
Ⅳ 法令改正等 
 

令和元年６月以降に改正された主な法令等及び周知事項は以下のとおりです。 

（太陽電池発電所、風力発電所及び需要設備に係るものを抜粋。※は内容を掲載。） 

 

○令和元年６月４日 

「事業用太陽電池発電設備に対する台風期前の点検強化の周知依頼について」及び

「一般用太陽電池発電設備のパネル飛散防止に係る周知について」 

 

○令和元年６月５日 

洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説等の検討を開始します 

 

○令和元年６月１３日 

平成３０年８月２３日に兵庫県内で発生した風力発電設備の倒壊事故を受けた指

示について 

 

○令和元年６月１４日 

事業用風力発電設備に対する夏季雷前の点検強化の周知依頼について 

 

○令和元年６月１９日 

小形風力発電設備のナセル落下事故及びブレードの折損事故を踏まえた対応につ

いて 

 

○令和元年７月３日 

水没した太陽電池発電設備による感電防止についてのお願い（周知） 

 

○令和元年７月４日 

小形風力発電設備（ＣＦ２０ＪＡＰＡＮ）のナセル落下事故及びブレードの折損事故

を踏まえた対応について 

 

○令和元年８月２２日 

NITE における「詳報作成支援システム」の運用開始について 

 

○令和元年９月１３日 

２０１９年２月１６日に鹿児島県内で発生した小形風力発電設備のブレード落下

事故を踏まえたお願い その２（周知） 

 



○令和元年９月１９日 

令和元年９月９日に千葉県内で発生した水上設置型の太陽電池発電設備の事故を

踏まえた指示について 

 

○令和元年１０月３１日 

浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について（注意喚起） 

 

○令和元年１１月１１日 

事業用風力発電設備に対する冬季雷前の点検強化の周知依頼について 

 

○令和元年１２月１３日 

２０１９年１２月１２日に北海道で発生した小形風力発電設備のナセル焼損事故 

を踏まえたお願い（周知） 

 

○令和２年１月２１日 

平成３１年４月に運用変更した陸上に設置される発電用風力設備の風車に係る工 

事計画審査の一部訂正について 

 

○令和２年１月２１日 

令和元年台風１５号により千葉県内で発生した鉄塔倒壊事故を踏まえた指示につ

いて 

 

○令和２年２月７日 

洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説等の改定に関する審議を行いま

す 

 

○令和２年２月２５日 

２０１９年２月１６日に鹿児島県で発生した小形風力発電設備のブレード落下事

故の原因究明報告を踏まえた対応について（通知） 

 

○令和２年２月２５日 

電気設備の技術基準の解釈の一部改正について 

 

○令和２年３月１８日 

太陽電池発電所の環境影響評価に係る省令の一部改正について（令和２年４月１日

施行） 

 

○令和２年３月２７日 

洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説（改定版）等を策定しました 



○令和２年４月２日 

風力発電設備のブレード折損事故を受けた対応について 

 

○令和２年４月８日 

２０２０年１月２４日に北海道で発生した小形風力発電設備のブレード落下事故

を踏まえたお願い（周知） 

 

○令和２年４月１５日 

水上設置型太陽電池発電設備の事故を踏まえた指示について 

 

○令和２年４月２３日 

自動追尾型太陽電池発電設備に関するお願い（周知） 

 

 

（制度改正、技術基準、新型コロナウイルス感染症に係るものを抜粋。） 

 

○令和２年２月２５日、５月１３日、６月１日 

「電気設備の技術基準」の解釈の一部改正について 

 

○令和２年４月７日 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた電気事業法施行規則の一部改正、経済

産業大臣告示の制定について（使用前安全管理審査・定期安全管理審査の受審時期の

延長、定期事業者検査の時期変更承認の対象追加、一般用電気工作物の調査（定期調

査）の特例） 

 

○令和２年６月５日 

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する

法律成立 

 

○令和２年６月１９日 

建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインの公表 
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「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について 

 

                  令 和 元 年 １ ２ 月 

            経 済 産 業 省 

                           産 業 保 安 グ ル ー プ 

            電 力 安 全 課  

１．改正の趣旨 

  国は、電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 39条において、事業用電気工作物の

技術基準への適合を義務付けており、事業用電気工作物が適合しなければならない技術

基準として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成 9年通商産業省令第 52

号。以下「電技省令」という。）を定めている。 

電技省令の技術的要件を満たすものと認められる技術的内容については、「電気設備

の技術基準の解釈」（20130215商局第 4 号。以下「電技解釈」という。）において、

具体例などを示しているが、近年の安全基準の検討の進展等を踏まえ、電技解釈につい

て所要の改正を行う。 

 

２． 具体的な改正内容 

（１） 太陽電池モジュールの支持架台の標準仕様を追加し、小出力発電設備である太陽電

池発電設備について仕様を規定化。また、土砂流出等を防止する新たな規定を設ける。 

○ 太陽電池発電設備の支持物については、電気解釈第 46 条において、日本工業規

格（JIS C 8955）に規定される強度を有することが求められている。第 17 回新

エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ（令和元年 7月）に

おいて、既存の鋼製架台に加えて、アルミニウム合金製架台の標準設計仕様につ

いても同条に追加するとともに、小出力発電設備である太陽電池発電設備につい

ては、それらの仕様に従うことを求め、実質的に「仕様規定化」を図ることが適

当とされた。 

○ これを踏まえ、アルミニウム合金製架台の標準設計仕様を電技解釈第 46条第 3

項に追加するとともに、電技解釈第 200 条を改正し、同項の適用を実質的に求め

ることとする。（ただし、太陽電池モジュールの支持物が技術基準を満たす強度

等を有していることを構造計算書等で説明できる場合は、この限りではない。） 

○ また、同じく第 17 回新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググル

ープにおいて、太陽電池発電設備を斜面等に設置する際、それによって土砂流出

等が発生し、敷地外に被害を与えることが無いよう、支持物を施設することを規

定することが適当とされた。 

○ これを踏まえ、電技解釈第 46条及び第 200条に、土地に自立して施設される太

陽電池発電設備の支持物の施設による土砂流出等を防止する措置を講じることを

新たに規定する。 

（２） 170kVを超える特別高圧架空電線に係る離隔距離について 

○ 特別高圧架空電線は、放電による建造物の損傷や植物との接触による地絡又は断

線が発生しないよう、所要の離隔距離を取ることとしている。 

○ 今般、JESCにおいて、諸外国における離隔距離の規程や事故実績等を考慮して
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改定した JESC E2012「170kV を超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」に基

づく離隔距離を確保すれば、安全が確保されると判断されたことを踏まえ、特別

高圧架空電線の離隔距離に係る電技解釈第 97条、第 98 条、第 99条、第 100

条、第 101条、第 102条、第 103条において、当該離隔距離に係る規程を追加す

る。 

 

（３） IEC 60364規格の制改定への対応 

○ 需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第 218条に規定する IEC 60364

シリーズの規格に基づき施設できることとされている。 

○ 同シリーズの規格は随時制改定されているところ、同シリーズのうち近年制改定

された 7 規格については、一部の箇条を除き電技解釈に取り入れ可能であると確

認された。これを踏まえ、同条（218－1 表）を改正する。 

 

（４） 電技解釈で引用している JESC規格の最新版への更新 

○ 電技解釈で引用している以下の規格について、保安水準には影響を与えない項目

について改正が行われたことを踏まえ、規格の名称を最新版に更新する。 

該当条文 引用規格 

第 15条【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】 JESC E7001 

第 16条【機械器具等の電路の絶縁性能】 JESC E7001 

第 20条【電気機械器具の熱的強度】 JESC E7002 

第 37条の 2【サイバーセキュリティの確保】 JESC Z0003 

JESC Z0004 

第 126条【トンネル内電線路の施設】 JESC E2014 

第 132条【屋内に施設する電線路】 JESC E2017 

 

（５） その他所要の改正 

○ 令和元年 7月 1 日に産業標準化法が施行され、日本工業規格が日本産業規格に改

められたことに伴う規格の名称変更等、所要の改正を行う。 

 

 

２．今後の予定 

令和２年２月 公布・施行 

 



電気設備に関する技術基準を定める省令の⼀部改正について

本件の概要

令和２年５⽉１５⽇

令和元年9⽉に関東地⽅に上陸した台風15号により、千葉県内にある鉄塔２基の倒壊事故や多数の電柱が損壊する事故の発⽣を受けまして、
産業構造審議会保安・消費⽣活⽤製品安全分科会 電⼒安全⼩委員会の下に設置された「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱の損壊事
故調査検討ワーキンググループ」において、事故の原因究明や技術基準の適切性、再発防⽌策について、近年の⾃然災害を踏まえ専門的な観
点から審議・検討を⾏ってまいりました。
上記ワーキンググループでの議論を踏まえ、令和2年5⽉13⽇付けで、以下の事項について改正を⾏いましたので、お知らせいたします。

①現⾏の基準風速40m/sを維持するとともに、40m/sについて「10分間平均」を明確化。
②特殊地形を考慮すること。

（従来より⺠間規格にて規定されていた３類型（⼭岳部、海岸周辺、岬・島しょ部）に加え、
   今般の鉄塔事故事案の類型を追加）

③連鎖倒壊防⽌の対象を、特別⾼圧（送電線）から⾼圧（配電線）にまで拡⼤。

電気設備に関する技術基準を定める省令の⼀部を改正する省令（PDF形式︓75KB）

電気設備に関する技術基準の解釈の⼀部改正について（PDF形式︓90KB）

別紙 新旧対照表（PDF形式︓259KB）

電気設備の技術基準の解釈（PDF形式︓7,678KB）

電気設備の技術基準の解釈の解説（PDF形式︓10,245KB）

お問合せ先

産業保安グループ 電⼒安全課
電話（03）3501-1742（直通）

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/05/200513_01.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/05/200513_02_01.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/05/200513_02_02.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/05/200513_03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/05/200513_04.pdf












電気設備の技術基準の解釈の⼀部改正について

本件の概要

令和２年６⽉１⽇

経済産業省産業保安グループ電⼒安全課は、以下のとおり「電気設備の技術基準の解釈」の⼀部改正を⾏いました。
太陽電池モジュールの⽀持物の要求性能については、電技解釈第４６条第２項に規定されている。
従来、⼟地に⾃⽴して設置される太陽電池発電設備が⼀般的であったが、今般、設置形態の多様化により、⽔⾯に設置される太陽電池発電設
備が増加。それらの事故実績等を考慮し、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、⽔⾯に設置される太陽電
池モジュールの⽀持物についても、要求する性能について、具体的に規定することが適当とされた。
これを踏まえ、⽔⾯に設置される太陽電池モジュールの⽀持物について、設計時に考慮・検討すべき⽔⾯特有の荷重・外⼒（波⼒・⽔位
等）、部材、基礎（アンカー）の要求性能について、電技解釈第４６条第２項に具体的に明記する改正を⾏いましたので、お知らせいたしま
す。

電気設備に関する技術基準の解釈の⼀部改正について（PDF形式︓65KB）

別紙 新旧対照表（PDF形式︓144KB）

電気設備の技術基準の解釈（PDF形式︓7,720KB）

電気設備の技術基準の解釈の解説（PDF形式︓15,715KB）

お問合せ先

産業保安グループ 電⼒安全課 新エネルギー班
電話（03）3501-1742（直通）

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200601-2-1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200601-2-2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200601-2-2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200601-2-4.pdf


 

別紙 

○電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第4号）の一部を改正する規程 新旧対照表                    （傍線部分は改正部分） 

改正 現行 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

改正 20200527保局第2号 令和2年6月1日付け 

 

 

電気設備の技術基準の解釈 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

 

 

 

電気設備の技術基準の解釈 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 



 

改正 現行 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第4条） 

第46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線（電気機械器具内の電線を

除く。）は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないよ

うな措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケー

ブルを使用する場合は、この限りでない。 

 一～六 （略） 

2 太陽電池モジュールの支持物は、次の各号に適合するものであること。 

一 支持物は、日本産業規格JIS C 8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷

重算出方法」によって算出される自重、地震荷重、風圧荷重並びに積雪荷重及びそ

の他の当該支持物の設置環境において想定される荷重に対し安定であること。 

二 設計は、前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の

許容応力度以下とすること。 

 

三 支持物を構成する各部材には、前号に規定する許容応力度を満たす設計に耐えう

る安定した品質をもつ材料を用いること。 

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と

基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。 

五 土地又は水面に施設される支持物の基礎又はアンカー部分は、次の各号に適合す

るものであること。 

イ 支持物の基礎又はアンカー部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構

造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであるこ

と。 

ロ 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリ

ート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。 

六 支持物に使用する部材には、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は防食等の

劣化防止のための措置を講じた材料を使用すること。 

七 土地に自立して施設される太陽電池発電設備のうち設置面からの太陽電池アレイ

の最高高さが9mを超える場合には、更に建築基準法の工作物に基づく構造強度等に

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第4条） 

第46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線（電気機械器具内の電線を

除く。）は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないよ

うな措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケー

ブルを使用する場合は、この限りでない。 

 一～六 （略） 

2 太陽電池モジュールの支持物は、次の各号に適合するものであること。 

一 支持物は、自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重に対し安定であること。 

 

 

二 日本産業規格 JIS C 8955（2017）「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方

法」によって算出される設計荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材

の許容応力度以下になること。 

三 支持物を構成する各部材には、前号に規定する許容応力度を満たす設計に耐えう

る安定した品質をもつ材料を用いること。 

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と

基礎部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。 

五 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、次の各号に適合するものである

こと。 

イ 杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力

を有するものであること。 

 

ロ 上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及

び横方向への移動を生じないものであること。 

六 支持物に使用する部材は、腐食及び腐朽しにくい材料又は防食のための適切な措

置材料を使用すること。 

七 土地に自立して施設される太陽電池発電設備のうち設置面からの太陽電池アレイ

の最高高さが9mを超える場合には、更に建築基準法の工作物に基づく構造強度等に



 

改正 現行 

係る各規定に適合するものであること。 係る各規定に適合するものであること。  

附 則（20200527保局第2号） 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程の施行の際、現に電気事業法第48条第1項の規定による電気事業法施行規則

第65条第1項第1号に定める工事の計画の届出がされ、又は設置若しくは変更の工事に着

手された太陽電池モジュールの支持物については、改正後の電気設備の技術基準の解釈

第46条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 （新設） 

 



新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受けた電気事業法施⾏規則の⼀部改正、経済産業⼤⾂告⽰の制定
について（使⽤前安全管理審査・定期安全管理審査の受審時期の延⻑、定期事業者検査の時期変更承認の
対象追加、⼀般⽤電気⼯作物の調査（定期調査）の特例）

本件の概要

  令和２年４⽉７⽇に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）を踏ま
え、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐため、電気事業法施⾏規則（平成７年通商産業省令第77号）（以下「規
則」という。）の⼀部を改正するとともに、規則に基づく経済産業⼤⾂告⽰を制定いたしました。

〇次に掲げる時期が令和２年４⽉１⽇から９⽉30⽇までの間に満了する者は、当該時期を４⽉延⻑します。

• 規則第73条の６第１号の規定により使⽤前安全管理審査を受けなければならない時期

• 規則第94条の５第１項第１号、第２号及び第３号並びに同条第２項第１号及び第２号に規定する定期安全管理審査を受けなければならない
時期

※ 個別の審査に関するお問い合わせやご相談については、安全管理審査を⾏う産業保安監督部等⼜は登録安全管理審査機関にご連絡ください。

〇災害その他やむを得ない事由による定期事業者検査の時期変更承認（規則第94条の２第２項第３号）の対象に、次に掲げる場合を追加しま
す。 

• 規則第94条の５第１項第１号⼜は第２号に規定する組織であると評定され、経済産業⼤⾂⼜は産業保安部⻑が時期を定めたとき（規則第94
条の２第２項第１号）



• 使⽤の状況から定期事業差検査を⾏う必要がないと認めて、産業保安監督部⻑が定期事業者検査を⾏うべき時期を定めて承認したとき（規
則第94条の２第２項第２号）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受けた定期事業者検査時期変更承認の具体的な要件や⼿続等については、下記をご確認ください。
電気事業法施⾏規則第９４条の２第２項第３号の運⽤について（新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受けた定期事業者検査時期変更承認） 

〇電気事業法施⾏規則第96条第２項第１号に規定する電線路維持運⽤者⼜は登録調査機関が⾏う⼀般⽤電気⼯作物の調査（定期調査）の頻度に
ついて、次の特例措置を設けます。 

• 災害その他やむを得ない事由により当該頻度で⾏うことができなかった場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに調
査を⾏うものとすること

＜参考＞ 
• ➀⽕薬取締法施⾏規則等の⼀部を改正する省令（令和２年経済産業省令第37号）

• ②令和２年経済産業省告⽰第90号

• ③延⻑措置の概要 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-3-1r.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-3-2r.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-3-3.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200407.html


「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の
一部を改正する法律案」が閣議決定されました

2020年2月25日

エネルギー・環境

本日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正す
る法律案」が閣議決定されました。本法案は第201回通常国会に提出されます。

1．法改正の背景

自然災害の頻発、中東等の国際エネルギー情勢の緊迫化、再生可能エネルギーの拡大等、電
気供給を巡る環境変化を踏まえ、災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再エネの
導入拡大等のための措置を通じて持続可能な電気の供給体制を確保することが必要です。
これを踏まえ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確立するため、送配電事業者に対する
災害時連携計画の策定義務、再生可能エネルギーの新たな導入支援制度の創設、独立行政
法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務の追加をはじめとする、以下の措置を講じます。

2．法律案の概要

（1） 電気事業法の一部改正①災害時の連携強化

• 災害時に迅速かつ効率的に対応できるよう、送配電事業者に、共同して、相互の連携に
関する事項等を記載した災害時連携計画を策定することを義務づけます。

• 経済産業大臣の求めに応じ、災害復旧時に送配電事業者が自治体等に対して、戸別の
通電状況等の情報提供を義務づける等の措置を講じます。②送配電網の強靱化

• レジリエンス強化の観点から、プッシュ型のネットワーク整備計画（広域系統整備計画）の
策定業務を電力広域機関の業務に追加するとともに、送配電事業者に既存設備の計画
的な更新を実現するための義務を課します。

• 送配電網の強靱化等の実現のため、経済産業大臣が事業者の投資計画等を踏まえて
収入上限を定期的に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設しま
す。③災害に強い分散型電力システム

• 特定エリア内で分散小型の電源等を含む配電網を運営しつつ、緊急時にも独立したネッ
トワークとして運営可能となるよう、配電事業を法律上位置付ける等の措置を講じます。



（2） 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法) の一部
改正①市場連動型の導入支援

再生可能エネルギー発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促す
ため、固定価格での買い取りに加えて、新たに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交
付する制度（FIP制度）を創設します。②再生可能エネルギーポテンシャルを活かす系統増強

これまで地域の送配電事業者が負担していた、再生可能エネルギーの導入拡大に必要な地域
間連系線等の系統増強の費用の一部を、賦課金方式で全国で支える制度を創設します。③再生可能エネルギー発電設備の適切な廃棄

太陽光発電が適切に廃棄されない懸念に対応するため、発電事業者に対し、廃棄のための費
用に関する外部積立て義務を課します。

（3） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法（JOGMEC法）の一部改正①緊急時に、電気事業法の規定に基づく経済産業大臣からの要請により、LNG等の発電用燃
料をJOGMECが調達する業務を創設します。②ＬＮＧの調達先の多様化や金属鉱物の安定的な供給を確保するため、JOGMECに天然ガス

の積替・貯蔵基地や金属鉱物の採掘・製錬事業に対する出資等業務を追加します。

関連資料

• 要綱（PDF形式：180KB）
• 法律案・理由（PDF形式：425KB）
• 新旧対照表（PDF形式：784KB）
• 参照条文（PDF形式：758KB）
• 概要資料（PDF形式：436KB）
• 補足説明資料（PDF形式：1,314KB）

担当

資源エネルギー庁長官官房エネルギー制度改革推進室
総合調整官稲邑
担当者：三宅、片岸、吉倉

電話：03-3501-1511（内線4432)
03-3501-9482（直通）
03-3580-8426（FAX）

• ダウンロード（Adobeサイトへ）

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-4.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-5.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-6.pdf


エネルギー供給強靭化法案について

令和２年４月１４日
電力安全課

産業構造審議会
保安・消費生活用製品安全分科会
第２２回電力安全小委員会 資料２



（１）緊急時の発電用燃料調達
有事に民間企業による発電用燃料の調達が困難な場合、電気事
業法に基づく経産大臣の要請の下、JOGMECによる調達を可能に。

（２）燃料等の安定供給の確保
① LNGについて、海外の積替基地・貯蔵基地を、JOGMECの
出資・債務保証業務の対象に追加。

② 金属鉱物の海外における採掘・製錬事業に必要な資金につ
いて、JOGMECの出資・債務保証業務の対象範囲を拡大。

（１）題名の改正
再エネの利用を総合的に推進する観点から、題名を「再生可能エ
ネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改正。

（２）市場連動型の導入支援
固定価格買取（FIT制度）に加え、新たに、市場価格に一定の
プレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)を創設。

（３）再エネポテンシャルを活かす系統整備
再エネの導入拡大に必要な地域間連系線等の送電網の増強費
用の一部を、賦課金方式で全国で支える制度を創設。

（４）再エネ発電設備の適切な廃棄
事業用太陽光発電事業者に、廃棄費用の外部積立を原則義務
化。

（５）その他事項
系統が有効活用されない状況を是正するため、認定後、一定期
間内に運転開始しない場合、当該認定を失効。

（１）災害時の連携強化
① 送配電事業者に、災害時連携計画の策定を義務化。
② 送配電事業者が仮復旧等に係る費用を予め積み立て、被災した送配電事業者に対して交付
する相互扶助制度を創設。

③ 送配電事業者に、復旧時における自治体等への戸別の通電状況等の情報提供を義務化。
また、平時においても、電気の使用状況等のデータを有効活用する制度を整備。

④ 有事に経産大臣がJOGMECに対して、発電用燃料の調達を要請できる規定を追加。
（２）送配電網の強靱化
① 電力広域機関に、将来を見据えた広域系統整備計画(プッシュ型系統整備)策定業務を追加。
② 送配電事業者に、既存設備の計画的な更新を義務化。
③ 経産大臣が送配電事業者の投資計画等を踏まえて収入上限（レベニューキャップ）を定期的
に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設。

（３）災害に強い分散型電力システム
① 地域において分散小型の電源等を含む配電網を運営しつつ、緊急時には独立したネットワークと
して運用可能となるよう、配電事業を法律上位置付け。

② 山間部等において電力の安定供給・効率性が向上する場合、配電網の独立運用を可能に。

③ 分散型電源等を束ねて電気の供給を行う事業(アグリゲーター)を法律上位置付け。
④ 家庭用蓄電池等の分散型電源等を更に活用するため、計量法の規制を合理化。
⑤ 太陽光、風力などの小出力発電設備を報告徴収の対象に追加するとともに、（独）製品評価
技術基盤機構（NITE）による立入検査を可能に。（※併せてNITE法の改正を行う）

（４）その他事項
電力広域機関の業務に再エネ特措法に基づく賦課金の管理・交付業務等を追加するとともに、その
交付の円滑化のための借入れ等を可能に。

２．再エネ特措法（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）

３．JOGMEC法（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法）

１．電気事業法

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案【エネルギー供給強靱化法案】概要

自然災害の頻発
（災害の激甚化、被災範囲の広域化）

 台風（昨年の15号・19号、一昨年の21号・24号）
 一昨年の北海道胆振東部地震 など

地政学的リスクの変化
（地政学的リスクの顕在化、需給構造の変化）

 中東情勢の変化
 新興国の影響力の拡大 など

再エネの主力電源化
（最大限の導入と国民負担抑制の両立）

 再エネ等分散電源の拡大
 地域間連系線等の整備 など

災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再エネの導入拡大等のための措置を通じて、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確保することが必要。

背景と目的

改正のポイント

【第33条の２】

【第28条の40第2項】

【第34条、第37条の3～
第37条の12】
【第33条の3】

【第28条の47】
【第26条の3】

【第17条の2、第18条】

【第２条第１項第11号の２、
第27条の12の2～第27条の12の13 】

【第20条の2】

【第２条第１項第15号の２、第27条の30～第27条の32】
【第103条の2】

【第106条第7項、
第107条第14項】

【第28条の40第１項第8号の2、第8号の3、第2項、第28条の52、第99条の8】

【第2条の2～
第2条の7 】

【第28条～第30条の2】

【第15条の6～第15条の16】

【第14条】

【第11条第2項第3号】

【第11条第1項第1号、第3号】

【第11条第2項第3号】

【題名】



小出力発電設備に対する適切な規律の確保
 再エネ特措法の施行以降、小出力発電設備（50kW未満の太陽電池、20kW未満の風力
等）が急増。一部の設備で安全性への疑義が指摘され、事故も発生。

 再エネ主力電源化を進めるためにも、小出力発電設備の保安確保が必要。
 このため、①小出力発電設備の所有者又は占有者を、報告徴収の対象に加えるとともに、
②住宅用の太陽電池発電設備を、立入検査の対象に加える（居住者の承諾が前提）。

３
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自家用電気工作物の保守点検を行った者への規律の確保
 再エネ特措法の施行以降、再エネ発電設備が急増し、設置者・設置形態も多様化。その中で、設備
の保守点検を外部の事業者に任せ、自ら確認しない設置者も出現。

 実際に設備の保守点検を行う保安管理業務を受託した事業者に対しても、設備の保安状況を確認
し、安全性を確保していく必要。

 このため、自家用電気工作物の保守点検を行った事業者を、報告徴収・立入検査の対象に追加。

設置者
電気保安法人

又は
電気管理技術者

保安管理業務を委託

国（経済産業大臣）

承認承認
申請

外部委託承認

＜保安管理業務の外部委託のスキーム＞

指導等

設備の保安を
一任 保守点検

を実施

直接の指導等
を可能に

４



（独）製品評価技術基盤機構（NITE）による立入検査
 再エネ発電設備の急増、安全性への疑義や事故の発生、設置者・設置形態の多様化などの状
況の変化。

 その中で、専門的な知見により、より効率的・効果的に検査を行う必要。また、設置者・設置形
態の多様化による高度な検査能力も必要。

 このため、専門的な知見を有する（独）製品評価技術基盤機構（NITE）による立入検査を
行うことができるようにする。

５



「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を取りまとめました

-洪水等の発生時における機能継続に向けた対策を提示-

2020年6月19日

同時発表：国土交通省

安全・安心

国土交通省と経済産業省は、洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オ
フィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方や具体事例について記載
したガイドラインを取りまとめました。
今後、新築・既存の建築物において、洪水等の発生時における機能継続に向けて浸水対策を
講じる際の参考となるよう地方公共団体及び関連業界団体等に対して周知してまいります。

1.概要

令和元年東日本台風（第19号）による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分
に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のラ
イフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のもと、学識経験
者、関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」
を昨年11月に立ち上げ、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」として取りまとめ
ました。

本ガイドラインについては、新築・既存の建築物において、洪水等の発生時における機能継続
に向けて浸水対策を講じる際の参考となるよう地方公共団体及び関連業界団体等へ本日付で
通知してまいります。

2.「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」の主な構成

ガイドライ
ン本文

・洪水等の発生時に機能継続が必要となる新築・既存の建築物における電気設備
の浸水対策のあり方や取組の特徴・留意点等を記載。

参考資料
集

・建築物における電気設備の浸水対策の具体事例、解説等を図や写真等を用いて
紹介。

検討会の開催状況については下記の経済産業省ホームページに掲載しています。

• 経済産業省ホームページ・建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検
討会

関連資料

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/denkisetsubi_shinsui/index.html


• 建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（PDF形式：26,833KB）

• 概要資料（PDF形式：1,428KB）

担当

産業保安グループ電力安全課長 田上
担当者：白井、矢吹

電話：03-3501-1511（内線4921)
03-3501-1742（直通）
03-3580-8486（FAX）

• ダウンロード（Adobeサイトへ）

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003-2.pdf


開催時期

・令和元年11月～令和２年６月に計４回開催

（うち、第４回を書面審議により開催）

（パブリックコメントを4月下旬～5月上旬にかけて実施）

検討会の構成

（有識者）

◎中埜 良昭（東京大学生産技術研究所教授）

清家 剛 （東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）

森山 修治（日本大学工学部教授）

戸田 圭一（京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授）

重川希志依（常葉大学大学院環境防災研究科教授）

（関係団体の代表）

建設業関係、建築物所有者・管理者関係、電気設備関係、

行政関係 等

（研究機関関係）

国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人建築研究所、

独立行政法人製品評価技術基盤機構

（◎：座長 ※敬称略）

〇令和元年東日本台風（第19号）による大雨に伴う内水氾濫により、首都圏の高層マンションの地下部分に設置されていた高圧
受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生。

〇こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のもと、学識経験者、関連業界団体等からなる
「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」を設置し、浸水対策のあり方を検討。

〇パブリックコメントの結果を踏まえ、 「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を本年６月にとりまとめ、両省よ
り関連業界団体等に対して積極的に周知を実施。

建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインについて(1)

概要

ガイドラインの概要（１）検討会について

1.適用範囲

・高圧受変電設備等の設置が必要な建築物

・新築時、既存建築物の改修時等

2.目標水準の設定

・建築主や所有者・管理者は、専門技術者のサポートを受け、
目標水準を設定。

・以下の事項を調査し、機能継続の必要性を勘案し、想定さ
れる浸水深や浸水継続時間等を踏まえ、設定浸水規模を設
定。（例：○○cmの浸水深）

✓国、地方公共団体が指定・公表する浸水想定区域

✓市町村のハザードマップ（平均して千年に一度の

割合で発生する洪水を想定）

✓地形図等の地形情報（敷地の詳細な浸水リスク等

の把握）

✓過去最大降雨、浸水実績等（比較的高い頻度で発

生する洪水等）

・設定した浸水規模に対し、機能継続に必要な浸水対策の目
標水準を設定（建築物内における浸水を防止する部分
（例：居住エリア）の選定等）。






