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安全エレちゃんの

関東電気保安協会は2016年2月15日に
創立50周年を迎えます
安全エレちゃんの

冬の節電対策
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　新年あけましておめでとうございます。

　

　皆さまにおかれましては、お健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。

　平素は、私ども関東電気保安協会の事業運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、まことにあり

がとうございます。また、弊協会は、来る2月15日に創立50周年を迎えます。創立時から大き

く成長した形で創立50周年を迎えることができますのも、お客さまをはじめ多くの方々のご指

導、ご支援をいただきましたおかげでございます。重ねて厚くお礼申し上げます。

　最近の我が国経済は、国の施策や民間企業の努力により、緩やかながら回復の傾向が見ら

れましたが、中国の生産活動の減速など不安要因もあり、先行きが見通しにくくなっています。

今年は何とか景気の足取りをより確かなものにし、将来に向けた健全な発展につなげていきたい

ものです。

　さて、経済活動を支える最も重要なインフラの一つが言うまでもなく電気エネルギーでありま

す。電気は清潔で制御しやすく、また他のエネルギーに容易に変換できるなどの優れた特徴が

ありますが、設備が不備であったり、誤って使用したりしますと、感電や火災の原因になり、また、

お客さまの事業活動にも大きな支障を及ぼす危険な面を持っています。　

　私ども関東電気保安協会は、お客さまが安心して事業活動に専念できますよう、電気設備の

安全を確保することを使命としています。私たちは、その責任の重さを強く自覚し、技術力の一

層の向上に努め、お客さまの事業活動をしっかりと支えてまいります。

　さらには、これまで蓄積してきました電気設備に関する技術をベースにお客さまの省エネルギー

対策や、設備の改修などのお手伝いをさせていただいています。

　今年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　本年が皆さまにとりましてよい年になり、益 ご々繁栄されますことを心からお祈り申し上げ、新

年のご挨拶といたします。

新年の理事長ご挨拶

一般財団法人 関東電気保安協会

　理事長　中村 秋夫
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裏表紙

 創立50周年企画　写真で振り返る電気のある暮らし
当協会は2015年度に創立50周年を迎えます。本誌では50年間の電気の使われ方を中
心とした暮らしの変化を表紙写真で振り返ります。

〈〈表紙の写真〉〉
●薄型の液晶テレビが大躍進、2000年代●
2000年代に入り、液晶テレビが急速に普及しました。デジタル放送の開
始などもあり、この年代の国内のテレビ需要は旺盛で、メーカー各社は
画面の大型化や高画質化、省エネ性能を競いました。写真は2006年の
サッカー・ワールドカップを前に都内の家電量販店に並べられた液晶テレ
ビです。液晶テレビは壁掛けもでき、家具の配置にも変化を与えました。

提供：時事通信社
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安 全 エ レ ち ゃ ん の●……特別巻頭特集……●

関東電気保安協会はお客さまをはじめとする皆さまのおかげで2016年2月15日に創立50周年を迎えます。
今回は、関東電気保安協会の歩みをご紹介させていただきます。

　2006年に公布された公益法人制

度改革関連3法に基づき、当協会は

一般財団法人へと移行しました。こ

のことにより、公益法人時代には難

しかった制限のない事業展開が可能

となりました。

一般財団法人へ移行後は、かねてよ

りお客さまからの要望が多かった、

電気設備の工事について取り組み、

2011年に一般建設業（電気工事）

　1964年に制定された新電気事業

法において一般用電気工作物の調査

業務が電気供給者に義務付けられま

した。また、それに伴って調査業務

を通商産業大臣が指定する指定調

査機関に委託することができる制度

が創立されました。

また、この新電気事業法により自家

用電気工作物に関する電気主任技術

者不選任承認制度が発足しました。

　通常、自家用電気工作物の設置

者は電気主任技術者を選任し、保

安管理業務を行わせることが義務付

けられていますが、同制度では小規

模な自家用電気工作物については、

通商産業大臣が指定する法人等と保

安管理業務を締結し、かつ保安上

支障がないものとして通商産業局長

などの承認を受けた場合、電気主任

技術者を選任する必要がないことを

規定したものであり、この通商産業

大臣が指定する法人として電気保安

協会が位置付けられました。

この流れの中、1966年に公益法人と

して設立が許可され、関東電気保安

協会は誕生しました。

　当協会の設立前年には、中部・

関西・中国・四国の各保安協会が

設立され、同じ年には北海道・東北・

北陸・九州の各保安協会が設立さ

れています。1972年には、本土復帰

した沖縄県に沖縄電気保安協会が

設立され、現在に至っています。

　調査業務は、電気事業法に基づき

一般用電気工作物が経済産業省令

で定める技術基準に適合しているかど

うかを確認する電気設備の点検です。

調査業務は電気の供給者が行うの

が原則ですが、経済産業大臣の登

録を受けた登録調査機関へ業務を

委託することができます。

関東電気保安協会では、電力会社

より委託を受け、調査業務を実施し

ています。当初は保安協会のみが調

査業務を行っていましたが、1999年

の省令改正により、他の事業者も調

査業務を実施できることとなりました。

　1990年には、新築のご家庭など、

お客さまが電気設備を新設または変

更した場合に、その工事が完了した

後、国で定められた電気設備技術

基準等の安全基準に適合し、安全

に電気が使用できるかを点検する竣

工調査も開始しました。

2010年にはお客さまから寄せられる

調査訪問日程の変更や再調査のご依

頼などを受け付けるコールセンターを

全エリアで導入し、利便性の向上を

図っています。

現在も調査業務としてご家庭や商

店、小規模な工場など電力会社から

低圧で電気の供給を受ける一般用電

気工作物については、一軒一軒訪問

し、電気設備の点検を実施すること

で、お客さまに安心・安全をお届け

しています。

　自家用電気工作物を設置した者

は、電気主任技術者の選任と電気

工作物の工事、維持および運用に関

する保安の監督にかかわる業務を行

うことが義務付けられて

います。ただし、一定規

模以下の自家用電気工作

物の保安管理業務は外

部委託承認制度により、

保安協会が主任技術者と

なり保安管理業務を行う

ことができます。

お客さま設備の異常をより早く検知

するために、電気設備の24時間連

続監視が可能な絶縁監視装置の開

発も行い、より安全・安心に電気を

使っていただくための機材の開発も

進めました。

2003年の電気事業法関連法令改正

により、一定の要件を満たした個人

や法人が保安管理業務を受託でき

るように規制緩和されたことから、

保安管理業務を行う事業者が増加

し、お客さまも委託先の選択肢が増

えることとなりました。

当協会もサービス力の向上の観点か

ら、2012年には絶縁監視装置の警

報監視や電気事故の受け付けを一元

化し、対応スピードの向上を図るべく、

事故受付センター（現：総合監視指

令センター）を新設しました。2013年

に全エリアに運用を拡大し、お客さま

の電気設備を見守っています。

点検は月次点検、年次点検のほか、

工事期間中の点検、竣工検査などを

行っています。また、設備で事故が

発生した際には24時間対応可能な

体制を整備しています。

そのほか、電気料金削減のための

デマンド監視サービスの普及や、お

客さま不在時であっても地絡電流の

検出と同時に地絡電流を抑制するこ

とができる地絡電流抑制装置の開発

なども行っており、さらなるサービス

力向上を図っています。

　協会設立当初より、電気安全に関

する周知、相談を行ってきました。こ

の『電気と保安』もその一環として

1967年より発行しているものです。

その他、地域のイベントなどで電気

安全出張相談所の開設、一般の方々

や企業の従業員の方々を対象とした

電気安全講習会を開催するなど、電

気を正しく、

安全に使用す

る方法をPR

する活 動を

行っています。

■

は
2016年2月15日に 創立　　周年を迎えます

1. 調査業務

2. 保安管理業務

の許可を受けました。これにより、

自家用電気工作物の工事についてワ

ンストップでのサービスをお客さまへ

提供できるようになりました。

　また、それに伴い建設業、省エネ

ルギー関連の調査・工事、総合監

視システムの設置・普及に特化した

ソリューション事業本部を新設し、

今までお応えすることができなかっ

たお客さまからのニーズに対応でき

る組織づくりを進めています。

また、最近の取り組みとして労働安

全衛生法に基づく電気取扱者向け特

別教育講習会を行っております。

これは事業者が労働者を危険な業

務に就かせるときには安全又は衛生

のための特別の教育を行う必要があ

りますが、当協会は事業者に代わっ

て、低圧、高圧・特別高圧の電気

取扱者特別教育を実施しています。
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設立と使命

業務の概要と変遷

●無線通信を利用した
　絶縁監視装置

●調査コールセンター

●当協会2代目ロゴマーク●当協会初代ロゴマーク ●当協会現在のロゴマーク

●旧エレちゃん ●現在のエレちゃん
●当協会旧広報車



問題

2016年2月15日に当協会は創立○○周年を迎えます。

2文字をお答えください。ヒント（4～7ページ）

ハガキまたは電子メールに
①クイズの答え  ②郵便番号・住所・氏名  ③勤務先名・勤務先住所（ご意見・ご感想がある方はご記入ください）
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想（「保安協会はこの点を改善した方が良い」等のご意見もお聞かせください）
をご記入のうえ下記あてにお送りください。
また、当協会ホームページにもクイズの応募フォームがございますのでご利用ください。

〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル7階  関東電気保安協会  広報部
　　　［当協会ホームページアドレス］ http://www.kdh.or.jp/
　　　［電子メールアドレス］ kdh-kouhou@kdh.or.jp

平成28年3月20日必着

平成28年5・6月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100人の方にオリジナル図書カード
（500円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的、および、ハガキまたはメールで寄せられた
ご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

●応募方法

●応　募　先

●締切期日

●発　　表

電 気 と 保 安 2 0 1 6 . 1 ・ 2 月 号

「　　　　」でした。水 ト リ ー

● 9・10月号正解 ●

応募総数…1,482件　たくさんのご応募ありがとうございました。

クイズコーナー

安

全エ
レちゃんの

●電気安全出張相談所
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安 全 エ レ ち ゃ ん の 関東電気保安協会は2016年2月15日に創立50周年を迎えます

　2006年に公布された公益法人制

度改革関連3法に基づき、当協会は

一般財団法人へと移行しました。こ

のことにより、公益法人時代には難

しかった制限のない事業展開が可能

となりました。

一般財団法人へ移行後は、かねてよ

りお客さまからの要望が多かった、

電気設備の工事について取り組み、

2011年に一般建設業（電気工事）

　1964年に制定された新電気事業

法において一般用電気工作物の調査

業務が電気供給者に義務付けられま

した。また、それに伴って調査業務

を通商産業大臣が指定する指定調

査機関に委託することができる制度

が創立されました。

また、この新電気事業法により自家

用電気工作物に関する電気主任技術

者不選任承認制度が発足しました。

　通常、自家用電気工作物の設置

者は電気主任技術者を選任し、保

安管理業務を行わせることが義務付

けられていますが、同制度では小規

模な自家用電気工作物については、

通商産業大臣が指定する法人等と保

安管理業務を締結し、かつ保安上

支障がないものとして通商産業局長

などの承認を受けた場合、電気主任

技術者を選任する必要がないことを

規定したものであり、この通商産業

大臣が指定する法人として電気保安

協会が位置付けられました。

この流れの中、1966年に公益法人と

して設立が許可され、関東電気保安

協会は誕生しました。

　当協会の設立前年には、中部・

関西・中国・四国の各保安協会が

設立され、同じ年には北海道・東北・

北陸・九州の各保安協会が設立さ

れています。1972年には、本土復帰

した沖縄県に沖縄電気保安協会が

設立され、現在に至っています。

　調査業務は、電気事業法に基づき

一般用電気工作物が経済産業省令

で定める技術基準に適合しているかど

うかを確認する電気設備の点検です。

調査業務は電気の供給者が行うの

が原則ですが、経済産業大臣の登

録を受けた登録調査機関へ業務を

委託することができます。

関東電気保安協会では、電力会社

より委託を受け、調査業務を実施し

ています。当初は保安協会のみが調

査業務を行っていましたが、1999年

の省令改正により、他の事業者も調

査業務を実施できることとなりました。

　1990年には、新築のご家庭など、

お客さまが電気設備を新設または変

更した場合に、その工事が完了した

後、国で定められた電気設備技術

基準等の安全基準に適合し、安全

に電気が使用できるかを点検する竣

工調査も開始しました。

2010年にはお客さまから寄せられる

調査訪問日程の変更や再調査のご依

頼などを受け付けるコールセンターを

全エリアで導入し、利便性の向上を

図っています。

現在も調査業務としてご家庭や商

店、小規模な工場など電力会社から

低圧で電気の供給を受ける一般用電

気工作物については、一軒一軒訪問

し、電気設備の点検を実施すること

で、お客さまに安心・安全をお届け

しています。

　自家用電気工作物を設置した者

は、電気主任技術者の選任と電気

工作物の工事、維持および運用に関

する保安の監督にかかわる業務を行

うことが義務付けられて

います。ただし、一定規

模以下の自家用電気工作

物の保安管理業務は外

部委託承認制度により、

保安協会が主任技術者と

なり保安管理業務を行う

ことができます。

お客さま設備の異常をより早く検知

するために、電気設備の24時間連

続監視が可能な絶縁監視装置の開

発も行い、より安全・安心に電気を

使っていただくための機材の開発も

進めました。

2003年の電気事業法関連法令改正

により、一定の要件を満たした個人

や法人が保安管理業務を受託でき

るように規制緩和されたことから、

保安管理業務を行う事業者が増加

し、お客さまも委託先の選択肢が増

えることとなりました。

当協会もサービス力の向上の観点か

ら、2012年には絶縁監視装置の警

報監視や電気事故の受け付けを一元

化し、対応スピードの向上を図るべく、

事故受付センター（現：総合監視指

令センター）を新設しました。2013年

に全エリアに運用を拡大し、お客さま

の電気設備を見守っています。

点検は月次点検、年次点検のほか、

工事期間中の点検、竣工検査などを

行っています。また、設備で事故が

発生した際には24時間対応可能な

体制を整備しています。

そのほか、電気料金削減のための

デマンド監視サービスの普及や、お

客さま不在時であっても地絡電流の

検出と同時に地絡電流を抑制するこ

とができる地絡電流抑制装置の開発

なども行っており、さらなるサービス

力向上を図っています。

　協会設立当初より、電気安全に関

する周知、相談を行ってきました。こ

の『電気と保安』もその一環として

1967年より発行しているものです。

その他、地域のイベントなどで電気

安全出張相談所の開設、一般の方々

や企業の従業員の方々を対象とした

電気安全講習会を開催するなど、電

気を正しく、

安全に使用す

る方法をPR

する活 動を

行っています。

■3. 広報業務

の許可を受けました。これにより、

自家用電気工作物の工事についてワ

ンストップでのサービスをお客さまへ

提供できるようになりました。

　また、それに伴い建設業、省エネ

ルギー関連の調査・工事、総合監

視システムの設置・普及に特化した

ソリューション事業本部を新設し、

今までお応えすることができなかっ

たお客さまからのニーズに対応でき

る組織づくりを進めています。

また、最近の取り組みとして労働安

全衛生法に基づく電気取扱者向け特

別教育講習会を行っております。

これは事業者が労働者を危険な業

務に就かせるときには安全又は衛生

のための特別の教育を行う必要があ

りますが、当協会は事業者に代わっ

て、低圧、高圧・特別高圧の電気

取扱者特別教育を実施しています。

お客さまと共に

●統合監視指令センター

●電気と保安（昭和52年6月20日） ●電気と保安（昭和52年9月20日）

●これまでに
発行してきた

広報パンフレット
やリーフレットの

一部



茨城事業本部日立事業所

林中　俊雄

現場 から記録
接地線と接地側電線の色別はシッカリと！！
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　今回ご紹介するのは、I0方式の

絶縁監視装置を設置している金融

機関のお客さまで発生したケース

です。

　このお客さま設備では、設置し

た絶縁監視装置の警報がここ最近

頻繁に発生しており、多いときに

は連続して警報発報が確認されて

いましたが、発報時間が短くすぐ

に警報が消滅してしまう間欠発報

だったため、原因がなかなか究明

できずにいました。

　原因究明を行うべく、警報メッ

セージを確認すると、9:00～15:00

の営業時間内で間欠発報をしてい

ることが多く、お客さまにその時

間帯で使用している設備や機器類

の使用についてお伺いしたのです

が、いつもと同じで変わった様子

はないとのことでした。

　さらなる探査方法も考えたので

すが、金融機関ということもあり、

停電して絶縁抵抗を測定しての探

査は困難なため、1階の営業室を

中心に漏洩電流探査を行うことで

漏電箇所の特定をしようと思い、

キュービクルに漏電探査器を設置

し調査を開始しました。

　その結果、1階のコンセント分

電盤で漏電しているというところ

までは特定することができました。

しかし、それ以降の漏洩電流の探

査は、当該分電盤が手狭なため探

査器やクランプリークメーターを

使用することが困難なことから、

お客さまに事情を説明し営業時間

終了後に停電の了解をいただき探

査することとしました。

　営業時間終了後、2人で探査に

お伺いし絶縁抵抗測定の準備に取

り掛かりました。お客さま担当者

の立ち会いのもと、当該分電盤の

絶縁抵抗測定を実施したところ、

絶縁抵抗値は良好でした。

　また、使用している機器は、フ

ロアコンセントから使用している

パソコン等が主なもので、外観上

特に問題はありませんでした。

　原因究明に至らず、次の手段を

考えていたところ、フロアコンセ

ントや壁コンセントが新しいもの

に更新されていることに気が付き

ました。

お客さまにお伺いしたところ、工

事完了の日が絶縁監視装置の多発

報が始まった時期と合致している

ことがわかりました。

　早速、1階営業室のフロアコン

セント、壁コンセントの点検を2

人で手分けして調査したところ、

番号札発券機に使用するアース付

コンセントの3本の線が、100ボ

ルトコンセントの電源として黒線・

白線を使用し、接地線として赤線

が接続されていなければならない

ところ、電路の中性線の白線と接

地線の赤線が逆に接続されていま

した。

　このことから、番号札を発券す

るときにスイッチが入りアース線を

経由した漏電回路が形成され、警

報が発報することが判明しました。

　電源のライン線と接地線の誤配

線であれば、常時漏電が発生して

いたので探査も容易でしたが、今

回は電路の中性線との誤配線であ

り、発券機が完全に大地と隔離さ

れていたことや、発券器が動作し

ないと漏電回路が形成されなかっ

たことから、原因判明に時間がか

かってしまいました。

　お客さまに、警報の原因を説明

するとともに誤配線箇所を改修し

て対応完了となりました。

　労働安全衛生規則では、漏電に

よる感電の防止として漏電遮断器

の設置が困難な場合で、電動機械

器具の金属製外わくに接地を施す

場合に接地線と電路に接続する電

線との混用を防止するための措置

を講ずることとなっており、具体

的な措置としては電線を色別する

こととしています。

　今回の事案は、赤、白、黒の色

別電線を使用して配線されていま

Io方式： 低圧供給用変圧器の二次側接地線に流れる電流（零相電流）の大きさを検出することで、低圧電路の絶縁劣化を検出する方式。

したが、

●電圧相　赤や黒など

●電路の中性線は白色または灰色

（内線規程1315-1）

●機器接地の接地線は緑色（内線

規程1350-15）

となっており、決められた色別の

とおり、電源電圧相は黒色、電路

の中性線は白色、接地線として緑

色を使用していれば誤配線を防げ

たかもしれない事例です。

◆　　　◆　　　◆

　今回のケースでは普段からお客

さまの設備の状態を把握するとと

もに、お客さまとのコミュニケー

ションの重要性を再確認できた事

例でした。これからもお客さまと

の対話を大切にしていきたいと考

えています。



富岡八幡宮の概要

●由緒
　菅原道真の子孫とされる京都の僧侶・長盛上人（ちょ

うせいしょうにん）は、先祖代々八幡神像を家宝として

大事に所持していました。するとある日、夢の中に八幡

様が現れ、当時永代島と呼ばれていた現在の地に白羽

の矢が立つ場所があること、そしてそこに八幡様を祀る

ことを告げられます。長盛上人はお告げに従い、永代島

に八幡神像を納める祠（ほこら）を建てるとともに、付

近の砂州一帯を埋め立てました。これが富岡八幡宮の始

まりといわれています。

●歴史
　1627年（寛永4年）の富岡八幡宮創建当時、永代島

は全く未開の地でした。しかし、徳川将軍家が源氏の氏

神である八幡大神をことさら尊崇したことから、江戸幕

府の手厚い保護を受け、富岡八幡宮と門前町は急速に
発展。ついには「江戸最大の八幡様」といわれるまでに

なりました。

　富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地としても知られて

います。江戸時代の相撲興業はトラブルが多く、しばし

ば禁止令が出

ていましたが、

1684年（貞 享

元年）、寺社建

築などの資金を

募るために行

われる勧進相

撲が江戸幕府

から富岡八幡

宮に許可されます。それ以降、約100年間にわたり境内

で本場所が行われ、その間に現在の大相撲へとつなが

る定期興行制や番付制が確立されたのです。

　1867年（慶応3年）の大政奉還により250数年に及ぶ

江戸時代に終止符が打たれると、江戸は東京と改められ、

江戸城が皇居となりました。その際に主要な神社12社

「准勅祭社（じゅんちょくさいしゃ）」が定められましたが、

富岡八幡宮もその一つです。明治天皇は准勅祭社に勅

使を派遣して幣帛（へいはく。神前の供物のこと）を捧げ、

東京の鎮護と万民の平安を祈願しました。

●年間行事
　年間行事の中でも、毎年8月15日頃に行われる例大祭、

通称「深川八幡祭り」は代表的

な行事です。赤坂・日枝神社の

山王祭、神田明神の神田祭ととも

に「江戸三大祭り」の一つに数

えられます。

　3年に1度の本祭りでは、神社

の御鳳輦（ごほうれん。神様が

乗る神輿のひとつ）が渡御（とぎょ。

神輿が進むこと）し、大小合わ

せて120数基の町神輿が担がれ

ます。そのうちの大神輿50数基

が勢ぞろいして連合渡御する様は、
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富岡八幡宮

権禰宜の
佐藤さん

こ ん に ち は
お 客 さ ま

永代通りより望む

深川八幡祭りならではの壮観な光景です。以前は、元禄

時代に豪商として名をはせた紀伊国屋文左衛門奉納の総

金張りの宮神輿が3基ありましたが、関東大震災で惜し

くも焼失してしまいます。しかし、1991年（平成3年）

に日本一の黄金神輿とな

る御本社神輿が奉納され、

70年の時を経て宮神輿が

復活しました。

　その他の主な年間行事

は以下の通りです。

❶初詣

　正月3が日には、毎

年約20万人の参拝者

が訪れます。

❷節分

　境内で節分祭豆まき式が開催され、ゲストとして招

かれた芸能人や力士が豆まきを行います。豆まきの後

は、ハワイ旅行などの豪華賞品が当たるお楽しみの富

くじ抽選会があります。「富くじ」とは江戸時代の宝く

じで、2～3日に1度は江戸のどこかで行われるほど盛

んでした。

❸酉の市

　11月の酉の日に行われる酉の市。この日は正面参道

に家内安全・商売繁盛の熊手を売る露店が立ち並び、

「みあかし」と呼ばれる提灯が境内に掲げられます。

地域の様子と富岡八幡宮の存在感

　江戸初期の深川は漁師町でした。しかし、富岡八幡

宮の創建により、急速に都市化が進みます。深川には漁

師だけでなく材木店などの職

人が数多く暮らし、隅田川沿

いの佐賀町方面は水路が発

達した倉庫街として、物流の

一大拠点となりました。

深川はまさに「江戸

の暮らしを支える

町」だったの

です。

　深川には「江戸庶民の行楽地」という側面もありました。

江戸市街から南東にあたる深川は「辰巳」と呼ばれ、

男装をまねた辰巳芸者が活躍。幕府非公認でありながら、

深川の花街は吉原に次ぐ規模を誇りました。前述した、

富岡八幡宮境内で行われ

る勧進相撲は、歌舞伎と

並ぶ娯楽の花形でした。

　現在の富岡八幡宮周辺

は、湾岸エリアを中心に

飛躍的に発展しています。

2020年開催の東京五輪

や2016年の築地市場の

豊洲移転により、その勢

いはさらに加速するでしょ

う。しかし、富岡八幡宮

は変わらず「深川の八幡様」として親しまれ、地元住民

の結束を強める存在であり続けるに違いありません。

保安協会による電気安全への貢献

　当協会は富岡八幡宮における電気設備の定期点検を行

っています。神様が祀られている神聖な場所ということも

あり、祭りなどの特別な行事の時に限らず、普段でも万

が一のことがあれば大変な事態になります。そのため、

常日頃から点検を行うことが何よりも重要です。

　東日本大震災の際、富岡八幡宮は帰宅困難者に境内

を解放して備蓄品を提供しました。「富岡八幡宮は今後

も地域社会に貢献

し、地元住民の皆

さまに安心を与える

場所でありたいと願

っています」と権

禰宜の佐藤さんは

語ります。「そのた

めには、電気を含

めた神社の設備が故障しないことが大前提ですが、関

東電気保安協会さんのサポート体制が万全なので、安

心しています。これからもサポートをお願いします」。当

協会は、富岡八幡宮の期待に今後も応えていきたいと思

います。
御本殿

横綱力士碑

2基の宮神輿
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安 全 エ レ ち ゃ ん の●…… 特集2 ……●

みなさんこんにちはエレちゃんです。
2月は政府が提唱する「省エネルギー月間」です。東京電力による今年の冬の電力需給見通しは、
最も厳しい1月（2013年度並みの厳寒の場合）でも、予備率は6.4％となり、
安定供給を確保できるものと想定されています。しかし、引き続き節電の努力は重要となっています。
そこで今回は、節電対策の実践に向けたポイントを特集します。

白熱電球から蛍光灯型電球やＬＥＤ

電球に交換したときの比較を確認す

ることができます。

　年間の電力需要のピークは夏と冬

に訪れます。夏は7月～9月頃まで、

冬は1月～2月が電力需要のピークで

す。一日の電気の使われ方をみると、

夏が14時～15時頃にピークを迎える

のに対して、冬は主に17時～19時

頃にピークを迎えます。夕食の準備

をする時間帯であり、暖房や照明、

識から家電量販店では扇風機の品

薄現象が発生しましたが、今年の冬

は石油ストーブが人気を呼びそうで

す。既に例年の2倍もの問い合わせ

があるようで、暖房器具だけではな

く湯沸しや停電時にも使用できるこ

とが要因のようです。

●照明

　基本的には、こまめにスイッチを

切ることです。節電タイプの器具（Ｌ

ＥＤ器具など）に交換することもお

すすめします。ＬＥＤ電球は、少々値

段が高いのですが白熱電球と比較し

て電気代は1/8、耐久性は10年以上

です（表2、3）。

●暖房

　冬の暖房は室温を20℃以下に設

定し暖房効率をアップして無駄なく

暖めましょう（表4、5）。

●待機時消費電力のカット

　家庭用電気製品の中には、リモコ

ンでスイッチを切っただけでは完全

に電気が遮断されず、微量の電力を

消費しているものがあります。テレ

ビ、エアコン、オーディオなどリモコ

ンを使用するもの、内蔵時計やメモ

リー機能を備えているものなどに使

われている電力を「待機時消費電力」

といい、家庭で消費されている全電

力のうち、約6％程度になるといわれ

ています。

　この6％の無駄を防ぐためには、

テレビ等はリモコンで電源を切るだ

けではなく、主電源も切っておくこと

が有効です。使用していない機器は

コンセントからプラグを抜くことで消

費電力をカットすることができます。

　意外と思われるのが携帯電話の

充電器です。コンセントに差し込ん

だままだと充電していなくても電力を

消費するので、充電が済んだらコン

セントから抜いておきましょう。

　小さな電力ですが、皆で実行する

ことにより節電効果が現れてきます。

●パソコン

　スクリーンセーバーを設定している

人も多いですが、実際には、消費電

力は下がりません。特に3Ｄのスク

リーンセーバーは、描写処理に電力

を多く使うため、パソコンを操作し

ていないのに、かえって消費電力が

あがるものもあります（表6）。

●冷蔵庫

　冷蔵庫の中は、適度な空間を設け

ることで省エネになります。また、

空間を設けることで中の物がとりや

すくなり扉の開放が短時間で済むた

め節電につながります（表7）。

●温水洗浄便座

　1日にトイレを利用する時間はごく

わずかですが温水洗浄便座はいつ

テレビなどの電気製品が一斉に使用

されるからです（図1）。

　特に寒冷地域では、朝から暖房

や照明を多く使用するため電力需

要の多い時間帯が長くなります。

このため冬は、休日・深夜以外は

時間帯に関係なく節電に取り組みま

しょう。

　節電のポイントは、電気製品の特

徴をよく理解し、工夫して使用するこ

とです。例えば8畳～ 12畳の部屋

で暖をとる場合、エアコンと電気ス

トーブを比較するとエアコンの方が、

少ない消費電力で暖めることができ

るので節電に適します。室温を20℃

以下に設定

しセーター

等を着用す

れば効果的

です（表1）。

　昨年の夏

は、節電意

●電気de省エネパンフレット

　家庭編

　冬の省エネ・夏の省エネと季節に

合わせた節約とリビング、ダイニング、

洗面所・浴室・トイレとそれぞれの

シーンに合わせて節約を紹介してい

ます。

　オフィス編・工場編

　デマンド監視装置の活用や電気料

金の仕組みと遮熱フィルム、高効率

機器など事務所や工場等で活用でき

る省エネを紹介しています。

　パンフレットをご希望の方は、お

客さまを担当する検査員またはお近

くの当協会事業所までお問い合わせ

ください。

●ホームページで省エネ情報を紹介

　ご家庭・事業所で役立つ省エネ

豆知識を掲載しています。待機時消

費電力や事業用の省エネ対策などや

冬の節電対策

冬の電力需要

節電はこまめに続ける

家庭の節電

でも使えるように便座や洗浄水を温

め続けています。使用後はフタを閉

めて、こまめに温度調節をすること

がポイントです（表8）。

●家庭の節電チェックシート

　節電についてチェックしてみましょ

う。チェック数が多いとかなりの節

電効果が得られます。

表2　ＬＥＤ電球の特徴

表3　電球の比較（60W相当）

表6　パソコンの節電

表5　エアコンの節電

表4　暖房効率を高める工夫

長寿命・高信頼性
低消費電力

高価格

耐衝撃性
小型・点光源

一度設置すれば特に高所等の電球交換の手間が省けて便利
供給電力の多くが発光に使われ発光効率が高いので、消費電力が少ない
ＬＥＤの製造に高価な半導体製造装置と高度な技術が必要とされ、比較的高価。
生産・販売数が少ない
真空やフィラメントがないため比較的強い
ほぼ点光源なので発光部が小型

窓辺

居住空間

こたつ

床カーペット

窓周りの対策が不十分だと暖房効率が悪くなるので、断熱効果のあるカーテン
などを使用して熱を逃がさない工夫をする
簡易なパーテーションやアコーディオンカーテンなどを利用して、部屋を区切り
暖房効果を高める
こたつ布団だけではなく、上掛けや敷き布団、マットを工夫して利用すれば熱が
逃げにくく暖かい
少人数で大きなカーペットを使用するのは無駄が多いので、使用範囲を区切った
使い方が有効。また、カーペットの下に断熱マットを敷くと効果的

消費電力（Ｗ）
平均寿命（時間）
年間の電気料金
（1日8時間365日点灯した場合）

白熱電球
54
1,000

約3,470円

電球型・蛍光灯
12
6,000

約770円

ＬＥＤ電球
9

40,000

約580円

エアコン（2.2ｋＷ）

年間の電気使用量
ＣＯ2の削減量
年間の電気代

外気温が6℃で
設定温度21℃から20℃

にした場合
53.08kWhの節電

25.9kg
約1,170円の節約

使用を1日1時間
短縮した場合

（設定温度20℃）
40.73kWhの節電

19.8kg
約900円の節約

フィルターを月に
1回か2回清掃

31.95kWhの節電
15.6kg

約700円の節約

年間の電気使用量
ＣＯ2の削減量
年間の電気代

デスクトップ型
31.57kWhの節電

15.4kg
690円節約

ノート型
5.48kWhの節電

2.7kg
120円節約

デスクトップ型
12.57kWhの節電

6.1kg
280円節約

ノート型
1.50kWhの節電

0.7kg
30円節約

使用を1日1時間短縮した場合
電源オプションでモニタ電源を

オフからシステムスタンバイにした場合

　　機器

エアコン
（暖房）

電気ストーブ

条件

8～12畳タイプの
平均値

9～12畳用「強」
設定の場合

　消費電力（Ｗ）

556

1,000

1時間あたりの
消費電力量（kＷｈ）

466

1,000

1時間あたりの
光熱費（円）

10.2

22

1時間あたりの
ＣＯ2排出量（ｋｇ）

0.227

0.487

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

帰宅時間帯

電力使用のピーク

●気温が低下
●暗くなる

⬇夏に比べて、日の入りが早い電力使用量（kW）

18 19 20 21 22 23 24
（時間）

日の入り・気温の低下と
ともに照明や暖房などの
電気の使用が増えてくる

活動の開始とともに
電気の使用量が
増えてくる

冬は、経済活動とご家庭での電気使用量が重なる17～19時頃がピークになることが多い

図1　冬の一般的な電力の使用状況

出典：東京電力（株）ホームページ

表1
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安 全 エ レ ち ゃ ん の 冬の節電対策

いかがでしたか。

夏に実践した節電方法とあまり違いはありません

が、冬も引き続き節電を実践していきましょう。

限りあるエネルギーを上手に使用して、地球温暖

化をくい止めましょう。

白熱電球から蛍光灯型電球やＬＥＤ

電球に交換したときの比較を確認す

ることができます。

　年間の電力需要のピークは夏と冬

に訪れます。夏は7月～9月頃まで、

冬は1月～2月が電力需要のピークで

す。一日の電気の使われ方をみると、

夏が14時～15時頃にピークを迎える

のに対して、冬は主に17時～19時

頃にピークを迎えます。夕食の準備

をする時間帯であり、暖房や照明、

識から家電量販店では扇風機の品

薄現象が発生しましたが、今年の冬

は石油ストーブが人気を呼びそうで

す。既に例年の2倍もの問い合わせ

があるようで、暖房器具だけではな

く湯沸しや停電時にも使用できるこ

とが要因のようです。

●照明

　基本的には、こまめにスイッチを

切ることです。節電タイプの器具（Ｌ

ＥＤ器具など）に交換することもお

すすめします。ＬＥＤ電球は、少々値

段が高いのですが白熱電球と比較し

て電気代は1/8、耐久性は10年以上

です（表2、3）。

●暖房

　冬の暖房は室温を20℃以下に設

定し暖房効率をアップして無駄なく

暖めましょう（表4、5）。

●待機時消費電力のカット

　家庭用電気製品の中には、リモコ

ンでスイッチを切っただけでは完全

に電気が遮断されず、微量の電力を

消費しているものがあります。テレ

ビ、エアコン、オーディオなどリモコ

ンを使用するもの、内蔵時計やメモ

リー機能を備えているものなどに使

われている電力を「待機時消費電力」

といい、家庭で消費されている全電

力のうち、約6％程度になるといわれ

ています。

　この6％の無駄を防ぐためには、

テレビ等はリモコンで電源を切るだ

けではなく、主電源も切っておくこと

が有効です。使用していない機器は

コンセントからプラグを抜くことで消

費電力をカットすることができます。

　意外と思われるのが携帯電話の

充電器です。コンセントに差し込ん

だままだと充電していなくても電力を

消費するので、充電が済んだらコン

セントから抜いておきましょう。

　小さな電力ですが、皆で実行する

ことにより節電効果が現れてきます。

●パソコン

　スクリーンセーバーを設定している

人も多いですが、実際には、消費電

力は下がりません。特に3Ｄのスク

リーンセーバーは、描写処理に電力

を多く使うため、パソコンを操作し

ていないのに、かえって消費電力が

あがるものもあります（表6）。

●冷蔵庫

　冷蔵庫の中は、適度な空間を設け

ることで省エネになります。また、

空間を設けることで中の物がとりや

すくなり扉の開放が短時間で済むた

め節電につながります（表7）。

●温水洗浄便座

　1日にトイレを利用する時間はごく

わずかですが温水洗浄便座はいつ

テレビなどの電気製品が一斉に使用

されるからです（図1）。

　特に寒冷地域では、朝から暖房

や照明を多く使用するため電力需

要の多い時間帯が長くなります。

このため冬は、休日・深夜以外は

時間帯に関係なく節電に取り組みま

しょう。

　節電のポイントは、電気製品の特

徴をよく理解し、工夫して使用するこ

とです。例えば8畳～ 12畳の部屋

で暖をとる場合、エアコンと電気ス

トーブを比較するとエアコンの方が、

少ない消費電力で暖めることができ

るので節電に適します。室温を20℃

以下に設定

しセーター

等を着用す

れば効果的

です（表1）。

　昨年の夏

は、節電意

●電気de省エネパンフレット

　家庭編

　冬の省エネ・夏の省エネと季節に

合わせた節約とリビング、ダイニング、

洗面所・浴室・トイレとそれぞれの

シーンに合わせて節約を紹介してい

ます。

　オフィス編・工場編

　デマンド監視装置の活用や電気料

金の仕組みと遮熱フィルム、高効率

機器など事務所や工場等で活用でき

る省エネを紹介しています。

　パンフレットをご希望の方は、お

客さまを担当する検査員またはお近

くの当協会事業所までお問い合わせ

ください。

●ホームページで省エネ情報を紹介

　ご家庭・事業所で役立つ省エネ

豆知識を掲載しています。待機時消

費電力や事業用の省エネ対策などや

当協会でもいろいろな
省エネ情報を
提供しています

でも使えるように便座や洗浄水を温

め続けています。使用後はフタを閉

めて、こまめに温度調節をすること

がポイントです（表8）。

●家庭の節電チェックシート

　節電についてチェックしてみましょ

う。チェック数が多いとかなりの節

電効果が得られます。

暖房は20℃以下を目安に温度設定をしている　
暖房の温度設定を21℃から20℃にする

電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定
をこまめに調節している
部屋の広さや用途にあったものを選ぶ（2畳用と3畳用の比較）
設定温度を「強」から「中」にする(3畳用)

暖房機器は不必要なつけっぱなしをしないように気をつけている
必要なときだけつける

こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用し、温度設定を
こまめに調節している
敷布団と上掛け布団を使用
設定温度を「強」から「中」にする

人のいない部屋の照明は、こまめな消灯を心がけている
蛍光灯型電球の使用を1日1時間短縮する
白熱球の使用を1日1時間短縮する

テレビをつけっぱなしにしたまま、他の用事をしないようにしている
見る時間を1日1時間減らす

冷蔵庫の庫内は季節に合わせて温度調節をしたり、ものを詰め込み
過ぎないように整理整頓に気をつけている
詰め込み過ぎないようにする
温度調節を「強」から「中」にする

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している
壁から距離をあけて設置すると効果的

冷蔵庫の扉は開閉を少なくし、開けている時間を短くするように気を
つけている
無駄な開閉をやめる

電気ポットを長時間使用しないときには、コンセントからプラグを抜く
ようにしている
長時間使用しないときはプラグを抜く

食器洗い乾燥機を使用するときは、まとめて洗い温度調節もこまめに
している
給湯器の湯を使用して手洗いと比較して

温水洗浄便座は温度設定をこまめに調節し、使わないときはフタを
閉めるようにしている
使用しないときはフタを閉める
便座の温度設定を1段階下げる
洗浄水の温度設定を1段階下げる

洗濯するときは、まとめて洗うようにしている
まとめ洗いを4割から8割にする

電気製品は、使わないときはコンセントからプラグを抜き、待機電力
を少なくしている
主電源を切ってコンセントからプラグを抜く

年間節約金額

1,170円

1,980円
4,090円

900円

710円
1,080円

100円
430円

370円

960円
1,360円

990円

230円

2,360円

10,760円

770円
580円
300円

3,950円

2,490円

使用条件

外気温度6℃、エアコン2.2ｋＷ
1日9時間使用

室温20℃
1日5時間使用

設定温度20℃
使用を1日1時間短縮

1日5時間使用

液晶テレビ
32インチ

詰め込んだ場合の半分
周囲温度22℃

5～10ｃｍ

1日50回を25回に減らす

2.2Ｌポット満タンで沸騰させ1.2Ｌ使用して6
時間保温した場合とプラグを抜いて再沸騰さ
せた場合の比較

給湯器の温度40℃、使用水量65Ｌ/回
1日2回

容量6ｋｇ
洗濯物2.4ｋｇと4.8ｋｇの比較
年間　電気代　130円
　　　水道代3,820円　の節約

年間の電気使用量
ＣＯ2の削減量
年間の電気代

詰め込んだ状態を
半分にした場合
43.84kWhの節電

21.3kg
960円の節約

開けている時間を
20秒から10秒にした場合
6.10kWhの節電

3.0kg
130円の節約

周囲温度22℃で設定温度
を「強」から「中」にした場合
61.72kWhの節電

30.1kg
1,360円の節約

年間の電気使用量
ＣＯ2の削減量
年間の電気代

未使用時にフタを閉めた場合

34.90kWhの節電
17.0kg

770円の節約

便座の温度設定を年間
一段階（中から弱）下げた場合

13.80kWhの節電
6.7kg

300円の節約

左から：
電気de省エネ 家庭編
電気de省エネ 工場編
電気de省エネ オフィス編

●の
今冬につきましても、無理のない形で、

確実に行われるよう節電のご協力をお願いします

節電要請期間 平成27年12月1日～平成28年3月31日の平日（9:00～21:00）
※ただし、12月29～31日を除く

詳細は…… 検 索節電.go.jp

◉ 経済産業省 関東経済産業局

冬季の節電　お願い

表7　冷蔵庫の節電

表8　温水洗浄便座の節電

節電対策チェックシート

リ
ビ
ン
グ

ラ
イ
ト

テ
レ
ビ

キ
ッ
チ
ン

ト
イ
レ・洗
面
所

そ
の
他

チェ
ック
！

出典：資源エネルギー庁



● 加須未来館
TEL： 0480-69-2160
近未来をイメージしたユニークな外観が目印の学習施設。平成27年にリニューアルした
プラネタリウムは必見。最新型の単眼式超高解像度8K対応でデジタル投影機により、
リアルで迫力のある星空や宇宙の映像は感動ものだ。
9～17時。火休館。入館無料（プラネタリウムは100円）。

● 玉敷神社
TEL： 0480-73-6022
創建1300年の由緒ある神社。敷地約2万5000平方メートルには古木が茂り「玉敷の
社」を形づくっているが、なかでも見応えのあるのが樹齢500年のイチョウや、樹齢
400年の大藤である。
毎年2月1日に行われる「だるま市」では、露店が所狭しと並び、盛り上がる。

立ち寄り観光名所
埼玉県加須市上種足914
［TEL］ 0480-73-8363
［URL］ http://www.pref.saitama.lg.jp/cess/index.html

　車　：東北自動車道加須I.C.または圏央道白岡・菖蒲I.C.
より約10㎞。

電車：JR高崎線鴻巣駅、または東武伊勢崎線加須駅よ
り、いずれもバスで15分。

9:30～16:30（入館は16:00まで）。
一般300円、学生・高校生200円。中学生以下、障害のあ
る方は無料。
毎週月曜日（ただし、休日は開館）。開館した月曜日の翌平日。
年末年始（12月29日～1月3日）。

埼玉県環境科学国際センター

（記事提供　電気新聞）

16 17電気と保安 電気と保安

交　　通：

開館時間：
入 場 料：

休 館 日：

2016年1・2月号 2016年1・2月号

アルミ缶などの資源回収ゴミが、何に生まれ変わるか？
答えは箱の中に隠されている

宇宙から見たリアルタイムの地球の姿を
映し出すデジタル地球儀。
触って回転することもできる

好奇心
いっぱい！
小トラベル

第　　　回130

埼玉県◎加須市
埼玉県環境科学国際センター
埼玉県、北東部に位置する加須市。
利根川に育まれた肥沃な土地と
豊かな水を利用した田園風景のなかに、
環境学習施設があると聞き、さっそく訪れた。

季節によっては、
こんな美しいチョウトンボが
見られるかもしれない

天井までうずたかく積まれた
ゴミのタワーは、埼玉県に住む
4人家族の1年間のゴミの量を
再現している

　私たちの便利で快適な生活が、環境にどのような影響

を与えているのか。「埼玉県環境科学国際センター」は、

展示やイベントを通じ、直面している環境問題を楽しく学

べる施設となっている。

　展示館で最初に目にするのは、大きなドーム。中を覗

くと、直径3メートルの球面スクリーンに地球が映し出さ

れている。暗い空間にぽっかり浮かんでいるので、まる

で宇宙から見た地球のようだ。映像を操作すると、見た

い国の美しい自然を見ることもできる。

　しばし、うっとりしたところで、奥に足を進めると、今

楽しく学べるのが特徴だ。この日社会科見学で訪れてい

た小学校5年の子どもたちも、とても感心を持っている

様子だった。

　さらに、ここを訪れたら、忘れずに足を運んでほしい

のが、展示館2階の「触れる地球」だ。直径80センチ（地

球の1600万分の1）のデジタル地球儀で、球面のスクリ

ーンにインターネットを通じてリアルタイムの様子が映し出

さる。雲の動きや日影線（昼と夜の境界線）はもちろん、

世界各地に設置されているカメラに画面を切り替えると、

街の様子までも分かる。

　地球儀に手のひらを乗せ、回転させたいほうに体重を

かけると画像が

くるくると回る

ので、気になる

国にピンポイン

トで焦点を合わ

せることができ

る。スタッフに

よると「時間帯

によっては、ア

フリカでは象が、

南極ではペンギ

ンを確認するこ

とができます

よ」とのこと。

　映し出される映像メニューは100種類以上あり、さま

ざまな視点で地球を知ることができる。東日本大震災や

チリ地震による津波の発生過程、ザトウクジラの回遊ル

ートなどを見せてもらったが、デジタルの特性がいかされ

ていて、非常にわかりやすかった。

　展示館以外に

も、自然環境学

習ができるフィー

ルドとして「生

態 園」が あ る。

2.2 haの園内は、

昭和30年代の埼

玉県東部の里山

の自然環境をモ

デルにしている。雑木林、林、田んぼ、小川などがあり、

どこか懐かしい風景だ。歩いてみると、都心ではあまり

見かけない、植物、昆虫、鳥たちに出会えるかもしれない。

　実は、「埼玉県環境学習国際センター」では、こうし

た一般向けの施設のほかに、温暖化、大気汚染など環

境に関する研究所も併設されている。普段は非公開であ

るが、ゴールデンウイーク、夏休み、埼玉県民の日（11

月14日）は特別公開として、研究所内を見学できる機会

が設けられている。

　大人も子どもも、環境問題を再確認する、いいきっか

けとなるはずなので、一度足を運んでみてはいかがだろう。

度は目の前に「ゴミのタワー」が現れる。埼玉県に住む

一家4人分の1年間のゴミを再現したものだ。確かに「毎

日、よく出るな～」と感じていたゴミだが、積み上げると

こんな巨大な山になるとは…。先ほど見た美しい地球を

守るためには、これを少しでも減らす努力をしないといけ

ない。そう思ったところで登場するのが、「環境にやさし

い日用品」コーナーや、「リサイクルショップ」コーナー。

買い物でどんなものを選べばゴミが減らせるか、また資

源回収されたものが、何にリサイクルされるかが、視覚

的に学べるようになっている。

　ほかにも、CO2問題

や、生活排水について

の展示もあり、改めて

環境について考えさせ

られた。ただし、難し

いことは一切ない。観

たり、触れたり、クイ

ズに答えたりしながら、

さまざまな角度から環境問題を提起し、その解決策を研究している「環境科学国際センター」

ゲームをとおして、車から排出される温室効果ガスについて
考える「チャレンジ・エコドライブ」

昭和30年代の里山をモデルとした「生態園」。
ここにはいろいろな昆虫や鳥類が生息している

JR上越新幹線

東

武

伊勢崎線
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R
東
北
新
幹
線

J
R
東
北
本
線東

北
自
動
車
道

17

122

125
加須I.C.

加須駅

久喜駅
鴻巣駅

羽生I.C.

埼玉県環境科学
国際センター

 加須未来館

玉敷神社
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トリックアート美術館

高尾山
　東京都八王子市の高尾山。自然

豊かな高尾山は、都心から電車で1

時間程度とアクセスも良いことから、

休日は登山客などで賑わいます。ま

た、山の中腹まではケーブルカーや

リフトで登る

こともできる

の で、体 力

に自信のない

方でも景色

を楽しむこと

ができます。

高尾山トリックアート美術館
　京王線高尾山口駅に近づくとしだ

いに見えてくる目を引く建物。1996年

に開館した高尾山トリックアート美術

館は数多くのトリックアートを展示して

いる日本有数の美術館で、当協会も

保安管理業務をお受けしています。

トリックアート
　だまし絵とも呼ばれるもので、人

間の目の錯覚を利用することで二次

元の絵をあたかも三次元で見ている

かのように感じることができる絵のこ

とです。

昔の映画では背景として

使われているほか、現在

でも舞台装置などで使われています。

また、この美術館で展示されている

もののように、作品に人が入り込む

ことで現実では体験できない世界へ

入り込むことができるものもあります。

最近ではテレビなどでも取り上げら

れることが多いため、ご存知の方も

多いのではないでしょうか。

落心”を持って遊びながら回ってほ

しい」と話す館長の小阪さん。

2月、3月、12月が比較的空いてい

るため、写真撮影に時間をかけたい

方、じっくりと楽しみたい方はそれら

の時期がおすすめです。

◆　　◆　　◆

　作品内容も毎年少しずつリニュー

アルされていることから、来場の度

に新しい発見ができるのも魅力。七

五三やハロウィンの時期には衣装貸

出イベントなども行っているので高尾

山近辺へお出かけの際は立ち寄って

みてはいかがでしょうか。

3人の背の高さは同じです

展示
　高尾山トリックアート美術館は美

術館としては珍しく、カメラでの写

真撮影が自由となっており、様々な

アートの中に入り込んで写真を撮るこ

とができます。美術館内には写真撮

影をしてくれるスタッ

フもいますが、混

雑具合により対応

が難しくなってしま

うケースもあると

のこと。「家族や

友人グル

ープで訪

れて“洒

　経済産業省・資源エネルギー庁は

このほど、2014年度のエネルギー需給

実績（速報）を公表しました。最終エ

ネルギー消費は前年度比2.7％減とな

り、東日本大震災以降の省エネルギー

の進展などによって4年連続で減少。1

次エネルギー国内供給も同3.8％減少

し、原子力比率がゼロ、石油が同1.4

％減となった一方で、天然ガスが同1.1

％増、再生可能エネルギーが同0.6％

増と燃料転換が進みました。

　最終エネルギー消費を部門別でみる

と、企業・事業所他部門が同2.1％減、

家庭部門が同4.1％減、運輸部門が

同3.3％減。冷夏や暖冬の影響もあり、

家庭部門が最大の減少率となり、省

エネの取り組み拡大が顕著に表れてい

ます。

　1次エネルギー供給のうち、事業用

発電の燃料構成は石油の比率が同4.2

％減となったのに対し、天然ガスが同

2.9％増、再生可能エネルギーが同1.2

％増と燃料転換の傾向が鮮明になって

います。

　エネルギー起源二酸化炭素排出量

は11億9千万トンで同3.6％減。燃料

転換や省エネの進展によって5年ぶりに

減少しました。2010年度比では5,100

万トンの増加です。震災後に原子力発

電所が稼働停止した影響などによって

4年連続で増加していましたが、発電

で石油からガスや再生可能エネへの転

換、省エネが大きく影響したとみられて

います。

　化石エネルギー依存度は前年度から

ほぼ横ばいの92.3％と、依然として高

い割合になっています。石油依存度は

同1.2ポイント減の44.5％でした。

　山梨県は、都道府県で初めて太陽

光発電設備の適正な設置を事業者に

促すための指針を策定しました。設置

件数の増加に伴い防災面や環境面の

問題が発生しているため、立地を避け

るべき地域や順守すべき項目を定めて

います。

　急傾斜地での開発・設置や森林伐

採を伴う設置は、豪雨での水害が懸念

されるため、十分な排水対策や地盤改

良などを要求。指針の対象を10kW以

上の事業用太陽光発電設備として、

省令対象外の50kW未満の設備も含

めて立ち入り禁止措置をとったり、事業

者名や連絡先を表示するよう求めてい

ます。

　山梨県内では2015年5月末時点で

25万6千kWの設備が稼働しています

が、国の認定を受けた設備は5倍強の

約134万6千kWに上り、今後も拡大

が見込まれています。その一方で、県

のエネルギー政策課によると、降雨時

に設置区域から土砂が流出して畑に流

れ込む事態が発生。また森林伐採によ

る景観破壊への反対運動が起こってい

ることや、誰が管理しているかわからな

い設備があるといった様々な問題が起

きているといいます。

　こうした状況を受けて、指針では防

災、景観、環境面の対策を求めました。

具体的には、立地を避けるべき区域と

して「富士山北麓世界遺産景観保全地

区」や災害危険区域、保安林などを

指定。がけ崩れや出水のおそれがある

土地は地盤改良などが必要としました。

　景観に配慮して太陽光パネルの色彩

は目立たないものにすることや、設置区

域の緑化を進めるよう促しています。ま

た設置する前には、防災、景観、環

境対策の面で住民との合意形成を図

り、理解を得た上で事業を行うのが望

ましいとしています。

　50kW以上の高圧太陽光設備は、

構内への立ち入りを防ぐため周囲に

フェンスなどを置くことが必要ですが、

県は安全上の観点から、50kW未満

の低圧設備も含めて立ち入り防止措置

を求めています。

山梨県が事業用太陽光の適正設置へ全国初の指針策定

ニュースクリップ
東京都

●

ちょっ
と  ● ひと息

小阪館長

トリックアート美術館

2016年1・2月号 2016年1・2月号

第39回

羅漢寺トリックアート
美術館

2014年度エネ需給、最終消費は前年比2.7％減少

高尾山
口駅
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小売全面自由化で電気のサービスは
どう変わる？

大 変
役立つ

電力システム改革と電気事業法の改正

あらためて電力小売り全面自由化とは？

　従来規制部門として残されていた契約電力

50kW未満の低圧部門、つまり一般家庭や商店

などの小規模店舗までの需要家が、電力会社

を自由に選べるようになるということです。これ

までも工場や商業ビルなど50kW以上の需要家

は自由化されていたのですが、4月からはすべ

ての需要家に広がるわけです。これを「全面自

由化」と呼びます。

　電力小売り全面自由化は2014年に成立した

改正電気事業法で定められており、2016年4月

から実施されます。

電力会社が選べると何が変わる？

　現在の低圧部門の料金は、総括原価方式に

より、適正原価に基づいて設定された規制料

金で、電力会社は国から認可を得ています。小

売り全面自由化になると、さまざまな小売り電

気事業者が自由に低圧部門の電気料金を設定

してよいことになります。現在の料金メニュー

は限られていますが、自由化後は多様なメニュ

ーの登場が期待されています。

　需要家は小売り電気事業者の提供する多様

な料金メニューから、自分にあったものを選ぶ

ことができます。通信会社が電力会社と提携し

たり、ガス会社が電力小売りに参入を表明した

りしているので、携帯電話やガスとセットで契

約すると料金が割引になる、といったサービス

が出てくるかもしれません。

どうすれば電力会社を切り替えられる？

　電力会社を切り替えることをスイッチングとい

います。新たな小売り電気事業者と契約を結ぶ

と、旧契約の小売り電気事業者との契約が解

約されます。

スイッチングすると電気料金は安くなる？

　スイッチングしたからといって必ずしも安くな

るとは限りません。現在の家庭における一般的

な電気料金（従量電灯）は、基本料金と従量料

金で構成されていますが、従量部分は多く使う

人ほど高い単価で支払う3段階逓増料金となっ

ているため、場合によってはスイッチング後に高

くなることも考えられます。また頻繁にスイッチ

ングする場合には、契約期間内における中途解

約などの問題で違約金を支払わねばならない可

能性もあり注意が必要です。

　スイッチングにあたっては、ここ1年程度の

電気使用量を検針票や電力会社が提供する電

気使用量の見える化サービスで把握した上で、

料金メニューや供給条件をよく吟味しましょ

う。小売り電気事業者には説明責任が課され

ているので、わからないことはなんでも聞きま

しょう。

小売り電気事業者にはどんな会社が参入する？

　2014年改正電気事業法第2条の2で、「小売

り電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣

の登録を受けなければならない」とされていま

す。すでに登録が始まっており、2015年11月

16日時点で56社が登録されています。この中

には、特定規模電気事業者（新電力）として実

績のある会社や石油・ガスなどのエネルギー会

社、商社など、多様な事業者が含まれます。

現在申請中の企業もあるので、今後さらに増え

ていくでしょう。なお、現在の電力会社の小売

り部門は、当面の間「みなし小売り電気事業者」

となります。

みなし小売り電気事業者とは？

　全面自由化になるといっても、一般家庭のす

べてが4月から電力会社を変更するわけではあ

りません。むしろ、積極的にスイッチングする

人は少数派と予想されます。このため、需要家

保護の観点から、4月以降も現在の電気料金で

の供給を受けられるよう、電力会社の小売り部

門には暫定的に現行の規制料金が残ります。

この期間を「経過措置期間」と呼びます。

　従量電灯は、現在、電力会社の「電気供給

約款」に規定されています。

電気供給約款にあたるメニューは、4月以降も

「特定小売供給約款」として継続され、経過措

置期間中は維持されます（2014年改正電気事

業法附則第16条）。

　ただし、深夜割引など「選択約款」にあたる

メニューは廃止または自由料金となります。し

かし3月末時点で契約中の需要家が継続して供

給を受けることは可能です。

　なお、契約中の小売り電気事業者が倒産す

るなどし、そのほかのどの小売り電気事業者と

も契約できなかった場合は、みなし小売り電気

事業者が「特定小売供給約款」に基づき供給し

ます。

　経過措置期間は競争が進んだと判断された

場合に終了となります。その時期は電力会社の

送配電部門の法的分離が完了する2020年4月

以降とみられていますが、時期は明確ではあり

ません。経過措置期間終了後のみなし小売り電

気事業者は「みなし」が取れて「小売り電気事

業者」となります。

経過措置期間終了後にどの小売り電気事業者と

も契約できない場合は？

　電気は生活に必須のものなので、必ず供給さ

れるよう最終保障が用意されています。経過措

置期間終了後は、一般送配電事業者が最終保

障約款を用意し、その料金メニューで供給され

ます。

電力会社を変えると停電が増える？

　電気を販売するのは小売り電気事業者です

が、実際に電力系統を運用し、電気を各需要

家に供給するのは一般送配電事業者（電力会社

の送配電部門）なので、どこの小売り電気事業

者を選択しても電気の品質は同じです。

電気保安と法律ミニ知識

2015年から本格的に始まった電気事業制度の大改革「電力システム改革」は、
2016年4月の電力の小売り全面自由化で大きな山場を迎えます。
前回は電気事業体制がどう変わるかについて解説しましたが、
今回は電気のサービスがどう変わるのかを解説します。

2016年1・2月号 2016年1・2月号
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6

5

7
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1.部屋全体を暖める

2.足元だけを暖めたい

安全エレちゃんの安全エレちゃんの

　プラグにホコリがたまり、そこに湿気が加わるとプラグの刃と刃の間で火花放電が発生します。これは

トラッキング現象と呼ばれる現象で、この放電が繰り返されることで発火、火災につながることがありま

す。

　長い期間、挿しっぱなしになっているコンセント・プラグは、普段目に見えない場所に設置されているこ

とが多く火災の発見が遅れがちになることから特に注意が必要です。乾いた布で定期的に清掃しましょう。

　
トラッキング現象

1

2

3 6

5

4
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2016年1・2月号 2016年1・2月号

Q 部屋が寒い！
快適に過ごす方法のアドバイスはある？

A 1年で最も寒いこの季

節、暖房機器の使用に

比例して電気料金が高

くなる時期でもあります。用途に合

わせて暖房機器を変えることで電気

料金を抑えつつ快適に過ごすことも

できます。

　リビングなど、家族がそろってい

る部屋全体を暖めたい場合はエアコ

ンの使用がおすすめです。日本のエ

アコンはヒートポンプ方式を取ってい

る場合が多く、投入するエネルギー

に比して、より多くの熱エネルギーを

得られるようになっています。

　最近では高効率のエアコンも普及

していることから、その他の暖房器

具に比べて比較的安価に部屋全体を

暖めることができます。さらに、扇

風機などで空気を攪拌することによ

り、より効率的に部屋を暖かくする

ことができます。

　勉強中などに足元を暖めたい場合

はホットカーペットがおすすめです。

電気ストーブなどよりも可搬性は劣り

ますが、発生する熱量当たりのコス

ト比較では、電気ストーブよりも電

気料金が掛からない場合が多いで

す。

　上記はあくまで一例です。使用電

力などは製品の取扱説明書に記載さ

れていますので、各家庭で最適な使

用方法を見つけてみてください。

　また、2月は省エネルギー月間です。

日々の電気使用を見直し、無駄な電

気を削減する良い機会ですので、一

度電気について考えてみるのはいか

がでしょうか？
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