
2016No. 537

平成27年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の電気事故について

特　集 2

安
全
エ
レ
ち
ゃ
ん
の

特
　
集
1

電
気
設
備
の
更
新

9・10



3電気と保安 2016年 9・10月号

写真提供：石岡市観光協会
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新理事長就任のご挨拶

安全エレちゃんの「電気設備の更新」
安全エレちゃんのクイズコーナー

お客さまこんにちは　千葉県立中央博物館大多喜城分館

現場の記録から　変圧器の高圧碍子部分で鳥が感電

平成27年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について

好奇心いっぱい！ 小トラベル　国立西洋美術館

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

インフォメーション

電気取扱業務に関わる安全衛生特別教育講習会を開催しています

お知らせ 

ご注意ください
当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、電線の盗難が多発しています

エレちゃん6コマ電気安全　設備更新

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？

特　集 1

特　集 2

3

4

7

8

10

12

16

18

19

20

22

23

裏表紙

石岡のおまつり　茨城県
かつて常陸国の国府があった茨城県石岡市。この街で創建千年を誇る古社・常陸国総社宮
の例大祭は「石岡のおまつり」とも呼ばれ、毎年約40万人の人出でにぎわいます。今年は
9月15日に例祭。9月17日から19日にかけて、大神輿が御仮殿へ渡る神幸祭、奉納相撲
などが行われる奉祝祭、大神輿が総社宮に還御する還幸祭が行われます。絢爛豪華な山車
や勇壮な幌獅子など40数台が市中心部を巡行します。

新理事長就任のご挨拶

一般財団法人　関東電気保安協会

理事長　尾﨑　功

　謹啓　皆さま方には、日頃、関東電気保安協会の業務に対しまして、格別のご愛顧を賜り

厚くお礼申し上げます。

　このたび、中村秋夫の後任として理事長に就任いたしました尾﨑功でございます。理事長就

任にあたり一言ご挨拶申し上げます。

　当協会は、昭和41年2月に財団法人として発足以来、電気設備の安全確保という社会的に

重要な責務を担ってまいりました。

　これまでの道程は必ずしも平坦ではなかったものの、今日のような発展をみましたことは、ひ

とえに保安管理業務をご契約いただいているお客さまや関係諸機関の皆さまのご指導ご援助

の賜物であると深く感謝いたしております。

　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。　

　当協会は、創立以来築きあげてきました電気保安のプロとしての伝統と、蓄積してきました

技術に今後も一層磨きをかけ、お客さまにこれまで以上の安全と安心をお届けできるよう努め

てまいります。さらに、お客さまや地域社会の方 と々の間で培ってまいりました絆を大切にし、

社会から信頼される協会を目指し、お客さまにご満足いただけるようサービスの提供に精進し

てまいる所存でございます。

　これからも、「まかせて安心　確かな技術」を合言葉に職員が一丸となり技術・技能の研

鑽に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げご挨拶とさせていただ

きます。

謹白
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特　集 1

の

安 全 エ レ ち ゃ ん の

　電力会社の配電線から受電する場合、引込み口に
設置するGR付PASやUGSは、お客さまの電気設
備で事故が発生した際に、電力会社等の配電系統ま
で止めてしまう、いわゆる“波及事故”を防ぐため

の重要な機器です。その機器に故障が発生すると、
波及事故につながる可能性が高いので早めの更新を
お願いします。
　なお、構内で短絡事故が発生した場合にも、電力
会社の配電用変電所の遮断器が開放された後に、無
電圧の状態でPASやUGSを開放する蓄勢（SO）
機能が付いているものが一般的になっています。

皆さんこんにちは、エレちゃんです。
暑かった夏も終わりを迎えようとしています。季節が変わるのは早いもので
す。あっという間に今年もあと4ヵ月となりました。電気設備は気付かない
うちに老朽化していくものです。そこで今回は電気機器の役割と更新時期の
目安を紹介しますので、設備の更新計画の参考にしていただければと思いま
す。

Ⅱ 受電設備・主遮断装置

　受電設備は、主遮断装置の形式によりCB形と比
較的小・中規模のPF・S形に分けられており、そ
の代表的な高圧機器例を紹介します。

 ○ CB形受電設備とその構成
　CB形は、断路器、避雷器※、計器用変圧器およ
び計器用変流器、遮断器などの高圧機器で構成され
ています。避雷器は、雷などの異常電圧が侵入した
時に地面に逃がし高圧機器を守る機器で、計器用変
圧器・変流器は、受電電圧および負荷電流等を計測
する計器・継電器用に変圧および変流する機器です。

 ○ PF・S形受電設備
　PF・S形は、LBS（高圧交流負荷開閉器）と
LBSに取付けられるPF（電力ヒューズ）の組み合
わせで構成されています。
　キュービクル方式では、300kVA以下の主遮断
装置として使用されます。

 ○ 保護継電器
　主な保護継電器は、GR（地絡継電器）とOCR（過
電流継電器）があります。
　GRは、ZCT (零相変流器)と組み合わせて使用
しPAS、UGSにも取付けられています。高圧ケー
ブルなどの静電容量によって近隣で発生した地絡事
故の影響で動作しないために、DGR（地絡方向継
電器）を取付けます。DGRは地絡電圧と地絡電流
の位相差を比較して、自構内で発生した地絡事故の
時だけ動作し遮断器や開閉器を開放し停電させる継
電器です。
　OCRは、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時
に動作します。CTで変流された電流が設定値を超
えると、遮断器や開閉器を開放し停電させる継電器
です。

　変電設備等の主な高圧機器は、変圧器（電灯用、
動力用および兼用等)、進相コンデンサ、直列リア
クトルおよび保護装置などがあります。
　進相用コンデンサは、電気設備全体の力率を改善
する機器で、力率を良くすると基本料金が割引され
ます。また直列リアクトルは、進相コンデンサに直
列に接続する機器で、コンデンサへの突入電流や高
調波の流入を抑制して、コンデンサ機器の損傷等を
防止します。

　保護装置のPCS（高圧カットアウト）は、前述
のLBSとともに変圧器等の一次側に設置されます
が、300kVA以下の機器に限定されます。開閉器
とともにPCS内にヒューズ等を入れて過負荷・短
絡保護に使用します。

　低圧用開閉器類には、配線用遮断器、漏電遮断器
やナイフスイッチなどの種類があります。複数の開
閉器を１つの箱に収納したものを分電盤といいま
す。

電気設備 更新

Ⅰ引込み口開閉器・高圧ケーブル
（責任分界点付近）

　屋外で使用される分電盤や電気機器などは、風雨
にさらされているケースが多く、錆や腐食等が発生
しやすいなど、施設環境によって寿命が大きく変わ
ります。不備があれば早めの改修をしましょう。

　電気設備機器の経年劣化による突然の停電を伴う
事故は、業務などに大きく影響します。波及事故へ
と範囲が広がれば、地域に多大な影響を与えかねま
せん。受変電設備の経年による劣化は、点検・測定・
試験では判断できない場合があり、点検で異常が無
くても設置環境の変化によっては急激に劣化が進行
することもあります。定期的に設備を更新すること
が経済性、安全性の観点からも必要です。
　電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点
やご相談がありましたら、担当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。

 GR付PAS（地絡継電器付高圧気中負荷開閉器） ＵＧＳ（地中線用高圧負荷開閉器）

高圧ケーブル

ＤＳ（断路器）

ＣＴ（計器用変流器）

ＣＢ（遮断器）

LBS・PF（高圧交流負荷開閉器・電力ヒューズ）

(盤標準化協議会ＨＰ ・ キュービクル式高圧受電設備トラブル・対応事例より引用)
老朽化により、ＰＦの一相が遮断し設備が単相運転

経年劣化で
ヒューズリンクが破裂

ヒューズと地絡保護継電器を組
み合わせることで、受変電設備
での短絡・地絡事故時に高圧回
路を遮断します。

高圧回路に流れている電流を
変流し、電流計への表示や過電
流継電器を動作させます。

受電設備のおおもとに使われる
遮断装置です。保護継電器と組
み合わせ異常が起きた時に電気
を遮断します。

主にＣＶＴケーブル(架橋ポリエチレン絶
縁ビニルシースケーブル)が使用されて
います。ケーブル事故となる水トリー※対

策として、三層同時押出
(Ｅ-Ｅ)で製造されていま
す。

地中引込み方式の場合に設置される開
閉器です。GR付PAS同様に構内地絡事
故を検出して開閉器が遮断して波及事
故を防ぎます。

架空引込み方式の場合に１号柱上
に設置される開閉器です。
責任分界点の直近に設置するため
お客さま構内で地絡事故が発生す

ると保護継電器と
連動して開閉器が
遮断して波及事故
を防ぎます。ＶＴ、
ＬＡ内蔵のものが
あります。

点検・整備などで断路器負荷側
を区分し停電させるための機器
です。

経年と塵埃による絶縁低下で焼損 経年と湿気による絶縁低下で地絡
高圧ケーブルの水トリーが原因で
ケーブル外装に穴

経年劣化（水トリー現象）による波及事故

水トリー現象

経年劣化で内蔵のＶＴ（制御電源用
変圧器）が内部短絡

経年劣化で外箱腐食が進行して内
部に水が浸入し絶縁破壊

※水トリーとは、ＣＶＴの絶縁に使わ
れる架橋ポリエチレンなどに水と
電界の関係で小さな亀裂が発生
し樹枝（tree）状に成長する現象
をいいます

《　ＶＣＢの事故事例　》

《　PASの事故事例　》

《　ケーブルの事故事例　》

《　LBS（PF）の事故事例　》
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ＶＴ

※受電電力が500kW以上の場合
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　電力会社の配電線から受電する場合、引込み口に
設置するGR付PASやUGSは、お客さまの電気設
備で事故が発生した際に、電力会社等の配電系統ま
で止めてしまう、いわゆる“波及事故”を防ぐため

の重要な機器です。その機器に故障が発生すると、
波及事故につながる可能性が高いので早めの更新を
お願いします。
　なお、構内で短絡事故が発生した場合にも、電力
会社の配電用変電所の遮断器が開放された後に、無
電圧の状態でPASやUGSを開放する蓄勢（SO）
機能が付いているものが一般的になっています。

Ⅲ 変電設備・高圧機器類

Ⅳ 低圧開閉器・分電盤・使用機器等

　受電設備は、主遮断装置の形式によりCB形と比
較的小・中規模のPF・S形に分けられており、そ
の代表的な高圧機器例を紹介します。

 ○ CB形受電設備とその構成
　CB形は、断路器、避雷器※、計器用変圧器およ
び計器用変流器、遮断器などの高圧機器で構成され
ています。避雷器は、雷などの異常電圧が侵入した
時に地面に逃がし高圧機器を守る機器で、計器用変
圧器・変流器は、受電電圧および負荷電流等を計測
する計器・継電器用に変圧および変流する機器です。

 ○ PF・S形受電設備
　PF・S形は、LBS（高圧交流負荷開閉器）と
LBSに取付けられるPF（電力ヒューズ）の組み合
わせで構成されています。
　キュービクル方式では、300kVA以下の主遮断
装置として使用されます。

 ○ 保護継電器
　主な保護継電器は、GR（地絡継電器）とOCR（過
電流継電器）があります。
　GRは、ZCT (零相変流器)と組み合わせて使用
しPAS、UGSにも取付けられています。高圧ケー
ブルなどの静電容量によって近隣で発生した地絡事
故の影響で動作しないために、DGR（地絡方向継
電器）を取付けます。DGRは地絡電圧と地絡電流
の位相差を比較して、自構内で発生した地絡事故の
時だけ動作し遮断器や開閉器を開放し停電させる継
電器です。
　OCRは、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時
に動作します。CTで変流された電流が設定値を超
えると、遮断器や開閉器を開放し停電させる継電器
です。

　変電設備等の主な高圧機器は、変圧器（電灯用、
動力用および兼用等)、進相コンデンサ、直列リア
クトルおよび保護装置などがあります。
　進相用コンデンサは、電気設備全体の力率を改善
する機器で、力率を良くすると基本料金が割引され
ます。また直列リアクトルは、進相コンデンサに直
列に接続する機器で、コンデンサへの突入電流や高
調波の流入を抑制して、コンデンサ機器の損傷等を
防止します。

　保護装置のPCS（高圧カットアウト）は、前述
のLBSとともに変圧器等の一次側に設置されます
が、300kVA以下の機器に限定されます。開閉器
とともにPCS内にヒューズ等を入れて過負荷・短
絡保護に使用します。

　低圧用開閉器類には、配線用遮断器、漏電遮断器
やナイフスイッチなどの種類があります。複数の開
閉器を１つの箱に収納したものを分電盤といいま
す。

安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
電気と保安 

2016年9・10月号
問　題

高圧ケーブルの更新目安は○○年です。

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。

応募方法 〒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11月20日必着
平成29年1・2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。

応 募 先

締切期日
発 表

◎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。

人 感 セ ン サ ー
応募総数…1,341件

でした。
たくさんのご応募

ありがとうございました。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　屋外で使用される分電盤や電気機器などは、風雨
にさらされているケースが多く、錆や腐食等が発生
しやすいなど、施設環境によって寿命が大きく変わ
ります。不備があれば早めの改修をしましょう。

　電気設備機器の経年劣化による突然の停電を伴う
事故は、業務などに大きく影響します。波及事故へ
と範囲が広がれば、地域に多大な影響を与えかねま
せん。受変電設備の経年による劣化は、点検・測定・
試験では判断できない場合があり、点検で異常が無
くても設置環境の変化によっては急激に劣化が進行
することもあります。定期的に設備を更新すること
が経済性、安全性の観点からも必要です。
　電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点
やご相談がありましたら、担当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。

GR（地絡継電器） DGR（地絡方向継電器）

OCR（過電流継電器）
誘導型

OCR（過電流継電器）
静止型

Tr（変圧器）

SC（進相コンデンサ） SR（直列リアクトル）

PCS（高圧カットアウト）

配線用遮断器（ＭＣＣＢ） 漏電遮断器（ＥＬＢ）

屋外分電盤の下部が錆・腐食により穴が開いています。小動物が侵入する
と短絡事故などの恐れもあります。

低圧回路で過負荷や短絡事故が
発生した時に遮断動作して停電
させます。

低圧回路で漏電が発生した時に遮断
動作して停電させます。多くのＥＬＢ
は、ＭＣＣＢの機能も備えています。

変圧器は、高圧の電気（6,600Ｖ)を
低圧（100・200・400Ｖ）に変換する
機器で、油入式と乾式があります。
最近は損失を低減し高効率化を図っ

たトップランナー方
式が普及しています。

（盤標準化協議会HP ・ キュービクル式高圧受電設備トラブル・対応事例より引用）
経年劣化（トラッキング）による端子部焼損

(総合エネルギー調査会原子力安全・保安部会第2回電力安全小委員会資料引用)
経年劣化で高圧ブッシングに亀裂が生じ絶縁破壊し焼損

電源側端子部
拡大

《　変圧器の事故事例　》

《　MCCBの事故事例　》

《　屋外分電盤の事故事例　》

更新目
安

年20

更新目
安

年20

更新目
安

年25

更新目
安

年25

更新目
安

年20

更新目
安

年25

の電気設備 更新

5・6月号正解
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日野事業所　加賀美　元次　

の 記 録 から現場
変圧器の高圧碍子部分で鳥が感電

　当協会では、ご契約いただい
ているお客さまの電気設備で事
故が発生した際に、絶縁監視装
置からの警報受信や、お客さま
からの直接の電話連絡などに24
時間365日対応できる総合監視
指令センターを設置しており、
事故発生時には当協会職員が速
やかに出動できる体制を採って
おります。
　今回は総合監視指令センター
へお客さまから電話通報があっ
た事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆
　まだ8月の残暑が残る日曜日、
朝方まで降り続いていた小雨も
やみ、薄日が差してきた昼ごろに、
総合監視指令センターより一部
停電の連絡と出動指示がありま
したので、お客さまの設備情報
を確認した後に現場へ出動しま
した。このお客さまは福祉関係
のお客さまで、24時間職員の方

が勤務されています。
　現場到着後、お客さまに状況
をお聞きした後、早速停電の原
因調査を開始したところ、送り
用地絡継電器が動作し停電して
いることが判明しました。
　しかし、原因箇所を特定しよ
うと絶縁抵抗測定を行ったとこ
ろ、抵抗値は20MΩと良好であ
り、念のため変電所内と外部電
線路の点検も行いましたが特に
異常はみられませんでした。そ
の後も各所の点検を行いました
が、特に問題となる箇所を発見
できなかったことから、お客さ
まと相談の上、遮断器を投入し
て復帰し、様子をみていただく
ことにして帰所しました。

◆　　◆　　◆
　その日の夜、再び小雨が降り
始めた午後8時ごろに、お客さ
まより再び停電したと総合監視
指令センターに連絡があり、当
直者が急行したところ、昼間の
停電時と同様に送り用地絡継電
器が動作して遮断器が開放され
ていました。再び絶縁抵抗測定
を行ったところ、今度は動作し
た遮断器負荷側の抵抗値が1MΩ
以下となっており、さらに調査
を進めていくと、構内の柱上変
圧器に至る回路に原因があると
判明しました。
　さらに原因を追究するため、
お客さまに了解を得た後、耐圧
試験を実施したところ、柱上変

圧器付近でリーク音が発生した
ことを確認しました。

　しかし、すでに深夜1時を過
ぎていて高所作業車の手配もで
きないことからこれ以上の原因
調査が難しく、お客さまに現状
を報告して、日が昇ってから再
調査を行うこととしました。

◆　　◆　　◆
　翌朝、当協会の協力会社さま
にも応援をいただき、高所作業
車を使用して柱上変圧器の点検
を実施したところ、変圧器の高

圧碍子部分の上で鳥が感電して
いることが判明しました。
　「原因はこれだな」と鳥を取り
除いた後、念のために柱上変圧
器全体とその付近の点検を行い、
他の異常がないことを確認した
上で遮断器を投入して送電しま
した。

　今回の停電事故の原因として、
小雨が降りやんだ昼前の時間に
感電した鳥を介して、柱上変圧
器の碍子部と本体部分の絶縁抵
抗が低下したことから、地絡継

電器が動作し一部停電状態とな
りました。その後、復旧までの
間に天候の回復とともに絶縁抵
抗も回復し、1回目に事故出動し
た際に行った絶縁抵抗測定では
絶縁抵抗が良好となっていたと
考えられます。
　その後、再び天候が悪化し、
降雨による絶縁抵抗値の低下か
ら、再度地絡継電器が動作して
停電したものと推測されます。

◆　　◆　　◆
　今回のケースは小動物が原因
で発生した事故ですが、電気設
備が定期的に更新されていたた
め、地絡継電器が適切に動作し、
大事故につながることはありま
せんでした。的
確な点検と設備
の定期更新が電
気の安全な使用
につながります。
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大多喜城分館の歴史

　外観は城そのものですが、こ
こ大多喜城分館はれっきとした
博物館です。房総の城と城下町
に関する資料、武器や武具、調
度品、古文書などを収蔵しており、
千葉県立中央博物館の分館とな
ります。
　この地にはもともと、本物の
大多喜城（小田喜城）がありま
した。16世紀前半に武田氏が入
城し、安房の里見氏の重臣だっ
た正木氏を経て、1590年には徳
川家康の重臣として名高い本多

忠勝が城主となります。しかし、
1871年の明治政府による廃藩置
県で廃城となると、城内全ての
建造物が取り壊されてしまいま
した。
　その後、跡地は大多喜高校の
敷地内に組み込まれましたが、
1966年に県史跡「上総大多喜城
本丸跡」として指定され、その4
年後に現在の天守閣造りの博物
館がオープンしました。

収蔵資料

　大多喜城分館には、大多喜城
ゆかりの資料が数多く収蔵され

ています。一番の目玉は本多忠
勝の肖像画「紙本著色本多忠勝
画像」です。忠勝自らが命じて、
狩野派と並ぶ日本画の流派・土
佐派の絵師に描かせたもので、
千葉県指定文化財に指定されて
います。普段は複製が展示され
ていますが、10月までの期間限
定で本物が公開されています。
　また、最近は「刀女子」とい
う言葉まで生まれ、にわかに刀
剣ブームが起こっていますが、
刃長が80センチもある「大薙刀」
も見応えがあります。南北朝時
代の代表的な大薙刀で、製作当
時そのままの「生ぶ茎」は大変
貴重なもの。国の重要文化財に
も指定されています（展示期間：
12月15日～2月12日）。

さまざまな企画展

　大多喜城分館では常設展に加
え、これまでさまざまな企画展
を開催してきました。
　10月21日から開催される企画
展のテーマは「甦った受難の刀
剣～千葉県の赤羽刀～」です。
この赤羽刀というのは、マッカ
ーサーらGHQ（連合国軍最高司
令官総司令部）が武装解除の目
的で軍や民間人から接収した刀
のこと。一時的に東京都北区赤
羽の倉庫に保管されていたこと
から、この名が付いています。
　県内の8つの施設で保管されて
いる赤羽刀のうち、代表的なも
のが一堂に集まります。「各刀剣
の数奇な運命に思いをはせなが
ら、鑑賞していただきたいです
ね」と、主任上席研究員の高橋
覚さんは話します。

普及事業と自然観察会

　展示だけでなく、普及事業に
も積極的に取り組んでいます。
武士や武士が活躍していた時代
への興味・関心を、一人でも多
くの人に持ってもらうために、
本多忠勝や徳川家康、武田信玄
らの等身大の複製甲冑や小袖の
試着体験を行っています。
　小中学生を対象に歴史教室も
開催しています。地域の文化や
伝統に触れてもらおうと、「出前
授業」という形でスタッフが学
校まで出張することもあります。
その際は甲冑を持参し、出張先
でも試着体験をしています。
　また、自然豊かな土地柄を生
かし、博物館周辺のコケ植物や

キノコなどを観察して生態を学
ぶ、自然観察会を定期的に開催。
他にも江戸時代の町の名残を感
じることができる町歩きツアー
など、大多喜城分館では体験型
のイベントを重視しています。
　「これからがベストシーズンな
ので、ぜひお越しください。近
くの養老渓谷や鴨川と一緒に巡
るのもお勧めです。9月25日に
は武者行列やみこしが城下町に
繰り出す『大多喜お城まつり』
が開催されます。東京湾アクア
ラインを利用すれば都心からの
アクセスは抜群ですし、博物館
の下には、大多喜町の無料駐車
場がありますので、お車でのお
越しの際も安心してください」と、
高橋さん。

当協会の役割

　来館者がいる日
中はもちろん、夜
もライトアップし
ている大多喜城分

館は、電気系統の大きなトラブ
ルを起こすことは絶対にできま
せん。高橋さんによると、これ
までまったく問題なく運営でき
ているとのことで、当協会が行
う毎月の点検が「安心の元にな
っている」そうです。
　「オープンから40年も経ってい
るため、点検はとても大変だと思
いますが、関東電気保安協会さ
んにはこれからも一緒に、この博
物館を守ってもらいたいです」
　大多喜城分館の良きパートナ
ーとして、これまで以上にお役
に立てるように努めてまいりま
す。

大多喜城外観（千葉県立中央博物館大多喜城分館提供）
本多忠勝画像 良玄寺蔵（千葉県立中央博物館大多喜城分館提供）

主任上席研究員

高橋 覚さん

こ ん に ち はまさ客お

千葉県立中央博物館
大多喜城分館
〒298-0216　千葉県夷隅郡大多喜町大多喜481

TEL：0470-82-3007

赤糸威大鎧複製
（千葉県立中央博物館
大多喜城分館提供）

 

　が　ぞう

　し　ほん　ちゃくしょくほん　だ　　ただかつ

おおなぎなた

う　　 なかご
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特　集 2

1 はじめに

　平成27年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及
び山梨県並びに静岡県の富士川
以東）において発生した電気事
故について、電気関係報告規則
第3条の規定に基づき、自家用
電気工作物の設置者から提出さ
れた電気事故報告をもとに、そ
の概要を以下のとおり取りまと
めました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。
　平成27年度の電気事故総件数
は156件で、前年度に比べ若干
増加しました。

3 波及事故

　波及事故は、115件報告され

ました。
　図2のとおり、自然劣化によ
る事故が最も多く約43％、次い
で雷が約18％、保守不完全が約
11％、作業者の過失が約10％
の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。
❶自然劣化
　自然劣化は、製作、施工及び
保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、

機構等に劣化を生じたものをい
います。
　この原因で最も多い電気工作
物は高圧引込ケーブルで、地中
埋設部やハンドホール内で絶縁
破壊に至り、区分開閉器（PAS等）
が未設置だったため波及事故と
なったものです。
❷雷
　雷が原因で事故の起因となる
電気工作物は、PASが最も多く、
雷サージによりPASが短絡した
ものです。PASが設置されてい
ない事業場でも、雷サージが高
圧ケーブルに侵入し、絶縁の弱
くなっていた箇所で地絡したと
推定されるものもありました。
❸保守不完全
　保守不完全は、巡視、点検、
手入れ等の保守の不完全による
ものです。
　具体的事例として、月次点検、
年次点検等の未実施により設備
の腐食・劣化を発見できず、当
該設備が原因で絶縁破壊が発生

した等。また、錆の侵食によっ
て屋外用機器のカバーパッキン
が押し上げられ、雨水や湿気が
浸入し絶縁劣化が促進され、内
部短絡に至ったケースもありま
す。
❹作業者の過失
　作業者の過失は、“電気関係者
による過失”と“建設工事関係者
による過失”の2つに大別するこ
とができました。
　電気関係者による過失は、復
電時に短絡接地器具を外し忘れた
場合や、PASの誤操作によるこ
と等が原因だったのものです。
　建設工事関係者による過失は、
建物解体中に誤って高圧ケーブ
ルを損傷させた場合や、高圧ケー
ブルの埋設箇所を誤って重機で
損傷させた場合などが原因だっ
たものです。
❺鳥獣接触
　鳥獣接触は主にキュービク
ル内に侵入した小動物が、高
圧機器等充電部に接触し短絡

等させてしまう事例がほとん
どでした。

4 感電・アーク等による
　 死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は19件の報告があり、被
災者も19名でした。
　被災者は、防具・工具の不適
切な使用、充電中にもかかわらず、
不用意に近づき感電してしまっ
た等のケースが多く見られまし
た。また工事事業者等が電気主
任技術者等の承認を得ずに勝手
に作業してしまい事故につな
がったケースもありました。
　図3は過去3年度分の月別事
故件数をグラフ化したものです。
　事故の傾向としては、3年度平
均で6～ 9月の夏期にかけて最
も多く発生している傾向である
ことが分かります。

【 事例1 】

　設置者から電灯回路の増設工
事依頼を受けた設備管理会社は、
事業場に常勤している者が電気
工事士の有資格者であることか
ら、直営で施工することとした。
　作業は一人で行い、天井点検
口から電灯幹線を引き出し、素
手で工具を持ち、被覆を剥いて
いたところ、指先が感電し、意
識を失った。近くにいた者が、
異変に気づき、救出したあと意
識を取り戻し、病院に搬送された。
　原因として、工事に取り掛か
る際に、作業対象の照明が切っ

てあったことから、被災者を含
む作業関係者は元のブレーカー
も開放されていたものと判断し
ていたが、実際は、照明の手元
スイッチが切られただけで、元
のブレーカーは開放されていな
かったもの。

【 事例2 】

　設置者から建屋内給排水ポン
プ設備工事及び検査を請け負い、
作業にあたった作業員2名は、2
つのポンプ用の自動制御機器の
配線導通確認を行う作業計画で
あった。一つ目のポンプ用自動

制御機器の導通確認を終え、二
つ目のポンプ用自動制御機器に
取り掛かるため、1名は制御盤に
おいて当該機器電源側のブレー
カーを切り、盤内端子間をジャ
ンパ線で短絡させて準備した。
　もう1名は、ポンプ本体にあ
る電磁弁の導通確認を行うべく、
電磁弁の金属ケース蓋を開け、
ケース内部より配線ケーブルの
被覆スリーブが施された接続部
を引き出し、被覆スリーブ内に
テスターのリード棒を差し込ん
だ際に、リード棒を把持してい
た指が、リード棒先端部に触れ

ていた状態で、手の一部が電磁
弁金属ケースに接触したところ、
感電した。
　原因を確認した結果、テスター
を当てた当該電磁弁回路は、制
御盤のブレーカーを開放しても
別回路から電気が供給される回
路構成となっていたことから、
当該回路は活線状態であり、被
災者は全て停電状態であるもの
と思い込み、活線作業を行って
しまったことによるもの。

5 主要電気工作物の
　 破損事故

　本事故における報告の対象施
設は、発電設備における事故で、
需要設備に関しては該当ありま
せんでした。
　なお、需要設備における主要
電気工作物とは、使用電圧1万
ボルト以上の受電用遮断器や、5

万ボルト以上のケーブルなどが
該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。27年度
は1件発生がありました。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　27年度も波及事故に至った原
因は様々でしたが、場合によっ

ては近隣事業者等から停電の影
響により多大な損害賠償が請求
されるケースも生じているよう
であり、近年においてはより社
会的にも注目される事故形態と
なっております。GR付PAS及
びUGS未設置の事業場において
は、当該設備を設置することで
波及事故のリスクも格段に下が
り、事故防止策として非常に有
効です。また設備の経年劣化に
より事故が発生しているケース
も多く見られますので、電気主
任技術者と相談の上、計画的な
更新を行っていただくことが必
要と思われます。
　感電等による事故については、

原則として活線作業を禁止する
こと、やむを得ず活線状態での
近接作業や活線作業を行なう場
合には、充電部の養生、作業箇
所の検電、保護具の適切な着装
等を十分に行い、電気主任技術
者の監督指導下、徹底した安全
確保に努めて下さい。
　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

平成27年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の
電気事故について

【図2】　波及事故の原因分類　【図1】　管内自家用電気事故件数の推移　
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主要電気工作物の破損感電・アーク等による死傷 波及事故電気火災

関東東北産業保安監督部　電力安全課

鳥獣接触
4％

自然劣化
43％

雷
18％

作業員の過失
10％
保守不完全
11％

その他
（風雨、火災等）
 14％
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特　集 2

1 はじめに

　平成27年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及
び山梨県並びに静岡県の富士川
以東）において発生した電気事
故について、電気関係報告規則
第3条の規定に基づき、自家用
電気工作物の設置者から提出さ
れた電気事故報告をもとに、そ
の概要を以下のとおり取りまと
めました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。
　平成27年度の電気事故総件数
は156件で、前年度に比べ若干
増加しました。

3 波及事故

　波及事故は、115件報告され

ました。
　図2のとおり、自然劣化によ
る事故が最も多く約43％、次い
で雷が約18％、保守不完全が約
11％、作業者の過失が約10％
の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。
❶自然劣化
　自然劣化は、製作、施工及び
保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、

機構等に劣化を生じたものをい
います。
　この原因で最も多い電気工作
物は高圧引込ケーブルで、地中
埋設部やハンドホール内で絶縁
破壊に至り、区分開閉器（PAS等）
が未設置だったため波及事故と
なったものです。
❷雷
　雷が原因で事故の起因となる
電気工作物は、PASが最も多く、
雷サージによりPASが短絡した
ものです。PASが設置されてい
ない事業場でも、雷サージが高
圧ケーブルに侵入し、絶縁の弱
くなっていた箇所で地絡したと
推定されるものもありました。
❸保守不完全
　保守不完全は、巡視、点検、
手入れ等の保守の不完全による
ものです。
　具体的事例として、月次点検、
年次点検等の未実施により設備
の腐食・劣化を発見できず、当
該設備が原因で絶縁破壊が発生

した等。また、錆の侵食によっ
て屋外用機器のカバーパッキン
が押し上げられ、雨水や湿気が
浸入し絶縁劣化が促進され、内
部短絡に至ったケースもありま
す。
❹作業者の過失
　作業者の過失は、“電気関係者
による過失”と“建設工事関係者
による過失”の2つに大別するこ
とができました。
　電気関係者による過失は、復
電時に短絡接地器具を外し忘れた
場合や、PASの誤操作によるこ
と等が原因だったのものです。
　建設工事関係者による過失は、
建物解体中に誤って高圧ケーブ
ルを損傷させた場合や、高圧ケー
ブルの埋設箇所を誤って重機で
損傷させた場合などが原因だっ
たものです。
❺鳥獣接触
　鳥獣接触は主にキュービク
ル内に侵入した小動物が、高
圧機器等充電部に接触し短絡

等させてしまう事例がほとん
どでした。

4 感電・アーク等による
　 死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は19件の報告があり、被
災者も19名でした。
　被災者は、防具・工具の不適
切な使用、充電中にもかかわらず、
不用意に近づき感電してしまっ
た等のケースが多く見られまし
た。また工事事業者等が電気主
任技術者等の承認を得ずに勝手
に作業してしまい事故につな
がったケースもありました。
　図3は過去3年度分の月別事
故件数をグラフ化したものです。
　事故の傾向としては、3年度平
均で6～ 9月の夏期にかけて最
も多く発生している傾向である
ことが分かります。

【 事例1 】

　設置者から電灯回路の増設工
事依頼を受けた設備管理会社は、
事業場に常勤している者が電気
工事士の有資格者であることか
ら、直営で施工することとした。
　作業は一人で行い、天井点検
口から電灯幹線を引き出し、素
手で工具を持ち、被覆を剥いて
いたところ、指先が感電し、意
識を失った。近くにいた者が、
異変に気づき、救出したあと意
識を取り戻し、病院に搬送された。
　原因として、工事に取り掛か
る際に、作業対象の照明が切っ

てあったことから、被災者を含
む作業関係者は元のブレーカー
も開放されていたものと判断し
ていたが、実際は、照明の手元
スイッチが切られただけで、元
のブレーカーは開放されていな
かったもの。

【 事例2 】

　設置者から建屋内給排水ポン
プ設備工事及び検査を請け負い、
作業にあたった作業員2名は、2
つのポンプ用の自動制御機器の
配線導通確認を行う作業計画で
あった。一つ目のポンプ用自動

制御機器の導通確認を終え、二
つ目のポンプ用自動制御機器に
取り掛かるため、1名は制御盤に
おいて当該機器電源側のブレー
カーを切り、盤内端子間をジャ
ンパ線で短絡させて準備した。
　もう1名は、ポンプ本体にあ
る電磁弁の導通確認を行うべく、
電磁弁の金属ケース蓋を開け、
ケース内部より配線ケーブルの
被覆スリーブが施された接続部
を引き出し、被覆スリーブ内に
テスターのリード棒を差し込ん
だ際に、リード棒を把持してい
た指が、リード棒先端部に触れ

ていた状態で、手の一部が電磁
弁金属ケースに接触したところ、
感電した。
　原因を確認した結果、テスター
を当てた当該電磁弁回路は、制
御盤のブレーカーを開放しても
別回路から電気が供給される回
路構成となっていたことから、
当該回路は活線状態であり、被
災者は全て停電状態であるもの
と思い込み、活線作業を行って
しまったことによるもの。

5 主要電気工作物の
　 破損事故

　本事故における報告の対象施
設は、発電設備における事故で、
需要設備に関しては該当ありま
せんでした。
　なお、需要設備における主要
電気工作物とは、使用電圧1万
ボルト以上の受電用遮断器や、5

万ボルト以上のケーブルなどが
該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。27年度
は1件発生がありました。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　27年度も波及事故に至った原
因は様々でしたが、場合によっ

ては近隣事業者等から停電の影
響により多大な損害賠償が請求
されるケースも生じているよう
であり、近年においてはより社
会的にも注目される事故形態と
なっております。GR付PAS及
びUGS未設置の事業場において
は、当該設備を設置することで
波及事故のリスクも格段に下が
り、事故防止策として非常に有
効です。また設備の経年劣化に
より事故が発生しているケース
も多く見られますので、電気主
任技術者と相談の上、計画的な
更新を行っていただくことが必
要と思われます。
　感電等による事故については、

原則として活線作業を禁止する
こと、やむを得ず活線状態での
近接作業や活線作業を行なう場
合には、充電部の養生、作業箇
所の検電、保護具の適切な着装
等を十分に行い、電気主任技術
者の監督指導下、徹底した安全
確保に努めて下さい。
　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

平成27年度関東東北産業保安監督部管内

自家用電気工作物の
電気事故について　　
  

【図3】　月別感電等事故件数（過去3年分）　
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感電又は破損事故
若しくは電気工作物の誤操作
若しくは電気工作物を操作しないことにより
人が死傷した事故
治療のため入院した場合に限る

1

電気火災事故
工作物にあっては、その半焼以上（20％以上）の場合に限る2

主要電気工作物の破損事故
主要電気工作物の定義については、
経済産業省告示で定められています。
以下のURLでご確認下さい。
（http://www.meti.go.jp/policy/safety_
 security/industrial_safety/law/files/shusetubi.pdf）

3

電気事業者に供給支障を発生させた事故（波及事故）4

報告が必要な主な事故

電気事故の報告様式のpdf版とword版を下記のホームページからダウンロードできます。
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikohokoku/20040426jikoindex.html

報告様式

様式に必要事項を記入後、下記担当窓口まで
FAXで送信してください。
●自家用電気工作物（発電設備を除く）、
　事業用電気工作物に係る事故
関東東北産業保安監督部　電力安全課　安全推進係
FAX  048（601）1300

●発電設備に係る事故
関東東北産業保安監督部　電力安全課　発電係または火力係
FAX  048（601）1301

報告の方法

報告期限 24時間以内

様式に必要事項を記入後、
担当窓口までお電話いただき、

原則としてご持参いただきますよう
お願いいたします。

30日以内
報告様式と方法

電気関係報告規則では、自家用電気工作物を設置する者（「設置者」）は、
自家用電気工作物に関する事故が発生したときに、管轄する産業保安監督部長に対して、

その事故について報告することを義務づけています。

事故報告が義務づけられています

ON
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第134 回

東京都上野公園

国立西洋美術館
2016年7月、近代建築の巨匠ル・コルビュジエの
建築作品17件が世界文化遺産に登録された。
そのうちのひとつが東京・上野にある国立西洋美術館本館
だということで、さっそく訪れてみた。

　国立西洋美術館を訪れたのは、世界文化遺産登録
が決定して間もなく。以前にも何度か来訪したこと
があるが、さすがに多くの人が集まっており、注目
度の高さがうかがいしれた。
　近頃は、所蔵する作品だけでなく、展示する建物
自体も見どころである美術館が増えてきたが、国立
西洋美術館はまさにその典型である。本館が建てら
れたのは1959（昭和34）年。戦後、日仏間の国交回復・
関係改善の象徴として、フランス人建築家ル・コル
ビュジエが設計したものだ。
　まずは、入口で「建築探検マップ」をゲット。彼
のこだわりが分かる14のポイントが記載されている
ので、順に見ていくことをおすすめしたい。
　建物は、巻貝が中心から出発して外に向かってい
くように、コレクションが増えるにしたがって、建
物の外側に展示室を追加することができる「無限成
長美術館」というアイデアが用いられている。よって、

DATA: 国立西洋美術館

 

立ち寄り観光名所

見学の出発点は本館の中心に位置する「19世紀ホー
ル」からとなる。
　そこは、天井に開けられた三角の窓から自然光が
さしこむ明るいスペース。広くはないが、味のある
空間で、これから見る数々の作品への期待が膨らむ。
ロダンの彫刻3点も並んでいる。
　次に2階へと続くスロープ（斜路）を歩いてみる。
スロープは、階段とは異なり、空間の変化を楽しん
でもらう狙いがあるそうだ。
　2階展示室は角を曲がると、同じような景色がま
た現れる不思議な空間となっており、これまたコル
ビュジエの妙を感じる。天井も高い部分と低い部分
があり、足を進めるごとに変化を感じる。低い天井
の上はガラス張りの「照明ギャラリー」がある。本
来は屋上から取り入れた自然光で作品を照らす予定
だったが、現在は人工照明となっているそうだ。
　正方形の本館は、自然な流れで2階新館、そして1

階新館へと続く。確かに、巻貝のようにぐるぐる回
転しながら見学するのが面白い。もう少し詳しくコ
ルビュジエの技法を知りたい人は、9月19日まで行
っている小企画展「ル・コルビュジエと無限成長美
術館 ─その理念を知ろう─」を、お見逃しなく。
　言わずもがな、常設展で鑑賞できる作品も素晴ら
しい。話題となっている展覧会は混んでいて、ゆっ
くり鑑賞する暇がない印象だが、ここはスペースに
ゆとりがあるせいか、比較的ゆっくり堪能できるだろう。
　国立西洋美術館の原点は、フランス近代の絵画・
彫刻を中心とする「松方コレクション」だ。実業家
の松方幸次郎（1866～1950年）は、日本最初の西洋
美術館の建設を目指し、ヨーロッパで膨大な数の美
術品を収集したが、その後の変遷により多くの作品
が散逸してしまった。しかし、パリに残されていた
約400点の作品は、第二次世界大戦中にフランス政
府に接収され、戦後、日本に寄贈返還。その「松方
コレクション」を保存・公開するための施設が国立
西洋美術館というわけだ。創立以来毎年作品を購入
し、さらに、開館以来多くの人から作品が寄贈され、
美術館のコレクションは拡充しているという。
　モネ、ゴッホ、ピカソなどの秀作も揃っているので、
見応えは十分。美術や建築に詳しいボランティアス
タッフと一緒に見学する「美術トーク」や「建築ツ
アー」も無料で参加できるので都合が合えば参加す
るのもよい（開催日程、参加方法など詳細はHPにて）。
　まだまだ暑い日も多いが、暦の上では秋。芸術を
堪能するにはもってこいの季節なので、ぜひ足を運
んでみてはいかがだろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

東京都台東区上野公園7-7　
［TEL］ 03-5777-8600　［URL］ http://www.nmwa.go.jp/

： JR上野駅より徒歩1分。京成電鉄京成上野駅より徒歩7分。東京メトロ銀座線、日比谷線上野駅より徒歩8分。
： 9:30～17:30（冬期は～17:00）、金曜日は20:00まで。
  ※入館は閉館の30分前まで
： 毎週月曜日および年末年始（12/28～翌年1/1）
  ※月曜日が祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館
： 一般430円、大学生130円、高校生以下および18歳以下、65歳以上無料
  ※企画展は別料金

電車の場合
開館時間

休館日

入館料

● アメヤ横丁問屋街
TEL： 03-3832-5053（アメ横商店街連合）
“アメ横”の名で親しまれている、JR上野駅と御徒
町駅を結ぶ商店街。生鮮食品だけでなく乾物、衣
類など幅広いジャンルの店が並ぶ。どの店からも
威勢のよい掛け声が聞こえ、活気にあふれてい
る。歩き疲れたら、中華やケバブなどの屋台で小
休止するのもいいだろう。

● 台東区立下町風俗資料館
TEL： 03-3823-7451
明治後半から大正時代の東京・下町の風情を漂わ
せた資料館。関東大震災前の長屋や調度品が実
物大で再現されていたり、ベーゴマやけん玉など
昔の遊びが体験できるコーナーや銭湯の番台など
も見ることができる。9:30～16:30（入館は16時
まで）。一般300円、小中高生100円

世界遺産に登録されたル・コルビュジエ設計の本館
©国立西洋美術館

入口部分のピロティ
雨や日差しを避けることができるゆとりある空間

©国立西洋美術館

1

2

3

4

2

3

4

常設展にはモネの代表作とも
いえる「睡蓮」もある
クロード・モネ
<睡蓮>
1916年
油彩、カンヴァス
国立西洋美術館
松方コレクション
©国立西洋美術館

前庭に展示されている彫刻
オーギュスト・ロダン
<考える人（拡大作）>
1881-82年（原型）、
1902-03年（拡大）、1926年（鋳造）
ブロンズ
国立西洋美術館
松方コレクション
©国立西洋美術館
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国立西洋美術館

1

見学の出発点となる「19世
紀ホール」。トップライトの光
が印象的だ 
ぐるりと回遊できる2階展示
室には14～18世紀の絵
画が展示されている
建物を支えている柱は木枠
にコンクリートを流し込んで
作ったため、木目が浮き出
ている
19世紀の絵画が展示され
ている新館2階展示室
　（以上4点、©国立西洋美術館）

（記事提供　電気新聞）
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電力小売りの地産地消モデル、
20年度の市場規模は530億円に拡大

経産省、改正FIT法関連省令を改正／
事業認定要件など運用の詳細を規定

　FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）の導入や自

由化の進展により、地産地消モデルの電力小売り事業が定

着しつつあります。矢野経済研究所の調査によると、2015

年度の同モデルの市場規模は売上高ベースで135億円でした

が、20年度には530億円まで拡大する見通しです。牽引して

いるのは、①地方自治体系②生活協同組合系③デベロッパ

ー・エンジニアリング系――の小売電気事業者で、現在は計

40社を超えています。

　調査は4～7月にかけて、直接面談や電話・電子メールで

の聞き取りなどで行われました。地域を特定した上で発電

の主体を再生可能エネルギーとし、その地域の需要家や組

合員、施設などに小売りする事業形態を『地産地消モデル』

と定義しました。

　同モデルの市場規模は、電力小売り全面自由化が始まっ

た16年度は240億円に増える見込みです。17年度は340億円

と拡大し、国内の様々な地域で同じようなモデルが立ち上

がることで、20年度には530億円に達すると予測しています。

　地方自治体系は首長の強力なリーダーシップのもと、第

三セクターの新会社を設立し電力小売りを行う事例が多い

ようです。生協は安全・安心な食品にこだわる産地直送ス

キームなどで事業展開しており、電力に関しても再生可能

エネルギーを主にしています。デベロッパー・エンジニア

リング系は、自社が関与した案件だけではなく、同モデル

に賛同が得られる発電事業者から広く電気を調達。太陽光

発電が主要電源となるため、高圧分野では発電カーブに近

い需要カーブを持つ需要家や、負荷率の低い

需要家が主なターゲットになっています。

　同モデルでは、低圧分野の需要家が環

境や地域活性化などのポリシーに賛

同して、契約する形態が多いよう

です。このため、低圧分野の

自由化が進展していくこと

で、同モデルの普及

拡大も着実に進みそ

うです。

　経済産業省はこのほど、2017年4月1日施行の改正再生可

能エネルギー特別措置法（改正FIT法）に関わる省令を改正

し、改正法の運用に関する詳細規定を定めました。新たな

再生可能エネルギーの事業認定要件や、送配電事業者への

買い取り義務移行に関する規定が主なものです。

　改正省令では、8月以降に系統接続契約を結ぶ事業につい

て、契約が締結済みであることや、明確な事業計画の策定、

適切な保守点検の実施などを認定の要件とします。

　事業用と住宅用の太陽光発電は認定取得から運転開始ま

で一定期間の期限を定め、期限を超えた場合は、買い取り

価格引き下げなどの措置をとります。

　具体的には、出力10kW以上の事業用太陽光発電は、買い

取り価格の入札にかけるものを除き、認定取得から3年以内

の運転開始を求めています。期限を過ぎた場合は、買い取

り価格を認定時の価格から一定割合下げるか、買い取り期

間を短くするなどの対応を、今後、調達価格等算定委員会

の議論を踏まえ決定します。

　また、10kW未満の住宅用太陽光発電は、認定取得から1

年以内の運転開始を求め、期限を過ぎた場合の認定は失効

し、再取得が必要になります。

　改正FIT法で新たに設けられるFIT入札制度の対象となる

案件の運転開始期限の考え方は、別途、入札実施指針の議

論を経て決定します。

　送配電事業者への買い取り義務の移行は、買い取った電

気を原則、卸電力取引市場に売ることなどを規定しました。

発電事業者が小売電気事業者に電気を相対で供給したい場

合は別途、約款を届け出る必要があります。改正FIT法の施

行日時点で相対供給を行いたい事業者には、12月末までの

届け出を求めています。

（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

　　「安全衛生特別教育」とは労働安全衛生法第59条第3項において「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働

省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生

のための特別の教育を行なわなければならない」と定められているものです。

　当協会では、事業者の皆さまに代わって電気取扱者に対する安全衛生特別教育の講習会を随時開催しております。

詳細につきましてはホームページをご覧ください。

電気取扱業務に関わる
安全衛生特別教育講習会を
開催しています

高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会

　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
高圧・特別高圧の電気に関する基礎知識
高圧・特別高圧の電気設備に関する基礎知識
高圧・特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識
高圧・特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
停電の確認方法と断路器・遮断器・開閉器等の操作方法

時間
1.5時間
2時間
1.5時間
5時間
1時間
1時間

学科教育

実技教育

学科講習11時間、実技講習1時間（2日間）※高圧充電電路の操作の業務のみを行なう方対象
受講料：19,500円（当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は17,500円）

低圧電気取扱者特別教育講習会

　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
低圧の電気に関する基礎知識
低圧の電気設備に関する基礎知識
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
低圧充電電路の停電・復電の確認、充電部が露出している開閉器の操作方法

時間
1時間
2時間
1時間
2時間
1時間
1時間

学科教育

実技教育

●……各講習とも1回の定員は 20～30 名程度です。
●……全科目修了者には、修了証を発行しております。
●……日程については当協会ホームページでご案内しております。
●……受講ご希望のお客さまはホームページの講習会お申込みフォームよりお申込みください。
●……1法人で多数の受講者がいる場合は、別途個別開催を行うことができます。
　　 最寄りの当協会までご連絡ください。

学科講習7時間、実技講習1時間（1日間）※低圧開閉器の操作の業務のみを行なう方対象
受講料：9,300円（当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は7,200円）

低圧電気取扱者特別教育講習会

　　　　　　　　　　　　　　　  科　目
低圧の電気に関する基礎知識
低圧の電気設備に関する基礎知識
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
安全用具の使用前点検、各種測定器の使用方法、低圧充電電路の停電・復電の確認、
充電部が露出している開閉器の操作方法

時間
1時間
2時間
1時間
2時間
1時間

7時間

学科教育

実技教育

学科講習7時間、実技講習7時間（2日間）
受講料：19,500円（当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は17,500円）

KDH で検索
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

バランスよい再エネ普及と国民負担の軽減に向けて

第49回

再生可能エネルギー特別措置法（FIT法）の改正（１）

「改正再生可能エネルギー特別措置法（改正FIT法）」が5月の国会で成立し、
2017年4月から施行されます。
改正FIT法は、太陽光に偏った事業参入や国民負担の増加など、課題が多い現在の
「固定価格買取制度（FIT制度）」を見直すものです。
今回は法改正の狙いや、新しく導入される認定制度などの概要を紹介します。

A

A

A　太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスで

発電した電気を、政府が決めた価格・期間で

電力会社に買い取ることを義務づけた制度です。東

日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故

を契機に、再エネの普及を進めるべきとの声が高ま

り、それまでのRPS制度（電気事業者に一定量以上

の再エネで発電した電気の利用を義務付ける制度）

に代わって運用が開始されました。再エネ発電事業

者は、調達期間となる15～20年の間、電力会社へ

の売電により安定した収入を得ることができるため

事業の見通しが立てやすく、太陽光発電を中心に事

業計画が全国各地に広がりました。

　法改正の目的は、再生可能エネルギーの最

大限の導入と国民負担の抑制の両立とされて

います。大きな改正点としては、再エネ発電事業者

の事業計画について、適切な時期に事業が実施され

るかを確認し、経済産業大臣が認定を行う新認定制

　12年7月のFIT制度の開始以降、再エネ

の導入量は飛躍的に伸びました。しかし、比

較的建設が容易で、電力会社による買取価格が高く

設定された太陽光に投資が集中した結果、FIT認定

された再エネの約9割が事業用太陽光となっていま

す（図１）。再エネ発電事業者に支払われる買取費

用は16年度で約2兆3,000億円に上り、政府が示し

たFIT買取費用の上限である4兆円の半分に達して

います。電気使用者が支払う賦課金は約1兆8,000

億円、平均的な家庭で毎月675円の賦課金を負担し

ている状況です。

　政府は30年度の電源構成（エネルギーミックス）

で、再エネの導入水準を22～24％に引き上げる目

標を掲げました。目標達成には、太陽光だけでなく、

Q 1 そもそもFITとはどんな
制度ですか？

A 　事業認定を受けている場合でも、17年3

月31日までに電力会社と接続契約を結ばな

ければ、原則認定は失効します。7月1日以降に新

たに認定を受けた場合は、工事負担金の算出などに

時間を要するため、認定から9カ月の猶予期間が認

められます。接続契約の系統入札プロセスに入って

いる事業者も、プロセス終了から6カ月の猶予期間

が与えられます。

　一方、運転を始めている案件を含めて接続契約を

締結済みの事業者は、新制度の認定を受けたものと

Q 4 すでに事業認定を受けて
いますが、法改正で
認定はどうなりますか？

A 　太陽光については、早期の発電開始を促す

仕組みが導入されます。新認定制度では、買

取価格の決定は認定取得時となりますが、運転開始

Q 5 認定制度の改正で未稼働案件は
減りますか？

A 　17年度以降、経済産業大臣が電源ごとに

中長期的な買取価格の目標を設定した上で、

大規模太陽光発電については価格決定に入札制度が

導入される見通しです（第4～8条）。事業用太陽光

（10kW以上）の買取価格は、12年度の40円から

16年度には24円と段階的に引き下げられてきまし

たが、諸外国に比べて発電コストが約2倍と高い傾

向が続いています。このため、毎年入札で価格を決

める仕組みに見直すことで、低コストの設備導入を

促します。住宅用太陽光についても、価格低減のス

ケジュールを示して買取価格を引き下げる方向で検

討が進められます。

Q 6 買取価格の決定方式も
変わるようですが

A 　17年4月以降、FIT電気の買取義務者が、

小売電気事業者から一般送配電事業者へと変

更されます（第16条）。再エネで発電した電気を広

域的・効率的に使用することで、より多くの設備を

導入するのが狙いです。

Q 7 買取先も変わると
聞きましたが

Q 2 なぜ今回法律が
見直されたのですか？

Q 3 改正FIT法では、どのような
仕組みが導入されますか？

水力や風力、地熱、バイオマスとバランスのとれた

導入を促しつつ、国民負担を軽減する普及策が必要

との認識から、今回FIT法が改正されました。

度が創設されます（第9条）。

　現行制度では、事業検討の早い段階でFIT認定が

取得できますが、太陽光発電については2012～13

年度の認定案件のうち、15年末時点で34万件が計

画通り発電を開始できない「未稼働案件」となり、

問題化しています。

　今後は、事業内容や設備の適切性が確認されるこ

とはもちろん、系統接続契約を締結していなければ

事業認定が下りない仕組みとなります。未稼働案件

は賦課金が増加する潜在的な要因ともいわれ、改正

後は事業の実現性の高さ、低さで計画がふるいにか

けられることになります。

時期が遅れると、買取価格設定の際に想定したコス

トと、実際のコストにかい離が生じます。

　このため新認定制度では、8月1日以降に接続契

約を締結した太陽光案件を対象に、一定の運転開始

期限が設定されます。仮に期限を超過した場合、事

業用太陽光については、設定時の価格から買取価格

を毎年一定割合下落させるか、買取期間を短縮する

措置がとられます。住宅用太陽光も、期限内に運転

できない場合は認定を取り消すなどして、早期の運

転開始を促すことになります。

（記事提供　電気新聞）

みなされます。ただし、改正FIT法施行から一定期

間内に、設備更新スケジュールなどの書類提出が必

要です（10kW未満の太陽光発電は対象外、附則第

4～7条）。

図1　再生可能エネルギー発電設備の認定状況（2016年1月時点）

※バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 ※各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
（出所）経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について」平成28年6月

再生可能
エネルギー

発電設備の種類
太陽光（住宅）

太陽光（非住宅）

風力

地熱

中小水力

バイオマス

合計

固定価格買取制度導入前
2012年6月末までの
累積導入量
約470万kW

約90万kW

約260万kW

約50万kW

約960万kW

約230万kW

約2,060万kW

2012年度の認定量
（7月～3月末）
141.5万kW

1,605.2万kW

76.1万kW

0.4万kW

7.6万kW

11.9万kW

1,842.6万kW

2013年度の認定量

126.8万kW

3,724.9万kW

23.1万kW

1.0万kW

22.5万kW

80.8万kW

3,979.1万kW

2014年度の認定量

109.9万kW

1,799.1万kW

127.3万kW

5.7万kW

35.6万kW

101.2万kW

2,178.8万kW

2015年度の認定量
（4月～1月末）
73.5万kW

350.4万kW

33.0万kW

0.5万kW

8.5万kW

95.4万kW

561.1万kW

               制度開始後合計

451.8万kW

7,479.6万ｋＷ

259.5万kW

7.4万kW

74.2万kW

289.2万kW

8,561.6万kW

5.2%

87.4%

3.0%

0.1%

0.9%

3.4%

固定価格買取制度導入後
認定容量
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

設備更新

設備更新

　電気設備は経年劣化により故障が増加します。
　劣化した高圧ケーブルやGR付PASをそのまま使用し続けると、停電事故が発生するおそれ
があるだけでなく、劣化したGR付PASが正常に動作しないことで波及事故につながる場合が
あります。
　当協会では、保安管理契約をいただいているお客さまの電気設備が更新目安に近づいたと
きにお声掛けさせていただいております。更新目安到来時期等、詳しくは担当検査員にお問
合せください。

1

2

3 6

5

4

ご注意ください
当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、
電線の盗難が多発しています !!
当協会へ寄せられた電話での勧誘事例

「近々、○○保安協会は株式公開するため事前にご連絡をさせていただいてお
ります。株の販売について近日中に説明に伺います」

➡当協会はこれら株式を販売する法人とは、一切関係ありません。

事例1

事例2 「現在、○○保安協会の協力的な立場の方に連絡しています。近い将来に○○
○○協会が株式上場して株を販売しますが、あなたに優先的にお売りします」

「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの
 電力調査に関する事例

「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電力の容量を見直すことで、電気
の基本料金が安くなります。そこで、現在使用している低圧動力の容量を測定
するためにお伺いします」

➡当協会では、電線路維持運用者からの委託を受け、4年に1回、各ご家庭を訪問し、電気設備の安全点検を行っておりま
　すが、その際に上記の行為は行っておりません。

事例1

事例2 現在契約している動力の基本料金を見直して電気料金を安くするための装置を
取り付けるよう○○保安協会から委託されている○○○○協会といいます。現
在の電気料金が知りたいので請求書を用意してください」

事例3 「○○○○協会ですが、200Vの料金約款が変更になりましたので、分電盤に
装置を取り付けると電気料金が安くなります。それを確認しますので、電力会
社の検針票を用意してください」

事例4 「○○保安協会から分離して生まれた○○○○協会ですが、電気料金を安くす
ることができますので、お宅の電気使用量の測定に伺います」

電線の盗難事例
お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないとの事で対応要請があった
ため、協会職員が確認したところ、キュービクルから引き出されている低圧動
力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

➡電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

事例1

事例2 お客さまより太陽光発電所が発電していないと連絡を受け急行したところ、集
電箱のパネル側ケーブルが切断されなくなっていた。

お知らせ



この用紙は再生紙を使用しています。
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電気の子メーターの
有効期限が過ぎていませんか？

電気の子メーターの
有効期限が過ぎていませんか？

検定ラベル等に表示している有効期限を今一度確認してください。

2  0 1 5  
4

27年4月

2  0 1 6  4

28年4月

2  0 2 5  4

37年4月

もう期限
切れだよ！

そんなあなたも
もうすぐですヨ！

ラベル

キャップ

あぁ！検定を受けなきゃ！！

　証明用電気計器（子メーター）とは，貸しビル，アパートなどでオーナーが一括して支払った電
気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
　計量法では「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使
用してはならないことになっています。（計量法第16条）
　これを使用した場合は計量法で罰則規定（計量法第172条）がありますが，当事者間のトラブル
を未然に防ぐためにも，計量法を遵守されることをお願いします。

検定ラベル（検定に合格したもの）

有効期限
平成37年4月を示す。

平成23年4月から

平成23年4月から
適合ラベル（基準適合検査に適合したもの）

基準適合証印
有効期限

平成37年4月を示す。

検定票

有効期限平成32年4月を示す。

封印キャップ（検定ラベルの場合）

検定証印

検定
証印

平成17年5月以前は、検定年を西暦で表示。

平成17年6月以降は、有効期限を元号で表示。

05

37.4

32 4
（ファイバー）

変成器付計器の有効期限は検定票に
表示してあります。

封印キャップ（適合ラベルの場合）

平成21年1月から

　立入検査についてのお知らせ
　立入検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所、計量検査所）によって行われます。民間その他の機関が経
済産業省や日本電気計器検定所の委託を受けて調査や立入検査を行うことはありませんのでお知らせします。

─関東地区証明用電気計器対策委員会─
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