標を掲げ、会
議に臨んだ。採択後はパリ協定
に効力を持たせる「発効手続き」
を進めると同時に、各国・地域
が削減目標の達成をめざした対
策に取り組むことになる。
　パリ協定の大きな特徴は、今
世紀末の気温上昇抑制目標で合
意したことだ。世界の気温が上
昇を続けると、海面の上昇によ
る島しょ国の「消滅」など、甚
大な被害が発生する懸念が過去
から示されていた。この点を背
景に、協定2条には「世界平均
の気温上昇を産業革命前に比べ

て2度未満に抑える」ことが盛
り込まれた。島しょ国は1.5度
未満に抑えることも強く求めた
が、この目標は「努力を追求す
る」という表現ながら記載され
た。4条では2条の目的を達成
するため「今世紀後半に人為的
な温室効果ガスの排出と吸収を
バランスさせる」こと、つまり
人為的な排出を実質的にゼロに
することが盛り込まれた。ただ
し、これらの気温上昇抑制目標
を実現するにはエネルギーの使
い方を大幅に変える必要があり、
容易ではないとの考えも識者ら
から示されている。
　参加国・地域は削減目標を5
年ごとに見直すことも決まった。
次回の見直しは2020年だ。気
温上昇抑制目標に近づいている
のか、世界全体の進捗状況も定
期的に確認する。最初の確認は
2023年だ。温暖化の被害軽減

に関する世界全体の目標の設定、
先進国による途上国への温暖化
対策資金の支援の枠組み、と
いったものも決まった。
　参加国・地域の削減目標は、
達成自体は義務ではないが、達
成への対策をとることは義務付
けられた。二国間クレジット制
度（JCM）などの市場メカニ
ズムも削減手段として活用する
ことが認められた。

1 日本の削減目標と
　 削減計画

　日本政府はパリ協定の採択を
受 け、「30年 度 に13年 度 比
26％減」の温室効果ガス削減
目標を達成するための計画を3
月にまとめた。条件付きながら
「50年に80％減」の努力目標
も盛り込んだ。計画の名前は地
球温暖化対策計画（温対計画）。

折しも日本を議長国とするG7
（主要国首脳会議）関連会合が
国内各地で開かれ、5月下旬に
は伊勢志摩サミットが開かれる
が、政府はG7環境相会合（富
山市、5月15～16日）の開催
前には同計画を閣議決定して、
主要国にアピールする考えだ。
　温対計画には工場などの産業
部門、商業施設やビルなどの業
務部門、家庭部門、運輸部門、
発電所などのエネルギー部門の
CO2排出削減に向けた対策を
それぞれ盛り込んだ（表１）。
　これらの対策で、産業部門は
2030年度に13年度実績比で

CO2排出量を6.5％、業務部門
と家庭部門は40％、運輸部門
とエネルギー転換部門は27％
減らす。数字をみれば分かるが、
業務部門と家庭部門で大幅に
CO2を減らさなければならな
い。
　日本の温室効果ガス削減目標
はまた、2030年度の電源構成
（エネルギーミックス）を政府
が昨年に決定した比率（原子力
20～22％、再生可能エネル
ギー22～24％、石炭火力26％、
ＬＮＧ火力27％、石油火力3％）
につくりかえ、石油ショック後
に匹敵する「エネルギー効率の

35％改善」を実現することが前
提になる。特に省エネ目標のハー
ドルの高さをあげて「（削減目標
の）達成は簡単ではない」と指
摘する声が、各方面から聞かれる。
対して、政府は徹底的な省エネ
対策を温対計画に盛りこみ、達
成を目指そうとしている。
　部門別対策のうち、エネル
ギー関連では再生可能エネル
ギーや高効率火力発電の導入拡
大が打ち出された。事業者によ
る自主的な排出削減への枠組み
も構築された。主要電力会社、
卸電気事業者、新電力（特定規
模電気事業者）は共同で、30

年度のCO2排出量を販売電力
量１kWh当たり0.37㎏程度
（13年度比35％減）に抑える
目標を掲げ、進捗状況を管理す
る会員組織「電気事業低炭素社
会協議会（ELCS）」を発足した。

2 有望な革新技術を
　 提示

　パリ協定で今世紀末の気温上

昇抑制目標が示され、温対計画
案に努力目標だが「50年まで
に80％減」が盛り込まれたこ
とで、中長期的な視点で温室効
果ガスを抜本的に削減する手段
が問われてくる。政府は「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」をとりまとめる中で、パリ
協定を採択した各国の削減目標
を積み上げても、2度目標には
足りず、50年までに300億 t

強のCO2の追加削減が必要と
の認識を示している。このため
に排出削減技術の革新が不可欠
とし、同戦略で有望な技術を複
数、提示した（表2）。これら
の開発が成功して世界に適用さ
れれば、300億 t強のうち、数
十億tから100億 t強の削減に
寄与するとの期待感を示してい
る。

【写真１】　パリ協定を採択したCOP21（国連提供）

【写真２】
温対計画案をまとめた政府審議会（３月４日）

パリ協定と日本の
温室効果ガス削減計画
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特　集 2

　2015年12月、京都議定書
に代わる2020年以降の温室効
果ガス削減の世界的枠組み「パ
リ協定」が国連の会議で採択さ
れた。日本は2030年度に13
年度比で温室効果ガスを26％
減らす自国目標の達成を目指し

て対策をとっていく。ただこの
目標は、1970年代の石油危機
後に匹敵する省エネルギーの推
進などを前提にしており、達成
は簡単ではない。政府はさらに
この3月、2050年までに温室
効果ガスを80％減らす努力目

標も示した。従来の取り組みの
延長では実現が困難として、突
破口に据えたのが「革新技術」。
次世代の太陽光発電、蓄電池な
ど革新技術の開発戦略「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」
を4月にまとめた。 　パリ協定は法的効力のある国

際条約で、29条からなる。昨
年11月30日から12月13日
までパリで開かれた国連気候変
動枠組み条約第21回締約国会
議（COP21）で採択された。
世界の196カ国・地域が参加
する。各国・地域はそれぞれ温
室効果ガス削減目標を掲げ、会
議に臨んだ。採択後はパリ協定
に効力を持たせる「発効手続き」
を進めると同時に、各国・地域
が削減目標の達成をめざした対
策に取り組むことになる。
　パリ協定の大きな特徴は、今
世紀末の気温上昇抑制目標で合
意したことだ。世界の気温が上
昇を続けると、海面の上昇によ
る島しょ国の「消滅」など、甚
大な被害が発生する懸念が過去
から示されていた。この点を背
景に、協定2条には「世界平均
の気温上昇を産業革命前に比べ

て2度未満に抑える」ことが盛
り込まれた。島しょ国は1.5度
未満に抑えることも強く求めた
が、この目標は「努力を追求す
る」という表現ながら記載され
た。4条では2条の目的を達成
するため「今世紀後半に人為的
な温室効果ガスの排出と吸収を
バランスさせる」こと、つまり
人為的な排出を実質的にゼロに
することが盛り込まれた。ただ
し、これらの気温上昇抑制目標
を実現するにはエネルギーの使
い方を大幅に変える必要があり、
容易ではないとの考えも識者ら
から示されている。
　参加国・地域は削減目標を5
年ごとに見直すことも決まった。
次回の見直しは2020年だ。気
温上昇抑制目標に近づいている
のか、世界全体の進捗状況も定
期的に確認する。最初の確認は
2023年だ。温暖化の被害軽減

に関する世界全体の目標の設定、
先進国による途上国への温暖化
対策資金の支援の枠組み、と
いったものも決まった。
　参加国・地域の削減目標は、
達成自体は義務ではないが、達
成への対策をとることは義務付
けられた。二国間クレジット制
度（JCM）などの市場メカニ
ズムも削減手段として活用する
ことが認められた。

1 日本の削減目標と
　 削減計画

　日本政府はパリ協定の採択を
受 け、「30年 度 に13年 度 比
26％減」の温室効果ガス削減
目標を達成するための計画を3
月にまとめた。条件付きながら
「50年に80％減」の努力目標
も盛り込んだ。計画の名前は地
球温暖化対策計画（温対計画）。

折しも日本を議長国とするG7
（主要国首脳会議）関連会合が
国内各地で開かれ、5月下旬に
は伊勢志摩サミットが開かれる
が、政府はG7環境相会合（富
山市、5月15～16日）の開催
前には同計画を閣議決定して、
主要国にアピールする考えだ。
　温対計画には工場などの産業
部門、商業施設やビルなどの業
務部門、家庭部門、運輸部門、
発電所などのエネルギー部門の
CO2排出削減に向けた対策を
それぞれ盛り込んだ（表１）。
　これらの対策で、産業部門は
2030年度に13年度実績比で

CO2排出量を6.5％、業務部門
と家庭部門は40％、運輸部門
とエネルギー転換部門は27％
減らす。数字をみれば分かるが、
業務部門と家庭部門で大幅に
CO2を減らさなければならな
い。
　日本の温室効果ガス削減目標
はまた、2030年度の電源構成
（エネルギーミックス）を政府
が昨年に決定した比率（原子力
20～22％、再生可能エネル
ギー22～24％、石炭火力26％、
ＬＮＧ火力27％、石油火力3％）
につくりかえ、石油ショック後
に匹敵する「エネルギー効率の

35％改善」を実現することが前
提になる。特に省エネ目標のハー
ドルの高さをあげて「（削減目標
の）達成は簡単ではない」と指
摘する声が、各方面から聞かれる。
対して、政府は徹底的な省エネ
対策を温対計画に盛りこみ、達
成を目指そうとしている。
　部門別対策のうち、エネル
ギー関連では再生可能エネル
ギーや高効率火力発電の導入拡
大が打ち出された。事業者によ
る自主的な排出削減への枠組み
も構築された。主要電力会社、
卸電気事業者、新電力（特定規
模電気事業者）は共同で、30

年度のCO2排出量を販売電力
量１kWh当たり0.37㎏程度
（13年度比35％減）に抑える
目標を掲げ、進捗状況を管理す
る会員組織「電気事業低炭素社
会協議会（ELCS）」を発足した。

2 有望な革新技術を
　 提示

　パリ協定で今世紀末の気温上

昇抑制目標が示され、温対計画
案に努力目標だが「50年まで
に80％減」が盛り込まれたこ
とで、中長期的な視点で温室効
果ガスを抜本的に削減する手段
が問われてくる。政府は「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」をとりまとめる中で、パリ
協定を採択した各国の削減目標
を積み上げても、2度目標には
足りず、50年までに300億 t

強のCO2の追加削減が必要と
の認識を示している。このため
に排出削減技術の革新が不可欠
とし、同戦略で有望な技術を複
数、提示した（表2）。これら
の開発が成功して世界に適用さ
れれば、300億 t強のうち、数
十億tから100億 t強の削減に
寄与するとの期待感を示してい
る。

パリ協定と日本の
温室効果ガス削減計画

【表１】　地球温暖化対策計画案

温室効果ガスを2030年度に13年度比26%削減へ

●産業界の自主行動計画の実施と検証
●設備・機器の省エネとエネルギー管理の
徹底（エネルギーマネジメントシステム
の利用他）

産業部門

●住宅の省エネ（新築の省エネ基準適合、
既設の断熱改修、ZEHの推進）

●機器の省エネ（LEDなどの高効率照明を
2030年度までに100％普及他）
●エネルギー管理の徹底（HEMSやスマー
トメーターの活用）

家庭部門

●建築物の省エネ対策（新築の省エネ基準
適合、既設の改修、ZEBの推進）

●機器の省エネ（高効率照明100%普及、
トップランナー制度で省エネ性向上）

●エネルギー管理の徹底（BEMSや省エネ
診断他）

業務部門

●再生可能エネルギーの最大限導入、火力発電の高効率化
●安全が確認された原子力発電の活用他

エネルギー転換部門

●次世代自動車の普及・燃費改善（EV、
FCV他の新車販売に占める割合を5-7
割に）

●交通流対策、エコドライブ他

運輸部門

【表2】　エネルギー・環境イノベーション戦略

CO2固定化・有効利用　　CO2利用産業を実現　分離コストを半減

以下の革新技術の開発と普及により２度目標達成に必要な300億 t超の
CO２削減量のうち、数十億～100億 t超の削減が期待される

ICTでエネルギーの生産・流通・消費をネットワーク化
デマンドレスポンスを含めてシステム全体を最適化
AI（人工知能）、 ビッグデータ、 IoT（モノのインターネット）などを活用

エネルギーシステム
統合技術

次世代パワーエレクトロニクス
エネルギーシステム対応センシング技術
多目的超電導

システムを構成する
コア技術

次世代太陽光発電
次世代地熱発電

発電効率2倍、基幹電源並み価格導入
可能性を数倍以上拡大創エネルギー

革新的生産プロセス
超軽量・耐熱構造材料

分離膜や触媒で20-50%省エネ
自動車重量を半減省エネルギー

次世代蓄電池
水素等製造・貯蔵・利用

EVが充電1回で700km以上走行
CO2を出さずに製造、発電蓄エネルギー
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第132 回

静岡県東伊豆町

熱川バナナワニ園
伊豆半島の東海岸に位置する東伊豆町。
太平洋に面した温暖な気候で温泉町として人気だが、
熱川にある「バナナワニ園」では
なにやら珍しい動植物に出会えると聞き、早速訪れた。

　「熱川バナナワニ園」は昭和33年オープンの老舗
動植物園だ。“バナナワニ”というネーミングから、
バナナとワニが主役かと思いきや、実にいろいろな
ものが展示されており、とても見応えがあった。
　広い敷地は本園・ワニ園、本園・植物園、分園・
果樹園の3エリアに分かれている。まず本園・植物
園を覗いてみると、そこには温泉の熱を利用した温
室が8つあり、それぞれブーゲンビリア、ハイビス
カス、カトレアなど熱帯の花木が展示されていた。
その数、なんと9000種！ ハイビスカスひとつとっ
ても100種類以上あるというから驚きだ。単に美し
いというだけでなく、種類ごとに異なる花の形や色
などを比較できる点も魅力だろう。特に、じっくり
時間をかけて観察したいのが7号温室の熱帯性スイ
レン。どの季節に訪れても60種類ものスイレンが綺

DATA: 熱川バナナワニ園

 

立ち寄り観光名所

麗な花をつけ迎えてくれる。花や葉っぱの表情も多
様なので飽きることがない。1日中写生をして楽し
む人も少なくない、というのも納得だ。
　さらに、驚いたのが、植物園のエリアになぜかア
マゾンマナティーが飼育されていたこと。予想外の
演出に思わず顔もほころぶ。マナティーはゾウと近
縁なので、とにかく大きい。なんと、体長2m30㎝、
体重300㎏！　マナティー自体は日本で10頭ほど展
示されているが、アマゾンマナティーという種類は
珍しく、世界でも4頭しか展示されていないそうだ。
そのうちの1頭がここ伊豆にいるということで、非
常に貴重だ。愛嬌のある顔、丸みを帯びたフォルム、
ゆったりとした動きは、見ているだけで癒される。
　続いて本園・ワニ園へ向かった。園内には、15種
類（亜種・交配等含む）約140頭のワニが飼育され

ている。これだけの種類をそろえているところは、
世界でも類がないということなので、爬虫類ファン
ならずともじっくり観察したい。
　一番の人気者は、ワニとしては小ぶりのアリゲー
ター「クチヒロカイマン」だ。水中でくつろいでい
る姿が2本足で立っているように見えるため、“立ち
ワニ”というニックネームで親しまれている。もち
ろん、水深と体長の関係でそう見えるだけで、本当
に立っているわけではないのだが、表情といい、ポ
ーズといい、どこかユーモラスで可愛らしい。
　また、ワニといえば、人をも飲み込む食いしん坊
というイメージだが、実は毎日餌を食べるわけでは
ないという。「熱川バナナワニ園」では、冬は2週間、
夏は1週間に1回餌を与えているそうだ。餌やりの
予定がHPに掲載されているので、日時を合わせて
来園すれば、貴重な食事シーンを見ることができる
だろう。

　最後に足を運んだのは、分園・果樹園。ここでと
うとうバナナの登場だ。ほかにもパパイヤ、グァバ、
ミラクルフルーツ、ジャボチカバ…などなどお馴染
みのものから、初耳のものまで、さまざまな南国果
樹が栽培されている。しかし、ここでのイチオシは、
日本で唯一飼育されているニシレッサーパンダだ。
果樹園にレッサーパンダ!? やや不思議な組み合わせ
だが、それもこの園らしさである。彼らは本来夜行
性なので、日中は木の上で昼寝をしていることが多
いが、寝ぼけた顔でこちらをチラ見する姿は、なか
なかキュート。もふもふの体も写真で見るより、実
物のほうが何倍も可愛い。動いている姿を見るには、
朝、夕2回のお食事タイムを狙うといいだろう。
　園内はほとんど屋根がついているので悪天候でも
十分楽しめるのも魅力だ。決してバナナとワニだけ
でない、お楽しみ盛りだくさんの「熱川バナナワニ
園」、ぜひ一度足を運んでみてはいかがだろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10　
［TEL］ 0557-23-1105　［URL］ http://www4.i-younet.ne.jp/̃wanien/index1.htm

： 伊豆急行線伊豆熱川駅より徒歩1分
： 西湘バイパス石橋I.C.より熱海ビーチライン経由で約120分
： 8:30～17:00（入園は16:30まで）
： 無休
： 高校生以上1500円、子ども（4歳以上）750円

電車の場合
車の場合
開館時間
休館日
入園料

● お湯かけ弁財天
TEL： 0557-23-1505（熱川温泉観光協会）
土地の所有者が夢のお告げにより、温泉を掘り当
てたことから感謝のために設立したと伝わる「お
湯かけ弁財天」。琵琶を手にした尊像に願いごと
をしながらお湯をかけると、望みが叶えられると伝
えられる。すぐ脇にある宝池でお金を洗うと、金
運に恵まれるとも言われているパワースポットだ。
無料。

● 稲取港の朝市
TEL： 0557-95-6301（東伊豆観光商工課）
稲取漁港の目の前で毎週土日祝に開催され、水
揚げされたばかりの新鮮な魚介類、干物、地元
でとれた農産物、お菓子などが並ぶ朝市。名物
は金目鯛で、干物はもちろん、キンメの釜飯、あ
ら汁などをその場で食すことも可能。屋根付きな
ので、雨でも楽しめるのも嬉しい。
8:00～12:00

伊豆熱川駅より徒歩１分。抜群の立地から季節を問わず来場者で賑わっている

本園・植物園を入るとすぐに満開のブーゲンビリアがお出迎え。ワクワク度が高まる
世界でも珍しいアマゾンマナティー。日本で見られるのはここ「熱川バナナワニ園」だけ
種類数、栽培技術の高さなどから世界屈指の熱帯スイレン展示施設として評価されている
さまざまな種類のワニを間近で見ることができる本園・ワニ園
南国情緒あふれる熱帯果樹園にはバナナのほかパパイヤ、グァバ、コーヒーなどの木が栽培されている
バナナワニ園の隠れた主役、レッサーパンダ。木の上でまったりくつろぐ姿に癒される

果樹園を抜けると登場するフルーツパーラー。
7種類のフルーツを盛り込んだ「パインボード」
（税込 950円）はお得感もあり人気

1
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4
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6

1 2

5 6

3 4

伊豆熱川駅

伊豆稲取駅

伊
豆
急
行
線

135

熱川
バナナワニ園

お湯かけ
弁財天

稲取港の朝市

・・・・
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

大手新電力が小売り全面自由化直前に
事業撤退

電力小売り全面自由化、
小売事業者の7割が異業種参入

　電力小売り全面自由化を目前に控えた2016年2月、大手

新電力（特定規模電気事業者）の日本ロジテック協同組合が、

4月以降の電力小売り事業からの撤退を表明、3月に入り破

産手続きの準備に入ったことが分かりました。

　同組合の販売電力量は、2015年12月時点で新電力5位。

全国の自治体など千件以上に電力を供給していました。し

かし、帝国データバンクによると子会社を通じた発電所の

建設や需給管理の失敗など事業拡大に伴い資金繰りが悪化。

自治体からの電力購入代金や、電力会社への託送料金支払

いの滞納が常態化していたということです。

　同組合の事業撤退は大きな衝撃を与えました。

　まず、電力の自由化が始まって以来、新電力の事業撤退

によって需要家が他の契約先を探すことになるのは、今回

が初めてです。同組合から電気の供給を受けている需要家

は契約先の切り替えによって料金負担が増す可能性があり

ます。

　また、同社が全国の自治体などから調達した電力購入代

金の滞納額は、経済産業省の集計で27者・40億円近くに上

ったほか、需要家から回収したFIT（再生可能エネルギー固

定価格買取制度）賦課金や電力会社へ支払う託送料金にも

滞納がありました。

　4月から始まった電力小売り全面自由化では、小売電気事

業者の事業撤退や倒産などが起きても、電気が必ず供給さ

れる仕組みが導入されています。しかし、小売電気事業者

は「登録制」で、電力・ガス取引監視等委員会と資源エネ

ルギー庁の審査を通過すれば参入できます。需要家が供給

先を選ぶ際に、国の登録審査をクリアしているという安心

感はありますが、あくまで「登録制」であり、自由化市場

では事業者の倒産や撤退という可能性があることを、あら

ためて周知する必要がありそうです。

　東京商工リサーチは、2016年2月23日時点で事前登録さ

れていた199者の小売電気事業者について、経営に関する調

査や分析を行いました。事業者の本業では電気業は63者と

約3割にとどまり、異業種からの参入が7割を占めました。

放送業（29者）やガス業（17者）といった、地域に知名度

が浸透している企業が目立っており、東京商工リサーチは

「新規事業で既存の事業基盤を生かし、有利に顧客の囲い込

みを図る狙いがあるのでは」と分析しています。

　199者のうち、直近の決算が判明した141者について、売

上高が100億円以上は66者に上りました。トップはJXエネ

ルギーの約8兆1,500億円で、次いで丸紅や伊藤忠商事など

の総合商社が続き、上位12者が売上高1兆円以上でした。

上場企業は24者で、東京商工リサーチは「新たな有望市場

へのビジネスチャンスとして、電力の小売り全面自由化に

対する関心の高さをうかがわせた」としています。

　一方、売上高1億円未満は9者にとどまっており、新規参

入組は中堅以上が目立っています。売上高が判明しない58

者の大半は、電力小売りのための新設法人で、今後本格的

に営業活動を始めます。

　また、199者の中で最も業歴が古いのは1885年に設立され

た東京ガス。業歴別で最多は10～50年未満の83者で、5年

未満は55者となり、このうち15年に設立されたのは28者で

した。

　199者の本社所在地は東京を中心に都市部に集中しており、

東京商工リサーチは「現状では人口が集中する都市部の選

択肢が豊富なため、都市圏と地方との地域格差を抱えて（小

売り全面自由化が）スタートすることになる」と指摘して

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

　「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。

高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会

低圧電気取扱者特別教育講習会

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

　　　　　　　　　科　目

高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識

高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識

高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識

高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法

関係法令

高圧・特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法に
よる高圧開閉器の操作

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：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）

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）

　　　　　　　　　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

低圧の活線作業及び活線近接作業の方法による低圧の
開閉器の操作

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

●……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。

KDHで検索



大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

正しい情報で切り替えによるトラブルを未然に防ごう

第47回

電力システム改革と電気事業法の改正

４月以降、契約電力50kW以下の低圧部門の需要家も
電力会社を自由に選べるようになりました。
電力の小売り全面自由化がスタートしたのです。
今回は小売りビジネスと消費者保護について取り上げます。
なお、内容はすべて低圧部門の契約を前提としています。

　４月以降、電気の小売り販売は国に登録さ

れた「小売電気事業者」が行っています。

　小売電気事業者は、自社で発電設備を持たない場

合や発電設備を持っていても必要な量が確保できな

い場合は卸電力取引所などを通じて発電事業者から

電気を調達します。

　実際の電気の流通や需要と供給のバランス調整は

一般送配電事業者（地域の大手電力会社の送配電部

門）がそれぞれのエリアごとに行います。このため、

契約先を変更したからといって電気の品質に差が出

るわけではありません。
※このほかに、これまで特定のエリアに電気を供給していた旧・特定電気事業者
の小売り部門も「登録特定送配電事業者」として電気の小売り供給を行います。

　消費者と小売電気事業者が結ぶ契約を小売

供給契約といいます。この契約を結ぶにあた

り、小売電気事業者には、消費者への契約条件の説

明義務や、書面交付義務、消費者からの苦情や問い

合せへの対応義務が課されています。

　説明内容は経済産業省令に規定されており、料金

メニューの内容に加え、割引期間がある場合にはそ

の期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に違約

金などの条件がある場合にはその内容などです。

　交付する書面も同様に規定されており、料金メ

ニューの内容に加え、割引期間がある場合には、そ

の期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に条件

がある場合にはその条件の内容なども、書面で交付

すべきと規定しています。消費者の承諾を得て電子

メールなどで送信する方法も可能です。

　また、経済産業省に設置された電力・ガス取引監

視等委員会（監視等委員会）が監視を行い、小売電気

事業者に問題があれば立ち入り検査や業務改善の勧

告をします。さらに、国は監視等委員会からの意見

具申を受け、悪質事業者への業務改善命令の発動や、

改善されない場合には、罰則の適用や登録取り消し

などの措置を講じます。

　法律により国の登録を受けた小売電気事業

者しか電気を販売することができません。小

売電気事業者は経済産業省・資源エネルギー庁の

ホームページに公開されています。ただ、登録を受

けていない会社でも、小売電気事業者の代理・媒介・

取次業者である可能性もあります。事業者への確認

が必要です。

　媒介業者は小売電気事業者と消費者の契約

が成立するように取り持つだけで、実際の契

約行為を行いません。代理業者は小売電気事業者と

代理契約を結び、契約締結業務を小売電気事業者の

代理として行うことができます。一方で、取次業者

は小売電気事業者と取次契約を結び、自社名義で消

費者と小売供給契約を交わすことが可能です。

　取次業者や代理業者は、小売電気事業者との契約

内容によっては、独自の料金メニューを設定するこ

ともできます。

　媒介・代理・取次業者には需要家保護の観点から、

需要家への説明や書面交付といった義務が課されま

す。まるで自社が電気供給を行うかのような営業活

動が行われる恐れを排除するため、実際に小売り供

給を行うのは小売電気事業者であることを理解でき

るよう、需要家に対して説明を行うことが求められ

ています。

　消費者が取次業者と小売供給契約を結んだ

場合、契約は消費者と取次業者の間で締結さ

れ、小売電気事業者が契約の主体となっていません。

しかし、Q2の答えにもありますが、消費者からの

苦情や問い合わせへの対応は小売電気事業者に義務

づけられています。ただ、経済産業省が定めた「電

力の小売営業に関する指針」では、「小売電気事業者

が苦情等の処理の責任を負うことを前提に、取次業

者も苦情等の処理を行うことは妨げられない」とし

ています。

　「電力の小売営業に関する指針」では、小売

電気事業者が取次業者の債務不履行などを理

由とする取次契約の解除をする場合、その不利益を

需要家に負わせることのないよう求めています。具

体的には、小売電気事業者が同等の小売供給契約を

消費者と直接契約することなどを求めています。

　災害時などの停電に関する問い合わせは、

小売電気事業者が情報提供を行うことが適当

とされています。ただし、一般送配電事業者でなけ

れば、原因が分からないケースもあるので、契約し

ている小売電気事業者に問い合わせるほか、直接、

地元の一般送配電事業者の窓口に問い合わせをする

ことも可能です。

　「電力の小売営業に関する指針」では、小売

電気事業者からの契約解除時の手続きとし

て、解除日の15日程度前までに消費者に予告通知を

行うことなどを求めています。

　全面自由化にあたって需要家の保護が必要

な場合は、

①いずれの小売電気事業者とも契約できない

②小売電気事業者が倒産した

③自ら積極的に小売電気事業者を選択しない

などが考えられます。

　これらに対して、当面の間（少なくとも2020年3

月まで＝経過措置期間）、地域の大手電力会社の小売

り部門は「みなし小売電気事業者」と呼ばれ、これま

でと同じように規制料金を提供するとともに、電気

の供給義務を負っています。また、経過措置期間が

終了した場合でも、最終的な電気の供給を行うこと

を一般送配電事業者に義務づけています。

　「訪問販売」と「電話勧誘販売」で小売供給

契約を結んだ場合はクーリング・オフ制度の

対象です。契約後に交付が義務づけられている小売

り料金などが記された書面を受け取ってから8日間

は、契約を無条件で解除できます。また、解除まで

に電力供給が行われた場合は、その分の料金の支払

いは免除されます。

　ただし、みなし小売電気事業者が経過措置期間中

に提供する規制料金や、経過措置期間の終了後に一

般送配電事業者が行う「最終保障供給」、および「離

島供給」はクーリング・オフの適用除外となります。

Q 1 電力小売り全面自由化では、
電気はどうやって届くの？

A

A

A
Q 2 小売電気事業者との契約時に

注意する点はありますか？

Q 3 小売電気事業者以外でも
電気は売ることができる？

Q 4 媒介・代理・取次業者の
違いがわかりません

A

Q 5 取次業者と契約した場合、
苦情などの問い合わせは
どこにすればよいですか？

A

Q 6 取次業者が
倒産した場合はどうなりますか？

A

Q 7 災害時など停電した場合は
どこに連絡をすればよいですか？

A

Q 8 小売電気事業者から
一方的に契約を
解除されることはありますか？

A

（記事提供　電気新聞）

Q 9 小売電気事業者と契約できない
場合はどうなりますか？

A

Q 10 クーリング・オフはできますか？

A
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安 全 エ レ ち ゃ ん の

デマンドレスポンス
って何ですか？
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　今年もだんだんと暖

かくなってきました。

年間で一番多くの電力

を使う季節がもうすぐやってきます。

今回は消費者自身が電力の需給調

整に参加するデマンドレスポンス

について簡単にご説明します。

　デマンドレスポンスとは、一般

的に電力会社などが提供する料金

メニューやインセンティブによって、

消費者が需要の多い時期（ピーク）

に電力使用量を削減して、その対

価を得ることをいいます。

　電気は貯められない性質があり

ます。そのため、電力会社は消費

者の需要の変動に合わせて発電量

を調整し、需要量と供給量を常に

一致させています。また、年間の

最大需要に合わせた発電設備を用

意して、電気が不足しないように

しています。

　一方で、デマンドレスポンスは

消費者にも電力の需給調整に参加

してもらうというものです。これに

よって需要のピークが削減できれ

ば、例えばピーク時にしか使用し

ないような設備が不要となり、発

電設備への投資が抑えられます。

　また、需給逼迫などで電力市場

価格が高騰したときなど、市場で

電気を調達するよりもデマンドレス

ポンスの参加者にインセンティブ

を与えて電気の使用量を削減して

もらう方が、全体としてコストがか

からない場合がでてくるかもしれ

ません。

　デマンドレスポンスは海外で先

行している事例が見られますが、

海外の電力会社などが提供するデ

マンドレスポンスには大別して２つ

のプログラムがあるようです。

　一つは価格型と呼ばれるもので、

時間ごとに電気料金を変化させる

などして、消費者自身の判断で電

気の使用量を制御するものです。

日本にもある時間帯別料金はその

一つです。

　もう一方はインセンティブ型とよ

ばれ、電気の使用量を削減しても

らう代わりに金銭などの対価を渡

すプログラムです。日本の需給調

整契約はこれに相当します。

　一般の消費者にはまだなじみが

ありませんが、すでに国内で実証

試験などが行われています。今後

日本でも様々なデマンドレスポン

ス・プログラムが登場するかもし

れません。

デマンドレスポンスのイメージ

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

アース線の取り付け

アース線の取り付け

アースは配線や電気器具などが万が一漏電した時に、漏れた電流を大地に逃がして、感電の
危険を少なくするものです。漏電遮断器とアース線を両方取り付けることで、感電事故の可能
性を減らすことができます。
アース線が外れている場合や分電盤に漏電遮断器がついていない場合は取り付けるようにし
ましょう。
なお、アース線は、ガス管・水道管・避雷針などには取り付けることができません。コンセン
トについているアース端子につなげるようにしましょう。
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発電電力量
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①

需要
削減分消費電力



この用紙は再生紙を使用しています。

補助金業務支援事業のご案内

省エネ補助金制度を活用した
より効果的な省エネ・省コストの実現を支援します

省エネ
試算

最適な
補助事業
の選定

書類作成

経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金の実施期間は
交付決定日から平成29年1月末までです（申請は平成28年5月下旬開始予定から約1カ月間）。

補助金に関するご相談・ご質問は当協会営業部までお気軽にお問い合わせください。

当協会では省エネ設備の改修時など
に使用できる各種補助金制度の
トータルサポートを行っています。

機械の更新に補助金を使いたいのですが
仕組みがよくわからないし、
申請が面倒ではありませんか？
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