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1. 本事業の概要 

1.1 背景 

1.1.1 将来における分散型電源設備数の増加とそれに伴う保守点検に係る作業負担 

FIT 制度の開始以来、我が国では太陽光、風力をはじめとする再生可能エネルギーによる

発電が増加の一途をたどっている。平成 30 年７月に閣議決定した「第５次エネルギー基本

計画」においても 2030 年度までに再生可能エネルギーを含めたゼロエミッション電源比率

を 44 %とする野心的な目標が掲げられており、今後も引き続き数を伸ばしていく見込みで

ある。 

しかし、太陽光発電、風力発電は自然環境により供給力が変動する電源であるため、普及

を促しつつ電力の安定供給を着実に行うためには、主に調整電源としての火力発電設備が

必要である。さらに、今後はスマートグリッド等の普及に伴い分散型電源の需要が増えて行

く見込みであることから、再生可能エネルギーを主電源とするエリアにおいて、調整力と位

置づけられる小型火力発電設備の需要も拡大するものと思われる。 

今後の分散型電源の急増に伴い、設備に保守管理需要も急増する。現在の保守点検は、現

地作業員の五感や経験則による現場監視等による判断など、人に多くを依存していること

から、現場での更なる作業負担が想定される。 

1.1.2 遠隔常時監視制御への置き換えによる作業負担の軽減（保守管理の高度化） 

しかし、今後の分散型電源の急増や、設備の高経年化等による保守管理需要に対応してい

くためには、従来の点検手法（作業員の五感や経験則による現場監視等による判断等）では

作業負担が大きいことから、IoT 等の新技術を導入し、保守管理の効率化・自動化、そして

現場の負担軽減につなげていくことが重要である。特に、汽力を原動力とする発電所や出力

1 万 kW 以上のガスタービン発電所では、電気設備の技術基準の解釈（以下、適宜「電技解

釈」という。）第四十七条において、「作業員による現場での常時監視」が必要とされてい

る。 

一方、国内の火力発電所など一部の発電設備においては、既に IoT 等の活用等により継続

的にデータを取得し、AI 等を活用して当該データから事前に異常の予兆を把握し、対策を

行うなどの取組が進んでいるところである。火力発電設備において日頃の現場点検・監視を

遠隔常時監視制御に置き換えても現在以上の保安が確保できることが実証されれば、火力

発電設備の保守管理の高度化を一層促進するものと期待できる。 

1.2 目的 

平成 30 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（分散型電源の遠隔監視制御

活用拡大に係る検討事業）では、現在、作業員による現場での常時監視が求められている火

力発電所を対象として、遠隔常時監視制御による監視が可能な発電所の対象を拡大できる

かを判断するために必要な検討を行うことを目的とする。 
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1.3 事業の内容 

本事業では、以下の構成に基づき検討を行った。なお、はじめに 2 章では、関連する法規

制、分散型火力発電所等の管理体制（監視方式、応急措置の体制）、用語といった、遠隔常

時監視制御方式の導入拡大を検討するにあたっての基本情報を整理した。 

（１） 諸外国における分散型火力発電設備等の遠隔常時監視制御に関する実態調査（3章） 

3 章では、海外 5 か国（アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラ

リア）を対象に、「各国の法制度と規制当局の関係」、「遠隔監視等に関する現状

の法規制及び将来動向」、「発電所を対象とした遠隔監視事例」について、文献調

査及び現地調査を行った。それを踏まえ、我が国で遠隔常時監視制御方式を促進す

る上での、電技解釈第四十七条等のあり方に係る示唆を抽出した。 

（２） 汽力を原動力とする発電所（バイオマス発電等を含む。 ）及びガスタービン発電所 

の遠隔常時監視制御方式におけるリスク評価 

4 章では、電技解釈第四十七条で定められている通り、遠隔常時監視制御が認め

られていない汽力を原動力とする発電所、定格出力 1 万 kW 以上のガスタービン発

電所について、リスク評価を行った。具体的には、「各種のハザード（事故に至る

までの初期事象。自然災害、サイバー攻撃を含む）の網羅的洗い出し」を行い、「ハ

ザード（初期事象）から火災・爆発（影響事象）までに至る因果関係」を整理し、

それら事象の検出可能性と影響度を評価した。それを踏まえ、我が国で遠隔常時監

視制御方式を促進する上での、電技解釈第四十七条等のあり方に係る示唆を抽出し

た。 

（4 章、以下“汽力発電所等の遠隔監視制御方式におけるリスク評価”と記載する。） 

（３） 汽力を原動力とする発電所及びガスタービン発電所の遠隔常時監視制御方式におけ

る電気保安規制見直しの検討 

5 章では、3 章及び 4 章の整理結果及び示唆を踏まえ、現時点における汽力を原動

力とする発電所及びガスタービン発電所の遠隔常時監視制御に対する電気保安に係

る諸規制の見直しの方向性の検討を行った。そして、分散型電源に対する今後の遠

隔常時監視制御に係る規制のあり方や各種のハザード（事故に至るまでの初期事象。

自然災害、サイバー攻撃を含む）を踏まえた実証方法を検討し、提案した。 

 （5 章、以下“汽力発電所等の遠隔常時監視制御方式における電気保安規制見直し

の検討”と記載する。） 

 

最後に、6 章では、5 章で示した遠隔常時監視制御方式における電気保安規制見直

しを行うにあたっての今後の展望について提案した。 
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図 1-1 本報告書の概要
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2. 分散型火力発電設備等の遠隔常時監視制御に関する基本情報 

2 章では、関連する法規制、分散型火力発電所等の管理体制（監視方式、応急措置の体制、

サイバーセキュリティ）、用語といった、本業務を検討するにあたっての基本情報を整理し

た。 

2.1 基本的な用語の定義  

分散型火力発電設備等の遠隔常時監視制御に関して、本報告書における基本的な用語の

定義を以下に記す。 

2.1.1 発電所敷地内外の区別に関する用語 

(1) 敷地内（On-site、オンサイト） 

発電設備を配置している所内全域を指す。ただし、技術員の配置位置に関しては敷地内に

おいても更に、発電設備と同一構内、あるいはその他の敷地内（例えば中央制御室等）の 2

種類が考えられる。 

(2) 敷地外（Off-site、オフサイト） 

発電所の敷地の外を指す。ただし、所内の異常事象の対応を行うもの（消防隊含む）は発

電所への 30 分から 1 時間程度で駆け付け可能な距離、遠隔常時監視制御を行う施設・もの

はそれ以上の遠隔地を指している。 

 

 

図 2-1 発電所敷地内外の区別のイメージ 

(3) 遠隔（≠Remote） 

基本的には、発電所の敷地外で遠方に離れた場所を指す。ただし、海外文献に関しては、

発電設備から一定距離離れさえすれば敷地内においても、remote と表記される場合がある

ため、英語等の原文にあたる際には留意が必要である。 
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2.1.2 発電所の管理に関する用語 

(1) 監視 

経年劣化、自然災害、サイバー攻撃といったハザードを起因とした異常事象（配管からの

燃料漏洩等）を、技術員が発見するために、現地の巡回やセンサー等の設備を利用すること

により発電設備の状態を確認すること。 

(2) 制御（停止・操作） 

発見された異常事象の拡大を防ぐために、発電所の設備を緊急的に停止することや、一部

の系統を隔離操作（バルブやポンプの操作を含む）するなど、異常の状態に応じた操作のこ

と。ここでは、発電所での圧力調整などの平時の運転操作は含めないこととする。 

(3) 処置 

異常事象が進展した際や自然災害等の事故が発生した際に、燃料漏洩・拡散等の異常事象

の防止、流出した危険物（燃料等）の除去その他災害の発生防止を目的とした対応のこと。 

2.1.3 発電所の監視方式の区別に関する用語 

(1) 敷地内からの監視制御 

1) 常時監視（電技解釈の常時監視方式と同一） 

敷地内のいずれかで技術員が常駐しており発電設備を監視する方式を指す。本監視方式

は、我が国の電技解釈の常時監視方式と同一のものである。 

なお、本調査を実施した 5 か国では、Attended、Manned と表記されることが多く、これ

に関しても我が国の電技解釈で示す常時監視方式と同一のものである。 

2) 定期監視・常時ではない監視（電技解釈の随時監視制御方式、随時巡回方式を含む。） 

敷地内に技術員が常駐しているわけではなく、適切な間隔で発電所内を巡回し、発電設備

を監視する方式を指す。本監視方式は、我が国の電技解釈の随時監視制御方式と同一のもの

である。ただし、一部の保全要員や自衛消防組織については、発電所内に配置されているた

め無人ではない。  

海外の場合、定期監視については、各国規格の中で監視の間隔（インターバル）が定めら

れていることが多い。ただし、本調査を実施した 5 か国では、日本の消防法に相当する自衛

消防組織配置の根拠法令が存在しないため、随時監視後のインターバルの時には発電所内

が完全に無人となる可能性もある。また、インターバル時における発電所の体制については、

発電事業者の自主保安・リスクマネジメントに委ねられていることが多い。 
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(2) 敷地外からの監視制御 

1) 遠隔常時監視制御方式 

技術員が遠隔地の制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔地から

行う方式である。本検討では、この遠隔常時監視制御方式を適用する発電所の拡大の可能性

を検討する。なお、遠隔常時監視制御方式が認められる発電所の各種条件の閾値に関しては、

次節に整理している。（汽力を原動力とする発電所は適用不可、ガスタービン発電所は定格

出力 1 万 kW 未満のもののみが認められている。） 

下表に、電気設備の技術基準を定める省令第 46 条の規制緩和を行った場合の地点別配置

を示す。電技省令改正後においても、高圧ガス保安法および消防法の規制対応を行う現地要

員は必要となる。 

本報告書の後半では、遠隔常時監視制御を「スコープ A」として検討する。 

表 2-1 規制見直し後の地点別配置（電気設備の技術基準を定める省令第 46 条） 

 
出典：電技省令を参考に三菱総研が作成 

2) 遠隔監視 

 発電所によっては、モニタリングデータを一定間隔（例：30 分ごと）で伝送されている

場合がある。この場合は、時々刻々とした発電所の状況を監視しているわけではないため、

遠隔常時監視から常時を取り除き遠隔監視という表記となる。 

(3) 無人運転 

発電設備の運転状況を確認する技術員、保全要員、自衛消防組織等の一切の要員が敷地内

に存在せずに発電設備が稼働している状態を指すこととする。本調査を実施した 5 か国で

は、Unattended、Unmanned と表示されることが多い。無人運転が許可される条件の一つと

して、発電設備の事故時の影響範囲に人が居ない（Unoccupied）、といった条件も見られた。 

本報告書の後半では、無人運転を「スコープ B」として検討する。 
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2.2 関連する法規制 

火力発電所の保安防災・環境に係る法規制は、電気事業法はもちろんのこと、火力発電に

伴い必要な燃料（石炭、石油、LNG）に係る法規制、その焼却により発生する環境汚染物質

に関する法規制など多岐にわたる。主要法令は下表のとおりである。 

表 2-2 火力発電所の保安防災・環境に係る関連法規制（主要法令） 

1．電気事業法 

2．工場立地法 

3．石油コンビナート等災害防止法 

4．消防法 

5．高圧ガス保安法 

6．エネルギーの使用の合理化に関する法律 

7．熱供給事業法 

8．航空法 

9．気象業務法 

10．電気通信事業法 

11．有線電気通信法 

12．電波法 

13．港湾法 

14．海上交通安全法 

15．港則法 

16．河川法 

17．特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

18．大気汚染防止法 

19．騒音規制法 

20．振動規制法 

21．悪臭防止法 

22．廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

23．海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

24．工業用水法 

25．工業用水道事業法 

26．下水道法 

27．水質汚濁防止法 

28．浄化槽法 

29．毒物及び劇物取締法 

30．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

31．労働安全衛生法 

32．ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

33．ダイオキシン類対策特別措置法 

34．湖沼水質保全特別措置法 

35．地球温暖化対策の推進に関する法律 

36．資源の有効な利用の促進に関する法 

37．特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 

出典：一般社団法人火力原子力発電技術協会、火力発電所の保安防災・環境に係る関連法規制の手引（改

訂版）、2003  
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なお、遠隔常時監視制御または無人運転の場合に抵触する関係法令は下表のとおりであ

る。電気設備の技術基準を定める省令第 46 条の規制緩和を行った場合の地点別配置を示し

たが、規制緩和を行った場合でも、高圧ガス保安法および消防法の規制対応を行う現地要員

は必要となる（各法令の詳細は次節を参照）。電技省令では、汽力を原動力とする発電所、

ガスタービン発電所（1 万 kW 以上）などの発電所は、遠隔常時監視制御方式の導入が認め

られていない。一方、消防法等では、発電所において異常事象が発生した際の応急の措置及

び自衛消防組織の配置が義務付けられている。すなわち電気事業法以外にも、発電所の管理

体制ついて法的制約が設けられていることから、本検討ではそれらの法令は前提条件とし

て考慮する必要があると考えられる。 

 

表 2-3 遠隔常時監視制御または無人運転の場合に整合性を考慮するべき関係法令 

No 関係法令 関連条項 
現行規制 

との整合性 
備考 

1 電気事業法 

第 42 条、第 43 条、第

48 条、第 50 条の 2、第

52 条、第 53 条、第 106

条 

問題なし 

遠隔常時監視制御（及び無人

運転運転）規制に関する記載

なし。 

2 

電気設備の

技術基準を

定める省令 

第 46 条 抵触 

発電所構内において技術員が

「常時監視」しなければなら

ない。 

3 
高圧ガス保

安法 

第 5 条、第 16 条、第 20

条、第 24 条の 2、第 27

条、第 28 条、第 36 条、

第 46 条 

抵触 

危険な状態になった時は、直

ちに、経済産業省令で定める

災害の発生の防止のための応

急の措置を講じなければなら

ない 

4 消防法 

第 8 条、第 9 条、第 11

条、第 12 条、第 13 条、

第 14 条、第 16 条、第

17 条 

抵触 

危険物の流出その他の事故が

発生したときは、直ちに、引

き続く危険物の流出および拡

散防止、流出した危険物の除

去その他災害の発生の防止の

ための応急の措置を講じなけ

ればならない。 

出典：各種法規制を参考に三菱総研が作成 
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また、これらの法令と併せて、2011 年に策定されたサイバーセキュリティ基本法、電技

省令第十五条で定められているサイバーセキュリティ対策に関しても十分に留意する必要

がある。 

 

本検討では、火力発電所敷地内における監視方式に係る法規制「電気事業法」、自然災害

時を含めた応急措置に係る法規制「消防法等」、サイバーセキュリティに係る法規制「電気

事業法（電技解釈）、サイバーセキュリティ基本法」を重点的に考慮することとした。 

 

 

図 2-2 分散型火力発電所等の遠隔常時監視制御に係る法規制所管のイメージ 

出典：各種法規制を参考に三菱総研が作成 
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2.3 分散型火力発電所等の管理体制 

2.3.1 分散型火力発電所の管理方式（電気事業法、電技省令・解釈） 

(1) 発電所内の保安規程及び主任技術者の選任（電気事業法） 

 電気事業法の中では、具体的な管理方式や体制に関して記載されていないが、火力発電所

（電気工作物）の維持及び運用に関する保安を確保するための保安規程や保安の監督責任

を有する主任技術者（電気主任技術者）の選任について、明記されている。なお、現場では

電気主任技術者の監督指揮のもと、電気主任技術者の資格を持たない従業員を含めて保守

点検の業務が行われている。電気事業法第四十二条、第四十三条（保安規程、主任技術者）

の条文は以下のとおりである。 

表 2-4 電気事業法第四十二条、第四十三条（保安規程、主任技術者） 

（保安規程） 

第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保する

ことが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用

電気工作物の使用（第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を

伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 

２ 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した

事項を主務大臣に届け出なければならない。 

３ 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必

要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべき

ことを命ずることができる。 

４ 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならな

い。 

（主任技術者） 

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交

付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 

２ 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規程にかかわらず、主務大臣の許可を受け

て、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 

３ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受けて

選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。こ

れを解任したときも、同様とする。 

４ 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を

誠実に行わなければならない。 

５ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のた

めにする指示に従わなければならない。 
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(2) 常時監視を必要としない発電所等の施設（電技省令第四十六条） 

電技省令の中では、常時監視を必要となり発電所等の施設に関して記載されている。電技

省令第四十六条（第 1 項）では、異常時に人損及び物損や供給支障を及ぼすおそれがある発

電所（事故の影響が比較的大きい発電所）は、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する

者（電気主任技術者含む）が常時監視しなければいけないと義務付けられている。（第 2 項）

では、（第 1 項）以外の発電所（事故の影響が比較的小さい発電所）を示しており、異常時

に安全かつ確実に停止可能な措置を講じることを条件として、常時監視を必要としていな

い。 

すなわち、現行の法令において遠隔常時監視制御方式を導入する発電所は（第 2 項）に該

当し、本検討は（第 2 項）の解釈拡大に相当するものと考えられる。この（第 1 項）と（第

2 項）の区別（定格出力等での閾値）については、次節に示す電技解釈の中で現行のものが

整理されている。本検討は、この（第 1 項）と（第 2 項）の閾値の決め方に資する整理を行

う。電気設備に関する技術基準を定める省令（適宜“電技省令”と表記する。） 第四十六

条（常時監視を必要としない発電所等の施設）の条文は以下のとおりである。 

表 2-5 電気設備に関する技術基準を定める省令 第四十六条

（常時監視をしない発電所等の施設） 

（第１項）異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれ

がないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電

気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発

電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと

同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。 

（第２項）前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所（これに準ずる場所であって、十

万ボルトを超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下この条において同

じ。）であって、発電所又は変電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所

若しくはこれと同一の構内又は変電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、

非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるよう

な措置を講じなければならない。 
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(3) 常時監視をしない発電所の施設（電技解釈第四十七条） 

1) 常時監視以外の監視方式 

電気設備の技術基準の解釈の解説（適宜“電技解釈”と表記する。））の中では、常時監

視以外の監視方式（随時巡回方式、随時監視制御方式、遠隔常時監視制御方式）が定められ

ている。常時監視及び常時監視以外の監視方式の概要は下図のとおりである。本項では、そ

れぞれの監視方式について整理した。 

 

 

図 2-3 常時監視及び常時監視以外の監視方式の概要 

出典：電技解釈を参考に三菱総研が作成 

a. 随時巡回方式 

随時巡回方式とは、技術員が適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行う

方式である。「巡回の間隔」については、法令には定められていないが、我が国の電気事業

者の保安規程では、概ね数日に 1 回の間隔が多い。一部の諸外国では、24 時間、あるいは

72 時間に 1 回の間隔が認められている場合がある（海外調査は 3 章を参照）。 

表 2-6 随時巡回方式（電技解釈 第四十七条） 

第 47 条 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所

は、次の各号によること。 

一 発電所の種類に応じ、第 3 項から第 11 項までの規程により施設すること。 

二 第 3 項から第 6 項まで、第 8 項、第 9 項及び第 11 項の規程における「随時巡回方

式」は、次に適合するものであること。 

イ 技術員が、適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであ

ること。 

常時監視方式

技術員が発電所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制
御を行う。

随時巡回方式

技術員が適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を
行う

随時監視制御方式

技術員が必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制
御その他必要な措置を行う。

遠隔常時監視制御方式

技術員が制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制
御を遠隔で行う。

発電所

発電所（On-site）

遠隔常時監視制御

オンサイトでの監視・制御

発電所

発電所

定期的に巡回監視

必要に応じて出向く

技術員: 発電所敷地内
監視：継続的

技術員: 発電所敷地外
監視：必要に応じて

技術員: 発電所敷地内
監視：適当な間隔

技術員: 発電所敷地外
監視：継続的

（風力、太陽光等）

敷地外
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b. 随時監視制御方式 

随時監視制御方式とは、技術員が必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御

その他必要な措置を行う方式である。なお、「必要」の定義については、法令には定められ

ていない。 

表 2-7 随時監視制御方式（電技解釈 第四十七条） 

第 47 条 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所
は、次の各号によること。 

三 第 3 項から第 10 項までの規程における「随時監視制御方式」は、次に適合するもの
であること。 

イ 技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措
置を行うものであること。 

ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。 

（ｲ）  発電所内（屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を
有する設備を施設する場所を除く。）で火災が発生した場合 

（ﾛ）  他冷式（変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環
させる冷却方式をいう。以下、この条において同じ。）の特別高圧用変圧器の冷
却装置が故障した場合又は温度が著しく低下した場合 

（ﾊ）  ガス絶縁機器（圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除
く。）の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合 

（ﾆ）  第 3 項から第 10 項までにおいてそれぞれ規程する、発電所の種類に応じ警報
を要する場合 

c. 遠隔常時監視制御方式 

遠隔常時監視制御方式とは、技術員が制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び

制御を遠隔で行う方式である。本検討では、この遠隔常時監視制御方式を適用する発電所の

拡大を整理する。なお、遠隔常時監視制御方式が認められる発電所の閾値に関しては、次節

に整理している。（汽力を原動力とする発電所は適用不可、ガスタービン発電所は定格出力

1 万 kW 未満のもののみが認められている。） 

表 2-8 遠隔常時監視制御方式（電技解釈 第四十七条） 

第 47 条 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所
は、次の各号によること。 

四 第 3 項から第 9 項までの規程における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合する
ものであること。 

イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うも
のであること。 

ロ 前号ロ（ｲ）から（ﾆ）までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。 

ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。 

（ｲ）  発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置（地熱発電所にあたっては、
運転を操作する装置を除く。） 

（ﾛ）  使用電圧が 100,000V を超える変圧器を施設する発電所にあたっては、次に
掲げる装置 

(1) 運転操作に常時必要な遮断機の開閉を監視する装置 

(2) 運転操作に常時必要な遮断機（自動再閉路装置を有する高圧又は 15,000V

以下の特別高圧の配電線路用遮断機を除く。） 

（ﾊ） 第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 8 項及び第 9 項においてそれぞれ規程する、発電
所の種類に応じて必要な装置  
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2) 遠隔常時監視制御方式が認められる発電所 

遠隔常時監視制御が認められる発電所に関しては、電技解釈第四十七条の中で明記され

ている。汽力を原動力とする発電所に関しては認められておらず、ガスタービン発電所に関

しては 1 万 kW 未満のものが認められている。 

その他について、地熱、水力、風力・太陽光発電所は遠隔常時監視制御方式が認められて

いるが、燃料電池に関しては PAFC1、PEFC2、MCFC3、SOFC4のうち 100kPa 未満のものが

認められている。 

遠隔常時監視制御方式が認められる発電所は、下図のとおりである。 

 

 

図 2-4 遠隔常時監視制御方式が認められる発電所（電技解釈第四十七条） 

※ 自動停止装置など必要な設備を施設する場合 

出典：経済産業省 商務流通保安グループ電力安全課、火力発電を巡る最近の動向について、2016 年 2 月

18 日、平成２７年度九州地区ボイラー・タービン主任技術者会議講演資料、（閲覧 2019 年 2 月：

http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/160218-1.pdf） 

 

  

                                                        
1 Phosphoric acid fuel cell（リン酸形燃料電池） 

燃料電池の電解質として濃厚リン酸を使用し、150℃~200℃の温度で水素と酸素の起電反応を行う燃料電池を指す。 

2 Polymer Electrolyte Fuel Cell（固体高分子燃料電池） 

燃料電池の電解質としてイオン電導性を有する高分子膜を使用した燃料電池を指す。 

3 Molten Carbonate Fuel Cell（溶融炭酸塩型燃料電池） 

600~650℃の高温で溶融状態となる炭酸塩を電解質として使用する燃料電池を指す。 

4 Solid Oxide Fuel Cell（固体酸化物型燃料電池） 

500~1000℃で高いイオン電導率を示すジルコニアやランタンガレート等のセラミックを使用する燃料電池を指す。 



 

15 

 

2.3.2 自然災害を含めた応急措置の体制（消防法等） 

(1) 発電所敷地内における自衛消防組織の配置（消防法） 

消防法の中では、発電所を含む事業所内の体制に関して、次のとおりに定めている。「同

一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する

者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところに

より、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。（第十四条）」。そして、「事

故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じなければならない。（第十六条）」と定めて

いる。 

消防法の第二条及び別表第一、危険物保安技術協会には、危険物第四類の品名と指定数量

が示されている。電気事業者からは、大手電気事業者が保有する火力発電所の場合は数千リ

ットル以上の燃料を貯蔵していることがほとんど、との意見をいただいている。 

したがって、電気事業法、あるいは電技省令の改正に関わらず、大手電気事業者が有する

ほぼすべての発電所内には自衛消防組織の配置（十四条）と、有事の際における応急の措置

（十六条）が義務付けられると考えられる。 

表 2-9 危険物の定義（消防法 第二条） 

第二条 この法律の用語は左の例による。 

○７ 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性

質欄に掲げる性状を有するものをいう。 

表 2-10 危険物の定義（消防法 別表第一） 

類別 性質 品名 
第一類 酸化性固体 一 塩素酸塩類 

二 過塩素酸塩類 
三 無機過酸化物 
四 亜塩素酸塩類 
五 臭素酸塩類 
六 硝酸塩類 
七 よう素酸塩類 
八 過マンガン酸塩類 
九 重クロム酸塩類 
十 その他のもので政令で定めるもの 
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 

第二類 自然発火性物質
及び禁水性物質 

一 カリウム 
二 ナトリウム 
三 アルキルアルミニウム 
四 アルキルリチウム 
五 黄りん 
六 アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く。）及
びアルカリ土類金属 

七 有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキル
リチウムを除く。） 

八 金属の水素化物 
九 金属のりん化物 
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 
十一 その他のもので政令で定めるもの 
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するも 

第三類 自然発火性物質
及び禁水性物質 

一 カリウム 
二 ナトリウム 
三 アルキルアルミニウム 
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類別 性質 品名 
四 アルキルリチウム 
五 黄りん 
六 アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く。）及
びアルカリ土類金属 

七 有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキル
リチウムを除く。） 

八 金属の水素化物 
九 金属のりん化物 
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 
十一 その他のもので政令で定めるもの 
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 

第四類 引火性液体 一 特殊引火物 
二 第一石油類 
三 アルコール類 
四 第二石油類 
五 第三石油類 
六 第四石油類 
七 動植物油類 

第五類 自己反応性物質 一 有機過酸化物 
二 硝酸エステル類 
三 ニトロ化合物 
四 ニトロソ化合物 
五 アゾ化合物 
六 ジアゾ化合物 
七 ヒドラジンの誘導体 
八 ヒドロキシルアミン 
九 ヒドロキシルアミン塩類 
十 その他のもので政令で定めるもの 
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 

第六類 酸化性液体 一 過塩素酸 
二 過酸化水素 
三 硝酸 
四 その他のもので政令で定めるもの 
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 

備考 

十 引火性液体とは、液体（第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧
において、温度二〇度で液状であるものに限る。）であつて、引火の危険性を判断す
るための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。 

十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が
一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。 

十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満の
ものをいう。 

十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一
価アルコール（変性アルコールを含む。）をいい、組成等を勘案して総務省令で定め
るものを除く。 

十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満
のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるも
のを除く。 

十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上
二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令
で定めるものを除く。 

十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度
以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務
省令で定めるものを除く。 
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出所：危険物保安技術協会、危険物関係用語の解説（第 15 回）、（閲覧 2019 年 3 月 http://www.khk-

syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/glossary/15.pdf） 

  

表 2-11 危険物第四類の品名と指定数量 
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表 2-12 当該事業所（発電所敷地内）における自衛消防組織配置（消防法 第十四条） 

第十四条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険

物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所

の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 

第十四条の二 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、

当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について

予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、

同様とする。 

○２ 市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときそ

の他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。 

○３ 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずること

ができる。 

○４ 第一項に規程する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその

従業者は、予防規程を守らなければならない。 

○５ 第十一条の五第四項及び第五項の規程は、第三項の規程による命令について準用

する。 

第十四条の三 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占

有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及

び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持

されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければなら

ない。 

○２ 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯

蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯

蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基

準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受

けなければならない。 

○３ 第一項（屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。）又は前項の場合には、市町村長等

は、これらの規程に規程する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令

で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を

協会に委託することができる。 

第十四条の三の二 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者

は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定

期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 

第十四条の四 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管

理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、

政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。 
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表 2-13 事故時における応急の措置（消防法 第十六） 

第十六条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術

上の基準に従つてこれをしなければならない。 

第十六条の二 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことが

できる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 

○２ 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定め

る基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければな

らない。 

○３ 危険物取扱者は、第一項の規程により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗

車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。 

第十六条の三 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、

貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引

き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止の

ための応急の措置を講じなければならない。 

○２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、

警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。 

○３ 市町村長等は、製造所、貯蔵所（移動タンク貯蔵所を除く。）又は取扱所の所有者、

管理者又は占有者が第一項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に

対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 

○４ 市町村長（消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該

区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第六項において準用する第十一条の五第

四項において同じ。）は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の

規程の例により、第一項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 

○５ 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第三項又は前項の規程により応急の措置を

命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行して

も十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履

行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに

従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。 

○６ 第十一条の五第四項及び第五項の規程は、第三項又は第四項の規程による命令に

ついて準用する。 

第十六条の三の二 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の

流出その他の事故（火災を除く。以下この条において同じ。）であつて火災が発生する

おそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。 

○２ 市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、

貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所

の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求

め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の

状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物

若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。 

○３ 第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規程は、前項の場合について

準用する。 

○４ 消防庁長官は、第一項の規程により調査をする市町村長等（総務大臣を除く。）か

ら求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二

項の規程を準用する。 
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(2) 発電所敷地内における自衛防災組織の在り方（石油コンビナート等災害防止法） 

石油コンビナート等災害防止法の中では、発電所を含む事業所内の自衛防災組織に関し

て、次のとおりに定めている。「特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設

置しなければならない。(第十六条)」、「自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生

又は拡大を防止するために必要な業務（以下「防災業務」という。）を行う。この場合にお

いて、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規程により災害の発生又は

拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるもの

が行うべき業務又は職務の遂行に協力しなければならない(第十六条 ２)」。また、「特定

事業者は、その特定事業所において前条第一項に規程する異常な現象が発生したときは、直

ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定め

るところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災

害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない(第二十四条)」。 

総務省消防庁は、特定事業所に関して、第一種事業所は「大量の石油又は高圧ガスを取り

扱う事業所（石油の貯蔵量・取扱量/1 万 kl+高圧ガス処理量/200 万 m3＞1）」、第二種事業

所は「一定量以上の石油又は高圧ガス等を取り扱う事業所（石油の貯蔵量・取扱量/千万 kl+

高圧ガス処理量/20 万 m3＞1）」としている5。なお、電気事業者からは、大手電気事業者が

保有する火力発電所の場合は、ほぼ全て第二種事業者の条件を満たす、との意見をいただい

ている。 

したがって、電気事業法、あるいは電技省令の改正に関わらず、石炭を除く石油及び天然

ガスを燃料としているほとんどの発電所内には自衛防災組織の配置（十六条）と、有事の際

における応急の措置（二十四条）が義務付けられると考えられる。 

ただし、石油コンビナート等災害防止法に定める特別防災区域の中では、以下の通り、複

数の事業者により自衛防災組織の業務の一部を行うための共同防災組織を設置することが

できる。「一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共

同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるための共同防災組織

を設置することができる。(第十九条)」、「第一項の特定事業者を代表する者は、共同防災

組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防

災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければな

らない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。(第十九条 三)」、「政令

で定める基準に従つて、防災要員を配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を

設置している特定事業者は、第十六条第三項及び第四項の規程によりその自衛防災組織に

置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定めるところによ

り減ずることができる。(第十九条 四)」。 

  

                                                        
5 例えば、総務省消防庁、石油コンビナート等の防火対策、石油コンビナート等防火体制検討会第 1 回平成 24 年 7 月

12 日（資料 4） 
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表 2-14 当該事業所（発電所敷地内）における自衛防災組織の在り方 

（石油コンビナート等災害防止法） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 石油等 石油及び高圧ガスをいう。 

三 災害 火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出その他の事故又は地震、津波その他の

異常な自然現象により生ずる被害をいう。 

四 第一種事業所 石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）

に所在する事業所であつて、石油の貯蔵・取扱量を第二号イに規程する政令で定める基

準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規程する政令で

定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となるものを

いう。(編註:石油のみであれば 1 万 kW 以上の貯蔵・取扱量、高圧ガスのみであれば 200

万㎥の処理量) 

五 第二種事業所 特別防災区域に所在する事業所のうち第一種事業所以外の事業所で

あつて、政令で定める基準に従い、相当量の石油等その他政令で定める物質を取り扱い、

貯蔵し、又は処理することにより当該事業所における災害及び第一種事業所における災

害が相互に重要な影響を及ぼすと認められるものとして都道府県知事が指定するもの

をいう。(編註:石油のみであれば 1000kW 以上の貯蔵・取扱量、高圧ガスのみであれば

20 万㎥の処理量) 

六 特定事業所 第一種事業所及び第二種事業所をいう。 

第十五条 特定事業者は、その特定事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災

施設等を設置し、及び維持しなければならない。 

第十六条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならな

い。 

２ 自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な

業務（以下「防災業務」という。）を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防

法、高圧ガス保安法その他の法令の規程により災害の発生又は拡大を防止するために必

要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものが行うべき業務又は

職務の遂行に協力しなければならない。 

３ 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かな

ければならない。 

４ 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織

がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その

他の機械器具、資材又は設備（以下「防災資機材等」という。）を備え付けなければな

らない。 

第十七条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を

統括させなければならない。 

２ 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて

充てなければならない。 

３ 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業

務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管

理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。 

４ 第一種事業者は、防災管理者が当該第一種事業所内にいないときは、副防災管理者に

自衛防災組織を統括させなければならない。 

５ 特定事業者は、その選任した防災管理者（第一種事業者にあつては、副防災管理者を

含む。）に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に

関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。 

第十八条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、自衛防災組織が行うべき防災

業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。こ
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れを変更したときも、同様とする。 

第十九条 一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部

は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるための共同

防災組織を設置することができる。 

３ 第一項の特定事業者を代表する者は、共同防災組織を設置したときは、主務省令で定

めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同

防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。届け出られた事項に変

更があつたときも、同様とする。 

４ 政令で定める基準に従つて、防災要員を配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同

防災組織を設置している特定事業者は、第十六条第三項及び第四項の規程によりその自

衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で

定めるところにより減ずることができる。 

第十九条の二 二以上の特別防災区域にわたる区域であつて、地理的条件、交通事情、災

害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所

在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所

の自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるための広域的な共同防災組

織（以下「広域共同防災組織」という。）を設置することができる。 

３ 第一項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、広域共同

防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項

について広域共同防災規程を定めなければならない。 

４ 第一項の特定事業者を代表する者は、広域共同防災組織を設置したときは、主務省令

で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、

前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事（当該広域共同防災組織に係る特

定事業所が所在する区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、主務大

臣。以下この条において「都道府県知事等」という。）に届け出なければならない。届

け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。 

第二十三条 特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所

における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら

発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨

を消防署又は市町村長の指定する場所に通報しなければならない。 

２ 消防署長又は市町村長は、前項の通報を受けた場合には、直ちに、石油コンビナート

等防災計画の定めるところにより、その旨を石油コンビナート等防災本部、警察署、海

上警備救難機関その他の関係機関に通報しなければならない。 

第二十四条 特定事業者は、その特定事業所において前条第一項に規程する異常な現象

が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コン

ビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災

組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせ

なければならない。 

２ 前項の特定事業所が所在する特別防災区域の他の特定事業者は、石油コンビナート

等防災計画の定めるところにより、その特定事業所の自衛防災組織を派遣する等同項の

特定事業所における災害の拡大の防止に協力しなければならない。 
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(3) 発電所敷地内における高圧ガスの取扱い（高圧ガス保安法） 

高圧ガス保安法の中では、発電所を含む事業所内の高圧ガス設備の取扱いについて以下

のように定めている。「高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高

圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、

高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施

設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災

害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。（第三十六条）」。  

高圧ガス保安法では、「高圧ガス」の定義を概ね「ゲージ圧が 1MPa 以上となる圧縮ガス」

としている。電気事業者からは、一般的に、定格出力 1 万 kW 程度のガスタービン、汽力を

原動力とする発電所の場合は燃料貯蔵の際に 1MPa となっていることが多く、上記のほぼ全

ての発電所が高圧ガス保安法における高圧ガスの貯蔵所に該当するものと解釈できる、と

の意見をいただいている。 

したがって、電気事業法、あるいは電技省令の改正に関わらず、有事の際における応急の

措置（三十六条）が義務付けられる。なお、現地に職員を配置することについては定められ

ていない。 

表 2-15 定義（高圧ガス保安法 第二条） 

（定義） 
第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 
一 常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう。以下同じ。）が一メガパスカル以上と
なる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五
度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。） 

二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであ
つて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が
〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス 

三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にそ
の圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合
の温度が三十五度以下である液化ガス 

四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化
ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政
令で定めるもの 

表 2-16 製造の許可等（高圧ガス保安法 第五条） 

（製造の許可等） 
第五条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならない。 

一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積（温度零度、圧力零パス
カルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。）が一日百立方メートル（当該ガスが政
令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの
種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値）以上である設備（第五十六条の七
第二項の認定を受けた設備を除く。）を使用して高圧ガスの製造（容器に充てんするこ
とを含む。以下同じ。）をしようとする者（冷凍（冷凍設備を使用してする暖房を含む。
以下同じ。）のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」
という。）第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする
者を除く。） 

二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷
凍能力が二十トン（当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあ
つては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値）以上の
もの（第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。）を使用して高圧ガスの製造
をしようとする者 
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表 2-17 製造の許可等（高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内

規）、第５条関係（製造の許可等） ） 

（１）法第５条第１項第１号の設備の処理容積の算定は、設備の公称能力、設計能力等名

目的な能力によるものでなく、電力事情、原料事情、企業操業状況、その他設備の外的

条件による制約とは無関係に設備自体の実際に稼働しうる１日（２４時間）の能力によ

るものとする。 

なお、具体的な高圧ガス処理能力の算出については以下のとおり処理されたい（平成 

９年４月１日以降の許可等のものにのみ適用する）。 

①  事業所に係る高圧ガスの処理能力は、各々の高圧ガス設備に係る各々の処理設備の

処理能力を合算（冷凍事業所を除く。）するものとする。 ただし、事業所内の一つの

製造施設について、その製造設備の処理能力が１００立方メートル（高圧ガス保安法施

行令第３条表第１号上欄に掲げるガスにあっては３００立方メートル）未満である製造

施設であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもの（用役の用に供する窒

素及び空気の通る配管で接続され、かつ、緊急時に当該ガスの供給を遮断する措置が講

じられている場合を含む。）で、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのな

いものにあっては処理能力を合算しなくてよいものとする。 

なお、製造施設の処理能力を合算しない場合、当該製造施設は法第５条第２項の適用

を受けるものとする。既に法第５条第１項の許可を受けた施設の一部を、製造施設の

処理を合算しないことにより法第５条第２項に係る届出を行う場合にあっては、当該

届出にあたり、許可の際に添付した図面等を省略することができる。 

② 計算について 

（イ） 設備能力、公称能力の２４時間値を採用することができるのは、設備を最大稼 

働した場合のそれぞれの処理設備の処理能力と公称又は設計能力との差が少な

い場合に限る。 

（ロ） 付属冷凍は、圧縮機、蒸発器、凝縮器等の高圧ガス処理量計算の例により合算 

するものとする。 

（ハ） 処理量は、理想気体換算とする。（単位Ｎｍ３／日） 

ただし、コールド・エバポレータについては液量によるものとする。 

（ニ） 高圧ガスと高圧ガス以外の混合物にあっては、高圧ガスのみを算出対象とする。 

表 2-18 事故時における応急の措置（高圧ガス保安法 第三十六条） 

（危険時の措置及び届出） 

第三十六条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの

消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガ

スの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設

又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める

災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 
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2.3.3 サイバーセキュリティ（電気事業法、サイバーセキュリティ基本法） 

遠隔常時監視制御方式を適用する発電所が増加した場合は、当然ながらサイバー攻撃の

リスクも増加する。発電所のサイバーセキュリティの確保に関しては、電技解釈第一五条の

中で明確に定められている。 

経済産業省は、本検討以前からサイバーセキュリティに関する対策を検討しており、電気

設備自然災害等対策ワーキンググループ（平成 26 年）にて、ガイドラインの策定が提言さ

れていた。また、「電力分野のサイバーセキュリティガイドラインについては、現在のセキ

ュリティリスクに鑑み、事業者の自主保安の充実化を補完する役割を担っている民間規格

として、策定を民間規格策定団体等に委ねること。」と、報告された。 

これを受け、日本電気技術規格委員会（JESC）の情報専門部会では、サイバーセキュリテ

ィ基本法と併せて、国内の電気事業者及びサイバーセキュリティ専門組織の知見を踏まえ、

電力制御システムセキュリティガイドラインを策定した。本ガイドラインは、法的拘束力は

ないものの、電気設備の技術基準の解釈に引用されており、サイバーセキュリティを考える

うえでの勧告的事項等が定められていることから、国内の大手電気事業者の全てが踏襲し

ているものと考えられる。 

 

 なお、下表は発電所におけるサイバーセキュリティの確保の根拠法令及びサイバーセキ

ュリティ対策の検討経緯について示している。 

 

表 2-19 サイバーセキュリティの定義（サイバーセキュリティ基本法第二条） 

第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式（以下この条において「電磁的方

式」という。）により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報

の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並び

に情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要

な措置（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体（以下

「電磁的記録媒体」という。）を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の

防止のために必要な措置を含む。）が講じられ、その状態が適切に維持管理されてい

ることをいう。 

 

表 2-20 サイバーセキュリティの確保（電技省令第十五条） 

 【サイバーセキュリティの確保】 

第 15 条の 2 電気工作物（一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の

用に供するものに限る。）の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に

危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業に係る電気の供給

に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法

律第 104 号）第 2 条に規程するサイバーセキュリティをいう。）を確保しなければな

らない。 
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表 2-21 サイバーセキュリティ対策の検討経緯（電技省令第十五条の解説） 

 経済産業省が平成 25 年度に実施した「次世代電力システムに関する電力保安調査」で

は、その当時まで電力の安定供給に影響を与えたサイバーセキュリティインシデントは

発生しておらず、現状の対策は一定の評価ができるものの、今後は事業環境変化を踏まえ

たサイバーセキュリティ対策の検討が必要とされた。また、産業構造審議会保安分科会電

力安全小委員会電気設備自然災害等対策ワーキング中間報告書（平成 26 年 6 月）では、

サイバーセキュリティガイドラインの策定が提言された。さらに、平成 27 年 6 月の産業

構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第 10 回）において、今後更なる IT 技術の高度

化や電力システム改革の進展により、外部通信ネットワークとの相互接続機会の増加が

見込まれるところ、これにより、セキュリティリスクの蓋然性は高まることが見込まれる

等等の指摘があった。その上で、サイバー攻撃等による電気設備の事故等の未然防災対策

が重要な課題であり、サイバー攻撃等を新たな外生的脅威（リスク）と捉え、電気事業法

体系下の保安規制に組み入れて制度的に担保されるべきことが確認された。これを受け、

本条文を追加し、電気工作物におけるサイバーセキュリティ対策を求めることとした。 
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2.4 分散型火力発電所の遠隔常時監視制御方式拡大の考え方 

2.4.1 各管理を所管する法規制 

前節の通り、分散型火力発電所の遠隔常時監視制御方式拡大については、様々な法令を考

慮して検討を行う必要がある。発電所敷地内における発電設備の管理に関しては、経年劣化、

自然災害、サイバー攻撃といったハザードを起因とした異常事象を発見するための「監視」

と発電所の稼働の緊急停止を含めた「制御」が、電気事業法・電技省令において求められて

いる。そして、「制御」が困難、あるいは間に合わなかった場合の事故の「応急の措置」に

関しては、発電所敷地内及び敷地外の自衛消防組織による「処置」が、消防法において求め

られている。 

上記を整理すると下表のとおりとなる。 

 

表 2-22 各管理を所管する法規制 

 内容 参考法令 

監視 

経年劣化、自然災害、サイバー攻撃といったハザードを起

因とした異常事象（配管からの燃料漏洩等）を、技術員が発

見するために、現地の巡回やセンサー等の設備を利用するこ

とにより発電設備の状態を確認すること。 

電気事業法 

（電技省令） 

制御 

発見された異常事象の拡大を防ぐために、発電所の設備を

緊急的に停止することや、一部の系統を隔離操作（バルブや

ポンプの操作を含む）するなど、異常の状態に応じた操作の

こと。ただし、発電所で稼働している運転プログラムのパラ

メータ設定の調節・変更等は含めないこととする。 

電気事業法 

（電技省令） 

処置 

 異常事象が進展した際や自然災害等の事故が発生した際

に、燃料漏洩等の異常事象の拡散の防止、流出した危険物（燃

料等）の除去その他災害の発生防止を目的とした対応のこ

と。 

消防法等 

出所：各種法令を参考に三菱総研が作成 

 

2.4.2 遠隔常時監視制御方式の類型化 

 本検討では、電気事業法が所管する人員配置と消防法が所管する人員配置を区別するた

め、3 つの監視制御方式に類型化した。TypeB が遠隔常時監視制御方式、TypeC が無人運転

に相当する。なお、Type A は、比較対象として、遠隔常時監視制御方式を全く導入してい

ない日本の一般的な管理体制について示した。類型化した Type の概要を下図に示す。 
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図 2-5 遠隔常時監視制御方式の類型化と管理体制のイメージ 

出所：各種法令を参考に三菱総研が作成 

1) Type A（現行の法規制：常時監視方式が該当） 

Type A は、我が国を含む一般的な発電所の管理体制である。発電所敷地内に技術員と自

衛消防組織が配置されており、技術員は常時監視、あるいは適切な間隔で随時監視を行い、

自衛消防組織は敷地内での異常事象に備え待機している。現時点での発電所の監視は敷地

内にある制御室から常時監視を行っていることが一般的である。なお、敷地内の自衛消防組

織とは別途、敷地外にも 30 分以内で敷地内に駆け付け可能な範囲内に消防組織を配置して

いることもある。 

2) Type B（電気事業法・電技省令が一部改正された場合：遠隔常時監視制御方式が該当） 

Type B は、遠隔常時監視制御方式を導入し敷地内の技術員を配置していない管理体制で

ある。電技省令第四十六条が省令改正され、比較的大規模な発電所においても遠隔常時監視

制御方式が導入された近い将来を示している。この場合、発見・制御は遠隔地（駆け付け 30

分から以上の遠方）から行われるが、消防法に基づき敷地内外の組織に関しては、Type A と

同様に配置している。本検討では、主に Type B を対象として検討を進めることとする。 

3) Type C（遠隔常時監視制御方式が該当。Type B と異なり敷地内に常駐員がいない状態。） 

 Type C は、Type B からさらに敷地内の人員を削減した管理方式である。現在は、電気事

業法及び消防法等の法令に抵触するため、実現は困難である。 



 

29 

 

3. 諸外国における分散型火力発電設備等の遠隔常時監視制御に関する実態調査 

 「平成２７年度未利用エネルギー等活調査（発電用火力設備 に関する保安技術等動向調

査）」では、遠隔監視機能付きの小規模バイオマスボイラーや ORC6発電設備が導入され、

かつ時間帯を限定した無人運転が行われている、と報告している。海外で遠隔常時監視制御

方式の先行事例が存在するならば、本検討を行う上で、その国での法規制や管理体制の考え

方が参考になると考えた。 

そこで、本章では、我が国の遠隔常時監視制御方式に係る規制を検討する上での、「遠隔

監視等に関する現状の法規制」、「発電所を対象とした遠隔監視事例及び発電所の管理体制」

について、調査・検討を行った。 

3.1 海外調査のポイント 

 本事業においては、我が国の発電所における遠隔常時監視制御方式の導入拡大にあたり、

消防法を根拠とした敷地内外の消防組織（有事の際に駆け付けを行うもの）を維持しつつ、

電技省令改正を想定した敷地内技術員の配置が論点となる。本章では、以下の項目に考慮し

て、調査を行った。 

(1) 法規制（Act 及び Law7, Regulation8）と規制当局の関係 

 欧州の場合は、我が国と異なり発電所といった事業分野別の保安規制体系ではなくなく、

設備別（例えばボイラー）に保安・労働安全を検討している。このため、法律に関しても電

気事業に係る法令ではなく、労働安全に係る法令の直下で発電所の遠隔常時監視制御方式

が規制されている場合がある。そこで、はじめに、関連する法規制である Act, Law, Regulation

及び規格（Standard）といった文書の特定、文書相互及び規制当局との関係性を調査した。 

(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制（Act 及び Law, Regulation） 

 前項で整理した法規制（Act, Regulation, Standard）の条文のうち、遠隔常時監視制御に関

連する記載事項を抜粋し、整理した。特に、事業者が直接参照する Standard9に関しては、対

象とする設備、常時監視（Attended）・常時ではない監視（定期監視、Unattended）の条件

（技術員が敷地内・On-site で常駐すること、定期監視する間隔等）について、具体的に調査

した。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

 技術員等の人材不足は、特に先進国共通的な問題点であり、本検討のように先端技術（セ

ンシング機器、IoT 等）を駆使し、従来は人の五感により保守点検していたところを、機器

                                                        
6 Organic Rankine Cycle（オーガニックランキンサイクル）：蒸気タービンと同じくランキンサイクルによる発電方式

の一種である。蒸気タービンとは異なり触媒は水ではなく、有機媒体（シリコンオイル等）を利用して発電を行う。 

7 法的な枠組みを示す文書を指す。 

8 法的な枠組みのうち、一部分をより具体化した文書を指す。 

9 規制において事業者等が順守・適合するべき具体的な基準を文書化したもの。 
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に置き換えを行う試みは、将来的に需要が高まるものと考えられる。そのため、遠隔常時監

視制御に関する法規制緩和の可能性についても聞き取りを行った。 

(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

実際に、遠隔常時監視、あるいは遠隔常時監視制御方式を導入している事例について、調

査した。 

(5) 遠隔常時監視制御に関する規制の考え方 

これまでの海外調査結果を踏まえ、発電所に遠隔常時監視制御方式を導入するにあたっ

ての諸外国の考え方を整理し、本検討への示唆を抽出した。 

3.2 調査対象国の選定 

調査対象国に関しては、過年度調査（平成 25 年度）の調査対象国を参考に、地域の多様

性の観点から、アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリア

を選定した。 

表 3-1 海外調査対象国の選定結果 

候補国 地域 対象国 備考 

アメリカ 北米 〇 

過年度調査（平成 25 年度）により“遠隔常時監視制御
方式”の導入事例を確認済み。 

ドイツ 西欧 〇 

イタリア 南欧 〇 

スウェーデン 北欧 〇 

2030 年にかけてスマートグリッド、広域監視制御、情
報セキュリティについてアクションプラン（STATENS 

OFFETLIGA UTREDNINGAR10）として検討 

オーストラリア 豪州 〇 
事前に、遠隔常時監視制御方式を導入している事業者
を特定した。 

出所：「平成２７年度未利用エネルギー等活調査（発電用火力設備 に関する保安技術等動向調査）」を参

考に三菱総研が作成 

 

  

                                                        
10 STATENS OFFETLIGA UTREDNINGAR”The Swedish action plan for smart grid”,        

https://cleanenergysolutions.org/sites/default/files/documents/widegren_karin_isgan_webinar_1_21_15_0.pdf 

（閲覧 2018 年 12 月） 
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3.3 調査方法  

インターネット上等の公開文書及び規格類を中心とした文献調査及び電話や現地訪問に

よるインタビュー調査を実施した。なお、サイバーセキュリティ対策に関しては、国際規格

である IEC の中で、標準的な考え方を示しているため、そちらについても参考とした。海外

調査における対象文献は下表のとおりである。 

表 3-2 海外調査における対象文献 

対象国 対象文献 （（）内は仮訳） 

アメリカ 

 Bill of Rights Amendment x（権利章典 修正第 10 条） 

 ASME CSD-1 

 NFPA 85 

 Ohio Administrative Code （ミネソタ州条例）  

 Minnesota Administrative Rules（ミネソタ州規則） 

 California Code of Regulations（カリフォルニア州条例） 

 Seattle Municipal Code（シアトル市条例） 

ドイツ 

 Arbeitsschutzgesetz（Occpational Safety and Health at Work、雇用保護
法） 

 Betriebssicherheitsverordnung（産業安全衛生規則） 

 Technischen Regeln für Betriebssicherheit  2141（Technical rules for 

operational safety 2141、TRBS 2141、産業安全技術規則 2141） 

イタリア 

 Regio Decreto del 12 maggio 1927 n. 824 

 D.Lgs. 25 Febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in 

materia di attrezzature a pressione. 

 UNI11325-3:2018 

スウェーデン 

 Arbetsmiljölagen（1977:1160）（The Work Environment Act

（1977:1160）,労働環境法） 

 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) （The Work Environment Ordinance

（1977:1160） ） 

 Arbetsmiljöverkets författningssamling(AFS 2017:3) 

オーストラリア 

 Occupational Safety and Health Act 1984(Western Australia) 

 Occupational Safety and Health Regulations 1996(Western Australia) 

 AS2593 

その他 
 EU directive 

 IEC 62443 

出所：各種法規制を参考に三菱総研が作成 
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3.4 調査結果 

本節では、はじめに国際規格及び EU 規格のうち、本検討に直接関連する文書について、

整理を行い、その上で対象 5 か国（アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オースト

ラリア）の調査を行った。 

3.4.1 国際・地域規格 

(1) 国際規格（IEC 規格） 

 発電所の制御システムのサイバーセキュリティに関しては、IEC62443（CSMS11基準）に

おいて、システム及びネットワーク、コンポーネント12のセキュリティレベル基準が定めら

れている。なお、欧州の場合、制御システムセキュリティには、認証スキームが導入されて

おり、民間組織が認証活動を行い認証を与えていることもある。わが国の場合、一般財団法

人あるいは欧州同様に認証機関が、発電事業者が所有する発電所の制御システムのサイバ

ーセキュリティのマネジメントシステムが国際標準に適合しているかを評価し、その結果

に応じて CSMS 認証を与えている。 

(2) EU 規格（EU Directive） 

1) 圧力機器指令（Pressure Equipment Directive, PED）97/23/EC  

欧州委員会（European Commission）は、1997 年に圧力機器指令（Pressure Equipment Directive, 

PED）97/23/EC を発行している。PED では、最大許容圧力が 0.5Bar（0.05MPa） を超える圧

力機器・発電ボイラー（容器、配管等）に適用される品質保証の基準を示している。PED で

は、遠隔常時監視制御方式及び無人運転を明示的には許可、禁止しておらず本検討に直接関

与する文献ではないが、EU 加盟国であるドイツ、イタリアなどの国々では、常時監視

（Anattended）、常時ではない監視（定期監視、Unattended）かを区別する際、圧力機器の最

大許容圧力 0.5Bar を踏襲していることが多い。なお、EU Directive で定められた基準を、EU

加盟国が個別に解釈し、同等、もしくはそれ以上厳しい基準を国内法として置き換えている。 

2) EN12952 

ボイラーの安全規格としては、EN12952 が挙げられる。EN12952 は、水管ボイラー13の運

転時における危険性を最小限に抑えるための設計、製造、試験方法について定めている。本

規格は、各国の圧力機器・ボイラーの規格を作成する際に参考とされており、一部では最大

で 72 時間の常時監視が不要となる（すなわち、定期監視の間隔が 72 時間）。 

  

                                                        
11 Cyber Security Management System for IACS(Industrial Automation and Control System)、制御システムに関するセキュリ

ティマネジメントシステム 

12 IT 分野の場合、通常、ソフトウェア・システム・機器を構成する部品や要素を指す。 

13 ボイラー内に球体の空間を設け、多数の水管でそれらをつないだ構造となっている。水管のまわりを燃焼ガスであた

ためることにより蒸気を発生させる。 
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3.4.2 アメリカ  

アメリカの場合、Bill of Rights（権利章典）の Ammendment X（修正第 10 条）により、連

邦法で禁止していない事項以外は、発電所の保安も含め各州に権限委譲されている。そこで、

アメリカに関しては、文献調査の中でボイラーを有する施設の監視方式について、条文で明

記されている州を調査した。 

(1) 法制度と規制当局の関係 

 アメリカの各州では、産業保安を所管する部署がボイラーの監視方式に関する条文を発

行している。本事業において調査した州の場合、下表のとおりとなる。 

表 3-3 アメリカ各州における対象条例 

対象州 規制当局 法制度 

オハイオ州 
 Department of Commerce of the State of 

Ohio 

 Ohio Administrative 

Code   

ミネソタ州 
 Department of Labor and Industry of the 

State of Minnesota 

 Minnesota 

Administrative Rules 

カルフォルニア州 
 Department of Industrial Relations of the 

State of California 

 California Code of 

Regulations 

ワシントン州 

シアトル市 
 Department of Planning and Development 

 Seattle Municipal 

Code 

(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制 

火力発電設備の遠隔監視に関して、米国では、ボイラー設備の運転監視に関する規則や基

準として規制の事例が存在しているが、それは連邦政府レベルではなく、通常各州の行政規

則（Administrative Code）で、また場合によっては（ワシントン州、ニューヨーク州などで

は）市町村レベルで規則が指定されている。 

アメリカ機械学会（ASME）は規格 CSD-1「自動燃焼ボイラー用の制御装置と安全装置」

を提供している。この規格は一部の州（オハイオ州など）において行政規則で参照されてお

り、ボイラーの無人運転に適用されている（12,500,000 BTU /hr（3.6 MW）未満と以上の場

合によって要件が異なっている）。 

 

ASME はその他に、ボイラーおよび圧力容器コード（BPVC、Boiler Construction コードと

も呼ばれる）を発行しており、これは 3 年ごとに更新されている。このボイラーおよび圧力

容器コードには、「VI Heating Boiler の管理と運転のための推奨規則」「VII Power Boiler

の管理のための推奨ガイドライン」という 2 つのセクションがある。このコードは米国のす

べての州に適用されるが、これは設計および建設を目的としており、実際にボイラーの有人

監視（又は検査）のための規則を定義しているわけではない。 

その他、全米防火協会（The National Fire Protection Association）の基準である「NFPA 85：

ボイラーおよび燃焼システムハザードコード」は、12,500,000 BTU/hr 以上のボイラーで使

用される設備を指定しているが、NFPA についても遠隔常時監視制御や無人運転の許可その

ものを行うものではなく、常時監視が免除されるための条件として使用されるべき安全装

置をこの行政規則で定義している。 
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1) オハイオ州 

オハイオ州法では、ボイラー運転時の監視に関連する内容が、「Ohio Administrative Code  

4101:4 Boiler Inspection: Ohio Boiler and Pressure Vessel Rules Chapter 4101:4-10 Operators」に

おいて規程されている。これはオハイオ州商務省建築基準委員会（上院議員の助言と同意を

得て知事によって任命された 15 人のメンバー）によって発行されている。 

ここでは、基本的には常時監視（continuous, manned attendance）が必要とされているもの

の、12,500,000 BTU /時（3.6 MW）未満の非固形燃料上記ボイラーの場合には"ASME CSD-

1"に適合することで、また 12,500,000 BTU /時（3.6 MW）を超えるボイラーについてはそれ

に加えて"NFPA 85"への適合やハザードアセスメントを実施することなどによる除外規程

が存在している。 

2) ミネソタ州 

ミネソタ州法では労働産業省によって、ボイラー運転時の監視に関連する内容が、

「Minnesota Administrative Rules Chapter 5225 Part 225.1180」においてプラントの出力別に規

程されている。特に、51〜500 馬力の高圧ボイラーに関しては、一定の要件を満たすことで、

「遠隔監視（Remote monitoring program）が可能である」と規程されている。 

ミネソタ州の消防法（2015 - Minnesota Fire Code14）では、火災・爆発、生命に危険を与え

る条件、消火および警報機、緊急活動時の消防士の安全に関し、構造物、プロセス、敷地、

および予防措置について定めるものとされており（第 1 章 101.2「スコープ」）、操業許可、

検査、保守、緊急時の対応等について規定している。 

「第 3 章一般要件」において、ボイラー室の要件等が定められている（第 3 章 315.3）。

また、発電所（Electric generation plants）は「工場工業グループ F-1」として中度ハザード建

築物（Factory Industrial F-1 Moderate-hazard occupancy）に分類されている。F-1 建築物に対し

て課される要件としては、「自動スプリンクラーシステム（第 9 章 903.2.4）」や「煙・熱の

除去（第 9 章 910.2.1）」等がある。 

また、第 80 章では参照すべき規格一覧がまとめられており、ボイラー関連として、下記

2 件が含まれている。 

✓ ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Sections I, II, IV, V & VI, VIII) 

✓ Boiler and Combustion System Hazards Code（NFPA85） 

 

ASME 規格については、有害物質（第 50 章 5003.2.1）、圧縮ガス（第 53 章 5303.2）およ

び減圧装置（第 53 章 5303.3）、可燃性液体（第 57 章 5704.2.13.1.5）等の保存に利用するコ

ンテナ、シリンダ、タンク等の製造に関し、準拠すべきことが求められている。 

このほか、高層ビル等に対して「火災制御センター（Fire command center）」の設置が義

務付けられている（第 50 章 508）。火災制御センターとは、有人または無人で検知、警報、

コミュニケーションの状況の監視と、各種システムのマニュアル制御を実施するための場

所であると定義されている（第 2 章）。この火災制御センターは対象となる建築物からは離

れた場所に設置する必要があり、国際建築基準法（International Building Code）の第 707 条

または第 711 条に従って建築された防火壁から 1 時間以内の場所と定められている。しか

                                                        
14 https://codes.iccsafe.org/content/MFC2015 



 

35 

 

しながら、ボイラーを設置するプラント等に対する設置義務は明示的には規定されていな

い。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

オハイオ州では、遠隔常時監視制御方式が採用されている火力発電所はあるが、いずれの

火力発電所も onsite での駆け付け要員を補助（secondary）する役割である。オハイオ州では、

規制変更の動きはなく、今後も、現行の考えと同様に遠隔常時監視制御は、onsite での駆け

付け要員を補助（secondary）する位置づけを担うと考えられる。 

(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

PJM（Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection）は、イリノイ州インディアナ州、

ケンタッキー州、メリーランド州、ミシガン州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、

オハイオ州、ペンシルベニア州、テネシー州、バージニア州、ウェストバージニア州、およ

びその地区の全部または一部に電力を供給する米国の地域送電機関（RTO：Regional 

Transmission Organization）である。 

機関名称は、1927 年に PA-NJ Interconnection（ペンシルベニア州の略が PA、ニュージャ

ージー州の略が NJ）として設立された後、1956 年にペンシルベニア - ニュージャージー - 

メリーランド相互接続（PJM）と改名されたことによる。 

PJM では「Manual 14D Generator Operational Requirement」を策定・公開している（January 

1, 2017）。 
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3.4.3 ドイツ  

(1) 法制度と規制当局の関係 

ドイツでは、発電所の運用に関しては、連邦経済・エネルギー省15が所管している。ただ

し、発電所内の圧力機器・ボイラーの監視に関しては、連邦労働社会省16が所管している。

連邦労働社会省は、雇用保護法17に基づき、産業安全衛生規則18を策定し、それを踏まえ、

産業安全技術規則19を策定した。産業安全技術規則の 2141 には、ボイラー運転時の監視に

関連する内容が記載されている。 

(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制 

ドイツでは、ボイラー運転時の監視に関連する内容が、操作上の安全のための技術規則で

ある「TRBS（産業安全技術規則）2141」の「第 1 部（許容パラメータからの逸脱時におけ

る耐圧壁の破損）」において規程されている。なお、本規制は、連邦労働社会省 によって

発行されており、雇用保護法及び産業安全衛生規則の下位に位置する技術基準として定め

られている。 

ここでは、基本的には常時監視を必要とされているものの、適切な点検要員が配置され、

かつ蒸気ボイラーシステムの機器が十分な保守点検を受けているなどの条件を満たしてい

る場合は、常時監視なしで 72 時間運転することができる。（常時監視の要否に関する規定

であり、遠隔監視の可否に関する規定ではない。） 

また海外消防情報センターによる調査（2010 年）によると、ドイツの消防を管轄するの

は自治体であり、消防に関する事項は立法権・行政権ともに州に帰属し、各州の法律に基づ

き自治体が実施している20。同報告書によると、州の消防法が定める主な消防の職務は、消

火活動、救助活動、大規模災害への対応、予防査察、建築物の建築および危険物取り扱いに

関する防火安全対策に係る許認可、火災予防指導等となっている21。一方、連邦政府が消防

との関わりにおいて所管している分野としては、労働者保護法および建築基準法準則とい

ったものがあり、労働者保護法の下位にある政令により消火設備、火災完治、警報設備、避

難設備に関する規制を行なっている22。 

ドイツの消防に特徴的な点の一つとして、各州の消防・防災・救済法に基づき、事業所に

よる自衛消防組織からなる消防隊（事業所消防）の設置がある。ヘッセン州の例では、州行

政管区により、火災もしくは爆発の高い危険がある、または、その他の危険がある工場等の

事業所については、相応の能力を持つ消防を設置し、運営することを義務付けることができ

るとされている。事業所消防は、事業所施設における消火活動と一般救助という公共の任務

                                                        
15 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/ BMWi, Bundesministerium fuer wirtschaft und Energie 
16 Federal Ministry of Labor and Social Affairs/ BMAS, Bundesministrium für Arbeit und Soziales 
17 Safety and Health at Work Act/Arbeitsschutzgesetz 
18 Betriebssicherheitsverordnung 
19 Technischen Regeln für Betriebssicherheit/ Technical rules for operational safety 
20 http://www.kaigai-shobo.jp/pdf/02Germany.pdf, (p. 22) 
21 Ibid. (p. 24) 
22 Ibid. (p. 25) 

 

http://www.kaigai-shobo.jp/pdf/02Germany.pdf
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をおうこととされている23。 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州(NRW)の「消防・支援・市民保護法24（Act on Fire 

Protection, Assistance and Civil Protection）」では、火災リスクのある工場において、州行政管

区は自治体との審議により、工場消防の設置および維持を行うこととされており、専属の職

員を配置しなければならないとされている（第 16 条）。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

特にドイツでは環境規制の性能要件が強い反面、革新的なソリューションの可能性に対

する制限が生じるのを防ぐという考え方から、火力発電所の遠隔制御についても特に規制

は存在していない。一方、遠隔常時監視制御そのものを促進させる動きも特に見られない。 

(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

ドイツにおける遠隔常時監視制御の運用事例は次のとおりである。 

  

                                                        
23 http://www.kaigai-shobo.jp/pdf/02Germany.pdf, (p. 40) 
24 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=61120160624160758031 
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1) Borich の事例 

Borich の施設では、バイオガスのコジェネレーションシステム25の遠隔常時監視制御方式

を導入している。有事の際には、Medl 社から技術者が駆け付けることとなっている。Borich

の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-4  Borich の事例（ドイツ） 

Location  Broich, Müllheim and der Ruhr, Germany 

Type of power plant  Biogas CHP 

Capacity 3.3 MWth, 3.3 MWe 

Start of operation  2014 

Purpose and background Supply of heat and electricity to city district 

Operator  Medl (gas and electricity provider for Mülheim,) 

Suppliers  Viessmann (CHP), Siemens (automation and 

SCADA) 

Remote operation  Innogy/RWE has full remote control of the plant as the company 

still owns the distribution network of the city of Müllheim. In case 

of an incident, technicians from Medl are automatically alerted by 

an app on their phone. Other co-generation plants of Medl are also 

controlled by RWE. 

Demonstration of 

safety 
Inspection every year 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

2) Bilstein の事例 

Bilstein の施設では、ORC の遠隔常時監視制御方式を導入している。Bilstein の事例の概要

は次のとおりである。 

表 3-5  Bilstein の事例（ドイツ） 

Location  Hohenlimburg, Germany 

Type of power plant  ORC (vaporization of ethanol) 

Capacity 5.3 MWth, 300 kWe 

Start of operation  2014 

Purpose and background Recover waste heat from the steel annealing plant 

Operator  Devetec (Bilstein (owner of the steel mill) 

Suppliers  Devetec (ORC equipment), Siemens (PLC) 

Remote operation  Full automatic operation and remote control of the plant. Bilstein 

personal has access vie mobile phone or PC Data transmission by 

UMTS exclusively Inspection by Bilstein 3 times per week (once 

before the weekend), personnal is present on-site because of the 

steel mill Noise and vibration sensors for the engine. 

Demonstration of 

safety 

There was an initial assessement ofconformity followed by 

regular evaluation of risk assessment. 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

                                                        
25 コジェネレーション（熱電併給、Combined Heat and Power、CHP）：天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エ

ンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムを指す。資源エネ

ルギー庁によると、回収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、冷暖房・給湯などに利用でき、熱と電気を無駄

なく利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約 75=80%と、高い総合エネルギー効率が実現可能、としてい

る。 
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3) Ford の事例 

Ford の施設では、天然ガスのコジェネレーションシステムの遠隔常時監視制御方式を導

入している。Ford の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-6  Ford の事例（ドイツ） 

Location  Saarlouis, Germany 

Type of power plant  Natural gas CHP 

Capacity 30 MWth, 22 MWe 

Start of operation  2018 

Purpose and background Recover waste heat from the steel annealing plant 

Operator  Steag (plant is owned by Ford) 

Suppliers  Steag (plant), Siemens (turbine and automation) 

Remote operation  Full remote control of the plant by Steag from its control center in 

Saarbrücken 

Demonstration of 

safety 
Periodically Inspection and Certificate 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 
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3.4.4 イタリア 

(1) 法制度と規制当局の関係 

イタリアでは、発電所の運用に関しては、経済発展省26が所管している。ただし、発電所

内の圧力機器・ボイラーの監視に関しては、労働社会政策省27が所管している。労働社会政

策省は、2014 年に発行された EU Directive である PED に基づき、PED 実施規則28 を発行し

た。それを踏まえ、イタリア熱技術委員会29は、発電用の蒸気ボイラーを対象とした規格

（UNI11325-3:2018）を作成した。 

UNI11325-3:2018 には、蒸気ボイラーの常時監視、常時ではない監視（定期監視）の基準

を 0.5Bar（0.05MPa）と示している。なお、基準を圧力としている点については、蒸気ボイ

ラーの使用が盛んであった時期の国王発令30が基となっている。 

(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制 

イタリアでは、ボイラーの監視に関して、「UNI/TS(イタリア規格協会技術規則) 

11325」において規程されている。本規格はイタリア規格協会により発行され、イタリア熱

技術委員会(Comitato Termotecnico Italiano,CTI)により改定されている。 

UNI/TS11325の5章では、ボイラー室もしくは中央制御室において、連続的にボイラー室

を監視し、運転する方法が定められている。6章では、24時間から最大72時間までの連続監

視なしでの運転方法が定められている。欧州圧力機器指令(PED)のもとで評価された機器

の場合、少なくとも72時間ごとに定期検査を行えば、最大72時間は連続監視なしの運転が

できると定められている。 

またイタリア内務省は 2015 年 8 月、火災防止のための安全活動について新しいアプロー

チを含む「火災予防規則（Fire Prevention Code）」を施行した。この規則により産業用建物

のほか火災リスクのある活動についてイタリア消防サービスによる検査対象となる。この

新規則の目的は、防火設計について定量的なリスク評価を実施し、需要可能なレベルまで火

災リスクを低減させることである31。 

かつては、火力発電所について「火災防止活動 74-液体燃料火力発電：省令 28/4/2005（液

体燃料による加熱システムの設計、建築、運用における火災防止に関する技術規制）」に定

められていたという32。 

火災予防規則の対象は、「2011 年 8 月 1 日大統領令（Decreto del Presidente della Repubblica 

                                                        
26 Ministry of Economic Development/ Ministero dello Sviluppo Economico 
27 The Ministry of Labour and Social Policies/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
28 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. 
29 CTI: Comitato Termotecnico Italiano 
30 Regio Decreto del 12 maggio 1927 n. 824 

31 “THE NEW ITALIAN FIRE CODE: A MORE PERFORMANCE BASED APPROACH TO FIRE SAFETY 

DESIGN”, 

https://www.researchgate.net/profile/Piergiacomo_Cancelliere/publication/318054977_ID_108_Cancelliere_Italian_

Fire_Code_Final_Paper/data/5957807ea6fdcc2beca6bb5d/ID-108-Cancelliere-Italian-Fire-Code-Final-Paper.pdf 
32 http://antincendio-italia.it/norme-prevenzione-incendi/ 
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1 agosto 2011, n. 151）」の付録 I に定められており、1 立法メートルを超える可燃液体を利

用する固定装置による火力発電所もこれに含まれている33（付録 I - 48）。規定の内容として

は、火災安全設計、リスクプロファイルの策定、防火対策、技術規則等が定められている。

オーストラリアと同様、イタリアの消防法も性能要件を満たすことができれば、代替手段を

適用することもできる部分が認められている（G1.3）。 

「S5. 火災安全管理」において、事業者の活動内容は生命、資産、環境に与えるリスクに

応じて分類され、それらに従って実施すべき要件が規定されている。必要に応じ、緊急管理

センターの設置がされており、その要件は次のとおりである（S.5.6.7）。 

しかしながら、緊急管理センターの人員体制については、明確な規定が行われていない。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

 遠隔常時監視制御そのものを促進させる動きは、特にない。 

別途、圧力機器・ボイラーの劣化要因を分析し、定期監視の間隔を長期化・適正化しよう

と試みている。 

(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

 イタリアにおける遠隔常時監視制御の運用事例は次のとおりである。 

  

                                                        
33 https://www.certifico.com/component/attachments/download/382 
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1) Zignago の事例 

Zignago の施設では、バイオマスのコジェネレーションシステム34の遠隔常時監視制御を

行っている。Zignago の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-7  Zignago の事例（イタリア） 

Location  Fossalta di Portogruaro, Italy 

Type of power plant  Biomass CHP 

Capacity 4.5 MWth, 17.9 MWe 

Start of operation  2012 

Purpose and background The plant was set up in a former sugar refinery to power a glass 

plant (belonging to Zignago group) and the villages around. The 

plant can run on wood, residual agricultural products, dedicated 

crops. 

Operator  Zignago Power 

Suppliers  AET (boiler), Siemens (turbine, PLC) 

Remote operation  Remote control of the plant from the control room 

Demonstration of 

safety 

Compliance with established procedures of maintenance and 

inspection 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

 

  

                                                        
34 コジェネレーション（熱電併給、Combined Heat and Power、CHP）：天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エ

ンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムを指す。資源エネ

ルギー庁によると、回収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、冷暖房・給湯などに利用でき、熱と電気を無駄

なく利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約 75=80%と、高い総合エネルギー効率が実現可能、としてい

る。 
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2) PowerCrop Russi の事例 

PowerCrop Russi の施設では、バイオガス及びバイオガス発電の遠隔常時監視制御を行っ

ている。PowerCrop Russi の事例の概要は次のとおりである。 

 

表 3-8  PowerCrop Russi の事例（イタリア） 

Location  Russi, Italy 

Type of power plant  biomass (agri residual, waste) plus biogas since 2018 

Capacity 30 MW 

Start of operation  2012, 2018 

Purpose and background Supply of district heat and electricity to city of Russi 

Operator  PowerCrop (owned by F2i SGR and Seci Energia [Maccafari]) 

(former JV of [Enel Green Power) 

Suppliers  Siemens (turbine, PLC) 

Remote operation  Automatic operation, full remote control 

from control room. 

Demonstration of 

safety 
Inspection of installation every 14 months. 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

 

3) Strongoli の事例 

Strongoli の施設では、バイオマスのコジェネレーションシステムの遠隔常時監視制御を

行っている。Strongoli の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-9  Strongoli の事例（イタリア） 

Location  Strongoli, Italy 

Type of power plant  biomass (wood chips, agro residuals) 

Capacity 2x23 MW (two boilers, one turbine) 

Start of operation  2003, renovated in 2012 

Purpose and 

background 
District electricity supply 

Operator  Biomasse Italia (EP New Energy Italy [EPH]) 

Suppliers  SES (boilers) Doosan Lentjes 

Remote operation  Operation and remote control from central operation center 

Demonstration of 

safety 

Audit of surveillance management system including risk 

assessment by Certiquality 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 
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3.4.5 スウェーデン 

(1) 法制度と規制当局の関係 

スウェーデンにおいて発電所内部の技術的な課題は労働環境省35 の所管となっており、

他のヨーロッパ諸国と同様に、職場での健康障害や労働者に対する事故のリスクを減らし、

身体的、精神的、社会的、組織的な観点から作業環境を改善することを目的としている。 

スウェーデンにおける火力発電所に関する法規制の順位としては、最上位に労働環境法36、

労働環境規制37、加圧装置の使用と管理に関するスウェーデン労働環境局の規制38と下位に

続く。 

AFS2017:3 は、作業機器の使用に関する規則39 、体系的な作業環境規則40を考慮している。 

なお、AFS2017:3 は 2017 年 12 月から施行された新しい規則であり、旧来の、加圧装置の

使用規則41、加圧装置の検査規則42、特定容器・パイプライン及び設備の製造規則43、ガスボ

トルに関する規則44を代替する規則となっている。 

 

  

                                                        
35 Work Environment Authority/ Arbetsmiljöverket 
36 Arbetsmiljölagen(1977:1160) 
37 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 
38 Arbetsmiljöverkets författningssamling(AFS 2017:3) 
39 Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) 
40 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
41 Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) 
42 Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3) 
43 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2) 
44 Gasflaskor (AFS 2001:4) 
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また、操業において危険を呈する可能性のある施設に関し、スウェーデンでは「1974 年

消防法」、「1987 年救助法（第 43 条施設）」による規制が実施されてきた。「救助法第 43

条」では、従来の規制対象であった化学物質を扱う工場のほか、原子力発電所等も対象とさ

れることとなった。しかしながら、施設に対する規制は、自治体により運用が大幅に異なっ

ていたことから、「救助法第 43 条」は再度見直しが実施されることとなり、「2004 年事故

防止法」が策定されることとなった。ここで危険施設に対する監督は自治体に任されること

となった45。 

「2004 年事故防止法46」第 2 章第 4 条において、環境および市民に対し重大な損害を与え

る事故を発生させるリスクを伴う操業を行うプラント所有者の義務として、合理的な範囲

において職員および資産に関する準備金の維持または支払いを実施し、そのような損害の

防止または最小化に努めなければならないことが定められており、損害の防止または最小

化を実現するためにリスク分析を実施することが義務付けられている。また、「2003 年事

故防止規則47」では、対象となる事業者は、州の行政委員会が自治体との審議により決定す

るとされている（第 3 条）。 

このほか、スウェーデンにおける発電所の建設等に関する規制としては、「計画建築法48」

や「環境法49」による許認可の取得等が必要となるほか、発電所の運用についても許可を取

得する必要がある50。 

環境被害を発生させる可能性がある活動については、リスクの度合いに応じて、環境裁判

所、州の行政委員会（CAB）、地方環境保健委員会（EPHC）から許可を受けなければなら

ない51。また、操業開始後の検査や監督については CAB または EPHC が実施することとさ

れている。加えて事業者は自己監視を実施することが義務付けられており、特に専門性の高

い分野については、次のようなプロセスの実施が必要となる。 

•メーターおよびその他装置の校正 

•対象装置の定期検査 

•保守および勤務 

•不適合時の対応 

  

                                                        
45 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Farlig-verksamhet-enligt-LSO/Historik/ 
46 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-

olyckor_sfs-2003-778 
47 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003789-om-skydd-

mot-olyckor_sfs-2003-789 
48 https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/laws-and-regulations/national-

regulations/pbl-pbf/ 
49 https://www.government.se/legal-documents/2000/08/ds-200061/ 
50 https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/publikationer/energy-regulation-and-markets-review---

sweden.pdf, (p. 429) 
51 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8470-7.pdf 

https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/publikationer/energy-regulation-and-markets-review---sweden.pdf
https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/publikationer/energy-regulation-and-markets-review---sweden.pdf
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(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制 

スウェーデンでは AFS2017：3 にて、加圧装置の使用と制御に関する規制が定められてい

る。AFS には、スウェーデン労働環境局による規制と一般的なアドバイス(Allmänna råd)が

記載されている。規制には拘束力があるが、アドバイスには拘束力がない。アドバイスには

規則の適用に関する勧告を含んでいる。 

スウェーデンでは、常時監視(Ständig övervakning)と定期監視(Periodisk övervakning)が認め

られている。定期監視では最大 72 時間までの監視のインターバルを設定することができる。

定期監視を行うためには第三者の検査機関による評価が必要である。スウェーデンにおけ

る定期監視 （Periodic Monitoring）の周期は状況次第である。通常の定期監視は 1 日に 1 回

ないしは 2 回行う必要があるが、ボイラーが所定の圧力、温度、流量または流体レベルの値

を超えないようにする設備を備えており、定期監視により安全が担保されることをリスク

アセスメントの文書を通じて示すことができる場合、監視間隔を最大 72 時間とすることが

できる。定期操作（Periodic Control）はオンサイトで行われる必要がある。 

定期監視のインターバルとして、電力規格により threshold が定められている点が特徴で

ある。また、警報に対する応答時間についても設定されている点も特徴的である。 

文章中にある検査機関(control organ)は民間企業が担っており、ボイラー等の試験のほか、

マネジメントシステム全体としての検査も行っている。労働環境規制に関する規制当局が

民間企業を発電所の検査機関として認証することで、検査を行うことができる。 

常時監視（Continuous Monitoring）の場合、何らかの異常事象が発生した際の即座のメン

テナンスが可能だという考え方である一方で、定期監視 （Periodic Monitoring）の場合、異

常事象から対処までの間に時間差が発生するという違いがあると考えている。ただ、100km

以上の遠隔地にある他サイトからプラントパラメーターを常にチェックしている場合、そ

の状態を「常時監視」と呼べなくはないと考える専門家もいる。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

ボイラー設備を含む発電所に関しては、現行の規格の規程を弱める動きは現時点では確

認されず、近い将来にこれらの基準が緩和される可能性は低いと考えられる。 

なお、スウェーデンでは The Swedish action plan for smart grid52を定めており、2050 年まで

に国全体の温室効果ガスの排出量をゼロにすることを目標としている。そのために広域的

な電力の遠隔監視を含めたスマートグリッドの導入を進めている状況である。 

  

                                                        
52 The Swedish action plan for smart grid  
https://cleanenergysolutions.org/sites/default/files/documents/widegren_karin_isgan_webinar_1_21_15_0.pdf 
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(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

基本的に発電設備は Type A であり、敷地内に常時人員を配置する必要がある。一方で、

熱生成設備（暖房設備）は Type B であり、技術的にはカメラによる監視や定期的な検査で

代替可能であり、稼働中に一定期間現場を離れても問題ないと考えられている。 

火力発電所によっては、発電設備と熱生成設備が近隣にあるため、遠隔監視の Type B の

近隣に敷地内監視の Type A が隣接・支援しているという立地構成になっており、緊急時に

は同じエリアからの緊急支援が可能である。 

スウェーデンにおける遠隔常時監視制御の運用事例は次のとおりである。 

1) Nässjö の事例 

Nässjö の施設では、バイオマスのコジェネレーションシステム53の遠隔常時監視制御を行

っている。Nässjö の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-10  Nässjö の事例（スウェーデン） 

Location  Nässjö Municipality, Sweden 

Type of power plant  biomass (wood residue) and waste CHP 

Capacity 33+12 MWth, 6MWe 

Start of operation  1990 

Purpose and background District heat and electricity supply 

Operator  The plant is owned by the municipality of Nässjö (used to be 

Vatenfall) 

Suppliers  Alstom (generator and turbine), 

Remote operation  Unmanned operation during the night (first plant tobdo so in 

Sweden).During the night employees are warned on their mobile 

and must be at the plant in less than 30 min. During the day there 

are two shifts on site (8 hours shifts, two persons) Remote control 

from control center in Tullgatan (also controls power plants in 

Bodafors and Anneberg) 

Demonstration of 

safety 

Self-monitoring program: checks of valves, actuators and sensors 

according to framework 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

 

  

                                                        
53 コジェネレーション（熱電併給、Combined Heat and Power、CHP）：天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エ

ンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムを指す。資源エネ

ルギー庁によると、回収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、冷暖房・給湯などに利用でき、熱と電気を無駄

なく利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約 75=80%と、高い総合エネルギー効率が実現可能、としてい

る。 
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3.4.6 オーストラリア 

(1) 法制度と規制当局の関係 

オーストラリアにおける発電設備の安全性に関連する法制度としては、労働安全に関す

る法制度である”WHS (Work Health and Safety) Laws”、建築に付随する消防設備に関する法

制度である”Australian Building Codes Board: Fire Engineering Guidelines”が適用されている。

このうち、前者の”WHS Laws”において、ボイラー設備を有する発電所のうち規模の大きい

ものに関しては常時監視を義務付けている。 

1) 労働安全に関する法制度（連邦政府） 

オーストラリア全土で定められている労働安全に関する法制度としては、オーストラリ

ア労働安全庁（Safe Work Australia）が 2011 年に制定した”Model WHS (Work Health and Safety) 

Laws”が存在する。同法は制度の理念を示した”Model WHS Act”と、具体的な規制項目を示

した”Model WHS Regulation”から構成される。法制度名に”Model”と付けられている通り、本

制度がオーストラリア全土に対して直接的に強制力を持つことはなく、本法律をもとに各

州が必要な修正を加えて承認し、州単位で承認されて初めて実効的な制度となる。 

歴史的な経緯としては、後述の通り州毎の労働安全の制度が先に制定されており、それら

をもとに共通的な枠組みとして”Model WHS Laws”が定められた。2011 年の制定後は、各州

による承認のプロセスが進められており、オーストラリア首都特別地域、ニューサウスウェ

ールズ州、ノーザンテリトリー準州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、タスマニ

ア州で既に承認が完了している。 

2) 労働安全に関する法制度（州） 

オーストラリアの各州では、労働安全を所管する部署がボイラーの監視方式に関する法

規制を発行している。各州の法制度と規制当局の関係性については、下表のとおりになる。 

法規制に関しては、現地調査を行った西オーストラリア州に絞り説明を行う。なお、ボイ

ラーの監視方式を定める規格である AS 2593 は、全ての州の Regulations で明記されている

ことから、オーストラリア全土において、AS 2593 が拘束力を持つ規格であると考えられる。 
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表 3-11 オーストラリア各州における労働安全法 

対象州 規制当局 法制度 

西オーストラリア州 
 Department of Mines, Industry 

Regulation and Safety 

 Occupational Safety and Health 

Act 1984 

 Occupational Safety and Health 

Regulations 1996 

ニューサウス 

ウェールズ州 
 SafeWork NSW 

 Work Health and Safety Act 2011  

 Work Health and Safety 

Regulation 2017 

南オーストラリア州  SafeWork SA 

 Work Health and Safety Act 2012 

 Work Health and Safety 

Regulations 2012 

クイーンズランド州 

 Office of Industrial Relations 

(OIR) and WorkCover 

Queensland 

 Work Health and Safety Act 2011 

 Work Health and Safety 

Regulation 2011 

ビクトリア州  WorkSafe Victoria 

 Occupational Health and Safety 

Act 2004 

 Occupational Health and Safety 

Regulations 2017 

タスマニア州 
 WorkSafe Tasmania, 

Department of Justice. 

 Work Health and Safety Act 2012 

 Work Health and Safety 

Regulations 2012 

 

(2) 遠隔常時監視制御に関する現状の法規制 

オーストラリア政府の労働安全法（Work Health and Safety Act 2011 section 27454）の元に

規程されたプラントの現場におけるリスクマネジメントの実施規則（Code of Practice 201555）

において、プラントの設計又は変更を行う場合には、発行されている技術基準への適合性の

検証が必要とされており、圧力設備に関する技術基準の例として、「オーストラリア規格 AS 

2593-2004（R2016）ボイラー - 安全管理と監督システム（AS 2593-2004 (R2016) Boilers - Safety 

Management and Supervision Systems）」が AppendixC において紹介されている。また、前述

の通り、各州の Regulations においても、同様に AS2593 が明記されている。この規格は、オ

ーストラリア規格協会の ME-01 圧力機器委員会によって発行されており（ニュージーラン

ドにも適用される）、様々なカテゴリのボイラーの運用管理を定義している。 

 本規格においては、ボイラー運転管理区分に「無人運転（Unattended Operation）」とい

うカテゴリも定義されているが、表 3-12 に示す通り、特定の種類でかつ規模の小さいボイ

ラーに関して最大で 24 時間間隔での監視（その間無人運転）が規程されている。これ以上

の例外規程は存在していない。  

                                                        
54 https://www.legislation.gov.au/Details/F2011L02804 
55 https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00422 
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表 3-12 ボイラーの無人運転に関する規程（AS2593 をもとに要約） 

運転区分 ボイラーの種別 最大出力および 

最大設計圧力 

監視の方式 

無人運転 

（Unattended  

operation） 

水管式蒸気/温水ボイラ 10MW, 6MPa 24 時間毎、訓練を受け

た職員により監視 コイル型強制循環蒸気ボイラ 10MW, 10MPa 

水管・煙管混合型蒸気ボイラ 10MW, 2.5MPa 

煙管温水ボイラ 5MW, 2.5MPa 

電極式蒸気ボイラ (出力制限なし), 2.5MPa 

電気部品式蒸気ボイラ 250kW, 2.5MPa 

又は 6MW, 2.5MPa 

その他 500kW, 1.2MPa 

制限無人運転

（Limited  

attendance 

operation） 

水管ボイラ 20MW, 6MPa 4 時間毎、認定ボイラ係

員により監視 水管・煙管混合型ボイラ 20MW, 2.5MPa 

その他 5MW, 2.5MPa 12 時間毎、認定ボイラ

係員により監視 

有人運転 

（Attended  

operation） 

全てのボイラ 制限なし AS 3788/3873 の規程に

より監視 

 

 

ボイラーの有人監視を行う際には、運転中常時、適切な有資格運転員が監督していなけれ

ばならない。これらの要件を全て満たす有人ボイラーに関しては、有資格運転員の常時監督

は必要ではないが、あらゆる警報に対して迅速に対応できる位置（ボイラーから 50m 以内

またはボイラーを制御できる位置）にいて、即座に中断可能な業務のみに従事しているべき

とされている。制限付き監視ボイラー（limited-attencdance boiler）は、適切な資格のある運

転員が、現場およびその近傍にいなければならない。無人ボイラー（unattanded boiler）には、

運転中常に担当者を指名する必要があり、この担当者はすべての制御および警報システム

が正しく機能していることを確認する能力が必要とされている。自動試験装置を持つ制御

システムが取り付けられ自己監視されている場合、夜間や週末などの期間中を含め、週明け

等の後に担当者によって点検されなければならない。 

ボイラーの運転中はいつでも、警報に反応して、支援を求める前にボイラーが安全に停止

するなどの最低限の適切な措置を講じる能力のある人員が対応可能である必要がある。 

(3) 遠隔常時監視制御に関する将来動向 

 同国では、火力発電所であっても、ボイラー設備を有しない発電所（ガスタービン等）に

関しては遠隔常時監視制御を禁止する規制は存在せず、現状でも先進的な事業者において

遠隔常時監視制御が行われている事例が存在する。従って、将来は遠隔常時監視制御が適用

される発電所は拡大するものと見込まれる。 

一方で、ボイラー設備を含む発電所に関しては、現行の AS 2593 規格の規程を弱める動き

は現時点では確認されず、近い将来にこれらの基準が緩和される可能性は低いと考えられ

る。 

(4) 遠隔常時監視制御の運用事例 

 オーストラリアのある電気事業者では、同社が保有する全ての発電設備を発電所の敷地
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外の遠隔監視センターより遠隔監視している。発電設備は複数の州にわたり存在しており、

遠隔監視センターとの距離は遠いもので 1,000km を上回っている。特に、5 箇所のガスター

ビン火力発電所（開放サイクルガス発電、OCGT）においては平日には運用・緊急対応担当

者がサイトに配置されているが、休日には完全に無人で運用されており、高度な遠隔常時監

視制御（前節で定義した”Type-C”に相当）が実現されていると考えられる。いずれの発電所

も 25MW～数百 MW の規模を有しており、遠隔監視センターからモニタリング、運転出力

の調整、非常時の遠隔停止の操作を行っている。非常停止後の状況確認、復旧、再起動の操

作は遠隔ではなく、オンサイトで行われている。一方で、ボイラー施設を有する発電設備に

おいては、前述の AS 2593 規格による規程があるため、無人での運用は行われていない。 

 無人化を含む遠隔常時監視制御の実現にあたっては、同社が独自に考案した体系により

リスクアセスメントが行われており、リアルタイムにリスクの情報をアップデートし、適切

な水準にリスクが抑制されていることを確認している。無人での運用にあたり、遠隔停止ボ

タンが押された場合に、発電設備が自律的に安全に停止する仕組みを構築している。また、

燃料への引火の可能性についても検討が行われており、燃料となるガスはパイプラインを

通じて供給されているが、緊急時には供給路を遮断する仕組みが構築されている。 

発電事業者と規制当局との関係において日本と異なっている点として、発電事業者は発

電所の運用開始にあたりリスク分析を行うことが義務付けられているが、リスク分析の結

果は規制当局に提出し承認を受ける必要は無く、規制当局から求められた場合に提出を受

けることが求められているのみである。このような制度の違いが、発電事業者が自ら新たな

遠隔監視技術に対応したリスク評価手法を生み出し、結果として遠隔常時監視制御が実現

するための一因となっていると考えられる。 

Origin Energy 社の遠隔常時監視制御の一例は次のとおりである。 
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1) Quarantine の事例 

Quarantine の施設では、ガスタービン火力発電所の遠隔常時監視制御を行っている。

Quarantine の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-13 Quarantine の事例（オーストラリア） 

Location  Torrens Island, South Australia, Australia 

Type of power plant  OCGT (Open Cycle Gas Turbine) 

Capacity 4x24+125 MW (224 MW) 

Start of operation  2002, control system renovated in 2016 

Purpose and 

background 
power plant for city of Adelaide (peaking) 

Operator  Origin Energy 社 

Suppliers  Gas turbines: Siemens, GE, Scada, RTU: GE 

Remote operation  Operated and dispatched from Origin's monitoring and support 

centre in Brisbane,Queensland. The plant can also be operated 

from the site or hand held mobile devices (mobile phones, tablets). 

7 fulltime employees consisting of instrumentation/control, 

mechanical and administration support. 

Demonstration of 

safety 
Ongoing visual inspection and testing 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 

2) Uranquinty の事例 

Uranquinty の施設では、ガスタービン火力発電所の遠隔常時監視制御を行っている。

Uranquinty の事例の概要は次のとおりである。 

表 3-14 Uranquinty の事例（オーストラリア） 

Location  New South wales, Australia 

Type of power plant  OCGT (Open Cycle Gas Turbine) 

Capacity 4x166MW 

Start of operation  2012 

Purpose and 

background 
power plant for city of Adelaide (peaking) 

Operator  Origin Energy 社 

Suppliers  Gas turbines and Scada: Siemens 

Remote operation  Operated and dispatched from Origin's monitoring and support 

centre in Brisbane,Queensland. The plant can also be operated 

from the site or hand held mobile devices (mobile phones, tablets). 

7 fulltime employees consisting of instrumentation/control, 

mechanical and administration support. 

Demonstration of 

safety 

All activities of monitoring and preventive maintenance on all 

instruments have to be logged in plant management system 

出所：IHSM 社調査結果を基に三菱総研が作成 
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3.4.7 その他の遠隔常時監視制御の動向 

(1) 遠隔監視・診断に関する民間支援サービス 

グローバル企業のベンダー各社では、様々な社会インフラ運営のための遠隔監視・診断サ

ービスを提供しており、火力発電所に対しても同様のサービスを提供している。ただしその

最大の特徴は、「データ分析に伴う予兆保全」のための情報を提供するものであり、遠隔で

火力発電所の運転管理の責任を請け負うものは少ない。運転への支援も付随的に行われる

こともあるが、基本的にはデータ解析や AI 活用などによって予見した不具合の予兆情報に

関して電気事業者への情報提供を行うという形が多く、プラントの運営自体は基本的には

電気事業者が行っている。 

(2) 遠隔集中管理に伴う課題 

プラントの遠隔監視技術が発達してもプラントの運転管理を集約化出来ない理由が大き

く二つ指摘されている。第一に、地震や津波などの自然災害で複数プラントにおいて事故や

トラブルが同時に発生した場合に、集中管理センターでは対応しきれなくなるためである。

第二に、通信経路のサイバーセキュリティの問題であり、この点に関しては特にベンダー企

業では細心の注意を払って対応している。 

(3) 人員削減へのアプローチの考え方 

プラントでの人員削減へのアプローチには、①リモートセンターへの運転機能の集約化、

の他、②各プラントでの AI の活用という第二の方向性がある。特にプラントの運転に関し

てリアルタイムデータが求められるような内容の場合には、通信容量の関係からリモート

センターではなく各プラントに AI を配置することとなり、リモートセンターの役割は運転

そのものではなく、各プラントの AI のメンテナンスという形になる。 

 

3.5 遠隔常時監視制御に関する海外動向のまとめ 

3.5.1 海外における遠隔常時監視制御に係る規制の考え方 

前節までに調査した海外 5 か国（アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オースト

ラリア）における遠隔常時監視制御に係る規制の考え方を整理した。考え方を下表に示す。 
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表 3-15 海外における遠隔常時監視制御に係る規制の考え方（概要） 

対象国 発電所 
プラントの保安に係る機能 

監視 制御（停止/操作） 処置 

日本 

汽力を原動力とする発電所 
本検討範囲 

応急の措置が取れるよう

自衛消防組織等の体制構

築が義務（消防法等） 

ガスタービン

発電所 

1 万 kW 以上 

1 万 kW 未満 一定条件の基遠隔常時監視制御が許可されている。

（電技省令第四十六条） 

その他   

アメリカ 

オ ハ イ オ

州 

ボイラー設備

を有する発電

所 

12,500,000BTU/hr

以上 

安全設備要件“ASME 

CSD-1”、”NFPA85”に適

合し、かつ十分な対策を

実施すれば常時監視不要 

  

12,500,000BTU/hr

未満 

安全設備要件“ASME 

CSD-1”、”NFPA85”に適

合すれば常時監視不要 

  

ボイラー設備がない発電所 特筆すべき記載なし 特筆すべき記載なし 

ミネソタ

州 

ボイラー設備

を有する発電

所 

500hp 以上 敷地内での常時監視が必

要 

 通信障害時には直ちにボ

イラー室に戻る必要があ

る。 50~500hp 2 時間に一度目視点検。

（遠隔監視自体の制約は

ないと解釈） 

 

50hp 未満 24 時間に一度目視点検。

（遠隔監視自体の制約は

ないと解釈） 

 

ボイラー設備がない発電所 特筆すべき記載なし 特筆すべき記載なし 
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対象国 発電所 
プラントの保安に係る機能 

監視 制御（停止/操作） 処置 

オーストラリア 

ボイラー設備を有する発電所 

最大 24 時間に一度点検。 

ボイラ方式、圧力、出力の

組合せにより規程 

（遠隔監視自体の制約は

ないと解釈） 

敷地外遠隔制御は不可 

事業者のリスク評価に応

じて体制を構築（30 分以

内の駆け付けが一般的と

思われる。） 

ボイラー設備がない発電所 
敷地外からの遠隔常時監視制御は可能 

（数日限定での無人運転事例を確認） 

イタリア 

ボイラー設備

を有する発電

所 

0.5bar 以上 

最大 72 時間に一度点検。 

（敷地外遠隔監視の導入

は想定していない。） 

（敷地外遠隔制御の導入

は想定していない。） 

事業者のリスク評価に応

じて体制を構築 

0.5bar 未満 常時監視不要 
 

ボイラー設備がない発電所 特筆すべき記載なし 

ドイツ 

ボイラー設備を有する発電所 

最大 72 時間に一度点検。 

（遠隔監視自体の制約は

ないと解釈） 

  

ボイラー設備がない発電所 特筆すべき記載なし 
 

スウェーデン 

クラス A、B のボイラー設備を有

する発電所 

圧力、温度、流量を一定範囲内に保つための安全設備

があれば、最大 72 時間に一度点検でよい。 

（遠隔常時監視制御自体の制約はないと解釈） 

検査機関が設定した時間

(最大 90 分)以内に駆け付

ける必要がある。 

クラス A、B のボイラー設備がな

い発電所 

特筆すべき記載なし 
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3.5.2 我が国の遠隔常時監視制御方式に係る規制のあり方への示唆 

本海外調査では、以下の点に関して、示唆を得ることができた。 

(1) 遠隔常時監視制御方式導入可能な発電所の考え方（電技省令第四十六条関連） 

1) 設備区分別での規制 

本海外調査 5 か国では、基本的にボイラーを有するか否かで、規制の適用を区分してい

た。遠隔監視の可否は第一にボイラー設備に対する安全性評価に拠っており、ボイラーの規

模に応じた対策が要件化されている。現地調査では、燃料そのものよりもそれを投入し燃焼

させるボイラーが最も危険であり、それを有しているか否かで危険性が異なる、との意見が

聞かれた。我が国の電技省令第十五条は、発電方式で区分しており、諸外国との違いが見ら

れる。 

2) 規制を行う上での基準項目とその閾値 

本海外調査 5 か国のうち、スウェーデン、アメリカ（オハイオ、ミネソタ）、オーストラ

リアにおいては、圧力を含む複数の諸元を規制の基準項目としている。例えば、スウェーデ

ンは圧力だけでなく、温度や電力定格、ボイラー容積などにより複合的に規制基準を定めて

いる。一方で、イタリアの場合、1927 年の国王発令の名残から圧力を基準項目としている

など、欧州では過去の経緯を踏まえ圧力を基準項目としているとの歴史的背景があるとの

ことであった。 

(2) 応急措置を行う体制の考え方（消防法関連） 

本海外調査 5 か国では、監視・制御の「敷地内／敷地外」といった観点での記載は少なく、

現場即応体制という観点からの規制要件が多かった。その際、常時監視免除のための要件と

して「十分な安全設備の設置とリスク評価」を求める場合が多かった。一方で、サイト自体

の「無人化」を実現している事例はあまり見られなかった。（何らかの形で人員が常駐して

いる。あるいは週末限定。） 

(3) サイバーセキュリティの考え方（電技省令第十五条関連） 

本海外調査 5 か国のうち、一部に関しては国際規格である IEC 62443 に基づきサイバーセ

キュリティ対策を講じていることを確認した。一方で、遠隔監視サービスの提供ベンダーは

サイバーセキュリティ対策をシステムに対する大きな脅威として捉え重要視している旨の

コメントが多く聞かれた。 
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(4) その他 

1) 発電所オペレーションの集中化に関する懸念 

遠隔化とは別に、集中化については、福島第一原発事故の事例を踏まえ、トラブル同時発

生の懸念と自律的なシャットダウン機能が必要との指摘があった。 

2) 各国固有の自然災害リスクの考慮 

海外諸国によっては、我が国よりも地震等の自然災害リスクが小さい場合がある。例えば、

オーストラリアの場合、南部のごく一部がオーストラリアプレートに覆われている程度で

あり、かつプレートの境界から遠く、地震リスクが非常に小さい地域である。（ただし、北

部ではサイクロンによる風水害リスクが大きい。）我が国固有の自然災害リスクを十分に考

慮した上で、規制のあり方を検討する必要がある。 
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4. 汽力発電所等の遠隔常時監視制御方式におけるリスク評価 

4 章では、2 章及び 3 章の整理結果及び示唆を踏まえ、現時点における汽力を原動力とす

る発電所及びガスタービン発電所の遠隔常時監視制御に対する電気保安に係る諸規制の見

直しに資するためのリスク評価の検討を行う。 

4.1 遠隔常時監視制御活用等のためのリスク評価の考え方 

遠隔常時監視制御や現場の無人化を進めるにあたっては、以下のような観点でのリスク

変化を評価しておく必要がある。 

①遠隔常時監視制御の導入や現場の無人化に伴って生じる新たなリスクは何か？(4.1.1) 

②遠隔監視化において現場作業員の巡視点検等をセンサーで置き換え可能か？(4.4.3) 

③現場の無人化に伴い現場での臨機な対応は可能か？(4.4.5) 

遠隔常時監視制御活用等のためのリスク評価の考え方について以下に整理する。 

4.1.1 遠隔常時監視制御活用等に伴い想定するべきリスク 

遠隔常時監視制御導入前後のリスク評価の対象となる設備は、現時点での発電所設備（既

存設備）と、遠隔常時監視制御のためのネットワーク設備（新規設備）に分類することがで

きる。追加設備には、制御用ネットワーク、監視用ネットワーク、センサー類、遠隔制御装

置等が含まれる。 

 

 

図 4-1 監視制御の遠隔化及び現地無人化の前後におけるリスク評価ポイント 

 

№
ハザード

評価ポイント
異常要因 対象設備

①

経年劣化

既存設備 センサーの検出能力(人と同等の異常検知が可能か)
安全停止能力(プラントの安全停止は可能か)
異常現象への対処能力(有人と同等の対応が可能か)
事故・発災時の対応能力(有人と同等の対応が可能か)

② 新規設備

③
自然災害

既存設備 ネットワークの自然災害への強靭性(周辺環境への影響がある
ような事故が発生しない強靭性が担保されているか)④ 新規設備

⑤ 侵入者 主に既存設備 防犯対策の実効性(有人と同等の対応が可能か)

⑥ サイバー 主に新規設備 セキュリティ監視能力(サイバー攻撃の防止は可能か)

制御・監視員

監視用ＮＷ

制御用ＮＷ

遠隔常時監視制御導入に伴う評価ポイント

 遠隔常時監視制御導入前  遠隔常時監視制御導入後

津波

点検ポイント

✓ 機械損傷有無
✓ 油漏れ有無
✓ 火災有無
✓ 薬品漏洩有無
✓ etc…

点検ポイント

✓ 異音有無
✓ 漏洩有無
✓ 異臭有無
✓ 振動有無
✓ etc…

漏洩
振動・異音 経年劣化2

自然災害4
サイバー攻撃６

5

通常時の点検

発災時の点検

異臭

被害拡大
防止対応

プラント監視
制御実施

遠隔常時監視制御

守衛員なし

新たに追加となる設備
(カメラ、各センサ、NW等)

暴風

地震

守衛員

五感による
設備点検

侵入者

3 自然災害

１経年劣化

巡回員

無人

経年劣化

自然災害

１

3

制御・監視員

既存設備＝既存発電所設備、新規設備＝遠隔監視用ネットワーク追加設備(制御用NW、監視用NW、センサー類、遠隔制御装置)
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これらの設備に対する異常要因として、①経年劣化（既存設備）、②経年劣化（新規設備）

③自然災害（既存設備）、④自然災害（新規設備）⑤侵入者、⑥サイバー攻撃、などのハザ

ードを想定し、リスク評価の対象とする。（図 4-1 参照）特に遠隔常時監視制御の導入に伴

い留意するべきは、②④⑥である。 

4.1.2 リスクシナリオと評価スコープ 

事象進展シナリオへの対応方法はいくつかの段階に区分可能である。具体的には、異常現

象を発見した後で、まず安全停止や系統隔離などの制御を行い（電気設備に関する技術基準

を定める省令第 46 条）、次に更なる波及シナリオに対しては例えば油回収や消火活動など

の処置を行う（消防法第 14 条の四、第 16 条の三 等）。本リスク分析では、主に「異常事

象発生～発見・安全停止・被害拡大防止の操作」までを含めた遠隔常時監視制御（スコープ

A）と、引き続く波及シナリオへの対応に関する現地無人化の影響（スコープ B）の２つの

スコープについて評価を行う。 

 

スコープ A：監視制御の遠隔化（異常事象発生～発見・安全停止・被害拡大防止の操作） 

スコープ B：現地無人化（安全停止以降の更なる派生・波及シナリオに対応する操作） 

 

 

図 4-2 事象・影響の進展具合と設備被害リスクの関係（油漏洩の場合） 
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表 4-1 リスク対応の種類と対応方法の変化 

スコープ 

                   スコープ B：現地無人化  

スコープ A：監視制御の遠隔化 

監視（発見）・制御（停止・操作） 

処置 

関連法令類 電気設備に関する技術基準を定める省令第四十六条  

保安機能 安全停止 系統隔離 油・薬品処理 
構外への漏洩拡

大、火災消化 

現状 

 現地手動で機

器、プラント停

止 

 現地手動で系統

隔離 

 現地員による

油・薬品処理

（ふき取り） 

 消防への通報 

 現地員による消

火器等による初

期消火 

 公設消防による

消火 

遠隔常時監視制御

導入 

 遠隔で機器、プ

ラント停止（安

全停止） 

 遠隔で系統隔離

（系統隔離） 

現地無人化後  直ちに駆け付け

して油・薬品処

理（拭取り ） 

 消防への通報 

 遠隔で消火装置

作動 

 公設消防による

消火 

4.2 評価対象設備の選定 

仕様書に記載した「汽力を原動力とする発電所（バイオマス発電等を含む。）及びガスタ

ービン発電所」の対象範囲設備は、H28 年度電気設備リスク評価における設備対象のうち、

表 4-2 リスク評価対象設備に示す 4 種の設備とする。 

表 4-2 リスク評価対象設備 

H28 年度電気設備 

リスク評価 

＜附表＞ 

設備名称 本リスク評価対象 

1.1 大型火力発電設備（内燃機関を除く） ○ 

1.2 内燃機関 ○ 

2.1 地熱発電設備 × 

2.2 地熱発電（バイナリー）設備 × 

2.3 木質バイオ発電設備 ○ 

2.4 廃棄物（ごみ）発電設備 ○ 

2.5 その他のバイオ発電設備 × 

2.6 燃料電池（PAFC）設備 × 

2.7 燃料設備（SOFC）設備 × 

 

次ページより本リスク評価にて対象とした設備の概略図を示す（図 4-3～図 4-7）。 

 

また既存発電設備に加え、遠隔常時監視制御に必要となる追加設備、並びに侵入者対策

設備やサイバーセキュリティ対策設備などについても併せて評価を行うため、発電所と遠

隔常時監視制御施設間のシステムの概略図をあわせて示す（図 4-8）。 
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図 4-3 大型火力発電設備(内燃機関を除く)  

出典：平成 28 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業)に関する調査報告書_附図 1.1 を基に三菱総研が作成 
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図 4-4 内燃機関(ガスエンジン)  

出典：平成 28 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業)に関する調査報告書_附図 1.2 を基に三菱総研が作成 
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図 4-5 内燃機関(ディーゼルエンジン)  

出典：平成 28 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業)に関する調査報告書_附図 1.3 を基に三菱総研が作成 
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図 4-6 木質バイオ発電設備 

出典：平成 28 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業)に関する調査報告書_附図 2.4 を基に三菱総研が作成 
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図 4-7 廃棄物発電設備 

出典：平成 28 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(電気設備リスク評価事業)に関する調査報告書_附図 2.5 を基に三菱総研が作成 
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図 4-8 新規設備(遠隔常時監視制御システム) 

赤字箇所：リスク評価等の対象

IoTセンサー
（振動・温度等）

IoTセンサ
（映像）

操作端末/監視端末

FWFW

FW

制御用
ネットワーク

監視用
ネットワーク

FW：ファイアウォール

発電所 遠隔監視制御箇所

侵入防止警戒装置
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4.3 リスク評価の方法 

リスク評価方法として、ハザードごとの評価方法、リスク評価の概要・手順、リスク評価

の算定式および評価結果の整理方法を以下に示す。 

4.3.1 ハザードごとの評価方法 

前述した情報等をもとにリスク評価の実施結果を本節で示す。検討対象とするハザード

及びリスク評価の考え方を表 4-3 に示す。 

⑥サイバー攻撃については、JISCZ0004(2016)の勧告に適合することをもってリスク対応

を行うこととするため、本検討においてリスク評価自体は行わない。また、自然災害に関し

ては、火力発電設備の耐震設計基準を考慮し、発災後即時的に周辺環境に影響のある事故事

象（例えば大規模な漏洩・火災・爆発事故等）が顕在化する可能性はないものとして評価を

行った。 

表 4-3 ハザードごとの評価方法 

 

 

4.3.2 リスク評価の概要 

H27,H28 年度電気設備リスク調査結果を参考とし、リスクアセスメント資料（RBM リス

ク評価資料等）に基づき遠隔常時監視制御方式に係るリスク評価を行った。 

具体的には、設備毎に整理された事象（故障・事故）・影響と新たなリスクシナリオ（追

加設備、サイバー攻撃他）に対し、発生要因など因果関係を整理の上（図 4-9①）、現地で

の点検内容（目視、聴音など）をセンサーセンサーに置換えることのリスクを監視・制御・

処置のステップにて評価を行った（図 4-9②）。 
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図 4-9 リスク評価の概要 

 

 

図 4-10 リスク評価の手順 

 

4.3.3 リスク評価結果の算定 

リスク評価算定は、H27,H28 電気設備リスク評価において、経年劣化によるリスク評価を

行っていることから、この考え方（算定式）を準用する。なお、評価項目のうち、「不具合

の発生間隔」や「被害規模」についても H27,H28 電気設備リスク調査と同一項目を参考と

しているため、遠隔監視制御化及び現地無人化前後で変化はない。従って、遠隔監視制御化

及び現地無人化前後の検出可能性（検出のしにくさ）を比較することでリスク評価する。リ

スク評価算定式および算定テーブルは図 4-11 の通りとした。 

 

H27,H28電気設備リスク評価

＜リスク対象＞
・経年劣化に起因する事象・影響
＜リスク評価区分＞
・被害規模（人体・物件への影響）
・被害規模（供給への影響）etc

遠隔監視制御方式におけるリスク評価

①事故、トラブル事象毎に因果関係や点検内容の整理
ex) 振動が発生する要因整理と、要因に対する現場点検内容の整理

②センサーへの置換え等によるリスク評価（監視・制御・処置）
ex) [監視] 漏洩に対する視覚的点検をカメラにより代替する

ことによるリスク評価（検出可能性評価）
ex) [制御] 異常時の遠隔停止による被害拡大防止のリスク評価
ex) [処置] 発災時の駆付け対応等による被害拡大防止のリスク評価

設備
事象

(故障･事故)
影響

因果関係
整理

点検内容
センサ
置換評価

① ②

発災時
対応評価

追加設備、サイバー攻撃、自然災害

＜リスク対象＞
・無人化に伴い新たに発生する事象・影響

異常時
遠隔停止

〈監視〉 〈制御〉 〈処置〉

現状の体制にて行っている点検内容を整理
（中央監視及び現場点検で検知可能なものについて整理）

因果関係の整理

H27,28電気設備リスク抽出の事象・影響、追加設備・サイバー攻撃・
自然災害 ＋ 当社知識、知見の事象・影響

センサへの置き換え等（無人化）によって生じるリスクの洗い出し
（無人化前後のリスクを比較）

リスク変化
（同等･低下）

無人化可能と
判断するに足る
要件の提示

YES

リスク
低減検討

NO
（リスク増）

センサへの置き換え等の整理
（点検内容の代替だけではなく、事象を検知できるセンサを整理）

①

S
T
E
P 

②

S
T
E
P

事故・トラブル事象ご
とに因果関係や人が
行っている点検内容を
整理する。

点検内容のセンサへの

置き換え等（無人化）
によって生じるリスク

の洗い出し

仕様書要求事項 リスク評価手順

成果物

無人化によって生じる異常の対応能力
評価

対策要

リスク
低減検討

※1

※1

YES

NO

監視

制御

処置
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図 4-11 リスク評価算定式と算定テーブル 

  

○リスク評価に用いる評価項目
Ｏ ：故障の発生間隔（発生しやすさ）
Ｓ１：故障の人・物への影響深刻度
Ｓ２：故障の供給への影響深刻度
Ｄ１：H28電気設備リスク評価時の

故障検出可能性
Ｄ２：センサ置換え後の故障検出可能性
Ｋ１：不具合発生間隔の重み係数
Ｋ２：人損・物損被害規模の重み係数
Ｋ３：供給障害被害規模の重み係数
Ｋ４：検出可能性の重み係数

※Ｋ1、Ｋ2、Ｋ3、Ｋ4は、1.0で算出した後、必要に応じて変更を検討する。

人損物損面 ＥＭ１＝Ｋ１Ｏ * Ｋ２Ｓ１ * Ｋ４Ｄ１
供給障害面 ＥＭ２＝Ｋ１Ｏ * Ｋ３Ｓ２ * Ｋ４Ｄ１

＜H28電気設備リスク評価＞

人損物損面 ＥＭ１＝Ｋ１Ｏ * Ｋ２Ｓ１ * Ｋ４Ｄ２
供給障害面 ＥＭ２＝Ｋ１Ｏ * Ｋ３Ｓ２ * Ｋ４Ｄ２

＜今回のリスク評価＞

検出可能性（検出のしにくさ）を無人化前後で比較

準拠

○制御・処置のリスク評価算定

①センサー
置き換え

②制御
③処置

①センサー置き換え【監視】
センサにより巡回点検に比べて、検出の可能性が向上しリスク低下。

②制御対応【制御】
無人化で制御対応（機器・プラント停止・隔離）できないためリスクが

増加するが、遠隔化によりリスク低下（無人化前後で同等）。
③処置対応【処置】
無人化で処置対応（回収・消火等）できないためリスクが増加するが、

駆付け対応によりリスク低下（無人化前後で同等）。

制御・処置対応については、リスクを無人化前と同等に低減する対策を
講ずることから、リスク評価の算定式に含めない。監視リスク

検出しにくい検出しやすい

制
御
リ
ス
ク

制御可

制御否

処
置
リ
ス
ク

処置否

処置可

無人化に伴うリスク推移イメージ

無人化前

無人化後

区
分

定義 発見できる割合の目安 数値化

⑤ ほとんど発見不可能 １割未満 5

④ 多くの場合発見できない １割以上、３割未満 4

③ 検出可能だが時々発見できない ３割以上、７割未満 3

② 多くの場合発見できる ７割以上、９割未満 2

① ほぼ発見できる ９割以上 1

【検出可能性（検出しにくさ）：Ｄ１、２】【不具合発生間隔：Ｏ】

区
分

定義 数値化

⑤ 5年未満 5

④ 5年以上～10年未満 4

③ 10年以上～20年未満 3

② 20年以上～40年未満 2

① 40年以上 1

区
分

定義 数値化

大

・一般公衆の死亡、傷害
・作業員の死亡、重度の傷害
・構外物件の損傷
・構内他設備への重度の損傷

25

中
・作業員の軽度の傷害
・構内他設備の軽度の損傷
（修理等により再使用が可能）

5

小 ・上記以外 1

【被害規模（人体・物件への影響）：Ｓ１】 【被害規模（供給への影響）：Ｓ2】

区
分

定義 数値化

大
・発電支障電力量：1億kWh以上
※50万kWの発電機が1週間以上停止(8,400万kWh)
相当

3

中
・発電支障電力量：3千万kwh以上～1億kWh未満
※50万kWの発電機が2日間停止(2,400万kWh)相当 2

小 ・上記以外(発電継続も含む。) 1
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4.3.4 リスク評価結果の整理方法 

前述の手順に従ってリスク評価を行った結果を、図 4-12 にとりまとめた。①因果関係整

理、②センサー置き換え後における検出可能性評価（監視）、③異常・発災時の対応能力評

価（制御）、④被害拡大防止の対策（処置）、⑤リスクの算定（簡易評価指標）のステップ

毎に整理している。 

 

 

図 4-12 リスク評価整理表の整理例 

 

整理表に記載した内容について以下に示す。 

 

① 因果関係整理 

・事故・トラブル事象ごとの因果関係や人が行っている点検内容を整理して記載。 

② センサー置き換え後における検出可能性評価（監視）(4.4.3) 

・技術員の点検方法に変わる代替センサーを記載。 

・技術員の点検方法と代替センサーの検出可能性の比較結果を記載。 

・比較結果、検出可能性が低下（リスクが増加）する場合のリスク低減対策を記載。 

 (リスクがセンサー置き換え前と同等になるまで対策を検討する。） 

・必須監視項目を調査事業者の運用知見に基づき選定し、記載。 

③ 異常・発災時の対応能力評価（制御）(4.4.4) 

・異常、発災時の対応について、遠隔監視制御化及び現地無人化後における対応可否の

評価を記載。 

④ 被害拡大防止の対策（処置）(4.4.5) 

・遠隔監視制御化及び現地無人化後において対応否の場合はその対策を記載。対策内容

のうち、「他法令により規制される項目」「自主対策に係わる項目」については、そ

の旨が判るように記載。 （例：消防法規制あり・自主対策の範囲） 

⑤ リスクの算定(4.3.3) 

・遠隔監視制御化及び現地無人化前後のリスク算定結果を記載。 

・リスクの算定においては、遠隔監視導入前の評価結果が過年度報告書に存在する「既

存設備の経年劣化」のみ前後比較。 

 

4.4 評価の前提条件 

「ハザード」「センサーの検出能力」「対応能力」「自然災害」に関し、今回実施したリ

スク評価の前提条件を以下に整理する。 

設備 機器

事象（事故・故障）・影響・要因
の因果関係整理

監視
必要性 監

視
方
法

セ
ン
サ
ー

置
き
換
え
等

無人化可能と判断するに足る要件
簡易評価指標

検出可能性のリスク評価 影響への対応能力の評価

検出可能性
（検出しにくさ）

リスク
変化

前後
比較

対策内容

リスク増加
への対策

対策
理由

検出可能性
検出しにくさ

対応
内容

対応可否 対策
内容

対応否
への対策

ＥＭ１ ＥＭ２

無人
化前

無人
化後

評価理由 対策後
無人
化前

無人
化後

評価
理由

前 後 前 後影響 事象
１次
要因

２次
要因

必須

(例)

GT
軸受

流体漏洩
（油） ー ー ー ○ 目視 カメラ ① ① ー

リスク変化
なし ー ー ー

安全停止
油回収

○
○

○
×

油回収
不可

①隔離等の遠隔操作
(ユニット・機器停止等)
②体制構築現地回収
(①②消防法規制あり)

150 75 18 9

① ② ③ ④ ⑤
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4.4.1 ハザードの想定 

本リスク評価におけるハザードの想定について前提条件を整理する。要因・事象・影響の

順に因果関係が進展していくとし、3 項目について評価を行う。 

事象や影響を評価する際に、設計不良・製作不良・系統システム間への波及影響について

は考慮しない。遠隔監視導入後も現場作業員による定期監視時と同様の監視を行うものと

する。現場作業員は定期監視時に目視での監視を行うものの、機器分解を伴う点検は行わな

い。よって、遠隔監視導入後も機器分解点検が必要となるような監視項目については評価対

象外とする。新規設備についても、既存設備と同様に経年劣化を防ぐための保守・点検を行

うこととする。 

また、電気設備自然災害等対策 WG 中間報告書56によると、火力発電所における災害の最

大規模は以下のように想定されている。地震動・津波については南海トラフ巨大地震クラス

(震度階級 7 相当、構内浸水深 3m)、火山災害については富士山大噴火(近隣沿岸地域におけ

る降灰深 30cm)と想定されている。しかし、火力発電所は、上記のような自然災害時におい

ても発電所敷地外に影響を及ぼさず、公衆の安全を確保するように設計されており、本リス

ク評価に関しても当該想定で充分であるとする。 

また、図 4-13 に示すように、火力発電所において自然災害が発生した場合、2 次要因か

ら段階的に異常事象が進展する経年劣化とは異なり、揺れ等が機器・設備に直接及ぶため、

影響事象等が即時的に生じる。経年劣化による異常事象発生と自然災害による異常事象発

生の違いは過程の違いにあるため、経年劣化による異常事象発生のリスク評価を行うこと

で、自然災害による異常事象発生のリスク評価も包含されていると考えられる。 

 

 

図 4-13 自然災害発生時における事象の進展 

 

                                                        
56 産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会「電気設備自然災害等対策 WG 中間報告書」(平成 26 年 6 月) 
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4.4.2 設備のセキュリティに関する前提【予防】 

発電所設備のハザードに対する堅牢性・強靭性に関して、耐震設計とサイバーセキュリテ

ィの観点から、以下の通りに想定する。 

(1) 耐震設計 

火力発電所は、火力発電所の耐震設計規定(JEAC3605)57に基づいて設計されているものと

して評価を行う。 

本規定は、地震発生時に、発電所敷地外の公衆の安全を確保するとともに、電力の供給に

重大な支障をきたさないようにすることを目的として制定されている。火力発電設備の耐

震性確保の基本的な考え方としては、電気設備防災対策検討会(平成 7 年)にて以下のように

示されている。まず、一般的な地震動(震度 5 程度)が発生した場合、個々の設備ごとに機能

に重大な支障が生じないように設計されている。次に、高レベルの地震動(震度 7 程度)が発

生した場合、著しい供給支障が生じないよう、代替性の確保・多重化等により総合的にシス

テムの機能が確保されるように設計されている。なお、この考え方は電気設備地震対策 WG

（平成 24 年）でも妥当性が確認されている。 

東日本大震災発生時に地表面加速度の数値が最も高かった仙台火力発電所及び新仙台火

力発電所における設備被害状況は以下の通りである。まず、運転状況においては、タービン

軸振動大による自動停止という事象が発生した。設備被害については、発電所建屋鉄骨ブレ

ス一部変形、ボイラチューブ変形、タービンアキシャルシール一部摩耗、タービンセンター

サポートボルト損傷、配管防振器の変形・折損、天井クレーン押さえボルト折損等が発生し

た程度であった。 

よって、火力発電所の耐震設計規定（JEAC3605）並びに建築基準法に準拠した設計が適

用されていることで、高レベルの地震動が発生した場合においても、例えば大規模漏洩や爆

発事故のような、発災後即時的に周辺環境に影響のある事故事象が顕在化する可能性はな

いものとして評価を行った。 

(2) サイバーセキュリティ 

遠隔監視制御化及び現地無人化に伴うサイバー攻撃の種別については、①外部からの不

正侵入、②外部記憶媒体からのウイルス感染、③端末の不正操作、④ネットワークの切断が

考えられ（図 4-14）、電力制御システム等のサイバーセキュリティについても堅牢性を保

つことが必要である。 

 

                                                        
57 一般社団法人日本電気協会火力専門部会「火力発電所の耐震設計規定(JEAC3605)」(2015 年) 
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図 4-14 無人化に伴うサイバー攻撃の種別 

本リスクの検討では、サイバーセキュリティに関して電気事業者が実施すべきセキュリ

ティ対策の要求事項を規定した電力制御システムセキュリティガイドライン(JESCZ0004)58

のうち、勧告的事項が必ず適用されていることを前提とすることで、リスクを許容可能なレ

ベルに維持できると想定した（図 4-15）。 

 

図 4-15 電力制御システムセキュリティガイドライン 

 

                                                        
58 一般社団法人日本電気協会情報専門部会「電力制御システムセキュリティガイドライン(JESCZ0004)」

(2016 年) 

IoTセンサー
（振動・温度等）

IoTセンサー
（映像）

監視用
ネットワーク

制御用
ネットワーク

発電所

監視操作卓

遠隔監視制御箇所

④ＮＷの

切断

④ＮＷの

切断

③端末の
不正操作

③端末の
不正操作

制御用ネットワーク

セキュリティ区画

保守端末

外部ネットワーク
（インターネット）

機器（発電器、タービン等）

セキュリティ区画

遠隔監視
操作端末

制御信号

ＦＷ

ＦＷ

ＦＷ

①外部からの不正侵入

調速装置計測装置

②外部記憶媒体
からの

ウイルス感染

②外部記憶媒体
からの

ウイルス感染

サイバー攻撃の種別
電気制御システム
セキュリティガイドライン

セキュリティ項目 具体的対策

①外部からの不正侵入
・ウイルス攻撃
・不正アクセス

第5-1条
「外部ＮＷ(インターネット)
との分離」

・電力制御システム等と外部
ＮＷの分離

・外部ＮＷと制御・監視用ＮＷ
は接続しない

第5-2条
「他ＮＷ(事務処理系)との
接続」

・他ＮＷとの接続点の最小化
・他ＮＷとの接続点への防護
措置

・事務処理系ＮＷとの接続点の
最小化および接続点へのＦＷ
設置

②外部記憶媒体からの
ウイルス感染

第6-3条
「外部記憶媒体のマルウェア
対策」

・外部記憶媒体のウイルス
チェック

・外部記憶媒体のウイルスチェック

③端末の不正操作
④ＮＷの切断

第6-6条
「入退管理(重要度S,A)」

・セキュリティ区域の明確化と
保護
・セキュリティ区画のアクセス管理

・セキュリティ区画の設置と施錠
管理

電力制御システムセキュリティガイドライン【JESCZ0004(2016)】

第1章 総則 第5章 設備・システムのセキュリティ
第2章 組織 第6章 運用・管理のセキュリティ
第3章 文書化 第7章 セキュリティ事故の対応
第4章 セキュリティ管理

電力制御システムセキュリティガイドライン【JESCZ0004(2016)】のうち、勧告的事項を必須とする。

設備・運用に関する事項
（勧告的事項）

電力制御システム等のサイバー
セキュリティ確保を目的として、
電気事業者が実施すべきセキュリ
ティ対策の要求事項について規定。

制定
目的
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4.4.3 センサーの検出能力【監視】 

現場の作業員は、既存設備の巡視点検などの際に、嗅覚や聴覚など現場情報を活用し、セ

ンサーでは計測できないような異常検知を行っていることから、現場作業員をセンサーへ

代替することにより、作業員の五感による検知機能が失われる、との指摘がある。こういっ

た作業員の五感による異常検知能力は、非定量的なベテラン技能として評価されることが

多い。 

ただ、実際は、センサーは人間よりもはるかに優れた性能を有しており、人間に感知でき

ない異常を感知することが可能である。また、日常的な監視・点検作業において、センサー

よりも人間の方がエラーを犯す可能性が高く、人間の信頼性は自動化した IT システムに遥

かに劣る。よって、異常検知感度については現場作業員からセンサーへの代替で大きく損な

われるものではないと考えられる。また、今後の日本の保安体制のあるべき姿に照らした場

合、属人性のある技能に頼る保安体制を維持することは難しい。 

各センサーについては、表 4-6 に示すように市場で広く使用されている性能を有するも

のとし、評価を行う。なお、遠隔常時監視に伴うセンサーの設置については、現場環境を考

慮した上で、現場作業員が行う場合と同等以上に、事象・影響を検知可能な仕様・位置・数

量を設置することを条件とする。 

ここでは、目視監視をカメラに置き換える場合の考え方を例として、以下に示す。 

 

表 4-4 検知手法の比較 

検知手法 検知・評価の内容 

人による目視 

(従来監視方法) 

設備外観から異常事象の有無を目視で確認し、異常事象を認めた

場合は、異常部位の特定まで実施している。 

カメラによる点検 異常部位の特定は、設備復旧や異常発生後の対応で必要となる範

囲であるため、カメラによる遠隔常時監視では、異常事象の監視

（検出）を人による目視と同等に行うものとする。 

 

例えば、ポンプ軸受からの油漏れが発生した場合、カメラによる点検の場合でも、床面

の油溜りから油漏れ（異常事象）の発見は可能である。したがって、油漏れ事象はカメラ

に置き換えても、検出の可能性は同等と判断する(表 4-4 参照)。なお、異常部位特定につ

いては、異常事象発見後の駆付け対応にて、部位特定を実施する。 

 

表 4-5 人(目視)とカメラの異常事象発見に関する比較 

 油漏れ（異常事象） 異常部位特定 

人（目視） ○ ○ 

カメラ ○ － 
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表 4-6 センサーの性能 

従来 

手法 
センサ等 

性能 

説明 

人 センサ等 

目視 カメラ 
解像度:700万画素～

800万画素程度 

カメラの解像度:2000万画素

相当(HD×10倍光学ズーム) 

・ＨＤカメラの解像度(200万画素)に光学ズーム 10倍を組合わせた

場合、2,000万画素相当となり、人間の目の２倍以上となる。 

臭気 
臭気センサ 

ガス漏洩検知器 

楽に感知できるニオイ: 

アンモニア約 2.0ppm相当 

一般的なアンモニアガス 

漏洩検知器の検出下限: 

0ppm～数 ppm程度 

・ガス漏洩検知器の検出下限は 0ppm～数 ppm(型式により変動) 

聴音 音響センサ 
可聴域 

周波数:20～20kHz程度 

音響センサの検出範囲 

周波数:0.1～100kHz程度 

・人間の検知できる周波数以上の周波数の検知が可能 

・周波数による解析も可能 

触診 

振動センサ 
触診による振動感度 

周波数:0.5～1kHz程度 

振動センサの検出範囲: 

0.5～10kHz程度 

・人間の検知できる周波数以上の周波数の検知が可能である。 

・周波数による解析も可能 

温度センサ 
触診による温度感度: 

0～60℃程度 

温度センサ付カメラの検出範

囲:-40～2,000℃程度 

・人間の検知できる温度異常の温度検知が可能 

・対象物から離れた場所からでも検知可能 
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4.4.4 安全停止に関する設備【制御（停止）】 

監視制御の遠隔化や現地無人化を進めた場合、異常発生時の臨機応変な対応が困難とな

ることが予想される。これに対し、センサーデータで異常が検知された場合は、シャットダ

ウンを行うといったプラントのインタロックを行うことで、ハザードの進展防止を図るこ

とが出来る。 

インタロックについては以下のように定める。まず、プラント自動停止インタロックにつ

いては、国の技術基準(省令及び解釈)で定められた義務・勧告項目が適用されているものと

する。なお、推奨項目については、任意施設のため対象外とする。また、対応内容の安全停

止とは、インタロック動作および当直員操作によるプラント全体の停止のみでなく、当該機

器の単独停止や予備機への切り替え等の対応も含むこととする。本節に対しては、火力発電

所の計測制御規程(JEAC3201)、発電用ボイラー規程(JEAC3701)、発電用蒸気タービン規程

(JEAC3703)、発電用ガスタービン規程(JEAC3704)、発電用内燃機関規程(JEAC3705)が関連し

ている。 

4.4.5 対応措置に関する前提【制御（操作）】【処置】 

災害時においては、インタロックを設置していたとしても、事象が進展し、火災等が発生

する場合もある。よって、火力発電所における制御・処置能力についても評価を行う必要が

ある。 

現地無人化を想定する場合にも、一義的には、制御の観点からは機器・プラントの停止が

可能な対策を行うが、現地での異常対応処置の観点からは、遠隔隔離や駆付け対応が可能な

体制を構築が必要である。なお、影響事象に応じた制御や処置といった対策を行うことで、

現地無人化後のリスクは低減することが期待される。 

 

4.5 各ハザードに対するリスク評価結果 

各ハザード（①経年劣化（既存設備）、②経年劣化（新規設備）③自然災害（既存設備）、

④自然災害（新規設備）⑤侵入者、⑥サイバー攻撃）に対するリスク評価結果または対応の

考え方について以下に示す。 

4.5.1 既存設備（発電所）の経年劣化に関するリスク評価 

既存発電所設備の経年劣化によるリスク評価を行った。対象設備は、表 4-2 に示す４設

備（大型火力発電設備、内燃機関、木質バイオ発電設備、廃棄物（ごみ）発電設備）とした。 

既存設備(発電所)に対する日常点検から設備損傷及び被害拡大防止に至るまでのリスク

評価結果の概要について示す。今回は例として、ガスタービンの軸受のリスク評価について

示す。 
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図 4-16 各機器と影響の関係について（ガスタービン） 

 

ガスタービンは、図 4-16 に示す通り、軸受を含む 15 の機器からなる。軸受に発生する影

響は、振動発生、流体漏洩、火災の３つであり、今回はそれらを例にし、リスク評価の実施

概要と結果について示す。 

ガスタービンの軸受に対し、起こる影響とその要因について図 4-17 に示す。これらの事

象が発生し、異常発生や被害発生につながる因果関係について示したのが図 4-18 である。 
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図 4-17 日常点検・監視／発災時の点検から異常事象発生に至るまでの因果関係 

 

 

図 4-18 異常事象の発生から設備損傷・被害拡大に至るまでの因果関係と対応 
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表 4-7 リスク評価結果（経年劣化（既存発電所設備）） 

 

 

上記の表がリスク評価結果を示したものである。青色セル部分では監視についてのリス

ク評価、緑色セル部分では制御についてのリスク評価、赤色セル部分では処置についてのリ

スク評価を行っている。最右列の簡易評価指標では、監視についてのリスク評価について、

遠隔常時監視制御導入前後で比較を行っている。 

監視についてのリスク評価部分では日常点検及び監視に関するリスク変化について評価

している。遠隔常時監視制御導入前は人の五感を用いて異常を検知しているが、遠隔常時監

視制御導入後はセンサーを用いて異常を検知するようになる。点検・監視方法の変化に伴う

異常や逸脱に対する検出可能性の変化に伴うリスク変化について評価を行う。 

例えば、「液体漏洩」という事象に対して、現行の監視方法は「目視」であるが、遠隔常

時監視制御導入後は「カメラ」により監視を行う。異常事象の検出可能性については、目視

とカメラでは変わりがないことから、検出可能性列では前後ともに①と示されており、目視

とカメラの双方における異常事象の検出可能性は変化がないことが分かる。また、「振動発

生」という事象に対する監視方法が「触診」から「振動センサー」へと変化することにより、

検出可能性が向上することもわかる。 

制御についてのリスク評価部分では、異常事象発生時の対応に関するリスク変化につい

て評価している。遠隔常時監視制御導入前は発電所敷地内に常駐している職員が発生した

異常事象に対して対応を行っているが、遠隔常時監視制御導入後は遠隔地より対応を行う

こととなる。発生した異常事象に対する対応方法の変化に伴うリスク変化について評価を

行う。 

 

■スコープ A（遠隔常時監視制御化）に関する評価 

「安全停止」に関する対応力については、遠隔常時監視制御導入後も遠隔地からインタロ

ック等を用いて安全停止を行うといった同様の対応が可能であるため、対応の可否は遠隔

常時監視制御導入前後で変化しない。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

「油回収」、「火災消火」については遠隔地からの対応は困難であるため、現地無人化後

無人化後の対応は不可となる。このリスク変化に対する対策内容は、処置についてのリスク

事象・
影響

監視
方法

監視
必須

センサー
置き換え

検出
可能性

リスク増の場合
の対策内容

対応
内容

対応可
否

対策内容

簡易評価指標

前 後 前 後

EM1 EM2

前 後 前 後

振動
発生

振動計 ○
振動計
(中央)

① ① － 安全停止 ○ ○ － 4 4 12 12

触診 振動センサ ② ① － 安全停止 ○ ○ － 8 4 24 12

流体
漏洩

目視 ○ カメラ ① ① －
安全停止
油回収

○
○

○
×

①隔離等の遠隔操作
(ユニット・機器停止等)
②体制構築現地回収
(①②消防法規制あり)

75 75 9 9

火災
火災
報知器

○
火災報知器

(中央)
① ① －

安全停止
火災消火

○
○

○
×

①隔離等の遠隔操作
(ユニット・機器停止等)
②体制構築現地消火
(①②消防法規制あり)

75 75 9 9
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評価内において、被害拡大防止対応に関するリスク変化について評価している。現地無人化

前は発電所敷地内に常駐している職員が被害拡大防止のための対応を行っているが、遠隔

常時監視制御導入後は遠隔地より駆付け対応を行うこととなる。被害拡大防止のための対

応方法の変化に伴うリスク変化について評価を行った。処置についてのリスク評価部分で

は対応可否の変化に対する対策内容を示している。具体的には、①隔離等の遠隔操作（ユニ

ットの遠隔停止・機器の遠隔停止等）や②体制構築現地回収（現地消火）といった対策内容

を示している。どちらも消防法の規制の範囲内であり、消防法の要件に適合することで、リ

スクの低減化を図ることが可能と考えられる。 

最右列の簡易評価指標では、遠隔常時監視制御導入前後でリスクが同等もしくは低下す

ると評価した結果を示している。 

 

■リスク評価結果の集約とリスクマトリクス 

以上の手法に基づき、4.2 で選定した設備について、リスク評価を行った。ただし、リス

ク評価を行った機器の数が膨大であるため、本報告書内では、リスク評価設備の装置別にリ

スク評価結果を集約する。なお、設備機器別の事象影響ごとに実施するリスク評価の詳細に

ついては、成果物「リスク評価結果」を参照とする。 

次に、リスク評価設備(機器)の集約方法について説明する。リスク評価は発生確率(検出可

能性、対応可否)及び影響の大きさの積で評価される。発生確率については、遠隔常時監視

制御の導入によって、異常事象の検出可能性や対応可否がどのように変化するかについて

評価を行う。影響の大きさについては、H27・28 年度電気設備リスク調査結果の人損物損評

価(S1:人体・物件への影響)を参照する。これらを掛け合わせたものを各機器のリスク評価結

果とする。その結果を受けて、リスクが最も大きい機器を選定する。 

上記に示した方法により、リスク報告対象として選定した機器を設備ごとに以下の表に

示す。 

 

表 4-8 リスク評価結果（経年劣化（既存発電所設備）／４発電設備） 

 

 

次に、各対象設備のリスク評価の結果を以下に示す。全設備の全機器において、遠隔常時

監視制御導入前後でリスク変化を見たところ、リスクは同等もしくは低下すると評価され

ている。よって、遠隔常時監視制御導入によりリスクは増加しないことが分かる。 
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表 4-9 リスク評価結果（経年劣化（既存発電所設備）／前後比較） 
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また、これらのリスク評価結果をリスクマトリクスに集約する。以下のグラフは、y 軸上

方向に行くごとに被害規模が大きくなり、x 軸右方向に行くごとに検出可能性が低く(検出

しにくく)なるグラフである。遠隔常時監視制御導入前後において、被害規模に変化はなく、

検出可能性のみ変化する。x 軸右方向に移動するごとに検出可能性は低くなり、異常事象の

発見遅延につながり、結果的にリスクは増加する。一方で x 軸左方向に移動するごとに検出

可能性は高くなり、異常事象の早期発見につながり、結果的にリスクは減少する。 

 

 

図 4-19 遠隔常時監視制御化に伴うリスク変化の模式図 

 

以下にリスク評価の集約結果を遠隔常時監視制御導入前後で比較するグラフを示す。 
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図 4-20 リスク評価結果の概要（無人化前） 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5

S
1

D

被害規模毎の検出可能性

（無人化前）

S１：被害規模（人体・物件への影響）
D ：検出可能性（検出しにくさ）

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

内燃機関 発電機 電機子巻線 地絡・短絡 －
地絡・短絡
故障検出器
（中央）

1 1

内燃機関 発電機 電機子巻線 地絡・短絡 断線
振動計
（中央）

1 1

廃棄物
（ごみ）
発電設備

冷却装置 冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失） 目視 1 1

廃棄物
（ごみ）
発電設備

発電機 電機子巻線 地絡・短絡 －
地絡・短絡
故障検出器
（中央）

1 1

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

内燃機関
冷却設備
（ＤＥ）

冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失） 目視 1 5

内燃機関
冷却装置
（ＧＥ）

冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの
漏洩

（グランド部機能喪失）
目視 1 5

木質バイオ 冷却装置 冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失） 目視 1 5

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

大型火力
発電設備

燃料設備
（石炭）

揚炭機
揚炭不能

（作動停止）
走行不能 作動異常警報 1 25

内燃機関
排ガス設備
（ＧＥ）

アン水ポンプ
危険物質の
排出

（運転停止）

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪

失）
目視 1 25

木質バイオ 木質燃焼ボイラ
燃料貯蔵
搬送設備

火災、可燃
／有毒ガス
放散

－
火災報知機
（中央）

1 25

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

木質バイオ 蒸気タービン 油筒
制御不可

・蒸気遮断不可

グランド（ボンネッ
ト）

部機能喪失
目視 2 1

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

大型火力
発電設備

補助ボイラー 火炉 燃焼ガス漏れ 割れ 目視 2 5

内燃機関
空気設備
（ＤＥ）

配管
高温気体の
流出

割れ 触診 2 5

内燃機関
排ガス設備
（ＤＥ）

配管（ダクト）
高温気体の
流出

割れ 触診 2 5

内燃機関
潤滑油装置
（ＤＥ）

潤滑油ポンプ
高温可燃性
流体の流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪

失）
目視 2 5

内燃機関
燃料油設備
（ＤＥ）

配管
高温・可燃性流
体の流出

割れ 触診 2 5

内燃機関
空気設備
（ＧＥ）

配管
高温気体の
流出

割れ 触診 2 5

内燃機関
潤滑油装置
（ＧＥ）

潤滑油ポンプ
高温可燃性
流体の流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪

失）
目視 2 5

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

大型火力
発電設備

ボイラー ドラム 蒸気漏洩 胴溶接部割れ 目視 2 25

大型火力
発電設備

蒸気タービン 車室 蒸気漏洩 － 目視 2 25

大型火力
発電設備

燃料設備（油） 油タンク 油漏洩 － 目視 2 25

大型火力
発電設備

燃料設備
（ガス）

液化ガス用
ポンプ

燃料供給停止 軸受損傷
振動計
（中央）

2 25

大型火力
発電設備

液化ガス
設備

貯槽 有毒物質漏れ
貯槽本体
亀裂発生

目視 2 25

大型火力
発電設備

ガス化炉
ガス化炉
容器

ガス漏洩 割れ 目視 2 25

大型火力
発電設備

ばい煙処理装置 脱硝装置
アンモニア供給配管

漏洩
－ 臭気 2 25

大型火力
発電設備

発電機 固定子鉄心 水素ガス漏洩・爆発 グランド部機能喪失 聴音 2 25

内燃機関
ディーゼル
エンジン

軸・軸受
運転部品の
飛び出し

（運転停止）
軸の折損 触診 2 25

内燃機関 ガスエンジン 軸・軸受
運転部品の
飛び出し

（運転停止）
軸の折損 触診 2 25

内燃機関
燃料ガス供給設備

（ＧＥ）
ガス配管

高温気体の
流出

（運転停止）
割れ 触診 2 25

木質バイオ
ばい煙処理
装置

ガス漏れ
危険物質の
排出

グランド部
機能喪失

目視 2 25

廃棄物
（ごみ）
発電設備

燃焼ガス
冷却設備

安全弁 蒸気漏洩 － 目視 2 25

廃棄物
（ごみ）
発電設備

蒸気タービン 車室 蒸気漏洩 － 目視 2 25

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D1 S1

大型火力
発電設備

ガスタービン 車室 流体漏洩 － 聴音 3 25
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図 4-21 リスク評価結果の概要（無人化後） 

S１：被害規模（人体・物件への影響）
D ：検出可能性（検出しにくさ）
：無人化前からリスク低下
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設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D2 S1

内燃機関 発電機 電機子巻線 地絡・短絡 －
地絡・短絡
故障検出器
（中央）

1 1

木質バイオ 蒸気タービン 油筒
制御不可

・蒸気遮断不可

グランド（ボンネッ
ト）

部機能喪失

カメラ
(温度センサ付)

1 1

内燃機関 発電機 電機子巻線 地絡・短絡 断線
振動計
（中央）

1 1

廃棄物
（ごみ）
発電設備

冷却装置 冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪

失）
カメラ 1 1

廃棄物
（ごみ）
発電設備

発電機 電機子巻線 地絡・短絡 －
地絡・短絡
故障検出器
（中央）

1 1

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D2 S1

大型火力
発電設備

補助ボイラー 火炉 燃焼ガス漏れ 割れ
カメラ

(温度センサ付) 1 5

内燃機関
空気設備
（ＤＥ）

配管
高温気体の
流出

割れ 振動センサ 1 5

内燃機関
排ガス設備
（ＤＥ）

配管（ダクト）
高温気体の
流出

割れ 振動センサ 1 5

内燃機関
潤滑油装置
（ＤＥ）

潤滑油ポンプ
高温可燃性流体の

流出
軸封部からの漏洩

（グランド部機能喪失）
カメラ

(温度センサ付) 1 5

内燃機関
冷却設備
（ＤＥ）

冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失）

カメラ 1 5

内燃機関
燃料油設備
（ＤＥ）

配管
高温・可燃性流体の

流出
割れ 振動センサ 1 5

内燃機関
空気設備
（ＧＥ）

配管
高温気体の
流出

割れ 振動センサ 1 5

内燃機関
冷却装置
（ＧＥ）

冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの
漏洩

（グランド部機能喪失）
カメラ 1 5

内燃機関
潤滑油装置
（ＧＥ）

潤滑油ポンプ
高温可燃性流体の

流出

軸封部からの
漏洩

（グランド部機能喪失）

カメラ
(温度センサ付) 1 5

木質バイオ 冷却装置 冷却ポンプ
高温流体の
流出

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失）

カメラ 1 5

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D2 S1

大型火力
発電設備

ボイラー ドラム 蒸気漏洩 胴溶接部割れ
カメラ

(温度センサ付) 1 25

大型火力
発電設備

蒸気タービン 車室 蒸気漏洩 －
カメラ

(温度センサ付) 1 25

大型火力
発電設備

燃料設備
（石炭）

揚炭機
揚炭不能

（作動停止）
走行不能 作動異常警報 1 25

大型火力
発電設備

燃料設備
（ガス）

液化ガス用
ポンプ

燃料供給停止 軸受損傷
振動計
（中央） 1 25

大型火力
発電設備

ガス化炉
ガス化炉
容器

ガス漏洩 割れ
カメラ

(温度センサ付) 1 25

大型火力
発電設備

発電機 固定子鉄心 水素ガス漏洩・爆発 グランド部機能喪失 音響センサ 1 25

内燃機関
ディーゼル
エンジン

軸・軸受
運転部品の
飛び出し

（運転停止）
軸の折損 振動センサ 1 25

内燃機関 ガスエンジン 軸・軸受
運転部品の
飛び出し

（運転停止）
軸の折損 振動センサ 1 25

内燃機関
排ガス設備
（ＧＥ）

アン水ポンプ
危険物質の
排出

（運転停止）

軸封部からの漏洩
（グランド部機能喪失）

カメラ 1 25

内燃機関
燃料ガス供給設備

（ＧＥ）
ガス配管

高温気体の
流出

（運転停止）
割れ 振動センサ 1 25

木質バイオ 木質燃焼ボイラ
燃料貯蔵
搬送設備

火災、可燃
／有毒ガス
放散

－
火災報知機
（中央） 1 25

廃棄物
（ごみ）
発電設備

燃焼ガス
冷却設備

安全弁 蒸気漏洩 －
カメラ

(温度センサ付) 1 25

廃棄物
（ごみ）
発電設備

蒸気タービン 車室 蒸気漏洩 －
カメラ

(温度センサ付) 1 25

設備 装置 機器 影響 事象 監視方法 D2 S1

大型火力
発電設備

ガスタービン 車室 流体漏洩 － 音響センサ 2 25

大型火力
発電設備

燃料設備
（油）

油タンク 油漏洩 － カメラ 2 25

大型火力
発電設備

液化ガス
設備

貯槽 有毒物質漏れ
貯槽本体
亀裂発生

カメラ 2 25

大型火力
発電設備

ばい煙処理装置 脱硝装置
アンモニア供給配

管
漏洩

－ 臭気センサ 2 25

木質バイオ
ばい煙処理
装置

ガス漏れ
危険物質の
排出

グランド部
機能喪失

カメラ 2 25
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全ての設備・機器の項目において、x 軸右方向に移動していない(同じ座標もしくは左方

向に移動している)ことから、遠隔常時監視制御導入前後でリスクは増加していないことが

わかる。 

 

4.5.2 新規設備（遠隔常時監視制御用設備）の経年劣化に関するリスク評価 

新規設備（遠隔常時監視制御用ネットワーク機器）の経年劣化によるリスク評価を行った。

対象設備は、「4.2 評価対象設備の選定」に示す設備とした。 

追加設備（制御用 NW、監視用 NW、センサー類、遠隔制御装置）に対する日常点検から

設備損壊及び被害拡大防止に至るまでのリスク評価結果の概要について示す。例として、制

御通信設備の制御用ネットワーク、監視用ネットワーク、センサー類、遠隔常時監視制御端

末のリスク評価について示す。 

表 4-10 リスク評価結果（経年劣化（新規設備）） 

 

 

■スコープ A（監視制御の遠隔化）に関する評価 

追加設備は遠隔常時監視制御導入前のリスク評価結果がないため、遠隔常時監視制御導

入前後でリスク評価の変化については比較することができない。ただし、追加設備は制御用

ネットワーク、監視用ネットワーク、センサー類、遠隔常時監視制御端末といった設備であ

り、既存設備と同種の設備を追加設備として台数を増やし、ネットワークを延長したもので

ある。そのため既存設備と設備構成自体は変化がなく既存設備と追加設備の違いは設置位

置が遠隔化されるという点であり、経年劣化などの異常に関する検出可能性及びリスクの

概況は変化しないと考えられる。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

現地無人化固有の異常現象及び事故シナリオが無いため、基本的にはスコープ A と同様

の評価結果となる。 
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4.5.3 既存設備（発電所）に対する自然災害のリスク評価 

既存設備（発電所）に対する災害発生時の点検から設備損傷及び被害拡大防止に至るまで

のリスク評価の考え方について示す。 

経年劣化により異常事象が発生する場合、2 次要因、1 次要因、事象、影響といった過程

を経る。振動発生という影響が発生するまでに、2 次要因として「軸受油量低下」、「異物

混入」などがある。その結果、1 次要因の「軸受潤滑不良」が発生し、「ホワイト部割れ、

焼付け、損傷」といった事象を誘発する。その事象の結果、「振動発生」という影響を引き

起こす。これが経年劣化による異常事象発生の過程である。 

その一方で、自然災害が発生した場合、2 次要因から段階的に異常事象が進展する経年劣

化とは異なり、揺れ等が機器・設備に直接及ぶため、影響事象等が即時的に生じる。経年劣

化による異常事象発生と自然災害による異常事象発生の違いは過程の違いにある。 

 

■スコープ A（監視制御の遠隔化）に関する評価 

自然災害による異常に関しては、即時的な災害進展がない限りは、災害後に現地駆けつけ

で現場確認を行うことで、遠隔常時監視制御化前後でのリスクレベルの変化はないものと

考えられる。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

本リスク評価においては、火力発電所設備が耐震設計規定(JEAC3605) に基づいて設計さ

れているものと仮定しているため、自然災害によって敷地外への影響を伴うような即時的

な波及影響は発生しないものと整理することが可能である。従って、仮に自然災害によって

何らかの異常現象が発生したとしても、その影響は敷地内に局限化されるため、仮に通信回

線の途絶、現地駆けつけの遅延などの状況が複合的に発生したとしても監視制御の遠隔化

や現地無人化に伴う優位なリスクの増加はないものと考えられる。 

 

4.5.4 新規設備（遠隔常時監視制御用設備）に対する自然災害のリスク評価 

新規設備(制御用 NW、監視用 NW、センサー類、遠隔制御装置)に対する災害発生時の点

検から設備損傷及び被害拡大防止に至るまでのリスク評価の考え方について示す。 

 

■スコープ A（監視制御の遠隔化）に関する評価 

既存設備に対する自然災害のリスクと同様に、災害発生後、影響が即時的に現れるといっ

た点において違いがあるだけであり、異常事象の検出可能性に関しては経年劣化による異

常事象発生のリスク評価と違いはないため、経年劣化のリスク評価と同等として考えられ

る。つまり、自然災害が通信設備に及ぼす影響についても、遠隔常時監視制御化の前後でリ

スクレベルは変わらない。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

現地無人化固有の異常現象及び事故シナリオが無いため、基本的にはスコープ A と同様

の評価結果となる。 
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4.5.5 既存設備（発電所）に対する侵入者のリスク評価 

既存設備(発電所)に対する侵入者対策の日常監視から設備損傷及び被害拡大防止に至る

までのリスク評価結果の概要について示す。 

 

表 4-11 リスク評価結果（侵入者） 

 

 

■スコープ A（監視制御の遠隔化）に関する評価 

侵入者のリスク評価では、構内侵入の検出可能性について評価している。構内に侵入者が

現れたかどうかを監視するために、遠隔常時監視制御導入前は警備員が目視で行っていた

が、遠隔常時監視制御導入後はカメラもしくは構内侵入警戒装置で行うこととする。検出可

能性については遠隔常時監視制御導入前後で変化しないと評価している。設備・機器への攻

撃により、設備損傷に至った場合は、各設備・機器の経年劣化の検出可能性評価と同等に評

価する。 

最右列にある簡易評価指標については、新たにリスク評価を行う事象であることから、遠

隔常時監視制御導入前の評価がないが、駆け付け対応などの対策を行うことで充分にリス

クを低減できるものと考えられる。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

現地無人化を行った場合には、被害防止の対応能力が変化する。現地無人化後は侵入者が

なんらかの攻撃を加えようとする場合にそれを防ぐ手立てがないため、駆けつけ対応など

に要する時間によってはリスクが増加する可能性もあるが、消防法等の他法令に従い、要員

を配置することでリスクを許容範囲に低減することが可能と考えられる。 

4.5.6 新規設備（遠隔常時監視制御用設備）に対するサイバー攻撃のリスク評価 

新規設備(制御用 NW、監視用 NW、センサー類、遠隔制御装置)に対するサイバー攻撃発

生時における被害拡大防止に関するリスク評価結果の概要について示す。 

以下の表におけるリスク表頭は、サイバー攻撃のリスク評価の場合、次のように読み替え

る。「監視方法」を「対策方法」、「監視必須」を「対策必須」と読み替えるものとする。

また、「センサー置き換え」と「検出可能性」については、サイバー攻撃においては、検出

ではなく防護といった観点から評価を行うことから、評価対象外として考える。 
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■スコープ A（常時監視と制御の遠隔化）に関する評価 

追加設備であることから遠隔常時監視制御導入前のリスク評価結果がなく、遠隔常時監

視制御導入前後でリスク評価結果を比較することができないが、追加設備に電力制御シス

テムセキュリティガイドライン(JESCZ0004)の勧告的事項に基づき対策を行うことで、リス

クの低減を図ることが可能と考えられる。 

 

■スコープ B（現地無人化）に関する評価 

現地無人化固有の異常現象及び事故シナリオが無いため、基本的にはスコープ A と同様

の評価結果となる。 
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4.6 リスク評価結果 

4.6.1 リスク評価結果のポイント 

前節までのリスク評価について、遠隔常時監視制御化、現地無人化の二つのスコープから

評価結果を取り纏める。 

 

① サイバー攻撃に対する堅牢性【予防】 

遠隔常時監視制御に伴う新たなリスクである通信設備異常やサイバー攻撃等は、電力シ

ステムセキュリティガイドラインに準拠した設備構成を設置し、安全停止回線等の２重化

や駆付け対応の対策を行うことにより、十分に許容範囲内のリスクレベルを実現すること

が可能と考えられる。 

 

② 自然災害に対する強靭性【予防】 

本リスク評価においては、火力発電所設備が耐震設計規定(JEAC3605) に基づいて設計さ

れているものと仮定しているため、自然災害によって敷地外への影響を伴うような即時的

な波及影響は発生しないものと整理することが可能である。従って、仮に自然災害によって

何らかの異常現象が発生したとしても、その影響は敷地内に局限化されるため、仮に通信回

線の途絶、現地駆けつけの遅延などの状況が複合的に発生したとしても監視制御の遠隔化

や現地無人化に伴う優位なリスクの増加はないものと考えられる。 

 

③ 遠隔常時監視制御化に伴う監視機能（センサー置き換えによる検出可能性）の変化【監

視】 

遠隔常時監視制御導入前の巡回員による監視手法と遠隔常時監視制御導入後のセンサー

等による監視手法を比較し、影響・事象の検出可能性を比較評価した結果、遠隔常時監視制

御導入前後で検出可能性は同等、もしくは、遠隔常時監視制御導入後、検出可能性が向上す

ることが示された。したがって、遠隔常時監視制御導入による検出可能性リスクは、総じて

遠隔常時監視制御導入前に比べて増加することはないことが示された。 

 

④ 遠隔常時監視制御化に伴う異常事象発生・災害発生時の対応能力の変化【制御】 

異常事象発生時の安全停止（機器・ユニット停止）は、遠隔常時監視制御導入後も自動停

止インタロック及び遠隔手動停止で、遠隔常時監視制御導入前と同様の保安レベルが確保

できることが確認できたため、遠隔常時監視制御導入前後で安全停止に関するリスクが増

加することはない。ただし、油回収や火災消火が発生した場合に関しては、駆けつけ対応な

どに要する時間によってはリスクが増加する可能性もあるが、消防法等の他法令に従い、要

員を配置することでリスクを許容範囲に低減することが可能と考えられる。 

 

⑤ 現地無人化後の被害拡大防止の対策【処置】 

現地無人化後は油漏洩や火災等の被害拡大防止シナリオに対して、駆けつけ対応などに

要する時間によってはリスクが増加する可能性もあるが、消防法等の他法令に従い、要員を

配置することでリスクを許容範囲に低減することが可能と考えられる。 
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表 4-12 リスク評価結果概要 
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4.6.2 リスク評価結果の総括 

本リスク評価においては、６つのハザード（①経年劣化（既存設備）、②経年劣化（新規

設備）③自然災害（既存設備）、④自然災害（新規設備）⑤侵入者、⑥サイバー攻撃）に着

目してリスクの検討を行った。 

監視制御の遠隔化に関しては、①②③④⑤については、監視制御の遠隔化によるリスクの

増加はない、または許容可能なレベルに管理することが評価結果として確認された。なお、

③④については、耐震設計規定(JEAC3605)に準拠することを前提とした評価を行った。また、

⑥サイバー攻撃については、電力制御システムセキュリティガイドライン(JESCZ0004)の勧

告的事項に基づき対策を行うことで、リスクの低減を図ることが可能と評価した。 

 

一方、現地無人化については、一部のリスクシナリオ（自然災害時などによる即時敷地内

事故発生時や通信途絶時または侵入者発生時などにおける敷地内対応力の低下）では駆け

つけ対応に要する時間によってはリスクが増加する可能性が示唆されたが、各発電所での

状況を踏まえたリスク分析に基づいて現地駆けつけなどの対応を適宜強化することによっ

て、全体的なリスクを許容範囲に低減することが可能であると考えられる。 
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5. 汽力発電所等の遠隔常時監視制御方式における電気保安規制見直しの検討 

3 章における諸外国における分散型火力発電設備等の遠隔常時監視に関する実態調査及

び 4 章における汽力発電所等の遠隔常時監視制御方式におけるリスク評価を踏まえ、分散

型火力発電設備の遠隔常時監視制御方式に関する規制を検討する上でのポイントを以下に

整理する。 

 

① 適用対象設備の区分 

規制を検討する際には、その対象とすべき発電設備の区分を明確化しなければいけない。

例えば、ボイラーの有無や当該ボイラーの使用圧力や定格出力などどのような観点から適

用対象設備を規定するかを検討する。そのためには、まずは当該規制である「電気設備に関

する技術基準を定める省令第 46 条第一項」が担保するべき機能（人的被害、物件損傷、供

給支障などを防ぐ、等）を明確化する必要がある。それによって、規制緩和の対象となる発

電設備及び対象設備区分の考え方が決まる。またその際には、電技解釈と消防法などその他

法令との関係性についても整理することも必要である。 

 

② 適用対象設備の設備要件 

適用対象となる設備が規制緩和の対象となるために具備しておくべき機能要件について

も検討を行う。具体的には、耐震設計基準、安全設備の導入有無、モニタリング設備の設置

状況、サイバーセキュリティ要件、災害対応体制の要件、駆けつけ対応時間などについて、

基準となる規格と共に特定する必要がある。 

 

③ 消防法等その他規制との関係性の整理 

消防法、石油コンビナート等災害防止法、高圧ガス保安法では、それぞれ一定指定数量以

上の燃料等を貯蔵している場合、それぞれの法令の対象となる。しかし、比較的小規模な汽

力を原動力とする発電所、石炭やバイオマスを燃料とする発電所の一部については、上記法

令の対象外となることも考えられる。電技省令、あるいは電技解釈の改正の際には、消防法

等の要件との関係性を整理する必要がある。 

 

④ リスクアセスメント手法の要件整理 

全ての要件を画一的に規定することは難しく、現実的には発電所固有の条件（必要に応じ

て上述の設備要件なども含む）などを踏まえたリスクアセスメントが必要になる可能性が

ある。電気事業者に対して個別設備のリスクアセスメントを要求する場合にはリスクアセ

スメントの内容に対する要件も明確化し、リスク評価プロセスのガイドライン及び適合性

評価基準の策定や第三者適合性評価制度の活用なども検討する必要がある。 

 

⑤ 遠隔常時監視制御化及び無人化のための実証による実績蓄積 

各種ハザードに対するセンサー検出能力（カメラ及び各種センサー）、インタロック自動

停止機能、遠隔隔離機能、駆けつけ対応の実効性、サイバーセキュリティ（通信途絶時の動

作及び対応）等のそれぞれのパフォーマンスについては実機で検証する必要がある。 
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表 5-1 規制の在り方を検討するための検討項目 
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6. まとめ 

本事業では、作業員による現場での常時監視が求められている火力発電所を対象として、

遠隔常時監視制御による監視が可能な発電所の対象を拡大できるかを判断するために必要

な検討を行うことを目的とし、「汽力発電所等の遠隔常時監視制御方式における電気保安規

制見直しの検討（第 5 章）」を行った。そしてその検討のために、「分散型火力発電設備等

の遠隔常時監視制御に関する基本情報（第 2 章）」、「諸外国における分散型火力発電設備

等の遠隔常時監視制御に関する実態調査（第 3 章）」、「汽力発電所等の遠隔常時監視制御

方式におけるリスク評価（第 4 章）」について検討を行った。 

 

第 2 章では、本検討の前提として、遠隔常時監視や常時監視などに関する用語の整理や、

我が国における遠隔常時監視制御に関する規制体系などの基本情報の整理を行った。 

 

第 3 章では、アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリアの 5 か国を対

象として、「遠隔常時監視等に関する現状の法規制」、「発電所を対象とした遠隔常時監視

事例及び発電所の管理体制」などについて調査を行った。その結果、遠隔常時監視制御方式

を導入する際の重要なポイントとして、「設備区分別での規制」、「規制を行う上での基準

項目とその閾値」、「応急措置を行う体制の考え方」、「サイバーセキュリティの考え方」

などに関する示唆を得た。 

 

第 4 章では、具体的な設備を想定したリスク評価について、遠隔常時監視制御化、現地無

人化の二つのスコープで行った。リスクシナリオとしては、①経年劣化（既存設備）、②経

年劣化（新規設備）、③自然災害（既存設備）、④自然災害（新規設備）、⑤侵入者、⑥サ

イバー攻撃、を想定した。評価の前提として、耐震基準については火力発電所の耐震設計規

定(JEAC3605)59に基づいて設計されていること、またサイバーセキュリティ対策については

電力制御システムセキュリティガイドライン JISCZ0004(2016)の勧告に適合していることを

前提として検討を行った。検討の結果、遠隔常時監視制御化によってリスクは現状と同レベ

ルを維持できるとの評価結果となった。現地無人化については、一部でリスク増加の可能性

が示唆されたものの、現地駆けつけなどの対応を適宜強化することによって、全体的なリス

クを許容範囲にすることが可能であると考えられた。 

 

これらの検討の結果、ガスタービン発電所等の遠隔常時監視制御方式における電気保安

規制見直しの検討においては、①適用対象設備の区分、②適用対象設備の設備要件、③消防

法等その他規制との関係性の整理、④リスクアセスメント手法の要件整理、⑤遠隔常時監視

制御化及び無人化のための実証による実績蓄積、などが重要であり、これらの観点について

今後さらに具体的に検討・実証を進めていくことが必要である。 

 

 

                                                        
59 一般社団法人日本電気協会火力専門部会「火力発電所の耐震設計規定(JEAC3605)」(2015 年) 
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