
ロータアリー財団月間

１１月 9 日（金） １１月 10 日（土） １１月 22 日（木） １１月２３日（金）

祝福 福祉のつどい 11月 16日変更 １１月３０日例会変更 休会

卓話 サボテン鉢植 9：30 一色 RC 例会訪問

例

会
予

定 長谷川英輝君 例会 12 時～ 出発 10：00

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会 中村 公彦君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

今日は職場例会として、「中電メガﾞソーラー

たけとよ・武豊火力発電所」を訪問させていただ

きます。この例会のご尽力をいただいた高橋さん、

職業奉仕委員会の方々に、まずお礼を申し上げま

す。

少し心苦しいのですが、私の会社の省電力化の

話をさせていただきます。２年前に、弊社は太陽

光発電の設備を取り付けました。本社、春日井工

場は１０キロワットを、小牧工場は２０キロワッ

トの太陽光発電能力です。小牧工場の、建坪２５

０坪の屋上のほとんどの部分が、太陽光パネルで

覆われています。１０キロワットの能力はどれく

らいの電力か説明いたします。家庭用クーラーは

だいたい、１５００ワットですから、１．５キロ

ワットになります。エヤコンが３台つけて（４．

５キロワット）、ヘアードライヤーを使いながら、

テレビを見て、部屋の電灯をつけて電力を使用す

ると１０キロワット近くになります。太陽光発電

のキロワット表示は、理論的表示で、パネルの最

２０１２年１１月２日（金）第２１１４回（１１月第１例会）

大能力を表示します。最高の条件はまず不可能で、

私の見ている限り、最大発電能力は表示能力の８

０％くらいです。しかもそれは、快晴状態で、昼

間の時間での能力です。曇っていたり、雨が降っ

ているときは、太陽光発電はゼロに近くなります。

もちろん夜間の発電は不可能です。ですから、す

べての家庭での電力需要さえも、１０キロワット

の太陽光発電ではまかなえることはできません。

あくまでも、補助としての電力になります。太陽

光パネルが大きな面積で、設置されているのを見

ますと、これで日本の電力は大丈夫と思ってしま

います。でもそれはかなりの思い込みと言えるで

しょう。

次の弊社の省電力化は、ＬＥＤライトの活用です。

この１年間で、工場、事務所の約１０００本

の蛍光管（長さ１２０センチ、消費電力４０ワッ

ト）をＬＥＤライトに変更しました。ＬＥＤライ

トは中国から直接輸入をしましたので、１本あた

り、２０００円ですみました。直接、日本の蛍光

管と交換することはできません。中国は家庭用の

電圧は２００ボルトであり、日本は１００ボルト

です。電圧の問題を解決しなければなりません。

また、グローランプが付いている器具は使用する

ことができません。ＬＥＤライトの取り付け部を

変更しなければなりません。其の費用が、１本あ

たり１５００円くらいかかりました。消費電力は、

蛍光管と比較すると、約３５％です。照度は、ほ

とんど変わりませんが、ＬＥＤライトは照らす面

積が限定されます。蛍光管のほうが、全体的に照

らす面積が大きいようです。春日井ロータリー事

務局の照明はＬＥＤライトに交換しました。中国

から輸入したものを使用しました。是非、事務局

に来ていただいて、ＬＥＤライトの明るさを検証



してください。

今回の職場例会は電力を考える良い機会だと思い

ます。東日本地震の影響で、この武豊で、停止し

ていた火力発電を再起動することになりました。

しかも、その火力発電設備は、４０年前に設置さ

れたものです。中部電力の皆さんの電力を安定供

給する努力とその気持ちに感銘を受けます。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

◎例会変更

愛 知 長 久 手 １１月６日 (火) １１月６日（火）

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

愛 知 長 久 手 １１月１３日 (火) １１月１１日（日）

ＲＣ 市民祭りの為長久手市役所

瀬 戸 北 １１月２０日 (火) １１月１８日（日）

ＲＣ 日本語スピーチコンセストの為瀬戸蔵

多治見リバーサイド １１月１３日 (火) １１月１３日（火）

ＲＣ 親睦会の為 越前白浜荘

名古屋丸の内 １１月１５日 (木) １１月１５日（木）

ＲＣ 新そばを楽しむ例会の為クレストンホテル

名 古 屋 千 種 １１月１３日 (火)

ＲＣ 家族会の為未定

名 古 屋 東 １１月１２日 (月) １１月１３日（火）18：00

ＲＣ 夜間例会の為 八勝館

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 28 名 出席率80%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○職場例会（メガソーラ武豊）に出席した喜びで。

近藤・高橋亮君に感謝。

足立治 夫君 浅井 瀧治君 蓮野 美廣君

磯野 俊雄君 伊藤 純君 伊藤 一裕君

風岡 保広君 小島啓 冶君 近藤 太門君

名畑 豊君 新美 治男君 成瀬 浩康君

小川 長君 大畑 一久君 岡田 義邦君

志水ひろみ君 清水 勲君 社本 太郎君

高橋 理江君 峠 テル子君 塚本 兼光君

屋嘉比良夫君

職場例会

武豊火力発電所・メガソーラー武豊の見学説明

武豊火力発電所へようこそ

時代の先へ。ひとりのそばへ。

全体配置

メガソーラたけとよ

14 万ｍ２

現在地

（Ｐ Ｒ室）

１ 号機（廃止）

２号機

３号機

４号機

取水口

放水口

揚油桟橋

燃料タンク

緑地帯

燃料タンク

煙突

過去５号機（１ ００万ｋＷ）建設予定地 : 27 万ｍ２

武豊置場 : 4 万ｍ２

武豊火力発電所の概要（敷地，設備）

ユニット 出力（万kW) 運転開始
燃
料

ボイラ タービン 発電機

１号機 ２２．０ 昭和４１年８月('66)
（平成１４年３月末廃止）

重

・

原

油

ﾊﾞﾌﾞｺｯ
ｸ日立

日立 日立

２号機 ３７．５ 昭和４７年６月('72) 三菱
重工

東芝 東芝

３号機 ３７．５ 昭和４７年９月('7 2) ＩＨＩ 東芝 東芝

４号機 ３７．５ 昭和４７年11月(' 72) ＩＨＩ
三菱
重工

三菱
電機

合計 １１２．５
（１号機除く）

－ － － － －

敷地面積 約６６万ｍ２（約1500m×440m）

緑 化 率 約１６％ （環境施設面積含む）

メガ ソーラー年間予想発電
電力量（７３０万ｋＷｈ ）を

６時間半で発電

武豊火力発電所の概要（役割）

武豊火力はピーク火力です！

朝起動し 、夜停止する。
昼間の需 要のピークに
運転する役割が多 くなっ
ています。
※空振 りもあります。
ボイラーに点火するもの
の、タ ービン起 動前に運
転を取り 止めること 。

石炭火力

ＬＮＧ火力

石油火力

ボイラ方式

コンバイン ド方式

日本の化石燃料輸入における中東依存

（出典）電気事業連合会ＨＰ「原子力・エネルギー図面集2011」

■日本の原油輸入における中東依存度

燃種 ホルムズ依存度

石 油 ８３％

天然ガス ２２％

石 炭 ０％

（出典）資源エネルギー統計および貿易統計、

すべて平成23年1月12月

イラン

オマーン

サウジアラビア

カタール

イラク

■日本の化石燃料輸入における

ホルムズ海峡依存度

オイルショックを契機とし
て、中国やインドネシアか

らの輸入を増やし、中東依

存度が一時的に低下。

近年は、アジアの石

油需要の増加に伴

い、産油国の国内消
費に振り向けられた

ことから、中東依存
度が再び高まってい
る。

UA E
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日本が抱える構造的な問題
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自給率（原子力含む）

自給率（原子力除く）

（％）

・日本のエネルギー自給率は４％（食料自給率は４０％）

・原子力を準国産エネルギーとして含めても１８％にとどまる

■主要国のエネルギー自給率（平成20年）
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原油価格の推移
・中東産油国の政治情勢、生産調整、市況等の影響のほか、世界の需要の増加、投機

資金の流入等も加わり、一時は１５０ドル目前まで大幅に上昇した。国際エネルギー

機関（Ｉ ＥＡ）は２０３０年に２００ドルを超えると予測している。
・原油価格にリンクしているＬＮＧ価格も同様に高騰している。

（出典）ＥＩＡＷＥＢＳＩＴＥ
「わかりやすい「エネルギー白書」の解説（資源エネルギー庁ＷＥＢSITE)

（ドル／バレル）

（年）

１９７３年
第１次石油ショ ック

１９７９年

第２次石油ショ ック

１９９１年

湾岸戦争

２００８年７月

最高値：１４５ドル

２ドル
１２ドル

２９ドル

２００８年９月
リーマンシ ョック
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中部電力の太陽光発電所

所在地 長野県飯田市

出力 1,000k W

想定年間 電量 100万k Wh（一般家庭約300世帯

分の年間使用電力量に相当）

運転開始 2011年1月28日

開 敷地面積 約1.8万m 2

メガソーラ いいだ メガソーラ たけとよ

所在地 愛知県知多郡武豊町

計画開発規模 7,500kW

想定年間発電量
約730万k Wh（一般家庭約2,000世

帯分の年間使用電力量に相当）

運転開始 2011年10月31日

開発敷地面積 約14万m 2
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大量導入の課題 ～周波数変動の課題～

？

火 力水 力

周波数

供給

（発電量）

需要

（消費 量）

火力水 力（ダム式）

太陽光
発電等

太陽光発電等が増加すると、

周波数が変動するリスクが増大（出力調整の対象電源）

■ 電力の安定供給、電力品質確保（周 波数調整）のためには、需 要と供給を
時々刻々あわせる必要 があり、需要にあわせて水力や火力発電所で出力調
整をしています。

■ 従来からの需要に加え、新たに太陽光発電等再生可能エネルギーが加わ る
ため、周波数調整 力が不足するリスクが増大します。

太陽光の普及拡大した 場合の需給運用
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日本の電力品質 ［故障停電時間］

【年間・１需要家当たりの故障停電時間】

諸外国と比 較して、日本の故障停 電時間は非常 に短い。

信頼度

非常に高い

出典： アメ リカ［ニューヨーク］ 「 The 2 00 8 Interruption Report」
イ ギリス・ フラン ス：「 海外電気事業統計2 00 9」 海外電力調査会
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イギリス

( H19年度)

（分）

中部電 力

日本平均
14 分

発送電分 離の
カリフォルニア

は41 7分
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電気の質（電圧・周波数）の影響例
１ 機器の故障による電圧低下(日本）
・2010年12月8日 四日市火力発電所構内変電所で開閉設備に不具合発生
・コンビナート企業等大口顧客146件に電圧低下の影響

・電圧低下は瞬間的（０．０７秒）
・工場の操業停止にも影響し、半導体工場では100億円の損害

２ 需要急増による電圧低下(日本）
・1987年７月23日 猛暑の昼休み後にクーラーが稼働し急速（1分当たり40万kW増）に需要増
・280万戸に影響（完全復旧まで３時間21分）
・変電所が需要増に対応しきれず電圧低下し、保護装置で変電所が停電
・変電所に送電していた 3台の発電機が負荷がなくなったため周波数上昇し保護装置で停止

３ 風力発電の急増（ドイツ）
・2006年11月4日 ドイツで停電 500万人に影響

・船舶通過のため、渡河送電線を一旦停電した事により、

風力発電で生じた電力不安定性を他の系統で吸収できずオーバーロード

４ その他（需要＞供給力）
・2011年9月15日 韓国大停電 212万世帯に影響（発・送電分離により相互調整不足）
・2003年9月23日 イタリア大停電 5600万人に影響(原子力廃止により電力不足）
・2000年9月14日以降 アメリカ カルフォルニア州電力危機（電力自由化で供給力不足）
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原子力停止による日本経済への影響

全ての原子力発電が停止し、火力発電で代替する場
合、化石燃料の輸入増により全国で年間3兆円超（日本
の電気代（年間15兆円）の約２割）※のコスト増とな
る。

※（出典）第７回エネルギー・環境会議（平成24年5月14日）「需給検証委員会報告書」

＜最近の報道では…＞

「これまでの五重苦（円高、高い法人税率、環境対策、労働規制、貿

易自由化の遅れ）に「将来的な電気料金の高価格化（＋電力不足）」

も加わることで、空洞化がさらに進展する恐れ。」

・2011年度は貿易赤字 4兆4100億円

・1979年度（第二次オイルショック）の貿易赤字は3兆1278億円
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電気料金の推移

電気料金は、燃料

価格の高騰の影響が

ある状況下において

も、経営効率化によ

り、諸物価の中で継

続して低位な水準で

推移している。

【国内消費者物価の推移】

※平成12年度＝100として計算

平成12年の電力小売

り部分自由化以降、５

回にわたって電気料金

の引き下げを実施して

いる。

【中部電力における電気料金の改定状況（規制部門における平均改定率）】

平成12年10月 平成14年9月平成17年1月平成18年4月平成20年4月

△5.78% △6.18% △5.94% △3.79% △0.80%
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世界の原子力発電
国・地域 運転中 建設中 計画中 備 考

アメリカ １ ０４ １ ８ ＴＭＩ事故（ '7 9）後も６ ９基より増加

フランス ５８ １ ０ 原子力依存度が世界一

ロシア ２８ １１ １３ 福島のリス クは一緒？（冬将軍）

中国 １４ ２９ ２６ 〃 （黄砂）

韓国 ２１ ５ ２ 〃 （黄砂）

ウクライナ １５ ２ ０ チェルノブ イリ事（ '86）故後も建設

ド イツ ９ ０ ０ 太陽光で 1, 000 円／月・世帯増加

イタリア ０ ０ ０
国民投票により４基の原子力全廃

'0 3 560 0万人が影響を受けた大停電

スロバキア ４ ２ ０ イタリアが建設費を負担

ルーマニ ア ２ ３ ０ 〃

リトアニア ０ ０ １
ＥＵ加盟条件がチェルノブイリ型2 基廃炉

廃炉したものの・・・'11 /12には・・・

全世界 ４ ２７ ７５ ９４ 世界は原子力推進
日本原子力発電協会（世界の原子力発電開 発の動向 2011）データより 作成
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電力供給に関する基本スタンス

経済性
(Economy)

安定供給確保
(Energy security)

環境保全
(Environmental

conservation)

安全(Safety)

Ｓ（安全）＋３Ｅ（安定性，経済性，環境性） の同 時達成

■電気事業者は、安全性の確保を前提に、供給面における低炭素化・高効率化

などにより、｢安定供給確保｣｢環境保全｣｢経済性｣の３つの｢E｣を同時に達成し、

お客さまに良質で安価な電気を安定的に供給することが求められる。
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