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再生可能エネルギーを育てましょう

〜再生可能エネルギーの固定価格買取制度始まる！〜
担当課室：エネルギー対策課

再生可能エネルギーとは
再生可能エネルギーは、 枯渇することなく永続的に利用できるエネルギーです。
また、 発電時に二酸化炭素を排出しない、 地球環境に優しい優れたエネルギー
です。 このため、 再生可能エネルギーは、 日本を支えるエネルギーの一つとして、
さらなる拡大が期待されています。
しかし、 再生可能エネルギーによる発電は高コストであることから、 ２０１０年度の
実績では、 大型ダム等を除くと年間発電量の１％を占めるにすぎず、 普及推進の
ためには市場原理を補う強力な仕組みが必要となっていました。
そこで、 本年７月から、 再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まりました。
本制度の導入により、 再生可能エネルギー導入量の急速な拡大が期待されていま
す。
なお、固定価格買取制度では、「太陽光」 「風力」 「地熱」 「中小水力」 「バイオマス」
による発電を対象として定義しています。

固定価格買取制度の概要
太陽光、 風力、 水力、 地熱、 バイオマスによって発電された電力について、
電力会社に対して再生可能エネルギー発電事業者から政府が定めた条件 ( 調達
価格及び調達期間 ) による供給契約の申込があった場合、 これに応ずるよう義務
付けるものです。
買取に要する費用は、 電力利用者に電力の使用量に応じて賦課金としてご負担
いただきます。
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特集
固定買取価格制度の基本的な仕組み
再生可能エネルギー
による発電を事業とし
て実施される方

再生可能エネルギー
による電気を売電

電気を供給

電力会社
国が定める期間、
固定価格で電気を買取り
気
買取費用
の交付

電気料金と合わせて
賦課金（サ チ
賦課金（サーチャー
ジ）を回収

回収した
賦課金を納付

費用負担調整機関

電気をご利用
様
の皆様

（賦課金の回収・分配を行う機関）

調達価格等算定委員会の
意見を尊重して買取価格・
買取期間を設定（毎年度）

kWh当たりの賦課金
単価の決定（毎年度）

経済産業大臣

自宅で発電される方
・設備を認定
設備を認定
（安定的かつ効率的に発電可能かど
うか等を国が確認。要件を満たさなく
なった場合には認定取消し。）

買取価格・買取期間について意見

調達価格等算定委員会

国

買取条件
買取条件 ( 価格及び期間 ) は、
経済産業大臣が、 調達価格等算定
委員会の意見を尊重し、 関係大臣
との協議や消費者問題担当大臣か
らの意見聴取を通じて定めることに
なっています。
調達価格等は年度毎に決定され
ますが、 調達期間中に変更される
ことはありません。 平成２４年度の調
達価格等は右のとおりです。

調達価格及び調達期間一覧表

設備認定手続
固定価格買取制度による買取のためには、再生可能エネルギー発電事業者は、
経済産業大臣による発電設備の認定を受ける必要があります。 電源共通の基準と
電源毎に設けられた基準を充足しなければなりません。
E ! KANSAI 2012 年 8 月号
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特集
減免認定手続
買取に要した費用については、 賦課金として電力をご利用の全ての方々にご負
担をいただきますが、 電力使用量が極めて大きい事業者にとっては競争力を損な
うほどのコスト増となりかねません。
そこで、 固定価格買取制度では、 一定の要件を充足する事業者は賦課金の８割
について減免を受けることができます。
減免措置の対象となるためには、 以下の要件を満たす必要があります。
対象事業の認定
①対象事業の原単位が５． ６を超えること
対象事業所の認定
②事業者ごとの対象事業の電気使用量が１００万ＫＷｈを超えること
③対象事業の電気使用量が事業所全体の電気使用量の過半を超えること
対象事業の認定
事業１

事業２
（対象事業）

事業３

松 事業所
（対象事業所）

-

Ａ

-

竹 事業所
（対象事業所）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

梅 事業所

Ｅ

-

Ｆ

対象事業所の認定
電気の使用量
（ｋＷｈ）

判断基準
（電気の使用量）
② 各事業所の対象事業の電気使用量が
１００万ｋＷｈを超えるかどうか？

A or C > 100 万 kWh
③対象事業の電気使用量が事業所全体の
電気使用量 過半を超えるか
電気使用量の過半を超えるか？

C>

(B+C+D )
2

① 対象事業の原単位が５．６を超えるかどうか？
対象事業の原単位が５ ６を超えるかどうか？

判断基準
（事業の原単位）

A +C
> ５．６
事業 ２ の売上高

なお、 減免認定を受けた場合は、 認定を受けた事業に関する諸元情報が公表さ
れることになります。
東日本大震災に関連して罹災証明を受けられた電気の使用者なども平成２４年度
分の賦課金が減免されます。
また、 賦課金減免認定は年度ごとに手続きが必要で、 平成２５年度分は１１月頃
の手続を予定しています。
グリーン投資減税とは
固定価格買取制度と併せて、 再生可能エネルギー設備への投資を促進する制
度として、 グリーン投資減税があります。
再生可能エネルギー設備等を取得した場合、 ３０％特別償却又は法人税額 （所
得税額） の７％税額控除 （中小企業のみ） の措置を受けることができます。 さらに、
太陽光発電設備、 風力発電設備については、 固定価格買取制度の設備認定を
4
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特集
受ければ、 初年度に即時償却 （１００％） することも可能です。
対象は青色申告を提出する法人又は個人で、 措置期限は平成２５年度末 （即時
償却は２４年度末） です。

今後の導入見込み
固定価格買取制度では、
法律施行後３年間は、 再生
可能エネルギーによる発電
事業者が受けるべき利潤に
特に配慮することとなってお
り、 発電事業者の新規参入
が期待されています。
開発予定案件に関する情
報やこれまでの導入トレンド
から推計すると、 再生可能
エネルギーの導入量は、 現
今年度の再生可能エネルギーの導入量見込み
在の１９５０万ｋＷから今年度
だけで２５０万ｋＷ増えると見込まれています。
国産エネルギーである再生可能エネルギーの導入促進は、 エネルギー自給率の
向上や地域での雇用の創出など多くのメリットが見込まれます。
近畿経済産業局は、 本年を再生可能エネルギー導入元年として、 あらゆる施策
をフル動員し、 再生可能エネルギーの導入拡大に取り組む所存です。

本件に関するお問い合せ先
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene
買取制度

検索

お問い合せ専用窓口
０５７０−０５７−３３３
近畿経済産業局エネルギー対策課
０６−６９６６−６０１０
E ! KANSAI 2012 年 8 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回はエースシステム株式会社、
ツバメタオル株式会社をご紹介します。

「日持ちする美味しいご飯を届けたい」
〜企業、大学と連携することで自社の弱みを強みに変え、大きく飛躍！〜
担当課室：創業・経営支援課

創業 ・ 経営支援課では、 異分野の中小企業者が有機的に連携し、 経営資源を
有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより新事業分野の開拓を図る 「異分野
連携新事業分野開拓 （新連携）」 の事業計画の認定を行い、認定事業に対して様々
な支援を行っています。
新連携認定事業の中から、 「釜を使用せず蒸気を活用した省エネルギーで、 炊
飯米の品質が長持ちする蒸気炊飯機の製造販売事業」 をご紹介します。
■事業概要
本事業は、 代表者 （コア企業） であるエースシステム株式会社と、 株式会社洸
陽システムソリューションの２社が連携し、 ご飯の品質、 経済性等の面で優れた業
務用蒸気炊飯機の製造 ・ 販売を行うものです。
■美味しくて日持ちするご飯を炊飯できる省エネルギーな蒸気炊飯機
エースシステム株式会社が開発した蒸気炊飯機は、 釜の中にお米と水を入れて
炊くのではなく、 ベルトコンベアにお米を乗せて加水し過熱水蒸気を噴霧して炊き
あげていきます。 高温の過熱水蒸気で一気に炊きあげることから、 ふっくらとしたご
飯を炊くことができます。
また、 最高１４０度の過熱水蒸気で炊飯し、 加水するため、 お米に付着した雑菌
を死滅させ、 ぬか油等も含めて流し落とすことができます。 そのため、 ご飯の日持
ちが良くなり、 特にお弁当などの中食業界向けとして安全性の高いご飯を提供する
ことができます。
さらに、 蒸気の熱交換率は約 90％と非
常に高く、 廃熱回収を行っているため、
ガス釜 （熱交換率は約３０％） に比べて
半分のエネルギーで炊飯できます。 ま
た、 部品点数が釜炊飯ラインより大幅に
少ないため、 大がかりな点検やメンテナ
ンスが不要となり、 ランニングコストを大
幅に削減できます。
【昨年度試作した蒸気炊飯機】
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■新連携事業のきっかけ
エースシステム株式会社は、 １９９６年に工場内の省力化を図るための生産機械
を製造する企業として設立され、 業務用の蒸気炊飯機の開発も行っていました。
炊飯機は、 炊飯業者にとって中核の設備で高価なものであり、 大多数のシェア
を占める釜炊飯方式からの置き換えを狙うためには時間とお金が非常にかかり、 同
社１社では負担が厳しく販売できませんでした。 一方、 創業当時より営業の相談を
していた株式会社洸陽システムソリューションは、 省エネ設備導入のための補助金
等を活用した営業を展開していました。 さらに、 本事業のターゲットである食品会
社に販売実績があったことから、 両社で一緒に販売しませんかということになったの
が新連携事業のきっかけです。

■大阪府立大学との出会いによって事業がさらに成長
大阪府立大学で炊飯米について研究されている北村進一教授との出会いによっ
て、 本事業はさらなる発展を遂げようとしています。
これまでエースシステム株式会社では、 蒸気炊飯機を使用した炊飯米の科学的
分析が十分に行われていませんでした。 蒸気炊飯機で炊いたご飯に関する説得力
のある分析データや理論を用意できなかったため、 営業をしてもなかなか売上につ
ながらず苦労をされていました。 そのような中、 炊飯米研究の第一人者である北村
教授と出会い、 昨年に共同で試作実験 ・ 分析を行ったことで、 「なぜ蒸気炊飯機
を使用すると美味しく炊けるのか、 日持ちがするのか」 ということを客観的なデータ
を使用して説明できるようになりました。 大学との共同研究を行った実績と客観的
データが備わったことで、 同社の信頼性が増し、 引き合いが増え、 受注増につな
がっています。
同社の佐古圭弘社長は、 「省エネで社会に貢献し、 美味しいご飯を皆さんに届
けたい」 という思いで絶えず新たなチャレンジをされています。 今は新たなニーズ
に対応すべく、 白米だけではなく調味液を混ぜたご飯を炊く蒸気炊飯機の試作実
験に取り組まれています。

コア企業名：エースシステム株式会社
U R L ：http://www.acesystem.co.jp/
所 在 地：大阪府和泉市万町４１−２
電話番号：０７２５−５０−２２８８
E ! KANSAI 2012 年 8 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
関西が誇る「老舗企業」（第３回）ツバメタオル株式会社

安心・安全な食べられるタオル
〜人にも環境にも優しいツバメタオル〜
担当課室：製造産業課

■タオル業界ナンバーワン
日本タオル産業発祥の地である大阪 ・ 泉州では、 明治２０年から１２０年余り後晒し
タオルを製造しています。 後晒しの 「泉州タオル」 は、 加工の最終段階で製品を
洗浄するために、 のり抜きされていて吸水性が高く、 買ってすぐに使えるのが特徴で
す。 安価な輸入品の激増により苦しい状況の続いている業界ですが、 その中で安
全と環境にこだわったものづくりで業界１位 ・ シェア約１割の最大手が、 大正２年創
業の老舗メーカー、 ツバメタオルです。
タオル製造工程で化学薬品を排除して自然素材を使うことで体に害がなく、 洗浄用
水の使用が減って地球環境にも優しい、 タオル製造技術や取り組みが評価され、 「有
機精錬加工」 で日本経済新聞社の第５回日経ものづくり大賞 （２００８年） を授賞さ
れています。

■食べられるタオル
糸の強度を高めて織りやすくするための糊付けの際には化学糊ではなくジャガイモ
から出来るデンプン糊を、 繊維に付着した汚れを落とす精錬工程では苛性ソーダで
はなく天然酵素を、 仕上げでは石油系柔軟剤ではなく大豆イソフラボンを、 染色に
はお茶やコーヒーなどの飲料や食紅を使用し、 天然染料による草木染めを行うなど、
製造工程で使用する化学薬品を全て見直し、 出来るかぎり安全な天然由来のものに
置き換えています。 化学薬品を極力使わない有機精錬加工で作るタオルが同社の
特徴です。
原料の綿花についても、 ２年前からオー
ガニックコットンの使用を開始し、 今年か
らは同社全商品約３００アイテムに使用。
インドの契約生産者から無農薬綿を継続
的に調達し、 オーガニックコットンタオル
として普及を図るフェアトレード （公正取
引） 活動の展開も進めています。 生産
工程だけでなく原材料の綿の段階から化
学物質を使わない、 さらに環境と安心に
飲み物で染めたタオル
こだわったタオルとなっています。
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■三代目重里豊彦社長
昭和６３年に社長になった際、 注文の有無に
拘わらず製造するストック経営に疑問を持ち、
注文があれば製造する方式に変更されました。
業界の通常である在庫回転率３ヶ月を１ヶ月に
減らしたところ、 キャッシュフローが自然に良く
なり、 銀行に対する信用も上がったとのことで
す。 生産にかかる時間を縮めれば在庫は減る、
との考えから世界一速い織機を取り入れました。

重里豊彦社長「いつも自然体」

社員には、 自分の考えに理論付けをしてわかり
やすい言葉で徹底的に説明するそうです。 理解し
て初めて社員は動いてくれる、 と社長は話されま
す。 また、 普段から身の回りのことを大事にしてい
ると自然に何をすればよいか感じるので、 自分が
信じることに真面目に取り組んでいるとのことです。
世界一速いエアジェット織機

■１００年続く秘訣
口に入れても安全な食べられるタオル、 というそれまでのタオルにない概念は、 長
男がアトピー性皮膚炎で、 自分なりに安心できるタオルをと考えたのがきっかけだそう
ですが、 「必要に迫られて自然体でやりました、 非常にシンプルです」 と気負いが
ありません。
有機精錬加工の特許をオープンにされているのは、 抱え込むより裾野を広げた方
がより多くの人に伝わって結果的には売れるし、 産地全体で量産することでコストダウ
ンにつながり、 環境への効果も高まるとの考えからだそうです。
安心 ・ 安全が一部の特別仕様ではなく、 標準仕様になるよう業界全体を変えてい
きたいとの思い。 「それでやっていけるのかと言われますが、 実際やっていて４０年
間１度も赤字になっていません」 と笑顔で話されました。
タオルは分業制なので、 産地の生き残りが最大のテーマで、 世界初の抗セシウム
加工タオルの開発など、 産地でタオルの研究に取り組まれています。
人のため環境のためにものづくりをする、 というシンプルだけど難しいことに自然体
で取り組む、 そこに老舗企業の秘訣があるように思われました。
会 社 名：ツバメタオル株式会社
U R L ：http://www3.ocn.ne.jp/˜tubame/
所 在 地：大阪府泉佐野市日根野７１８１
電話番号：０７２−４６７−０５６１
E ! KANSAI 2012 年 8 月号
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サイバー適塾
〜 １ １ 期を 迎 え 、 グ ロ ー バ ル人材の養成を強化〜
関西経済界によるリーダー養成

担当課室 ： 情報政策課
関西経済界では、英知を結集し、時間と距離の壁を克服できるＩＴという強力なツー
ルを活用したサイバー適塾を通じて、 「実学重視」 の人材育成を実践しています。
近畿経済産業局情報政策課は、 人材育成にあたり、ＩＴは重要なツールであり、
サイバー適塾はそのモデルとなりうることから、 その活動を応援しており、 今回、
その取り組みを紹介いたします。
サイバー適塾では、 毎年、 将来を嘱望される企業の中堅幹部約３０名を対象に、 経
済界の最大のポテンシャルのひとつである 「実学」 に長けた企業経営者自らが講師と
して国際社会に通用するパワフルなリーダーを養成しています。 講座運営においては、
ＩＴという強力なツールが効果的に活用されています。 また、 異なる企業の塾生同士が
仲間となり、 互いの価値観に触れ、 刺激し合うことも本塾の大きな特長となっています。
本塾は、 ２００２年の開塾以来、 会員企業から強く支持され１１期を迎えていますが、
今後も時宜に適う魅力的な講座を提供していきます。 その一環として今回、 国際競
争が激化するビジネス環境において日本企業が勝ち進むためには、 海外の価値観
やビジネス事情に関する知見を修得することが重要だと考え、 海外団体との交流講
座を実施しましたので、 紹介いたします。
サ イバ ー 適 塾 の概要
・ サイバー適塾運営協議会が運営（会員企業は４０社）
名誉塾長
秋山喜久
関西電力 顧問
井上礼之
ダイキン工業 代表取締役会長兼ＣＥＯ
塾長
寺田千代乃 アートコーポレーション 代表取締役社長
松下正幸
パナソニック 代表取締役副会長
協議会会長 大竹伸一
西日本電信電話 取締役相談役
・ 開塾時期
２００２年３月 関西経済同友会が中心となり開塾
・ 塾生数
現役１１期生は３３名、 １０期迄に３１５名が修了

主な講座
◆４月～９月 ： 人間力養成講座
経営者自らの講師講話・意見交換などを経て、 塾生は 「自己の哲学」
を確立します。
◆９月～３月 ： 談論風発講座
企業の枠組を超えた社会問題に関して議論を重ね、 提言を発表しま
す。 （関西の活性化 ・ 行財政改革 ・ 安全保障）
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◆通年実施 ： 適塾クイック
時事問題について学識者等が講師となり、ＷＥＢ上へ論説を執筆し、
それに対して塾生が自らの考えを発信します。
◆随時実施 ： 教養講座 （伝統文化 ・ 芸能）
能楽などの自国の伝統文化 ・ 芸能に関する教養を学び、 塾生が興
味を持ち造詣を深めていくきっかけをつくります。

マ レー シ ア 行 政官団体との交流講座の 模様
先般６月２６日に公益財団
法人太平洋人材交流セン
タ ー （以 下、ＰＲＥＸ） と 合
同で実施した、 サイバー適
塾塾生とマレーシア行政官
（管理職） ２０名との交流講
座を紹介いたします。
【両国で活発に議論】
【議論の結果を発表】
本 講 座 で は、 塾 生 と マ
レーシア行政官が混合した６つのグループでディスカッションを実施しました。 議論
テーマとして掲げた 「求められるリーダーシップ像」 「所属先での円滑なコミュニケー
ション」 「多民族国家における組織運営」 などについて、 考えを熱く語り合い、 そ
の後、 グループ毎に議論の結果をまとめ、 皆の前で発表しました。
また、 最後にマレーシア側から、 サプライズなプレゼントとして自国の歌の合唱が
あり、 盛況で和やかなうちに講座を終えました。
終了後の感想として、 塾生からは、 「組織マネジメントの考えは共通点も多いが、
部下とのコミュニケーション方法として家族でホームパーティを開くのが一般的という
のはユニーク」、 マレーシア行政官からは、 「日本では、 トップダウンよりも部下を
含めチームとして物事を決めることが多いと聞き、 興味深い」 など、 有意義な議論
ができたという声が多く寄せられました。
今回の成果を受け、 本塾では、 今後も、ＰＲＥＸとの連携により様々な国の海外
団体との交流を設けるほか、 大学との連携により海外からの留学生との交流を追加
し講座の充実を図っていく予定です。
【本件に関する問合せ先】
サイバー適塾運営協議会 事務局 Tel：06-4801-3036 Fax：06-4801-3038
URL：http://www.tekijuku.ne.jp E-mail：info-ct@tekijuku.ne.jp

〜近畿経済産業局からの各種ご案内〜
■近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■節電 に ご 協 力を お願い申しあげ ます。 →
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。
今月の表紙：本年７月から稼働のメガソーラー（太陽光発電設備）

左上・株式会社大林組 ９８１ｋＷ 京都府久御山町

右上・ＳＢエナジー株式会社 １７５０ｋＷ 京都市伏見区

左下・株式会社エコブロックス １９９６ｋＷ 兵庫県加東市
右下・山大興業株式会社 ２０００ｋＷ 堺市西区

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局 広報・情報システム室
Tel : 06-6966-6009（直通） Fax : 06-6966-6071 E-mail : kin-soumu@meti.go.jp

