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隅田川花火大会　東京都
夏の風物詩といえば各地で開催される花火大会。東京でもっとも庶民に親しまれている花火
大会のひとつが写真の「隅田川花火大会」でしょう。この大会は江戸時代から続く「両国
川開き花火大会」を継承する行事で、記録が残るものとしては国内最古とも言われます。
今年は7月30日に開催され、約2万発の花火が打ち上げられる予定です。

　平成26年度に関東地域と山梨県及び静岡県富
士川以東で関東東北産業保安監督部に報告が
あった感電・アークによる死傷事故は20件でした。
一般に、酷暑季の8月前後は、一年中で感電事故
の多い時季と言われていますが、平成26年度も
20件中10件が7～9月に集中しています。このよう
なことから、毎年8月は、経済産業省が主唱する「電
気使用安全月間」となっています。
　当協会といたしましても、その趣旨に賛同し、
電気災害撲滅のためのさまざまな活動を展開いた
します。「電気と保安」やホームページ上にて、電
気を正しく安全に使っていただけるよう、「電気災
害の未然防止に役立つ情報」をわかりやすくお伝
えするとともに、電気に関してお困りごとや疑問に

感じられていることにお応えするため、「電気安全
講習会」の開催や、「電気安全出張相談所」の開
設などをいたします。ぜひご活用いただけますよう
お願いします。
　また、当協会に自家用電気工作物の保安管理
を委託いただいているお客さまにおかれましては、
何かございましたら、検査員がお伺いした際にお
声掛けいただくか、あるいはいつでも事業拠点に
ご連絡いただけましたら、専門技術者がご相談に
対応させていただきます。特に、定期検査で設備
の不良が見つかっている場合、あるいは波及事故
防止のために高圧気中負荷開閉器（PAS）の設置
等をお奨めしている場合につきましては、事故に
至る前の改修を是非ご検討をお願いいたします。

「電気使用安全月間」にあたって

一般財団法人　関東電気保安協会

常務理事　本多　隆

第36回電気安全講演会開催
　当協会では、月間中、安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止に寄与するため、各地で
電気安全出張相談所や電気安全に関する講習会などを開催します。
　電気使用安全月間行事のひとつとして、第36回電気安全講演会を次のとおり開催いたします。
　多くのみなさまのご来場をお待ちしております。

講演
講師

特別講演
講演者
日時

場所
交通

「最近の電気事故について」
関東東北産業保安監督部　電力安全課　安全推進係長　角田陽平氏
講演テーマ「笑うが勝ち」
落語家　林家 彦いち氏
平成28年8月5日(金) 午後13：00～15：55（入場無料）
 午後12：00から受付開始
きゅりあん（品川区立総合区民会館）　東京都品川区東大井5-18-1
JR／大井町駅下車（徒歩1分）
りんかい線／大井町駅下車（徒歩１分）

※お問い合わせは関東電気保安協会広報部 TEL03-6453-8888（代表）までお気軽にどうぞ。
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特　集 1

について

安 全 エ レ ち ゃ ん の

　高圧自家用設備は電力会社の配電用変電所から電
力供給されています。使用している高圧自家用設備
内で事故（地絡・短絡・過負荷等）が発生した場合、
速やかに事故を検出して電気を遮断する役割として
高圧自家用設備内に遮断装置があります。しかし、
高圧自家用設備内であっても検出範囲外の事故の場
合は、電力会社の配電用変電所に設置されている遮
断装置が動作して事故区域を切り離します。これを

「波及事故」といいます。なお、1配電線からは平
均1,500軒に電気が送られていますので、停電発
生による外部への影響は大きいです。
　具体的に、電力会社から高圧架空線で受電してい
る図1の高圧受電設備（キュービクル）でご説明し
ます。
　図1の「責任分界点」とは、電力会社と高圧自家
用設備の保安上の責任を分ける部分です。万一、こ
の責任分界点より高圧自家用設備側で高圧事故が発
生した場合、自家用設備側に設置されている遮断装

皆さまの生活に欠かすことができない電気。
日常、何気なく使用していますが、いざ、停電になって困ってしまった経験
があると思います。今では、広域停電によるインフラ停止は人的、社会的に
も大きな影響を及ぼします。そのような社会環境の中で、お客さまの自家用
設備の事故が原因で一般送配電事業者（以下、電力会社と言う）の電気供給
変電所を停止させてしまう「波及事故」を起こしてしまっては大変です。
今号では、「波及事故」の原因と対策についてご紹介します。

Ⅰ どうして「波及事故」になるの？

Ⅱ「波及事故」の防止策とは？

置で適正に事故を遮断すれば、自家用設備側だけの
停電事故で済みます。自家用設備側で遮断できなけ
れば、それより上位、すなわち電力会社の配電用変
電所の遮断装置が事故を遮断しますので、遮断した
配電線につながっている平均1,500軒の設備が停
電となります。　
　図1のように主遮断装置がキュービクル内に設置
されている場合、事故の発生箇所が主遮断装置の負
荷側であれば主遮断装置が動作して事故点を切り離
し波及事故とはなりませんが、主遮断装置よりも電

源側の高圧ケーブル等で発生した事故は検出範囲外
となり、これより上位の電力会社の配電線の遮断装
置を動作させ「波及事故」となります。

　そこで、責任分界点より自家用設備側での事故を
自家用設備側で遮断するためには、図2のように責
任分界点により近い構内1号柱上に、地絡継電装置
付高圧交流負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ・ＧＲ付ＰＧ

Ｓ）を設置します。
　なお、電力会社から地中線で受電する場合は、責
任分界点となる高圧キャビネット内に地中線用ＧＲ
付高圧交流負荷開閉器（ＵＡＳ・ＵＧＳ）を設置し
ます。

　代表的な事故例は、高圧引込ケーブルが自然劣化
（経年劣化）で、絶縁体中に「水トリー」が発生し、

その箇所が絶縁破壊する地絡事故です。
　この「水トリー」とは、高圧ケーブルの絶縁に使
われる架橋ポリエチレンなどに、水と電界の関係で
小さな亀裂が発生し樹枝（tree）状に成長する現
象です。
　水トリーには、内部の導体から発生する内導水ト
リーと外部の半導電層から発生する外導水トリー、
絶縁物中に製造過程でできる微小のすき間や混入異
物から発生するボウタイ状水トリーと呼ばれるもの
があります。 
　この中で、内導水トリーと外導水トリーは、特に
ケーブルの絶縁性能を大きく低下させ絶縁破壊事故
の原因となっていることから、高圧ケーブルが地中
または湿気のあるハンドホール内に長期間敷設して
いる環境では特に注意が必要です。
　当協会ではこの対策として、高圧ケーブルの計画
的な更新（更新目安は20年）や「水トリー」対策
に優れた「Ｅ―Ｅタイプ（3層同時押出）」のケー
ブルの選定をお薦めしています。
　その他、公衆過失として、地中埋設の高圧引込ケ
ーブルを掘削工事中に損傷させ絶縁破壊する事故も

発生しています。この対策として、高圧ケーブル埋
設箇所の表示やケーブル標識シートの埋設がありま
す。また、ケーブル埋設箇所近くで掘削工事の予定
がある場合は、必ず担当検査員へご連絡ください。
　自然災害として、構内1号柱上のＧＲ付ＰＡＳに
雷が侵入し絶縁破壊して「波及事故」となった事例
もあります。この場合は、避雷器内蔵のＧＲ付ＰＡ
ＳまたはＧＲ付ＰＡＳの近傍に避雷器を設置するこ
とが有効です。
　当協会では「波及事故」防止のため、ＧＲ付ＰＡ
ＳやＵＧＳの設置をお願いしておりますが、ＧＲ付
ＰＡＳ設置後15年、ＵＧＳ設置後20年のお客さま

には経年劣化に伴う設備更新のお奨めをしておりま
す。詳しくは担当検査員にご相談ください。

図2

防止対策波及事故

図1

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点

ケーブル

お客さま構内

主遮断装置

保護範囲 保護範囲

キュービクル

構内1号柱

ケーブル

お客さま構内

キュービクル

構内1号柱

地絡継電装置付高圧交流気中負荷開閉器
（GR付PAS）

事故点

事故点

ガシャ

ガシャ
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　高圧自家用設備は電力会社の配電用変電所から電
力供給されています。使用している高圧自家用設備
内で事故（地絡・短絡・過負荷等）が発生した場合、
速やかに事故を検出して電気を遮断する役割として
高圧自家用設備内に遮断装置があります。しかし、
高圧自家用設備内であっても検出範囲外の事故の場
合は、電力会社の配電用変電所に設置されている遮
断装置が動作して事故区域を切り離します。これを

「波及事故」といいます。なお、1配電線からは平
均1,500軒に電気が送られていますので、停電発
生による外部への影響は大きいです。
　具体的に、電力会社から高圧架空線で受電してい
る図1の高圧受電設備（キュービクル）でご説明し
ます。
　図1の「責任分界点」とは、電力会社と高圧自家
用設備の保安上の責任を分ける部分です。万一、こ
の責任分界点より高圧自家用設備側で高圧事故が発
生した場合、自家用設備側に設置されている遮断装

置で適正に事故を遮断すれば、自家用設備側だけの
停電事故で済みます。自家用設備側で遮断できなけ
れば、それより上位、すなわち電力会社の配電用変
電所の遮断装置が事故を遮断しますので、遮断した
配電線につながっている平均1,500軒の設備が停
電となります。　
　図1のように主遮断装置がキュービクル内に設置
されている場合、事故の発生箇所が主遮断装置の負
荷側であれば主遮断装置が動作して事故点を切り離
し波及事故とはなりませんが、主遮断装置よりも電

源側の高圧ケーブル等で発生した事故は検出範囲外
となり、これより上位の電力会社の配電線の遮断装
置を動作させ「波及事故」となります。

　そこで、責任分界点より自家用設備側での事故を
自家用設備側で遮断するためには、図2のように責
任分界点により近い構内1号柱上に、地絡継電装置
付高圧交流負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ・ＧＲ付ＰＧ

Ｓ）を設置します。
　なお、電力会社から地中線で受電する場合は、責
任分界点となる高圧キャビネット内に地中線用ＧＲ
付高圧交流負荷開閉器（ＵＡＳ・ＵＧＳ）を設置し
ます。

　代表的な事故例は、高圧引込ケーブルが自然劣化
（経年劣化）で、絶縁体中に「水トリー」が発生し、

その箇所が絶縁破壊する地絡事故です。
　この「水トリー」とは、高圧ケーブルの絶縁に使
われる架橋ポリエチレンなどに、水と電界の関係で
小さな亀裂が発生し樹枝（tree）状に成長する現
象です。
　水トリーには、内部の導体から発生する内導水ト
リーと外部の半導電層から発生する外導水トリー、
絶縁物中に製造過程でできる微小のすき間や混入異
物から発生するボウタイ状水トリーと呼ばれるもの
があります。 
　この中で、内導水トリーと外導水トリーは、特に
ケーブルの絶縁性能を大きく低下させ絶縁破壊事故
の原因となっていることから、高圧ケーブルが地中
または湿気のあるハンドホール内に長期間敷設して
いる環境では特に注意が必要です。
　当協会ではこの対策として、高圧ケーブルの計画
的な更新（更新目安は20年）や「水トリー」対策
に優れた「Ｅ―Ｅタイプ（3層同時押出）」のケー
ブルの選定をお薦めしています。
　その他、公衆過失として、地中埋設の高圧引込ケ
ーブルを掘削工事中に損傷させ絶縁破壊する事故も

発生しています。この対策として、高圧ケーブル埋
設箇所の表示やケーブル標識シートの埋設がありま
す。また、ケーブル埋設箇所近くで掘削工事の予定
がある場合は、必ず担当検査員へご連絡ください。
　自然災害として、構内1号柱上のＧＲ付ＰＡＳに
雷が侵入し絶縁破壊して「波及事故」となった事例
もあります。この場合は、避雷器内蔵のＧＲ付ＰＡ
ＳまたはＧＲ付ＰＡＳの近傍に避雷器を設置するこ
とが有効です。
　当協会では「波及事故」防止のため、ＧＲ付ＰＡ
ＳやＵＧＳの設置をお願いしておりますが、ＧＲ付
ＰＡＳ設置後15年、ＵＧＳ設置後20年のお客さま

には経年劣化に伴う設備更新のお奨めをしておりま
す。詳しくは担当検査員にご相談ください。

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  7・8月号
問　題

電力会社と高圧自家用設備の保安上の責任を
分ける部分を○○○○○といいます。
5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9月20日必着
平成28年11・12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。

3・4月号正解

保 安 業 務
応募総数…1,629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

Ⅲ 高圧引込ケーブル等で発生する
事故例とは？

について防止対策波及事故

雷の直撃を受けてしまったGR付PAS

実際に水トリーが発生した
ケーブルの断面
（白い部分が水トリー）

水トリーが原因で損傷した高圧ケーブル

高圧引込ケーブルが
ハンドホール内で冠水している様子

図3 水トリー

ケーブル埋設表示の方法
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沼津事業所　代谷　直樹　

の 記 録 から現場
あわや感電？ 
絶縁監視装置で不具合箇所を発見！

　当協会がお客さまの電気設備
に設置している絶縁監視装置は、
低圧電路の絶縁状態を常時監視
しており、万が一漏電が発生し
た時には協会職員が急行し、速
やかに事故対応することが可能
です。

◆　　◆　　◆
　ある日、機械製造工場に設置
してある絶縁監視装置から漏電
発生の警報が発報したとの出動
要請がありました。
　しかし、現地に到着した時に
は絶縁監視装置の警報は消滅し
ており、絶縁抵抗測定も行いま
したが、どの回路の絶縁状態も
良好で原因を特定することがで
きませんでした。お客さまとの
話し合いの結果、今回は様子を
見ることとし、念のため工場内
の機械の稼働状況などを巡回確
認して当日は帰所しました。
　翌日、再度発報したので現地
へ出動しましたが警報は消滅し

ていました。お客さまも心配さ
れており、原因を早期に発見し
てお客さまに安心していただき
たかったのですが、その日はそ
れ以降警報の発報はなく原因究
明には至りませんでしたので、
回路に漏洩電流探査器を設置し
て経過観察することとしました。

◆　　◆　　◆
　その後、何度か警報発報があ
ったのですが、その傾向として
は以下のような特徴がありまし
た。
①警報発報は日中の業務時間
中のみ
②短時間発生しすぐに消滅す
る
③漏洩する電流がかなり多い
　これらの傾向と漏電している
回路を踏まえ、お客さまに工場
内のある範囲が怪しいとお知ら
せし、調査を開始したところ、
ちょうど警報が発報したと事務
所から電話が入りました。

お客さまに「このタイミングで
使用開始した機械を教えて下さ
い」とお訊ねすると「おそらく
製品検査用の試験機だと思う」
との回答をいただいたことから、
当該試験機がある部屋へ急行す
ると初日に巡回した時には使用
されていなかった製品検査の試
験機を使用していました。
　「もしや？」と思い調査すると、
やはりこの試験機が原因で警報
が発報していることが分かりま
した。しかし、どこの部分（部品）
で漏電しているのか特定する必
要があります。

　この試験機は移動して使うこ
とができるもので、検査用のモ
ーターと試験対象の製品の可動
部分をベルトでつないで回転な
どの動作を検査するものです。
様々な検査を行う必要があるこ
とから、検査用モーターの取り
替えが簡易にできるように電源
が端子台から配線されています。

　「怪しいのは端子台かな？」と
端子台周辺を確認していたとこ
ろ、試験機の制御用機器の余分
なアース線が取り外され固定さ
れておらず、テープ巻きなどの
処理も行われていませんでした。
さらに詳しく調べてみると、電
源接続用端子台で白相の電線端
子部分の被覆が剥がれ充電部が
露出していることも判明しまし

た。このことから、試験機作動
時の振動により充電部が当該ア
ース線と接触し漏電が発生した
と考えられます。アース線と充
電部分を適切に処理し復旧しま
した。
　また、作業は手元ブレーカで
オン・オフを行うため短時間の
漏電発生となり、絶縁監視装置
の警報がすぐに消えてしまう原

因も特定できました。
　幸いなことに、試験機の動力
コンセントが接地極付（４極）
のタイプであったために漏洩電
流がそちらへ逃げて感電を免れ
た事例でした。お客さまへ事実
の報告と試験機への漏電遮断器
の取り付けをお願いし、今回の
件は完了となりました。
　不要なアース線は適切に処理
を行わないと回路を形成して漏
電のきっかけとなることがあり
ます。

◆　　◆　　◆
　移動用機器には、安全確保の
ために漏電遮断器の取り付けと
接地極付コンセントを使用し接
地線の取り付けをお願いいたし
ます。

❶手元開閉器S-16
　MCCB50A3φ200V

制御用フィルター

端子台

検査用モーター

制御
機器

制御
機器

制御
機器

制御
機器

移動用収納
コンテナ
（金属）

❷お客さま
　作成の開閉器盤
　MCCB30A
　3φ200V

モーター用
制御装置

製品動作
確認用
モーター

端子台

※制御機器本体
　接地あり計4台
　（渡り用接地線
　1本未接続）

※被覆カバーなし
　及び余分な接地線
　が接触。
　この接触のため
　❷のブレーカーを
　投入するたび、
　監視異常が発報
　（2,000mA以上）

※機器制御装置と
　モーターを
　つなぐ端子台あり
　端子台に接続の
　一部（白相）絶縁用
　被膜処理が未実施

❷MCCB30A3φ200V
　使用するときのみ
　オン・オフする

※二次側端子緩み
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IKEA立川の特長

　2014年4月に東京都立川市に
オープンしたIKEA立川。Tokyo- 
Bay（旧船橋）、港北、新三郷、鶴浜、
神戸、福岡新宮に次ぐ日本で7店
舗目のイケアで、都内では初め
ての出店となります。
　郊外型の店舗が多いイケアが
都内への出店に踏み切ったのは、
海外と比べて日本の交通の便が
良いことが大きな理由でした。
IKEA立川の最寄り駅は多摩都市
モノレール高松駅とJR立川駅で、

どちらの駅からも徒歩圏内。特
にJR立川駅は中央線、青梅線、
五日市線、南武線が通るターミ
ナル駅なので、アクセスは抜群
です。「車でお越しにならなくて
も、配送サービスも提供してい
るので、お客さまには心おきな
くお買いものを楽しんでいただ
けます」と山田さん。
　公共交通機関の利用をお勧め
することは、イケアの環境に対
する取り組みの一つでもありま
す。渋滞が発生すると、地球温
暖化の原因となるCO2の排出量

が増加しますが、車で来店する
お客さまが減れば、環境にもよく、
店舗周辺の渋滞緩和にもつなが
ります。
　他のイケア店舗よりもコンパ
クトな造りになっているのも
IKEA立川の特長です。家具を展
示するショールームと雑貨や小
物を扱うマーケットホールが同
じ階にあるため、お客さまはエ
リア間を楽に移動できます。
　1階にはアウトレットがあり、
食品や植物を除く商品を取り扱
っています。展示品や傷がある
商品をゴミとして廃棄せずに特
別価格で提供することで、原材
料が無駄になるのを防ぐととも
に、お客さまの出費の節約にも
つながります。

屋上で太陽光発電

　IKEA立川の屋上には約4,000
枚、面積にして2,800平方メート
ル分の太陽光パネルが設置され
ています。「国内のイケアでは初
のメガソーラー」とのことです。

現在は、店舗で使用する電気の
約半分が賄える程度の発電量が
あるとのこと。さらに電力会社
もバイオマス発電の会社に切り
替えたことから、おおよそ70％
が再生可能エネルギーによる電
力になりました。
　最近、「サステナブル（持続可
能）」という言葉をよく耳にしま
す。山田さんいわく「イケア・
ジャパンはサステナブル・コミ
ッティーを立ち上げ、各部署の
代表者が持続可能な環境への取
り組みについて毎月議論してい
る」とのこと。実際にスタート
してみるとうまくいかないこと
もありますが、試行錯誤を繰り
返しながら活動を続けているそ
うです。
　イケアグループ全体では、「2020
年までに事業で消費するエネル
ギーの100％に相当する再生エネ
ルギーを自社で生産する」とい
う目標を設定しています。海外
の店舗の中には太陽光発電だけ
でなく、風力発電で電力をまか

なっている店舗もあるとのこと
でした。

地中熱を利用した空調

　太陽光発電とともに、IKEA立
川では地中熱も利用しています。
通常、広い店内を冷やす場合、
大量の電気が必要となりますが、
冷却水をいったん地中へ通すこ
とで冷やし、その冷やした冷却
水を冷房に使用することで、電
気使用量を抑えることができま
す。地中温度は1年を通してほぼ
一定なので、冬の暖房も地中熱
を利用することで省エネが可能
です。これにより、電気使用量
を年間で約3割も削減できるだけ
でなく、ヒートアイランド現象
を抑制する効果もあります。

厳格な点検や訓練の取り組み

　不測の事態に備えて、イケア
では設備点検を定期的に行って
います。震災時にエスカレータ
ーが止まったり、スプリンクラ
ーが作動しなかったりすると、

被害が拡大する可能
性があります。その
ため、IKEA立川で
は毎月、実際に非常
用発電機を動かして
確認しています。
　さらに警報や防火
シャッターなども、
実際に動作させると
いう実戦さながらの
訓練方式で点検しま
す。イケア本社から、
お客さまの安全を守
ることは何よりも優
先しなくてはならず、
点検や避難訓練は徹

底的にやるように指導されてい
るとのことでした。「実際にご覧
になれば『そこまでするのか』
と驚かれるかもしれません。厳
格に点検するだけでなく、点検
結果をデータとして残して本社
に報告するまでが業務です」

関東電気保安協会との
信頼関係

　電気の安全に関しては、「（当
協会の）存在が心強い」という
お言葉をいただきました。たく
さんのお客さまが来られる商業
施設では、致命的なトラブルは
絶対に許されません。そのため、
毎月点検を行うとともに、何か
問題が発生したらすぐにご連絡
いただき、対応するようにして
います。普段からコミュニケー
ションを取り、どんな些細なこ
とでも気軽に相談できる関係性
が重要だと思います。
　イケアブランドを裏からサポ
ートする電気のプロとして、今
後も、期待と信頼にお応えでき
るよう最大限努力してまいりま
す。屋上に設置された太陽光パネル 地中熱を利用するためのインバータチラー

Facility Management Manager

山田 真也さん

こ ん に ち はまさ客お

IKEA立川
〒190-0014　東京都立川市緑町6

TEL：0570-01-3900（全ストア共通・カスタマーサポートセンター）
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特　集 2

経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課
（前 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課）

山本　英雄

1 はじめに

　わが国のエネルギー消費は、
1970年代の高度経済成長期に
は国内総生産（GDP）よりも高
い伸び率で増加していました。
しかし、1970年代の2度の石油
危機を契機に、省エネルギー機
器の開発や国民一人ひとりの省
エネ努力もあり、エネルギー消
費を抑制しながら経済成長を果
たしてきました。さらに、世界
各国と比べたエネルギー効率（エ
ネルギー供給量／実質GDP）を
みても最高水準の省エネを達成
しています（図1）。
　しかしながら、1990年以降
はエネルギー効率の改善がそれ
ほど進んでいません。経済産業
省が昨年策定した将来のエネル

ギー需給をどうするかという「長
期エネルギー需給見通し」では、
2030年までの経済成長率1.7％
／年を実現した上で、2030年
度におけるエネルギー削減量
5,030kL（原油換算）を見込ん
でいます。これは、産業、業務、
家庭、運輸の各部門における省
エネ対策を積み上げることで実
現しようとするものです。
　具体的には、
①石油危機後並の徹底した省
エネ
②再エネの更なる拡大
③新たなエネルギーシステム
の構築

などの野心的な目標としました。
これらを実現するために今年4
月18日には「エネルギー革新戦
略」を策定し、本戦略を通じて

エネルギー投資を促し、エネル
ギー効率を大きく改善させ、「強
い経済」と「CO2抑制」の両立
を実現していくことを目指して
いきます。

2 徹底した省エネ
　（省エネ法に関する主な改正点）

❶ベンチマーク導入制度の拡大
　平成28年4月1日から省エネ
ルギーベンチマーク制度が見直
され、これまでエネルギー多消
費産業に導入してきた同制度を
業務部門にも拡大しました。初
年度はコンビニエンスストアに
適用されます（図2）。
　ベンチマーク制度とは、指標
（ベンチマーク指標）を設定し、
省エネへの取り組みを他社と比

較できるようにする制度です。こ
れを達成した事業者は省エネ優
良事業者として社名が公表され
ます。今後はホテル、スーパー、
百貨店、ショッピングセンターな
どの流通・サービス業全体に対
象を拡大させることで、全産業
のエネルギー消費の7割に適用
させていく予定です。
❷未利用熱の活用
　外部で発生した未利用熱を購
入し、自社の工場などで使用し
た場合に省エネへの取り組みと
して評価することで、廃熱利用
の促進を図っていく制度です（図
3）。
　具体的には、省エネ法で定め
られた定期報告のエネルギー消
費原単位の算出にあたって、エ
ネルギー使用量から差し引くこと
で原単位の改善が可能となります。
❸事業者クラス分け評価制度
　事業者クラス分け評価制度は、

総合資源エネルギー調査会省エ
ネルギー小委員会の取りまとめ
（平成27年8月28日）に沿って、
省エネ取組状況に応じて事業者
のクラス分け評価を行い、対応
を峻別することにより、事業者
単位のエネルギー管理体制の定
着と持続的な取り組みを促すこ
とを目的として実施するもので
す。

総合資源エネルギー調査会
省エネルギー小委員会の取りまとめ

http://www.meti.go.jp/
committee/sougouenergy/
shoene_shinene/sho_ene/
report_01.html

　省エネ法で定期報告書の提出
が求められている規制対象者は、
全国で約12,000者（関東局管
内では約5,600者）ありますが、
これらの事業者をS・A・B・C
にクラス分けをして、省エネへ
の取り組みが優良な事業者をS

クラスとして公表し称揚してい
きます。
　一方、省エネへの取り組みが
停滞している事業者（Bクラス）
以下は、より厳格に調査し、省
エネの取り組みを促していきま
す。事業者に他事業者と比較を
していただき、自分の立ち位置
を理解していただくことで、他
の優良な事業者と同等レベルま
で底上げしていただくことを促
すものです。なお、Bクラスの
事業者には、代表者宛ての注意
喚起文書を送付し、経営層へ自
社の省エネが停滞していること
への自覚を促していく一方、現
地調査、立入検査などを集中的
に実施していく予定です（図4）。

　※❸については、平成28年度
より事業者公表が始まっていま
す。❶、❷については、平成29年
度の定期報告から始まります。

3 各種支援策

　経済産業省では、産業・業務
部門における省エネルギーの推
進にあたり、平成28年度につい
ては以下の支援を行っています。

１） 中小企業等の省エネ・生産
性革命投資促進事業（平成
27年度補正予算　442億
円）
　◆概要：導入する設備単位
ごとの省エネルギー効果等
で簡易に申請が行える制度
を創設し、中小企業等の省
エネルギー効果が高い設備
への更新を重点的に支援し
ます。「長期エネルギー需給
見通し」における省エネル
ギー量の根拠となった産業・
業務用の設備を中心に対象
とします（図5参照）。
　◆申請単位：事業活動を営
んでいる法人及び個人事業
主
　◆補助率：補助対象経費の1
／ 3以内を補助
　◆執行団体：一般社団法人
環境共創イニシアチブ（以下、
Sii）

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/kakumeitou
shi27r/shinsei/note.
html

２） エネルギー使用合理化等事
業者支援補助金（平成28年
度予算　515億円）
　◆概要：既設設備・システ
ムの入れ替えや製造プロセ
スの改善等に向けた改修、
エネルギーマネジメントシ
ステム（EMS）の導入により、
工場・事業場単位での省エ
ネ・電力ピーク対策や事業
者間の省エネ対策を行う際
に必要となる費用を補助し
ます（図6）。
　◆申請単位：事業活動を営
んでいる法人及び個人事業
主（補助対象範囲：設備費、
設計費、工事費等）
　◆補助率：補助対象経費の1
／ 3以内を補助。エネマネ
事業者を活用する場合は補
助率1／ 2以内に
　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/cutback28
/public.html

３） エネルギー使用合理化特定
設備等導入促進事業（平成
28年度予算　27.0億円）

　◆概要：省エネ設備の導入
等に必要な資金の貸付金利
を実質低金利とするため、
民間団体（平成28年度は
Sii）を通じて、下記の指定
金融機関に対して予算の範
囲内において利子補給金を
交付する事業です（図7）。

　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/rishihokyu
28/

 指定金融機関一覧：
https://sii.or.jp/rishihokyu
28/financial-list.html

４） 省エネルギー対策導入促進
事業補助金（平成28年度予
算 7.5億円）

　①省エネ相談地域プラット
フォーム事業

　地域の中小企業等による省
エネルギーを促進するため
に、地域においてきめ細や
かな支援を実施するプラッ
トフォームを構築する事業
です。

　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/shoene_
pf28/

　②無料省エネ・無料節電診断
事業

　中小企業等に対し、省エネ
ルギー・節電診断事業等を
無料で実施します。

　③講師派遣事業
　地方公共団体等が参加費無
料で開催する「省エネル
ギー・節電説明会」に、専
門家を無料で派遣します。

　④省エネ情報提供等事業
　中小企業等の省エネルギー
活動を支援するために、具
体的な省エネルギー診断事

例や省エネルギー技術を
様々な媒体を通じて情報発
信します。

◆執行団体：一般財団法人省
エネルギーセンター（②～④）

 HPアドレス：
http://www.shindan-net.jp
/index.html（省エネ・節電ポー
タルサイト）

4 経営力のアップと
　  省エネについて
　～攻めの省エネ～

①エネルギーコストとは
　図8のような決算書により自
社の省エネ効果を見ることがで
きます。

　例えば、売上高10億円、光熱
費3,000万円、営業利益6,000
万円の場合、10％の光熱費の削
減で得られる効果の大きさがわ
かると思います。

5 最後に
　～規制はビジネスのチャンス～

　省エネルギーに関わる規制は、
技術改良・開発、新たな製品・サー
ビスの創出、販売チャンスの拡大、
生産性の向上などの省エネル
ギー分野の新たなビジネスの創
出、拡大につながっています。
省エネルギーに向けた取り組み
が、皆様の利益や経済成長につ
ながることを期待しています。

【図1】　

【図２】　コンビニエンスストアのベンチマーク制度

工場・オフィスにおける
省エネルギー対策
─現状と支援事業

【図3】　未利用熱活用制度

【図4】　事業者クラス分け評価制度の概要

わが国の実質ＧＤＰとエネルギー効率の推移
（エネルギー供給量／実質ＧＤＰ）

エネルギー効率の各国比較（2013年）

出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、
　　 内閣府「国民経済計算年報」を基に作成。

出典：IEA「Energy Balances of OECD Countries 2014 Edition」、
　　 「Energy Balances of Non-OECD Countries 2014 Edition」、
　　 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
（注）一次エネルギー供給（石油換算トン）/実質GDPを日本＝1として換算。
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当該年度の定期報告書の特定ー第３表「事業分類」欄においてコンビニエンスストア業（細分類番号５８９１）に
おける年間エネルギー使用量が１,５００ｋL以上となる事業者が対象となります

コンビニエンスストアにおける電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計量にて除した値

８４５ｋＷｈ／百万円　以下

①対象事業
エネルギー使用量が同等の業種・業態

②ベンチマーク指標
対象事業ごとに設定する共通の省エネ指標

③目指すべき水準
対象事業の上位層１割～２割の事業者が満たす水準

【水準】
【対応】

【水準】
【対応】

①努力目標※2未達成かつ直近2年連続で原単位が対前度年比増加 または、②5年間平均原単位が5％超増加
注意喚起文書を送付し、現地調査等を重点的に実施

Ｂクラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分
省エネ法第６条に基づく指導を実施

【水準】
【対応】

ＳクラスにもＢクラスにも該当しない事業者
特段なし

【水準】
【対応】

①努力目標※2達成 または、②ベンチマーク目標※3達成
優良事業者として、経産省ＨＰで事業者名や連続達成年数を表示

※1  平成27年度定期報告（平成26年度実績）総事業者数12,412社より算出
※2  努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること
※3  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準

Ｓクラス
省エネが優良な事業者 7,775社（62.6%）※1

Ａクラス
一般的な事業者 3,430社（27.7%）※1

Bクラス
省エネが停滞している事業者 1,207社（9.7%）※1

Cクラス
注意を要する事業者

未利用熱の購入者 未利用熱の販売者

エネルギー
消費原単位

エネルギー使用量 －
　購入した未利用熱の量

生産数量 等
エネルギーの
使用量に密接な
関係のある値

エネルギー
消費原単位

エネルギー
使用量

生産数量 等

販売した副生
エネルギーの量

＝

＝
－

/0 5 10 15 20
電気 ガス 油

年平均１％
以上低減

未利用熱

未利用熱を供給した事業者は、従来制度同様に
「販売した副生エネルギー」として扱い、エネルギー
消費原単位計算において、エネルギー使用量から
差し引くことができます。
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特　集 2

1 はじめに

　わが国のエネルギー消費は、
1970年代の高度経済成長期に
は国内総生産（GDP）よりも高
い伸び率で増加していました。
しかし、1970年代の2度の石油
危機を契機に、省エネルギー機
器の開発や国民一人ひとりの省
エネ努力もあり、エネルギー消
費を抑制しながら経済成長を果
たしてきました。さらに、世界
各国と比べたエネルギー効率（エ
ネルギー供給量／実質GDP）を
みても最高水準の省エネを達成
しています（図1）。
　しかしながら、1990年以降
はエネルギー効率の改善がそれ
ほど進んでいません。経済産業
省が昨年策定した将来のエネル

ギー需給をどうするかという「長
期エネルギー需給見通し」では、
2030年までの経済成長率1.7％
／年を実現した上で、2030年
度におけるエネルギー削減量
5,030kL（原油換算）を見込ん
でいます。これは、産業、業務、
家庭、運輸の各部門における省
エネ対策を積み上げることで実
現しようとするものです。
　具体的には、
①石油危機後並の徹底した省
エネ
②再エネの更なる拡大
③新たなエネルギーシステム
の構築

などの野心的な目標としました。
これらを実現するために今年4
月18日には「エネルギー革新戦
略」を策定し、本戦略を通じて

エネルギー投資を促し、エネル
ギー効率を大きく改善させ、「強
い経済」と「CO2抑制」の両立
を実現していくことを目指して
いきます。

2 徹底した省エネ
　（省エネ法に関する主な改正点）

❶ベンチマーク導入制度の拡大
　平成28年4月1日から省エネ
ルギーベンチマーク制度が見直
され、これまでエネルギー多消
費産業に導入してきた同制度を
業務部門にも拡大しました。初
年度はコンビニエンスストアに
適用されます（図2）。
　ベンチマーク制度とは、指標
（ベンチマーク指標）を設定し、
省エネへの取り組みを他社と比

較できるようにする制度です。こ
れを達成した事業者は省エネ優
良事業者として社名が公表され
ます。今後はホテル、スーパー、
百貨店、ショッピングセンターな
どの流通・サービス業全体に対
象を拡大させることで、全産業
のエネルギー消費の7割に適用
させていく予定です。
❷未利用熱の活用
　外部で発生した未利用熱を購
入し、自社の工場などで使用し
た場合に省エネへの取り組みと
して評価することで、廃熱利用
の促進を図っていく制度です（図
3）。
　具体的には、省エネ法で定め
られた定期報告のエネルギー消
費原単位の算出にあたって、エ
ネルギー使用量から差し引くこと
で原単位の改善が可能となります。
❸事業者クラス分け評価制度
　事業者クラス分け評価制度は、

総合資源エネルギー調査会省エ
ネルギー小委員会の取りまとめ
（平成27年8月28日）に沿って、
省エネ取組状況に応じて事業者
のクラス分け評価を行い、対応
を峻別することにより、事業者
単位のエネルギー管理体制の定
着と持続的な取り組みを促すこ
とを目的として実施するもので
す。

総合資源エネルギー調査会
省エネルギー小委員会の取りまとめ

http://www.meti.go.jp/
committee/sougouenergy/
shoene_shinene/sho_ene/
report_01.html

　省エネ法で定期報告書の提出
が求められている規制対象者は、
全国で約12,000者（関東局管
内では約5,600者）ありますが、
これらの事業者をS・A・B・C
にクラス分けをして、省エネへ
の取り組みが優良な事業者をS

クラスとして公表し称揚してい
きます。
　一方、省エネへの取り組みが
停滞している事業者（Bクラス）
以下は、より厳格に調査し、省
エネの取り組みを促していきま
す。事業者に他事業者と比較を
していただき、自分の立ち位置
を理解していただくことで、他
の優良な事業者と同等レベルま
で底上げしていただくことを促
すものです。なお、Bクラスの
事業者には、代表者宛ての注意
喚起文書を送付し、経営層へ自
社の省エネが停滞していること
への自覚を促していく一方、現
地調査、立入検査などを集中的
に実施していく予定です（図4）。

　※❸については、平成28年度
より事業者公表が始まっていま
す。❶、❷については、平成29年
度の定期報告から始まります。

3 各種支援策

　経済産業省では、産業・業務
部門における省エネルギーの推
進にあたり、平成28年度につい
ては以下の支援を行っています。

１） 中小企業等の省エネ・生産
性革命投資促進事業（平成
27年度補正予算　442億
円）
　◆概要：導入する設備単位
ごとの省エネルギー効果等
で簡易に申請が行える制度
を創設し、中小企業等の省
エネルギー効果が高い設備
への更新を重点的に支援し
ます。「長期エネルギー需給
見通し」における省エネル
ギー量の根拠となった産業・
業務用の設備を中心に対象
とします（図5参照）。
　◆申請単位：事業活動を営
んでいる法人及び個人事業
主
　◆補助率：補助対象経費の1
／ 3以内を補助
　◆執行団体：一般社団法人
環境共創イニシアチブ（以下、
Sii）

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/kakumeitou
shi27r/shinsei/note.
html

２） エネルギー使用合理化等事
業者支援補助金（平成28年
度予算　515億円）
　◆概要：既設設備・システ
ムの入れ替えや製造プロセ
スの改善等に向けた改修、
エネルギーマネジメントシ
ステム（EMS）の導入により、
工場・事業場単位での省エ
ネ・電力ピーク対策や事業
者間の省エネ対策を行う際
に必要となる費用を補助し
ます（図6）。
　◆申請単位：事業活動を営
んでいる法人及び個人事業
主（補助対象範囲：設備費、
設計費、工事費等）
　◆補助率：補助対象経費の1
／ 3以内を補助。エネマネ
事業者を活用する場合は補
助率1／ 2以内に
　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/cutback28
/public.html

３） エネルギー使用合理化特定
設備等導入促進事業（平成
28年度予算　27.0億円）
　◆概要：省エネ設備の導入
等に必要な資金の貸付金利
を実質低金利とするため、
民間団体（平成28年度は
Sii）を通じて、下記の指定
金融機関に対して予算の範
囲内において利子補給金を
交付する事業です（図7）。
　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/rishihokyu
28/

 指定金融機関一覧：
https://sii.or.jp/rishihokyu
28/financial-list.html

４） 省エネルギー対策導入促進
事業補助金（平成28年度予
算 7.5億円）
　①省エネ相談地域プラット
フォーム事業
　地域の中小企業等による省
エネルギーを促進するため
に、地域においてきめ細や
かな支援を実施するプラッ
トフォームを構築する事業
です。

　◆執行団体：Sii

 HPアドレス：
https://sii.or.jp/shoene_
pf28/

　②無料省エネ・無料節電診断
事業

　中小企業等に対し、省エネ
ルギー・節電診断事業等を
無料で実施します。

　③講師派遣事業
　地方公共団体等が参加費無
料で開催する「省エネル
ギー・節電説明会」に、専
門家を無料で派遣します。

　④省エネ情報提供等事業
　中小企業等の省エネルギー
活動を支援するために、具
体的な省エネルギー診断事

例や省エネルギー技術を
様々な媒体を通じて情報発
信します。

◆執行団体：一般財団法人省
エネルギーセンター（②～④）

 HPアドレス：
http://www.shindan-net.jp
/index.html（省エネ・節電ポー
タルサイト）

4 経営力のアップと
　  省エネについて
　～攻めの省エネ～

①エネルギーコストとは
　図8のような決算書により自
社の省エネ効果を見ることがで
きます。

　例えば、売上高10億円、光熱
費3,000万円、営業利益6,000
万円の場合、10％の光熱費の削
減で得られる効果の大きさがわ
かると思います。

5 最後に
　～規制はビジネスのチャンス～

　省エネルギーに関わる規制は、
技術改良・開発、新たな製品・サー
ビスの創出、販売チャンスの拡大、
生産性の向上などの省エネル
ギー分野の新たなビジネスの創
出、拡大につながっています。
省エネルギーに向けた取り組み
が、皆様の利益や経済成長につ
ながることを期待しています。

工場・オフィスにおける
省エネルギー対策　　

    ―現状と支援事業

【図5】　中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業のイメージ 【図6】　エネルギー使用合理化等事業者支援補助金のイメージ 【図7】　エネルギー使用合理化特定設備等導入
　　　  促進事業のイメージ

【図8】　省エネを行うことにより光熱費を10％削減できた場合の事例

※FEMS（ファクトリー・エネルギー・マネジメント・システム）：
　工場におけるエネルギー管理を支援するシステム

省エネルギー設備への更新等を支援 省エネ・電力ピーク対策事業 省エネルギー設備の導入

事業者間で一体となった省エネの取組

エネマネ事業者の活用 トップランナー制度対象機器の例

生産性・省エネ性の向上

競争力強化

ボイラ

例 高性能ボイラ

空調

例 高効率空調

集約新設

廃止

IoTを活用した
　更なる省エネ

存続
FEMS※

　

炉

例 低炭素工業炉
照明

例 高効率照明

給湯

例 ヒートポンプ
 式給湯機

A工場

B工場

A製品
出荷

B製品
出荷

上
工
程

下
工
程

エネルギー管理支援
サービス事業者
（エネマネ事業者）

工場

＜エアコン＞

高効率工業炉

高効率ボイラー

＜電球形LEDランプ＞＜業務用冷蔵庫＞

＜前提条件＞ 売上高 １０億円
 光熱費 ３,０００万円
 営業利益 ６,０００万円 の場合

※販売費及び一般管理費のうち、光熱費を示す。

売上高（千円）

光熱費（千円）※

営業利益（千円）

売上高営業利益率

省エネによる売上UP効果（千円）

1,000,000

30,000

60,000

0.06

－

（ア）

（イ）

（オ）

（カ）＝（オ）/（ア）

－

27,000

－

50,000

（ウ）＝（イ）×0.9

（キ）＝（エ）/（カ）

－

3,000

－

－

（エ）＝（イ）－（ウ）

項目 現状 省エネ後 差分

➡光熱費300万円の削減は、売上高を5,000万円伸ばすことと同等の効果！

10％の光熱費削減で得られる御社の売上UP
効果です。

省エネ対策によって光熱
費が10％削減できたと仮
定してみましょう。

直近の決算の数値を当てはめてみましょう。
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第133 回

山梨県富士河口湖町

富士すばるランド
富士山が世界遺産登録されて以降、
多くの外国人観光客でにぎわっている富士河口湖。
そんな大注目のエリアのなかでも「富士すばるランド」は、
家族でのんびり過ごせると聞き、さっそく訪れてみた。

　「富士すばるランド」は自然を体感できるアトラ
クションと動物とのふれあい体験ができるレジャー
施設。昭和43年のオープン以来（当時は『富士スバ
ルランド森林公園』）、長年ファミリー層に愛され続
けている。
　入場ゲートをくぐると、さっそく魅力的なアトラ
クションが次々と目に飛び込んできた。どれから遊
ぼうか迷ったが、まずはロールグライダー「ポッポ
ルのスカイウォーク」からチャレンジしてみること
にした。
　高さ5ｍの塔から、林の中を縫うように張り巡ら
されているパイプを回転式の滑車で滑走するアトラ
クションで、実に気分爽快！　コースは約105ｍと
長くはないが、途中のカーブが絶妙なアクセントと
なっている。遠心力で体がグワンと振られ、思わず

DATA: 富士すばるランド

 

立ち寄り観光名所

悲鳴も飛び出すほどのスリルだが、終わってみると
笑顔になっているから不思議だ。この日常では味わ
えないドキドキ感が病みつきとなり、何度もチャレ
ンジする人も少なくないそうだ。
　興奮のまま隣に目をやると、ツリーハウスらしき
ものを発見。看板には「ボックルの森　立体迷路」
と書いてある。「迷路といっても子ども向けでし
ょ？」と若干高をくくってトライすると……、意外
や意外、難解で驚いた。隠し扉やからくりが次から
次に登場するため、途中で前進しているのか、元に
戻っているのかも分からなくなり戸惑った。なかで
も頭を悩ませたのが、ドアノブのからくり。5つ並
んだドアノブを順番に回してみても開かない。実は、
脱出するにはあるからくりに気付かないといけない
のだが、ガチャガチャという音とともに焦りが募り、

なかなか気付くことができない。筆者も奮闘するこ
と数分……、ドアが開いたときは、心底ほっとした。
大人ひとりでも十分楽しめるが、子どもと力を合わ
せてチャレンジすれば、ゴールしたときの達成感は
何倍にもなるはずだ。
　そのほか、木の遊具が点在する「自然体験基地ど
んぐりコース」や「ジャンボすべり台」などでいい
汗をかいたら、お次は癒しのスポットへ。
　人気コーナー「レンタル犬」をのぞくと、可愛ら
しいワンコが一斉に集まってきた。ここは約20種類
のなかから、好みのワンコを選び、20分500円で園
内を散歩できるシステムだ（保護者同伴の犬種もあ
り）。犬種は柴犬、ポメラニアンといったお馴染み
のものから、アフガンハウンド、ノルウェジアンエ
ルクハウンドといった珍しいものまでより取り見取
り。どの子も人懐っこく、きちんと調教されている
ので、安心して楽しめるだろう。
　それでも散歩は慣れていないので不安、という人

は「ふれあいハウス」に行ってみよう。常時12 ～
13頭のワンコが愛くるしい笑顔で迎えてくれ、無料
で触れ合うことができる。動物は大好きだけど、事
情があって飼えない人は、是が非でも立ち寄りたい
コーナーである。
　もちろん、愛犬連れでもウエルカムである。園内
には5カ所、ドッグランがあるので、思い切り遊ば
せることができるだろう。お腹が空いたら、レスト
ランで一緒に食事をすることも可能なので思い出づ
くりには最高である。予約がとれれば、5月にスタ
ートした野外スペースのBBQ「森のBBQテラス」
も利用したい。お母さんには材料がすべて揃ってい
る手軽さ、お父さんには木漏れ日の下で飲むビール
の美味しさが魅力だという。
　夏休み期間（7/16～8/16）は「わんぱく祭」が開
催され、新アトラクションもお披露目される予定。
この機会にぜひ、家族でお出掛けしてみてはいかが
だろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1　
［TEL］ 0555-72-2239　［URL］ http://www.doggypark.jp

： 富士急行線河口湖駅より無料バスで約10分
： 中央自動車道、または東富士五湖道路河口湖I.C.より約5分
： 4～11月　平日10:00～17:00、土日祝・8月9:30～17:00
  12～3月　10:00～16:00
： 木曜日（GW、夏休み、年末年始、春休みは除く）、冬季変動あり
： 4～11月中学生以上1,500円、4歳～小学生900円、同伴犬1頭につき500円
12～3月中学生以上1,200円、4歳～小学生600円、同伴犬1頭につき500円

電車の場合
車の場合
開館時間

休館日
入園料

● 青木ヶ原樹海
TEL： 0555-82-3111（西湖コウモリ穴案内所）
富士山北西麓に広がる青木ヶ原樹海は、多様な動
植物と出会うことができるネイチャーランド。富士
河口湖町では、その魅力を存分に楽しんでもらう
ため、公認ガイドと散策するガイドツアーを設けて
いる。正確で興味深い解説を聞きながら、ゆったり
と森林浴を楽しもう。申し込み方法、料金は要問い
合わせ。

● リサとガスパールタウン
TEL： 0555-23-2111（富士急ハイランド）
富士急ハイランドの前にある、フランス生まれのキ
ャラクター「リサとガスパール」のテーマパーク。
可愛いカフェやパティスリーが軒を連ね、まるでフ
ランスを旅しているような気分に。アトラクション
（有料）も充実しているので、大人から子どもまで
楽しめる。入園無料。

高さ5ｍからパイプをつたい、林の中を駆け抜ける「ポッポルのスカイウォーク」はスリル満点で人気！
※小学生以上、体重30～120㎏、1回600円

5階層からなる「ボックルの森　立体迷路」。290ほどのブロックから構成されたコースを
縦横無尽に動きまわりゴールを目指す。※4歳以上、料金600円
迷路の内部は、いろいろなドア、ネットが次から次へと登場するので、体力だけでなく知力も使う
ゴール近くで登場する、最大の難所「5つのドアノブ」。果たして、クリアできるかな！？
ツリーハウスや、木の遊具で遊びながら冒険気分が味わえる「自然体験基地どんぐりコース」。
※5歳以上、30分500円
可愛いワンコとふれあえるフィールド「ふれあいハウス」。スタッフが常に見守ってくれるので安心
ドッグランではワンちゃんたちの芸が見れるドッグショーも開催される（開催日や時間などは要問い合わせ）
大人から子どもまで一緒に楽しめるパターゴルフ場も18ホールある。※料金500円

富士山麓の赤松林に囲まれた「富士すばるランド」。
園内を歩くだけでもマイナスイオンを感じる　
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

電力会社の発送電分離

第48回

電力システム改革と電気事業法の改正

今回の電力システム改革のポイントは①電力・ガス広域的運営推進機関の設立、
②電力小売り全面自由化、③大手電力会社の発送電分離──の3点です。
すでに電力・ガス広域的運営推進機関は2015年4月に設立され、
小売りの全面自由化も2016年4月に開始されました。残る大手電力会社の発送電分離は
電力システム改革の総仕上げとして2020年4月に行われる予定です。
今回は発送電分離について紹介します。

A

A

A

　発送電分離とは、一般的に電気事業を発電

部門、送電部門、配電部門、小売り部門など

機能別に区別・分離することです。主に分離する事

業の中立性を確保することを目的に行われます。発

送電分離を導入している海外では、発電における競

争確保の観点から発電部門を分離したり、送配電部

門の中立性確保の観点から送（配）電部門を分離す

る事例が見られます。

　一般送配電事業者の主な業務は、それぞれ

のエリア内における送配電ネットワークの建

設・保守・運用や周波数調整など電力品質の維持と

いった業務です。送配電ネットワークは電気事業に

必要不可欠な設備ですが、巨額の初期投資が必要と

　日本で2020年に導入される予定の発送

電分離は、既存の大手電力会社の送配電部

門（ライセンス制における一般送配電事業者）を

別会社にする制度で、発送電分離の種類としては

法的分離と呼ばれています（図1）。分離後も資本

関係は容認されており、大手電力会社は、発電・

小売り部門の子会社に送配電部門を置く「発電・

小売り一体型」、各部門を別会社化し持株会社を置

く「持株会社型」などへ事業形態を移行させるこ

とが想定されています（図2）。しかし、現在認め

られている発電・小売り事業と送配電事業の兼業

は原則禁止されます。

※発送電分離は送電事業者（Ｊパワーの送電部門）にも課せられます。

Q 1 発送電分離とは
何のことですか？

A 　発電事業者、小売電気事業者にかかわらず、

電気事業に参入するほとんどの事業者は一般

送配電事業者が所有する送配電ネットワークを利用

して電気を送ります。

　一般送配電事業者が提供する送電サービスのこと

を託送と呼び、その対価を託送料金といいます。送

配電ネットワークの利用者は対価として託送料金を

支払います。電気事業法においては「託送供給」と

定義され、一般送配電事業者と送電事業者に託送供

給の供給義務を課しています（現行法第27条ほか）。

各地の一般送配電事業者はあらかじめ定めた託送供

給約款に基づいて託送供給を行います。一般送配電

事業者には自由化後も地域独占のまま総括原価方式

による料金規制が継続されるので、託送料金も経済

産業大臣の認可を受けることになります（現行法第

18条）。

Q 4 電気事業への参加者はどの
ように送配電ネットワークを
利用するのですか？

A 　別会社に分離する一般送配電事業者の独立

性を保つため発送電分離を定めた2015年改

正の電気事業法で行為規制が強化されました。行為

Q 5 他に公平な競争環境を確保する
ための仕組はありますか？

A 　日本では2003年の第3次電気事業制度改

革時に、行為規制として託送供給業務を通じ

て知り得た情報の目的外利用の禁止、送配電部門と

発電・小売供給部門との内部相互補助の禁止（会計

分離）、託送供給業務における特定の電気供給事業

者に対する差別的な取り扱いの禁止が法律で定めら

れました。

　今回のシステム改革では、法的分離により会計

分離の規定はなくなりますが、情報の目的外利用

や差別的な取り扱いの禁止に加え、一般送配電事

業者・送電事業者と、そのグループ内の発電事業者・

小売電気事業者に対し、取締役・執行役員の兼職

を禁止するといった人事面や会計面で行為規制を

追加しています（2015年改正後の法第22条の3、

第23条、第27条の11の3、第27条の11の4ほ

か）。

Q 6 具体的にどのような行為規制が
定められていますか？

A 　今回の電力システム改革の目的は、競争を

導入して電気料金を最大限に抑制すること、

電気利用の選択肢や企業の事業機会を拡大すること

などが挙げられています。つまり、新規参入による

活発な競争と新たなビジネス機会の創出が期待され

ています。この目的を達成するためには、誰もが自

由かつ公平・平等に送配電ネットワークを利用でき

ることが大前提です。一方で、災害時における停電

など緊急時の対応や効率化が求められる中で送配電

設備への十分な投資が行えるのかなど、これまでと

同様に将来も安定的に電気が供給されるのかといっ

た運用面の不安が指摘されています。

Q 7 送配電分離の
メリット・デメリットは
なんですか？

Q 2 日本の発送電分離はどのような
形で行われるのですか？

Q 3 なぜ送配電部門だけが
別会社に分離されるのですか？

され、新規参入者が容易に同等のものを用意するこ

とはできません。

　そのため、大手電力会社が所有する送配電ネット

ワークを共通のインフラ設備と捉え、新規参入者に

も平等に利用できるようにする必要があります。こ

のことは「送配電部門の中立性確保」といわれますが、

法的分離は送配電部門の中立性をより一層確保する

ための措置とされています。

規制とは、送配電ネットワークを大手電力会社と新

規事業者が透明性のある利用条件の下で公平に利用

できるようにするため、送配電ネットワークの所有、

運用者（一般送配電事業者）に課せられる行動面で

の規制です。

（記事提供　電気新聞）

内部補助を禁止
するため、大手電
力会社の送配電
部門の会計を他
部門から分離させ
る

設備所有権は電
力会社に残し、中
立性・公平性確保
のため系統運用
を独立系統運用
者（ISO）に移転
（情報遮断）

持ち株会社を通し
て親会社との資
本関係を維持した
まま、送配電部門
を分社化する

親会社との資本
関係は認められず、
送配電部門全体
を完全に別会社
化する

日本では2003年
から実施

米国の一部の州
などで採用

フランスなどで採
用

イギリスなどで採
用

会計分離 機能分離 法的分離 所有分離
図1　発送電分離の方式

図2

発電・小売り一体型

持ち株会社型

持ち株会社

※いずれも送配電部門と発電・小売り部門との兼業は認められない

発電部門 小売り部門

送配電会社

発電会社 送配電会社 小売り会社

（親会社）

（子会社）
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

改正FIT法が成立。導入バランス改善へ、
未稼働防止など柱に

省エネリポート送付で電力使用量を
最大2％削減、
北陸の2万世帯で効果実証

◆2017年4月1日施行

　再生可能エネルギーの導入拡大と国民負担抑制の両立に

向けた施策を盛り込んだ改正再生可能エネルギー特別措置

法（改正FIT法）がこのほど国会で成立、2017年4月1日か

ら施行されることが決まりました。

　改正法は、認定を受けたにもかかわらず稼働しない未稼

働案件の発生防止にむけ、新たな設備認定制度を導入した

ほか、買い取り価格決定方式を柔軟化して国民負担を抑制

することなどが柱です。また、普及が太陽光発電に偏った

現状を改善するため、風力・地熱・水力・バイオマスを含

めバランスよく普及させることを目指しています。

　新認定制度では、系統接続契約を締結した事業開始確度

の高い案件を認定し、賦課金増加の潜在要因になる未稼働

案件を防ぎます。普及が進んだ大規模な事業用太陽光は、

買い取り価格を入札で決め、コスト引き下げを狙います。

　一方、開発期間の長さが障害になり普及が進まない風力

や地熱などは、2～5年程度先の認定案件の買い取り価格を

あらかじめ決定するなどして、事業の予見性を高め、普及

を促します。コスト低減を促すため、電源ごとの中長期の

買い取り価格目標も設定します。

　また、広域融通などを通じて再生可能エネの拡大を図る

ため、買い取り義務者を現行の小売電気事業者から、系統

運用・需給調整に責任を負う送配電事業者に移します。買

い取った電力は卸電力取引市場での販売を原則とし、市場

を活性化させます。

　電力多消費産業に適用している賦課金減免制度の改正は

先行して10月1日に施行します。省エネルギーの進展度な

どに応じて減免率を決める仕組みとし、賦課金負担を適正

化します。

　今後、新認定制度や送配電事業者買い取りへの移行に伴

う詳細規定を有識者審議会で議論します。

　住環境計画研究所はこのほど、オーパワージャパン、北

陸電力と共同で北陸地域の約2万世帯の家庭を対象に行った

省エネルギー実証の結果をまとめました。

　近隣他世帯との電力使用量の比較や、省エネアドバイス

などを記したリポートを昨冬に2カ月間（各月1回の計2回）

送り、家庭の行動の変化で省エネがどの程度進むかを調べ

ました。2カ月後、リポートを送った2万世帯は、送らなか

った別の2万世帯に比べて、電力使用量が1.2％下がりまし

た。これは240世帯分の電力使用量がゼロになる計算で、年

間の削減効果は約226万kWhと推計しています。

　住環境計画研は、リポートの送付を続ければ、送らなか

った世帯と比べた電力使用量の削減効果は、最大で2％程度

になると推計。電力使用量でみた場合、全国の家庭に今回

の実証成果を広げると約28億～47億kWhの削減効果になり

ます。これは冷蔵庫1,500万～2,600万台分の買い替え（投

資金額2兆～3兆円）や、住宅用太陽光発電50万～80万件分

の発電量の削減と同じ省エネ効果があるとしました。

　省エネコンサルティング会社の米オーパワーは「行動科

学」の知見を活用した省エネリポートを海外の各家庭に送

付し、省エネを促す事業を展開しています。今回、日本向

けにリポート内容をアレンジし、「省エネ上手な家庭と比べ

て負担は5万円増えます」など、他世帯との比較を印象的に

伝えています。北陸電力は対象家庭の抽出などに携わり、

住環境計画研は実証の統括や評価のまとめを行いました。

調査は経済産業省から受託しました。

（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

パンフレットを刷新しました

　このたび、電気安全・省エネルギーのパンフレットの刷新を行いました。

当協会ホームページの電気のお役立ち情報内「パンフレットギャラリー」に掲載してございますのでご覧ください。

小学校高学年から中学生を対象にした電気
実験の手引きです。電気の仕組みがよくわ
かる楽しい実験を紹介しています。

小・中・高校を対象にした「出前授業」の
ご案内です。当協会の職員が各地の学校に
出向き実験を交えた授業を行います。

主に工場、オフィスなどを対象にした省エ
ネをPRする冊子です。さまざまな省エネ
手法などを紹介しています。

家庭を対象とした電気安全と省エネをPR
する冊子です。エネルギー消費が多い夏や
冬の省エネ方法などを紹介しています。

電気技術者を対象にした電気安全のパンフ
レットです。電気に関する関係法令や正し
い扱い方などが理解できます。

電気設備の更新についてお知らせするパン
フレットです。電気機器の交換時期や経年
劣化の症状などを解説しています。



安 全 エ レ ち ゃ ん の

コジェネレーション
と聞くけど何？
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　コジェネレーショ

ンとは、燃料などを

用いて電気と熱を取

り出し、有効利用するためのシ

ステムのことです。

　通常、天然ガスや石油などの

燃料を用いて発電を行うと、電

気と同時に熱や二酸化炭素も一

緒に排出されます。通常は、熱

や二酸化炭素はそのまま廃棄さ

れてしまうため、燃料から取り

出せるエネルギーに無駄が発生

していました。

　コジェネレーションシステム

では、発電する際に排出される

熱を回収し、冷暖房や給湯など

に利用することができます。同

量の燃料で考えると、電気と熱

を有効に活用することができる

ことから、燃料が本来持ってい

るエネルギーをより多く取り出

せるため省エネルギーにつなが

ります。

◆　　◆　　◆

　工場などでは熱を取り出すこ

とを主眼とするか、発電を主眼

とするかによって導入する機械

が異なりますが、主にガスター

ビンエンジンやガスエンジン、

ディーゼルエンジンが用いられ

ます。

　家庭用では、エネファームと

いう名称で普及が始まっており、

お客さまの中には実際に設置し

活用している方もいらっしゃる

と思います。

　なお、導入には設備などの整

備が必要なことから初期投資額

が比較的高額となることがデメ

リットとして挙げられます。

◆　　◆　　◆

　近年では排出される二酸化炭

素も回収・利用し、温室内の二

酸化炭素濃度を高めて農作物な

どの光合成を手助けすることに

よって発育を促し、収穫量を向

上させるトリジェネレーション

も世界的に普及してきています。

コジェネレーションと比べると

二酸化炭素も利用できることか

らさらにエネルギー効率がよく

なっており、さらなる普及が期

待されます。

コジェネレーションのイメージ（一例）

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

雨水浸入

雨水浸入

　腐食によるサビや破損などにより、キュービクルの屋根や壁面に穴が開くことがあります。
この穴の改修を行わないままでいると、その穴から雨水が浸入することがあり、浸入してきた
雨水が高圧機器にかかると漏電・短絡が発生し、高圧機器の故障だけでなく地域一帯を停電
させてしまう波及事故につながる恐れがあります。波及事故を引き起こすと、同じ配電線を
使用している約1,500軒が停電し、企業として賠償責任を問われることがあります。また、破
損箇所から小動物が侵入する場合もあり、高圧機器に小動物が触れることによって地絡・短
絡し、停電事故に至ることもありますので、破損箇所はすぐに改修を行いましょう。

1

2

3 6

5

4

ガスエンジン・ガスタービンなど

冷暖房

温水 照明

蒸気 動力

電力排熱

ガス
／
石油



この用紙は再生紙を使用しています。
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http://www.kdh.or.jp 関東電気保安協会 検 索

クリック！！

●電気は常に安全を心がけ、ムダなく使いましょう
●自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう
●地震・雷・風水害などの自然災害にそなえ、日頃から電気の安全に努めましょう

平成28年度 経済産業省 主唱

見つけだそう!!

8月は電気使用安全月間です。

いま一度、
まわりの電気使用の
安全確認！

あぶない電気たち
見つけだそう!!
あぶない電気たち


