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日立風流物　茨城県
日立風流物は、日立市に伝わる民俗文化財で、同地の鎮守神峰神社の大祭に奉納されてきた、
高さ15メートル、奥行き7メートル、重量5トンにもなる可動式の人形山車です。現在は宮
田地区の東町・北町・西町・本町の4町に山車が1台ずつあり、7年ごとの神峰神社大祭
に合わせて、4台勢揃いで公開されるほか、毎年4月初旬の「日立さくらまつり」では、各
町が交代で1台ずつ公開しています。北町の山車が国指定有形民俗文化財、4台それぞれ
の山車組立て、人形制作・操作などが国指定無形民俗文化財となっています。平成21年
に京都祇園祭の山鉾行事とともに、ユネスコ無形文化遺産となり、平成28年には「山・鉾・
屋台行事」として改めてユネスコ無形文化遺産となりました。

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

　自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境保全を図るために、設置者自身が自己責任の

もとに電気の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。

　電気事業法では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう

維持すること」「設置者は、自家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

ため電気主任技術者を選任し国に届け出ること」

と定められております。

　また同法では「設置者は自家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

に保安規程を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業員は、保安規程を守ること」

と規定しています。

　これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。

　次の場合には手続きが必要になります。

電気事業法●基づく手続きについて

◎自家用電気工作物を新設する場合
◎保安規程を変更した場合
◎自家用電気工作物を譲り受けた場合
◎自家用電気工作物を廃止した場合
◎自家用電気工作物の設置者の地位を
承継した場合

安全エレちゃんのQ&A 4月からの新生活で何かアドバイスはありますか？

19第5回 高校生作文コンクール

20事業所の廃止および新設のお知らせ

21社会的な影響が大きい「波及事故」を防止するには受変電設備の適切な管理が必要です！

に

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について
設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、

電気保安を確保することが法律で義務付けられております。
その他にも国への各種手続き(申請・届出・報告)が必要な場合があります。

◎設置者や事業場の名称等を変更した場合
◎自家用電気工作物で電気事故が発生した場合
◎ばい煙発生施設を設置又は廃止した場合
◎PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物
であることが判明した場合。また、それを廃止し
た場合

　など

ご不明な点がござい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。

●自家用電気工作物とは

●自家用電気工作物設置者とは

電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備や
一定出力以上の発電設備などが該当します。

工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、
団体、個人をいいます。（所有者）
自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受け、占有する法人、
団体、個人も自家用電気工作物設置者となります。（占有者）
事業場の「所有者」「占有者」のいずれかが自家用電気工作物設
置者となります。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　日本の電気・電子技術の学術・産業における実績
や成果はきわめて高く、社会を支える技術として重
要な役割を果たしているにもかかわらず、それに対
する認識と理解は必ずしも高くはありません。また、
若い世代が電気・電子分野を志向する傾向が低くな
っているともいわれています。
　このような現状を改善するために、関係する諸団
体で構成する「でんきの月連絡協議会」が設置され、
電気記念日のある3月を『でんきの月』としてキャ
ンペーン月間としました。この月間の中で、日ごろ
気にせず見過ごしがちな電気について、見つめなお
していただくことを目指しています。
　「でんきの月連絡協議会」には、電気保安協会全
国連絡会（電気保安協会の全国組織）も委員として
参加しています。

　1878年（明治11年）3月25日、工部省電信局は
万国電信連合に加盟する準備として電信中央局を設
け、その開局祝賀会を東京虎ノ門の工部大学校（東
京大学工学部の前身）で開催しました。
　この講堂会場で電気灯を使用するよう、工部卿伊
藤博文から特命された英国人エアトン教授は、グロ
ーブ電池50個を用い夕方6時に、講堂の天井に設置

されたアーク灯を点灯させました。講堂をくまなく
照らすアーク灯からは、目もくらむような青白い光
が放たれ、その場にいた大臣や各国公使の来賓は「不
夜城に遊ぶ思い」と驚嘆の声を上げたといわれてい
ます。
　これが、日本で「あかり」が公の場ではじめて点
灯された瞬間でした。この3月25日を記念するため、
1927年（昭和2年）に開催された日本電気協会の総
会で「電気記念日」と定められ、翌年から全国各地
で記念行事が開催されるようになりました。

　1776年当時、天才といわれた平賀源内がオラン
ダ製の医療器具として用いられた「エレキテル」と
いう摩擦により静電気を発生させる摩擦起電器を修
理・復元し、見世物として実演しましたが、当時の
幕府や人にはあまり理解されなかったようです。
　それから約100年後、1882年11月1日に、銀座2
丁目の東京電燈の仮事務所前に設置したアーク灯が
点灯され、日本で初めて一般の人が電気による光を
目にしました。
　1890年11月には東京浅草の凌雲閣（12階建）に
日本初のエレベーター（7馬力電動機）が設置され、
その動力源として電気が供給されました。さらに電
気鉄道では、1895年2月に京都伏見線が初めて営業
運転を行いました。

みなさんこんにちは、エレちゃんです。
近年、電気は空気と同じように私たちの生活には欠かせません。電気は生活
の中で「あるのが当たり前」と考えられがちですが、あらためて「電気の大切さ」
を再認識してみましょう。
　今回は、3月が『でんきの月』となっていることにちなんで、電気の歴史に
ついてご紹介します。

Ⅰ「でんきの月連絡協議会」と『でんきの月』

Ⅲ 日本の電気の歴史

Ⅱ 電気記念日の由来

Ⅳ 電気に関する世界の偉人

　1883年に日本で最初の電灯会社、東京電燈が設
立許可を受け、4年後の1887年に東京の日本橋茅場
町から電気の送電を開始しました。開業当時は直流
で供給していましたが、広域供給と需要の増大に対
応するため、交流電流へと変更されました。
　1889年に大阪電燈はアメリカ製（GE社）の発電
機（60Hz）、1895年に東京電燈はドイツ製（AEG社）
の発電機（50Hz）をそれぞれ導入しました。この
ことが、今日にいたるまで日本の電気が静岡県富士
川を境にして、50Hzと60Hzの異なる電源周波数
を使用している原因となっています。
　発電所が登場してから、電灯は東京を中心に急速
に普及します。さらに、工場などの機械を動かすた
め動力用エネルギーとして利用され、次々と発電所
が建設されてきました。
　ちなみに、1879年10月21日に米国のエジソンが
40時間点灯する白熱電球を実用化したことから、
10月21日は「あかりの日」となっています。その後、
エジソンがフィラメントに京都の八幡村の竹を採用
して改良し、一説には
1,200時間の連続点灯
がされ、アーク灯に取
って代わるようになり
ました。そして、1912
年には東京の多くの家
庭に電灯が普及しまし
た。

　紀元前580年ごろにギリシャのターレスという人
が埃の付きやすい琥珀（コハク）を磨いていて羽毛
を吸い寄せる現象（今で言う静電気現象）を発見し
たようです。琥珀のことを古代ギリシャではエレク

トロン（elektron）と呼んでいて、英語の電気
（electricity）の語源となっています、その後2000
年以上の年数を経てからいろいろな発見がされて電
気が人類にとって身近な存在となってきます。電気
に関する多くの偉人の中から代表する人を紹介しま
す。
①ギルバート
　ギルバートは、実験により琥珀と同様にダイヤモ
ンド、サファイア、ルビー等でも摩擦により羽毛を
吸い付ける現象があることや、金属ではこの現象が
起きないことを発見しました。また、ヨーロッパ史
上で最初に発刊した科学書「磁石について」の中に
は、磁石の磁針が北を向く理由や地球が大きな磁石
であること、磁石のN・S極が同極で反発、異極で

吸引することなどを説明しています。
②フランクリン
　フランクリンは、金属棒をつけ、湿った麻紐を凧
糸とし、糸の終端にかぎ状の金属をつけた凧を建物
にくくりつけて揚げ、雷の実験をしました。凧が雷
雲の中に入ると不意に凧糸が、まるで糸の繊維同士
が反発しているかのように膨れました。かぎ状の金
属に指を近づけるとライデン瓶（電気を蓄える装置）
の時と同様に、ビリビリと感電したことから雷が電
気現象であることを証明しました。余談ですが、電
気であることの確認に、自分の体を使ったというの
が現在では考えられま
せんが、後日ロシアで
同じ実験をした科学者
は誤って感電死をした
と伝えられています。
間違っても同じ実験を
行わないでください。
　また、先端の尖った金属を近づけると遠距離でも
放電することに気づき、「避雷針」（当時はフランク
リンの棒と呼ばれました）を発明し、どこの町でも
高い位置にある教会にまず設置されたことから、避
雷針は教会の目印となっていました。
③ボルタ
　ボルタが作った電池（ボルタ電池）は、銅と亜鉛
の板の間に電解液として硫酸を含ませた湿った厚紙
を挟んだもので、これを直列に接続すると直列数に
比例して効果が高まることを発見しました。この世
界初の化学電池の発明は、静電気から動電気の幕開
けとなり、ボルタは電気学の始祖と呼ばれるよう
になります。図のようなレモンを使って、ボルタ
の電池の原理を再現することができます。

④アンペール
　アンペールは、2本の導線に流れる電流の向きに
より導線間に吸引力又は反発力が生じ、その相互作
用の大きさは電流の大きさと距離に関係することを
発見しました。これを「アンペールの法則」といい
ます。
　また、「右ネジの法則」は、右ネジに例えてネジ
のまわる方向を磁力線
（磁束）の方向、右ネ
ジの進む方向が電流の
流れる方向となること
を、一般の人にもわか
りやすく説明している
ものです。
⑤ファラデーとフレミング
　ファラデーは、磁石をコイルに近づけたり離した
りすると、その速さに比例して電流が大きくなるこ
とを発見しました。これを「電磁誘導の法則」といい、
発電機やモーターなどに応用されています。また、
2つの磁石の間で金属円板を回転させ、続けて電気
を発生させる装置も考案し、これによって機械エネ
ルギーを電気エネルギーに変換して使うことができ
るようになりました。
　フレミングはこの電磁誘導を一般の人にもわかり
やすくするため、人間の手で方向を示した「フレミ
ングの法則」を考案しました。磁石の周りにはN極
からS極に向かって磁界が発生していて、その中で
コイルなどの電線に電流が流れると、磁界の方向と
電流の方向に対して一
定の方向に運動力が発
生します。これを「フ
レミングの左手の法
則」といい、モーター
はこの原理を利用して

　皆さんもご存知のように、交流は電圧の変化が容
易なため、変圧器の普及に伴って交流電気の送配電
が主流となり、現在に至っています。でんきの月 います。また、「フレミングの右手の法則」は磁界

と回転により起電力（電流）が発生するという法則
で、発電機はこの原理を利用しています。

⑥テスラ
　テスラは早くから当時主流であった直流発電機に
代わる交流発電機の研究を進め、1888年に市販で
きる多相電力システムの開発を行い、これが現在の
発電所などで使用されている発電機の原型となって
います。テスラは1884年に渡米してエジソン電灯
の研究室に勤めましたが、直流による電力事業を展
開する社内にあって、交流による電力事業を提案し
たためエジソンと対立し退社。テスラ電灯社を設立
し独立しました。

エジソン電球

ギルバート

フランクリン

クーロン

ボルタ

アンペール

オーム

ファラデー

レンツ

ジュール

エジソン

フレミング

テスラ

①

②

③

④

⑤

⑤

⑥

英

米

仏

伊

仏

独

英

独

英

米

英

米

1600

1752

1785

1800

1820

1826

1831

1834

1840

1879

1882

1880

書籍「磁石について」を発
刊
凧による雷の実験、（1753
年）避雷針の発明

「クーロンの法則」を発見

「ボルタ電池」を発明

「アンペールの法則」を発
見

「オームの法則」を発見

「電磁誘導の法則」を発
見、1833年には「電気分
解の法則」を発見

「レンツの法則」を発見

「ジュールの法則」を発表

「トースター、電気アイロンな
ど」電気製品を発明、「エジ
ソン電球」の事業化
「フレミング（右手・左手）の
法則」を考案、1904年に
「二極真空管」を発明
「交流電磁誘導の原理」を
発見

磁気学の父

荷電粒子間に働く吸引・
反発力は電荷量に比例
し相互距離の2乗に反
比例することを発見、電
荷の単位C「クーロン」
の由来
電圧の単位V「ボルト」
の由来
電流の単位A（アンペ
ア）の由来
広く知られている「抵抗
＝電圧÷電流」を発見、
抵抗の単位Ω「オーム」
の由来

静電容量の単位F（ファ
ラド）の由来

コイルを貫く威力線が変
化するとき、これを妨げる
方向にコイルに誘導起
電力が発生することを発
見
電線に流れる電流によ
る発熱量は、電流の2乗
と電線の抵抗に比例す
ることを発見
発明王、ゼネラル・エレク
トリック社（GE）の創業
者

磁束密度の単位T「テス
ラ」の由来

人名 国西暦年 電気関係の
主な発見・発明等 備考

電気の主な発明等の歴史

①ギルバート

乾電池を接続してシャープペンの芯に電圧を
かけると赤く光ります
白熱電球の仕組みを炭化した竹の素材の代わりに、乾電池とシャープペンの芯
を使用して再現することができます。（実験される際、芯は高温になります。ご注意
ください）

白熱電球の実験
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国連絡会（電気保安協会の全国組織）も委員として
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万国電信連合に加盟する準備として電信中央局を設
け、その開局祝賀会を東京虎ノ門の工部大学校（東
京大学工学部の前身）で開催しました。
　この講堂会場で電気灯を使用するよう、工部卿伊
藤博文から特命された英国人エアトン教授は、グロ
ーブ電池50個を用い夕方6時に、講堂の天井に設置

されたアーク灯を点灯させました。講堂をくまなく
照らすアーク灯からは、目もくらむような青白い光
が放たれ、その場にいた大臣や各国公使の来賓は「不
夜城に遊ぶ思い」と驚嘆の声を上げたといわれてい
ます。
　これが、日本で「あかり」が公の場ではじめて点
灯された瞬間でした。この3月25日を記念するため、
1927年（昭和2年）に開催された日本電気協会の総
会で「電気記念日」と定められ、翌年から全国各地
で記念行事が開催されるようになりました。

　1776年当時、天才といわれた平賀源内がオラン
ダ製の医療器具として用いられた「エレキテル」と
いう摩擦により静電気を発生させる摩擦起電器を修
理・復元し、見世物として実演しましたが、当時の
幕府や人にはあまり理解されなかったようです。
　それから約100年後、1882年11月1日に、銀座2
丁目の東京電燈の仮事務所前に設置したアーク灯が
点灯され、日本で初めて一般の人が電気による光を
目にしました。
　1890年11月には東京浅草の凌雲閣（12階建）に
日本初のエレベーター（7馬力電動機）が設置され、
その動力源として電気が供給されました。さらに電
気鉄道では、1895年2月に京都伏見線が初めて営業
運転を行いました。

　1883年に日本で最初の電灯会社、東京電燈が設
立許可を受け、4年後の1887年に東京の日本橋茅場
町から電気の送電を開始しました。開業当時は直流
で供給していましたが、広域供給と需要の増大に対
応するため、交流電流へと変更されました。
　1889年に大阪電燈はアメリカ製（GE社）の発電
機（60Hz）、1895年に東京電燈はドイツ製（AEG社）
の発電機（50Hz）をそれぞれ導入しました。この
ことが、今日にいたるまで日本の電気が静岡県富士
川を境にして、50Hzと60Hzの異なる電源周波数
を使用している原因となっています。
　発電所が登場してから、電灯は東京を中心に急速
に普及します。さらに、工場などの機械を動かすた
め動力用エネルギーとして利用され、次々と発電所
が建設されてきました。
　ちなみに、1879年10月21日に米国のエジソンが
40時間点灯する白熱電球を実用化したことから、
10月21日は「あかりの日」となっています。その後、
エジソンがフィラメントに京都の八幡村の竹を採用
して改良し、一説には
1,200時間の連続点灯
がされ、アーク灯に取
って代わるようになり
ました。そして、1912
年には東京の多くの家
庭に電灯が普及しまし
た。

　紀元前580年ごろにギリシャのターレスという人
が埃の付きやすい琥珀（コハク）を磨いていて羽毛
を吸い寄せる現象（今で言う静電気現象）を発見し
たようです。琥珀のことを古代ギリシャではエレク

トロン（elektron）と呼んでいて、英語の電気
（electricity）の語源となっています、その後2000
年以上の年数を経てからいろいろな発見がされて電
気が人類にとって身近な存在となってきます。電気
に関する多くの偉人の中から代表する人を紹介しま
す。
①ギルバート
　ギルバートは、実験により琥珀と同様にダイヤモ
ンド、サファイア、ルビー等でも摩擦により羽毛を
吸い付ける現象があることや、金属ではこの現象が
起きないことを発見しました。また、ヨーロッパ史
上で最初に発刊した科学書「磁石について」の中に
は、磁石の磁針が北を向く理由や地球が大きな磁石
であること、磁石のN・S極が同極で反発、異極で

吸引することなどを説明しています。
②フランクリン
　フランクリンは、金属棒をつけ、湿った麻紐を凧
糸とし、糸の終端にかぎ状の金属をつけた凧を建物
にくくりつけて揚げ、雷の実験をしました。凧が雷
雲の中に入ると不意に凧糸が、まるで糸の繊維同士
が反発しているかのように膨れました。かぎ状の金
属に指を近づけるとライデン瓶（電気を蓄える装置）
の時と同様に、ビリビリと感電したことから雷が電
気現象であることを証明しました。余談ですが、電
気であることの確認に、自分の体を使ったというの
が現在では考えられま
せんが、後日ロシアで
同じ実験をした科学者
は誤って感電死をした
と伝えられています。
間違っても同じ実験を
行わないでください。
　また、先端の尖った金属を近づけると遠距離でも
放電することに気づき、「避雷針」（当時はフランク
リンの棒と呼ばれました）を発明し、どこの町でも
高い位置にある教会にまず設置されたことから、避
雷針は教会の目印となっていました。
③ボルタ
　ボルタが作った電池（ボルタ電池）は、銅と亜鉛
の板の間に電解液として硫酸を含ませた湿った厚紙
を挟んだもので、これを直列に接続すると直列数に
比例して効果が高まることを発見しました。この世
界初の化学電池の発明は、静電気から動電気の幕開
けとなり、ボルタは電気学の始祖と呼ばれるよう
になります。図のようなレモンを使って、ボルタ
の電池の原理を再現することができます。

④アンペール
　アンペールは、2本の導線に流れる電流の向きに
より導線間に吸引力又は反発力が生じ、その相互作
用の大きさは電流の大きさと距離に関係することを
発見しました。これを「アンペールの法則」といい
ます。
　また、「右ネジの法則」は、右ネジに例えてネジ
のまわる方向を磁力線
（磁束）の方向、右ネ
ジの進む方向が電流の
流れる方向となること
を、一般の人にもわか
りやすく説明している
ものです。
⑤ファラデーとフレミング
　ファラデーは、磁石をコイルに近づけたり離した
りすると、その速さに比例して電流が大きくなるこ
とを発見しました。これを「電磁誘導の法則」といい、
発電機やモーターなどに応用されています。また、
2つの磁石の間で金属円板を回転させ、続けて電気
を発生させる装置も考案し、これによって機械エネ
ルギーを電気エネルギーに変換して使うことができ
るようになりました。
　フレミングはこの電磁誘導を一般の人にもわかり
やすくするため、人間の手で方向を示した「フレミ
ングの法則」を考案しました。磁石の周りにはN極
からS極に向かって磁界が発生していて、その中で
コイルなどの電線に電流が流れると、磁界の方向と
電流の方向に対して一
定の方向に運動力が発
生します。これを「フ
レミングの左手の法
則」といい、モーター
はこの原理を利用して

　皆さんもご存知のように、交流は電圧の変化が容
易なため、変圧器の普及に伴って交流電気の送配電
が主流となり、現在に至っています。

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 
2017年3・4月号
問　題

磁界と回転により起電力が発生する法則を
「フレミングの○○の法則」といいます。
2文字をお答えください。
ヒント（4～7ページ）

ホームページの応募フォームまたはハガキに
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）

をご記入のうえ右記あてにお送りください。

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/

平成29年5月20日必着

平成29年7・8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、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。

感 電
応募総数…1,807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

でんきの月

11・12月号正解

います。また、「フレミングの右手の法則」は磁界
と回転により起電力（電流）が発生するという法則
で、発電機はこの原理を利用しています。

⑥テスラ
　テスラは早くから当時主流であった直流発電機に
代わる交流発電機の研究を進め、1888年に市販で
きる多相電力システムの開発を行い、これが現在の
発電所などで使用されている発電機の原型となって
います。テスラは1884年に渡米してエジソン電灯
の研究室に勤めましたが、直流による電力事業を展
開する社内にあって、交流による電力事業を提案し
たためエジソンと対立し退社。テスラ電灯社を設立
し独立しました。

④アンペール

⑥テスラ

⑤ファラデーとフレミング
③ボルタ

　いかがでしたか。
　今回紹介したレモン電池、クリップモーターなど
の実験装置は、当協会のホームページで紹介してい
るほか、協会が開催している電気教室や出前授業で
体験できますので、ご要望がありましたら当協会ま
でお問い合わせください。

②フランクリン

←麦電球

電流 電線電線

レモン果汁
（電解質）

亜鉛イオン

＋ －

亜
鉛銅 ⊕

⊖ ⊖⊖

⊕
⊕
⊕

電子

電池の実験1　レモン電池

電池の実験2　金属板電池

クリップモーターの実験

↑銅板とアルミ板 電子オルゴール

電流の方向

磁力線の
方向

右ネジの法則

フレミングの左手の法則

力

電流

磁界

モーターの回転する仕組みや原理を学ぶことができます。

プラス極に銅板、マイナス極に亜鉛板、電解質にレモンを使用してレモン電池を
作ることができます。

プラス極に銅板、マイナス極にアルミ板、電解質にキッチンペーパーに浸み込ま
せた食塩水を使用して金属板電池を作ることができます。

コイルと磁石の間に発生する
反発と吸引でコイルが回転します。
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荒川事業所　浦井　真人

の 記 録 から現場
従業員一人ひとりへの問診で、
電気事故の原因究明

◆　　◆　　◆
　いつものとおり月次点検を実
施していた時のこと、私が担当
している他のお客さまから、動
力回路が全て停電しているとの
連絡が入りました。そのお客さ
まは自動車ディーラーさまで修

理工場も併設しています。どの
ような状況なのかお客さまに電
話で確認したところ、動力回路
が停電したため修理工場のリフ
トが使用不可能となってしまい、
予定していた整備点検が実施で
きず困っているとのことでした。
急遽その後の点検予定のお客さ
まをキャンセルし、急行するこ
とにしました。
　現場到着後、分電盤を確認す
ると動力主幹の漏電遮断器が切

れていました。しかし、主幹一
括で絶縁抵抗測定を行ったとこ
ろ、絶縁抵抗値は正常値で特に
異常は見当たらず、漏電遮断器
も投入することができました。
　このことから、回路に不具合
はなく使用設備のいずれかで漏
電が起きていると判断し、お客
さまにお願いして空調機器、コ
ンプレッサー、リフトなどを動
かして、原因を特定しようとし
ましたが漏電遮断器が動作する
ことはありませんでした。また、
連絡責任者に問診を実施して、
最近導入した機器がないか、電
気工事を実施しなかったかなど
を確認しましたが、特に思い当
たることはないとの回答でした。

　しかし、原因不明のままでは
再度漏電した時にお客さまの業
務が止まってしまう恐れがあり
ます。漏電箇所は動力回路にあ

ると判明しているので、工場内
の使われていない機器や移動電
線を重点的に点検し、作業中の
従業員一人ひとりに問診を行っ
たところ、一人の従業員から「タ
イヤチェンジャーを使っている
ときに停電した気がする」との
情報を得ることができました。

　当該タイヤチェンジャーを確
認すると、電源ケーブルや外観
に損傷などは見受けられません。
しかし、実際に機器を動かして

もらうと、調整ペダルを踏み込
んだ瞬間に動力回路の漏電遮断
器が動作し停電しました。「原因
はこれかっ」と、ペダルを踏ん
だままにしてもらい絶縁抵抗測
定をすると、抵抗値はほぼ「0」
でした。
　機器内部の故障でしたので、
メーカーへ修理をお願いしても
らい、修理完了まで使用しない
ようにお願いして現場を離れま
した。
　後日、話を伺ったところ、機
器内部のケーブルがペダルの軸

に接触しており、機器を長年使
用したことにより擦れてケーブ
ル被覆が摩耗し損傷、ついに芯
線充電部まで達して漏電してい
たそうです。幸いなことに機器
にはアース線が取り付けられて
いたことから、漏電電流は人体
を通ることなく地絡し、漏電遮
断器が動作しました。
　今回の一件ではアース線の取り
付けと同時に漏電遮断器の設置の
重要性とお客さまへの問診の大切
さをあらためて感じられたケース
でした。

　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
故が発生した時や、絶縁監視装
置からの警報受信、またお客さ
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。



安定器

高圧変圧器（トランス）

高圧コンデンサー

特　集 2

PCB含有電気工作物の
早期処理について

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

山根　悠也

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に
安定している、熱により分解し
にくい、絶縁性が良い、沸点が
高い、不燃性であるなどの性質
を有する物質であり、熱媒体、
変圧器・コンデンサー用の絶縁
油、感圧複写紙等幅広い分野で

使用されてきた。我が国では、
これまで、約59,000トンのPCB
が生産され、このうち約54,000
トンが国内で使用された。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律」によ
り、PCBの製造、輸入等が原則
禁止となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保

護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年7月にポリ塩化ビ
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（平成
13年法律第65号。以下「PCB特
別措置法」という）が制定され
た。
　その後、環境省は、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（以
下「JESCO」という）を活用し
て高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切り
に、豊田事業（平成17年）、東
京事業（平成17年）、大阪事業
（平成18年）、北海道事業（平
成20年）において、高濃度PCB
廃棄物のうち変圧器・コンデン
サーの処理を順次開始してき
た。また、蛍光灯安定器等を含
むPCB汚染物等の処理について
も、平成21年に北九州事業、平
成25年に北海道事業において開
始された。

3 PCB特別措置法の
　 改正

　このような経緯の下、我が国
のPCB廃棄物の適正処理が進め
られていったが、環境省の有識
者検討会である「PCB廃棄物適
正処理推進に関する検討委員
会」（座長・永田勝也早稲田大
学名誉教授）の報告書を踏ま
え、政府は、期限を遵守して一
日でも早く確実にPCB廃棄物の
処理を完了するために必要とな

る制度的な措置を講じるため、
○PCB廃棄物の確実かつ適正な
処理に向けて、政府一丸と
なって取り組むため、従来環
境大臣が定めることとしてい
たPCB廃棄物処理基本計画を
閣議決定により定めるものと
すること

○高濃度PCB廃棄物の保管事業
者に対し、計画的処理完了期
限より前にその高濃度PCB廃
棄物を処分することを義務付
け、義務違反者に対しては、
都道府県知事がその処分を命
ずることができることとする
こと

○現在もなお使用中の高濃度
PCB使用製品について、その
所有事業者に対し、計画的処
理完了期限よりも前に廃棄す
ることを義務付けること

○未だ都道府県知事に保管の届
出がなされていない高濃度
PCB廃棄物や、使用中の高濃
度PCB使用製品について、そ
の全容を把握するため、都道
府県知事による報告徴収や立
入検査の対象に、これらを保
管又は所有している疑いのあ
る事業者を加えること

○高濃度PCB廃棄物の処分の義
務を負う事業者が不明である
等の場合に、都道府県知事
が、高濃度PCB廃棄物の処分
の代執行ができること

を主な内容とするPCB特別措置
法の改正案を平成28年3月1日に
閣議決定し、第190回国会に提出
した。その後、国会審議を経
て、同年4月22日に可決、成立

し、同年5月2日に公布された。

4 高濃度PCB廃棄物の
　 早期処理

　高濃度PCB廃棄物の計画的処
理完了期限を達成するために
は、その期限よりも前の時点で
JESCOへの処分委託が確実に行
われる必要があることから、
PCB特別措置法第10条第1項の
規定において、新たに処分期間
を設定し、この処分期間内に高
濃度PCB廃棄物を自ら処分又は
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。処分期間は
高濃度PCB廃棄物の種類ごと及
び保管の場所が所在する区域ご
とに高濃度PCB廃棄物の処理の
体制の整備の状況その他の事情
を勘案して政令で定める期間と
されているが、具体的には、
PCB特別措置法施行令におい
て、JESCOの5つの地域ごと、
高濃度PCB廃棄物の種類ごと
（具体的には、変圧器・コンデ
ンサーと、安定器等・汚染物に
区分）に定められた計画的処理
完了期限の1年前とされた（最も
処理期限が迫っているJESCO北
九州事業エリアにおける変圧
器・コンデンサーの処分期間の
末日は、平成30年3月31日であ
る）。ただし、処分期間の末日
から起算して1年を経過した日
（特例処分期限日）までに確実
に処分委託する等の一定の要件
に該当する保管事業者にあって
は、高濃度PCB廃棄物の処分委
託を、処分期間に代えて特例処

分期限日までに行わなければな
らないとの例外が定められた。
　なお、同条第2項の規定では、
保管している全ての高濃度PCB
廃棄物の処分を終えた保管事業
者は、その旨を都道府県知事に
届け出なければならないとされ
ている。
　また、保管事業者が処分期間
内の処分の義務を履行しない場
合は、同法第12条の規定によ
り、都道府県知事は、当該保管

事業者に対し、期限を定めて、
当該高濃度PCB廃棄物の処分そ
の他必要な措置を講ずべきこと
を命ずることができるとされ
た。
　さらに、PCB特別措置法第24
条及び第25条の規定では、環境
大臣又は都道府県知事が、同法
の施行に必要な限度において、
関係者に対して、報告を求め、
事務所・事業所等に立入検査を
行うことができるとされていた

ところ、今般の改正で、その関
係者の範囲がPCB廃棄物（濃度
を問わない）の保管事業者のみ
から、高濃度PCB廃棄物である
疑いのある物を保管する事業者
を追加し、拡大された。これに
より、PCB特別措置法に基づく
届出を行っていない事業者に対
しても、高濃度PCB廃棄物を保
管している疑いがある場合に、
行政による報告徴収等を行うこ
とが可能となった。

5 高濃度PCB使用製品の
　 早期処理

　PCB特別措置法第18条第1項
の規定において、高濃度PCB使
用製品について、高濃度PCB廃
棄物と同様の処分期間内に廃棄
することが義務付けられた。た
だし、特例処分期限日までに確
実に高濃度PCB使用製品を処分
委託する等の一定の要件に該当
する所有事業者にあっては、高
濃度PCB使用製品の廃棄を、処
分期間に代えて特例処分期限日
までに行わなければならないと
の例外が定められた。
　また、同条第3項の規定では、
処分期間内（又は特例処分期限
日）に廃棄されなかった高濃度
PCB使用製品は、これを高濃度
PCB廃棄物とみなして、この法
律及び廃棄物処理法の規定が適
用されることとされた。
　上記より、高濃度PCB使用製
品についても、事実上、処分期
間内に使用を中止し、廃棄物と
した上で、高濃度PCB廃棄物と
して処分又は処分委託すること
が義務付けられた上で、処分期
間を超えた場合は、自動的に高
濃度PCB廃棄物となったものと
みなされ、改善命令を含む行政
処分の対象となることとなった。

6 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
PCB特別措置法第14条の規定で
は、政令で定める期間内に、そ

のPCB廃棄物を自ら処分し、又
は他人に委託しなければならな
いとされており、この政令で定
める期間は、PCB特別措置法施
行令において、平成39年3月31
日と規定されている。また、届
出義務、処分期間内に自ら処分
又は処分を委託しなかった場合
に改善命令の対象になること等
が規定されている。
　低濃度PCB廃棄物は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律
（昭和45年法律第137号）に規
定する特別管理産業廃棄物処分
業の許可を受けてPCBを処分す
る事業者又はPCBの処理につい
て環境大臣の認定を受けている
無害化処理認定業者に対して処
分委託をすることができる。

7 電気事業法との関係

　PCB特別措置法第20条第1項
の規定では、電気事業法第2条第
1項第18号に規定する電気工作物
に該当する高濃度PCB使用製品
は、PCB特別措置法の規定は適
用されず、電気事業法に定める
ところによるものとされている。
ただし、同条第2項の規定では、
このような電気工作物に該当す
る高濃度PCB使用製品であって
も、特例処分期限日までに廃棄
されなければ、これを高濃度
PCB廃棄物とみなして、PCB特
別措置法等に基づく措置が講じ
られることになる。
　なお、電気事業法においても、
同法に基づく経済産業省令等が
改正され、PCB特別措置法に基

づくものと同様の措置（高濃度
PCB含有電気工作物の期限を越
えた使用の禁止、廃止予定時期
の届出等）が講じられることと
なった。

8 おわりに

　PCBは、世界的に規制が進め
られており、我が国でも昭和47
年以降製造は行われていないも
のの、国内には未だ相当数の
PCB廃棄物やPCB使用製品が残
されているなど、今なお身近に
残る問題である。同時に、現在、
高濃度PCB廃棄物の処理を行っ
ているJESCOの各処理施設の計
画的処理完了期限は、施設が立
地する地元地方公共団体との約
束であり、国として、必ず守ら
なければならないものである。
今回のPCB特別措置法の改正に
より、期限内処理を確実に達成
するための制度的な手当てがな
されたところ、今後は、都道府
県市とともに、使用中のものを
含む全ての廃棄物を把握するた
めの掘り起こし調査など、足下
の取り組みを確実に進めていく。
　さらに、環境省としては、今
後、PCB廃棄物処理施策の進捗
状況を点検し、更なる追加的方
策を講じることを躊躇せず、
PCB廃棄物の一日も早い処理完
了に向けて取り組んでいくこと
としたい。

図1　PCBの用途と製品例・使用場所
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1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に
安定している、熱により分解し
にくい、絶縁性が良い、沸点が
高い、不燃性であるなどの性質
を有する物質であり、熱媒体、
変圧器・コンデンサー用の絶縁
油、感圧複写紙等幅広い分野で

使用されてきた。我が国では、
これまで、約59,000トンのPCB
が生産され、このうち約54,000
トンが国内で使用された。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律」によ
り、PCBの製造、輸入等が原則
禁止となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保

護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年7月にポリ塩化ビ
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（平成
13年法律第65号。以下「PCB特
別措置法」という）が制定され
た。
　その後、環境省は、中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（以
下「JESCO」という）を活用し
て高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切り
に、豊田事業（平成17年）、東
京事業（平成17年）、大阪事業
（平成18年）、北海道事業（平
成20年）において、高濃度PCB
廃棄物のうち変圧器・コンデン
サーの処理を順次開始してき
た。また、蛍光灯安定器等を含
むPCB汚染物等の処理について
も、平成21年に北九州事業、平
成25年に北海道事業において開
始された。

3 PCB特別措置法の
　 改正

　このような経緯の下、我が国
のPCB廃棄物の適正処理が進め
られていったが、環境省の有識
者検討会である「PCB廃棄物適
正処理推進に関する検討委員
会」（座長・永田勝也早稲田大
学名誉教授）の報告書を踏ま
え、政府は、期限を遵守して一
日でも早く確実にPCB廃棄物の
処理を完了するために必要とな

る制度的な措置を講じるため、
○PCB廃棄物の確実かつ適正な
処理に向けて、政府一丸と
なって取り組むため、従来環
境大臣が定めることとしてい
たPCB廃棄物処理基本計画を
閣議決定により定めるものと
すること

○高濃度PCB廃棄物の保管事業
者に対し、計画的処理完了期
限より前にその高濃度PCB廃
棄物を処分することを義務付
け、義務違反者に対しては、
都道府県知事がその処分を命
ずることができることとする
こと

○現在もなお使用中の高濃度
PCB使用製品について、その
所有事業者に対し、計画的処
理完了期限よりも前に廃棄す
ることを義務付けること

○未だ都道府県知事に保管の届
出がなされていない高濃度
PCB廃棄物や、使用中の高濃
度PCB使用製品について、そ
の全容を把握するため、都道
府県知事による報告徴収や立
入検査の対象に、これらを保
管又は所有している疑いのあ
る事業者を加えること

○高濃度PCB廃棄物の処分の義
務を負う事業者が不明である
等の場合に、都道府県知事
が、高濃度PCB廃棄物の処分
の代執行ができること

を主な内容とするPCB特別措置
法の改正案を平成28年3月1日に
閣議決定し、第190回国会に提出
した。その後、国会審議を経
て、同年4月22日に可決、成立

し、同年5月2日に公布された。

4 高濃度PCB廃棄物の
　 早期処理

　高濃度PCB廃棄物の計画的処
理完了期限を達成するために
は、その期限よりも前の時点で
JESCOへの処分委託が確実に行
われる必要があることから、
PCB特別措置法第10条第1項の
規定において、新たに処分期間
を設定し、この処分期間内に高
濃度PCB廃棄物を自ら処分又は
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。処分期間は
高濃度PCB廃棄物の種類ごと及
び保管の場所が所在する区域ご
とに高濃度PCB廃棄物の処理の
体制の整備の状況その他の事情
を勘案して政令で定める期間と
されているが、具体的には、
PCB特別措置法施行令におい
て、JESCOの5つの地域ごと、
高濃度PCB廃棄物の種類ごと
（具体的には、変圧器・コンデ
ンサーと、安定器等・汚染物に
区分）に定められた計画的処理
完了期限の1年前とされた（最も
処理期限が迫っているJESCO北
九州事業エリアにおける変圧
器・コンデンサーの処分期間の
末日は、平成30年3月31日であ
る）。ただし、処分期間の末日
から起算して1年を経過した日
（特例処分期限日）までに確実
に処分委託する等の一定の要件
に該当する保管事業者にあって
は、高濃度PCB廃棄物の処分委
託を、処分期間に代えて特例処

分期限日までに行わなければな
らないとの例外が定められた。
　なお、同条第2項の規定では、
保管している全ての高濃度PCB
廃棄物の処分を終えた保管事業
者は、その旨を都道府県知事に
届け出なければならないとされ
ている。
　また、保管事業者が処分期間
内の処分の義務を履行しない場
合は、同法第12条の規定によ
り、都道府県知事は、当該保管

事業者に対し、期限を定めて、
当該高濃度PCB廃棄物の処分そ
の他必要な措置を講ずべきこと
を命ずることができるとされ
た。
　さらに、PCB特別措置法第24
条及び第25条の規定では、環境
大臣又は都道府県知事が、同法
の施行に必要な限度において、
関係者に対して、報告を求め、
事務所・事業所等に立入検査を
行うことができるとされていた

ところ、今般の改正で、その関
係者の範囲がPCB廃棄物（濃度
を問わない）の保管事業者のみ
から、高濃度PCB廃棄物である
疑いのある物を保管する事業者
を追加し、拡大された。これに
より、PCB特別措置法に基づく
届出を行っていない事業者に対
しても、高濃度PCB廃棄物を保
管している疑いがある場合に、
行政による報告徴収等を行うこ
とが可能となった。

5 高濃度PCB使用製品の
　 早期処理

　PCB特別措置法第18条第1項
の規定において、高濃度PCB使
用製品について、高濃度PCB廃
棄物と同様の処分期間内に廃棄
することが義務付けられた。た
だし、特例処分期限日までに確
実に高濃度PCB使用製品を処分
委託する等の一定の要件に該当
する所有事業者にあっては、高
濃度PCB使用製品の廃棄を、処
分期間に代えて特例処分期限日
までに行わなければならないと
の例外が定められた。
　また、同条第3項の規定では、
処分期間内（又は特例処分期限
日）に廃棄されなかった高濃度
PCB使用製品は、これを高濃度
PCB廃棄物とみなして、この法
律及び廃棄物処理法の規定が適
用されることとされた。
　上記より、高濃度PCB使用製
品についても、事実上、処分期
間内に使用を中止し、廃棄物と
した上で、高濃度PCB廃棄物と
して処分又は処分委託すること
が義務付けられた上で、処分期
間を超えた場合は、自動的に高
濃度PCB廃棄物となったものと
みなされ、改善命令を含む行政
処分の対象となることとなった。

6 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
PCB特別措置法第14条の規定で
は、政令で定める期間内に、そ

のPCB廃棄物を自ら処分し、又
は他人に委託しなければならな
いとされており、この政令で定
める期間は、PCB特別措置法施
行令において、平成39年3月31
日と規定されている。また、届
出義務、処分期間内に自ら処分
又は処分を委託しなかった場合
に改善命令の対象になること等
が規定されている。
　低濃度PCB廃棄物は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律
（昭和45年法律第137号）に規
定する特別管理産業廃棄物処分
業の許可を受けてPCBを処分す
る事業者又はPCBの処理につい
て環境大臣の認定を受けている
無害化処理認定業者に対して処
分委託をすることができる。

7 電気事業法との関係

　PCB特別措置法第20条第1項
の規定では、電気事業法第2条第
1項第18号に規定する電気工作物
に該当する高濃度PCB使用製品
は、PCB特別措置法の規定は適
用されず、電気事業法に定める
ところによるものとされている。
ただし、同条第2項の規定では、
このような電気工作物に該当す
る高濃度PCB使用製品であって
も、特例処分期限日までに廃棄
されなければ、これを高濃度
PCB廃棄物とみなして、PCB特
別措置法等に基づく措置が講じ
られることになる。
　なお、電気事業法においても、
同法に基づく経済産業省令等が
改正され、PCB特別措置法に基

づくものと同様の措置（高濃度
PCB含有電気工作物の期限を越
えた使用の禁止、廃止予定時期
の届出等）が講じられることと
なった。

8 おわりに

　PCBは、世界的に規制が進め
られており、我が国でも昭和47
年以降製造は行われていないも
のの、国内には未だ相当数の
PCB廃棄物やPCB使用製品が残
されているなど、今なお身近に
残る問題である。同時に、現在、
高濃度PCB廃棄物の処理を行っ
ているJESCOの各処理施設の計
画的処理完了期限は、施設が立
地する地元地方公共団体との約
束であり、国として、必ず守ら
なければならないものである。
今回のPCB特別措置法の改正に
より、期限内処理を確実に達成
するための制度的な手当てがな
されたところ、今後は、都道府
県市とともに、使用中のものを
含む全ての廃棄物を把握するた
めの掘り起こし調査など、足下
の取り組みを確実に進めていく。
　さらに、環境省としては、今
後、PCB廃棄物処理施策の進捗
状況を点検し、更なる追加的方
策を講じることを躊躇せず、
PCB廃棄物の一日も早い処理完
了に向けて取り組んでいくこと
としたい。

特　集 2 PCB含有電気工作物の
早期処理について

図2　高濃度PCB廃棄物の処分期間

安定器及び汚染物質等*

*小型電気機器の一部を除く。

北海道（室蘭）・東京
事業エリア
平成35年
3月31日まで

安定器及び汚染物質等*

北九州・大阪・豊田
事業エリア
平成33年
3月31日まで

変圧器・コンデンサー

北海道（室蘭）事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

東京事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

豊田事業エリア
平成34年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

大阪事業エリア
平成33年3月31日まで

変圧器・コンデンサー

北九州事業エリア
平成30年3月31日まで

出典：環境省パンフレットより抜粋
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第137 回

千葉県銚子市

ヤマサ醤油しょうゆ味わい体験館  
国内しょうゆ生産量の3割を占めている千葉県。
なかでも有名な銚子のヤマサ醬油で工場見学ツアーを行っていると聞き、
さっそく訪れてみた。

　日本を代表する調味料、しょうゆ。あまりに日常
的すぎて、改めて歴史や製造方法を考えることはな
いかもしれない。しかし、知ってみると、意外と奥
深く面白いことが「しょうゆ味わい体験館」に行け
ば分かる。
　そもそも、しょうゆは鎌倉時代に、紀州（現在の
和歌山県）の僧がつくったと言われている。それを、
ヤマサ醬油の創業者、濱口儀兵衛が銚子で広めたの
が1645年。ちょうど、江戸幕府の政治が安定してき
た三代将軍徳川家光の時代だ。
　銚子は本州のもっとも東にあり、寒流と暖流の影
響で夏は涼しく、冬は暖か。3方が海に囲まれてい
るため、湿度も高く、麹菌など微生物の働きを活用
するしょうゆ醸造には最適な場所である。
　また、利根川を利用し、素早く安全に江戸に荷物
を運搬できたことで、江戸の発展とともに、しょう
ゆづくりも盛んとなった。
　そんなヤマサ醤油では、以前から工場見学ツアー
を行っているが、昨年春、新しく「しょうゆ味わい

DATA: ヤマサ醤油しょうゆ味わい体験館

 

立ち寄り観光名所

体験館」ができ、さらに魅力を増した。
　見学の過程をざっと説明すると、まず「映画ホー
ル」で、しょうゆの由来、歴史、製造方法を紹介す
るビデオを鑑賞する。その後、スタッフと共に徒歩
で工場内を見学する。工場の広さは約7万坪（東京
ドーム4個分）と広い。ただし、見学コースはコン
パクトにまとまっている。歩き疲れるようなことは
ないので、ご安心を。
　最初は巨大な円柱形の建物「原料サイロ」の説明
を受ける。敷地に足を踏み入れた途端、目に入るひ
と際目立つ建物で、高さは約20m。それが何本も並

んでいるのが圧巻だ。ひとつのサイロに200 ～ 500
トンの大豆と小麦が入っていて、そこから1日に40
万本（1リットル換算）、1年に約1億本のしょうゆ
が生産されるという。
　続いて、しょうゆづくりに重要な、“こうじ”を
つくる「麹室」に足を運ぶ。原料の大豆を蒸したも
のと、小麦を砕いたものに、麹の種となる“ヤマサ菌”
を加えて育て、“こうじ”をつくる。しょうゆは原
料がシンプルであるがゆえ、色、香り、味は“こうじ”
によって左右されるという。ヤマサでは、江戸時代
から伝わる独自の“ヤマサ菌”を使うことで、他に
はない風味のよさをつくりあげているそうだ。「麹
室」では1日、2日、3日と時間が経つにつれ、“こうじ”
が変化する過程を、サンプルで確認する。さらに、“こ
うじ”に食塩水を加え、“もろみ”をつくる「仕込蔵」
をガラス越しに見学。“もろみ”が入った巨大桶が
ずらりと並び、こちらも時間経過とともに変化する
様をサンプルでチェックする。
　その後の過程は、映像によるバーチャル体験「タ
ップトーク」にて学習する。直径6mの大きな桶を
模したスペースに入り、もろみからしょうゆになる

までの変化を足元の映像と音で楽しむことができる。
なんと、桶のなかに投影されたしょうゆ（映像）を
足で触ると、波紋が出て、まるでしょうゆの上を歩
いているような不思議な感覚を得られる。しょうゆ
と言えば、茶色のイメージだが、ここで、美味しい
しょうゆは赤色であることを学んだ。
　約50分間の見学を終えると、やはりしょうゆ味の
ものが恋しくなる。そこで、お土産ショップを覗く
と…、しょうゆや、しょうゆを使ったお菓子などが
ずらりと並んでいて、思わずテンションが上がる。
人気はしょうゆ味のポップコーン、醤油クリームゴ
ーフレットだそうだ。また、飲食・休憩コーナーでは、
自分で焼いたせんべいに、しょうゆをたっぷりかけ
て食べる「せんべい焼き」、甘さとしょうゆのコク
が絶妙な「しょうゆソフトクリーム」、また、“焼き
そば専用しょうゆ”で味つけした「ぬれ煎餅やきそ
ば」もいただけるので、時間とお腹が許す限り試し
たい。
　知ればしるほど、奥深いしょうゆの世界。ぜひ、
春の行楽シーズンに足を運び、見聞を深めてみては
いかがだろうか。

小トラベル好奇心
いっぱい！

千葉県銚子市北小川町2570
［TEL］0479-22-9809

： JR銚子駅から徒歩7分。または銚子電気鉄道仲ノ町駅から徒歩3分。
： 東関東自動車道佐原香取ICより国道356経由で約1時間
： 9:00～11:00、13:00～15:00（工場見学）
： 年末年始
： 所要時間約50分。1日6回。9:00～、10:00～、11:00～、13:00～、14:00～、15:00～。
： 無料

電車の場合
車の場合
開館時間
休業日
見学ツアー
入場料

● 地球の丸く見える丘展望館
TEL： 0479-25-0930
千葉県北東部で一番高い愛宕山の頂上にある展
望館。屋上から見る絶景は、“地球が丸い”ことを
実感！　天気が良い日、特に午前中や夕方は富士
山や筑波山の姿も望める。眺めのよいカフェで頂
く地産地消にこだわった料理も人気だ。
9:00～18:30（10～3月は～17:30）。入館料大人
380円、小・中学生200円。

● ウオッセ21
TEL： 0479-25-4500
日本三大漁港のひとつである銚子港。目の前にあ
る「ウオッセ21」ではその日、水揚げされた魚はも
ちろん、国内外から集められた海の幸が所狭しと
販売されている。毎月第3日曜日にはマグロ解体
ショーも開催。そのほか、ぬれ煎餅や銚子の地酒
といった名産も揃うので、お腹を空かせて立ち寄
ろう。

2016年春に
オープンした
「しょうゆ味わい
体験館」。
仕込みを
する大きな木桶を
バックに記念
撮影はいかが

麹室でつくられた“こうじ”に、食塩水を加えた
“もろみ”を発酵・熟成させる「仕込蔵」

1

2

3

4

5

しょうゆの上を歩く（！？）ことができる「タップトーク」。普段は
聞くことのできない、発酵するときの音にも注目だ。
しょうゆやしょうゆを使ったお菓子などが売られているお土産
ショップ。しょうゆの香ばしさが絶妙のポップコーンが人気。
しょうゆソフトクリームは見た目も味もモカのよう。甘すぎない
ので、辛党の人もぜひ。
「ぬれ煎餅やきそば」（350円）は、ここでしか食べられない
一品。ぬれ煎餅の甘さと、しょっぱさが絶妙バランスで美味！
飲食・休憩コーナーでひとやすみする間、せんべいにしょうゆ
やたれをかける「せんべい焼き」（100円）を体験してみよう

（記事提供　電気新聞）

1 2

4 5

3

しょうゆの原料である大豆、小麦が入っている「原料サイロ」は
工場のなかでもひと際目立つ存在。

126

286

124

JR総武本線

銚子駅

犬吠埼
灯台

仲
ノ
町
駅

銚
子
電
気
鉄
道
線

ヤマサ醤油
しょうゆ味わい
体験館

ウオッセ21

地球の丸く見える丘
展望館
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

再生可能エネルギーの買い取り価格について

第52回

再生可能エネルギー特別措置法（FIT法）の改正（4）

「改正再生可能エネルギー特別措置法（改正FIT法）」では、将来にわたって再生可能エネルギーを
最大限導入していくことを促すとともに、国民負担を抑制する様々な制度が創設されます。
FIT買い取り価格（調達価格）についても、コスト効率のよい設備の普及を目指して、
新たな価格決定方式が導入されます。
今回は、4月以降に適用される買い取り価格について解説します。

A A

A

　調達価格はこれまで、再生可能エネルギー

電気（FIT電気）を安定的かつ効率的に供給す

るために必要と認められた費用を基礎として、価格

が算定されていました。一方、今後はより安価で効

率的なFIT電気の普及・利用を進める必要があり、事

業者の努力や技術革新によるコスト低減を促してい

くことが期待されます。

　このため改正FIT法では、前回解説した入札制度

の導入（第4条など）に加えて、電源ごとに、中長期

的にみて望ましい価格水準の目標（価格目標、第3条

第1項）を定めて、調達価格を決定する際の目安とす

ることになりました。

　FIT買い取り価格の算定には、資本費、運

転維持費など各種費用のほか、設備利用率な

どが勘案されます。FIT制度を使って売電を行った

場合に、発電事業者が得られる利益である内部利益

率（IRR）の水準も価格算定要素の一つとなります。

通常は資本費や運転維持費、設備利用率の動向に、

適正なIRRを上乗せして買い取り価格が決められま

す。昨年開かれた調達価格等算定委員会では、この

IRRの水準について議論が行われました。

　IRRに関しては、2012年7月施行のFIT法で定め

た「3年間の利潤配慮期間」が15年6月末で終了して

います。出力10kW以上の事業用太陽光については、

FIT法のもとで設備認定と設備導入が十分進んだと

判断され、IRRが6％から5％へ引き下げられました。

その結果、16年度の買い取り価格の低下につながり

ましたが、そのほかの電源に関してはIRRの水準が

維持されています。一方で、風力やバイオマス発電

の認定量や導入量見込みも増加しており、IRRを引

き下げて買い取り価格の低下に結びつける方向で今

後議論が進められる見通しです。

　従来は毎年度、次の年度が始まる前までに、

単年度分の調達価格を決定していました。この

方法ですと、建設から事業開始までのサイクルが短い太

陽光の場合は問題となりませんが、事業開始まで長い期

間がかかる地熱発電などでは、調達価格が決定しないま

ま、事業化の判断や手続きを進めざるを得ないといった課

題がありました。

　投資の回収の見通しといった事業の予見可能性が低い

ため、事業化に踏み切るにもリスクが大きく、導入拡大の

足かせになっているといわれています。改正FIT法では、

必要に応じて複数年度の調達価格を設定することになりま

した（第3条第2項）。

A 　電源の種類や出力規模によっては、現行の

価格水準が当面維持されるものもあります

が、おおむね17年度以降、段階的に引き下げられて

いく見通しです。例えば、17年度から入札が試行さ

Q 4 調達価格はどの程度
引き下げられるのですか？

A 　FITによって、太陽光が急速に拡大したこ

とは、これまでの解説でも触れてきましたが、

国際的な水準でみても、太陽光発電のコストは依然

として高いのが現状です。

　今回のFIT法の改正では、「低コスト電源の導入」と

「開発期間の長い電源の導入拡大」を促していくこと

がポイントとされています。主に低コスト電源の導

入は、太陽光の買い取り価格低減などの制度見直し

を通じて実現を目指します。開発期間の長い電源に

は、風力、地熱、中小水力、バイオマスが該当し、

調達価格低減と普及拡大へのインセンティブ付与を

同時に進めることになりそうです。

Q 5 太陽光だけ
大きく価格が下がるのですか？

Q 1 買い取り価格（調達価格）の
決定方式とは何ですか？

A

A

　風力については、日本や海外のメーカーが

新技術や大型機種の開発などに取り組んでお

り、普及の初期に比べるとかなりコストが下がって

きたのは事実です。しかし、まだまだコスト水準は

高いとされており、当面の調達価格を引き下げると

ともに、中長期の価格低減も重視される見通しです。

具体的には、2030年までに1kWh当たりの発電コス

トで8～9円を実現して、FITからの自立を目指して

いくといった方向性が示されています。

　必ずしもそうとは言い切れませんが、政府

が定めた2030年度の電源構成（エネルギーミ

ックス）では、再生可能エネルギー発電電力量の比

率を22～24％まで引き上げるとしています。この目

標を実現するには、再生可能エネルギーの導入量（大

型水力を除く）を現在の2～3倍に増やす必要があり、

太陽光以外の再生可能エネルギーもバランスよく普

及させていくことが求められています。

　このうち、地熱発電については、設備の建設に際

して地元調整や環境影響評価手続きなどに時間がか

かります。加えて、地熱資源を探り当てる掘削成功

率も低く、掘削に要するコストが高いなど、開発リ

スクの高さが課題となっており、FIT制度の開始以降、

1万5000kW以上の大規模案件が運転を開始した事

例はありません。このため、価格算定の要素になる

資本費や運転維持費の想定を据え置くとともに、当

面3年間の調達価格の水準が示されています。さらに、

既設の設備を更新するリプレースの調達価格区分を

新設して、普及を促していくことになります。

Q 6 風力は技術開発が進んで
コストが下がってきたと
聞くこともあります。

Q 7 今後は開発に時間のかかる電源の
導入が制度上は優遇される
ということですか？

Q 3 電源の種類や規模がまちまちで
価格の算定が難しそうですが。

Q 2 これまで調達価格はどのように
決めていたのですか？

（記事提供　電気新聞）

れる事業用太陽光（2000kW以上）以外の調達価格の

水準（1kWh当たり）をみると、低圧・高圧太陽光

（10kW以上2000kW未満）では、16年度の24円が17

年度は21円へ引き下げられます。

　同じように、住宅用の10kW未満（出力制御対応機

器設置義務なし）の設備も、16年度の31円に対して、

17年度は28円、18年度は26円、19年度は24円へと、

価格水準が徐々に低減される見通しです。19年度に

目標とする24円は、家庭用電気料金並みの価格とな

ります。

調達期間

10年間

10年間

20年間

20年間
20年間
15年間
15年間
15年間
15年間
20年間

20年間

20年間

20年間

20年間

19年度

24円

26円

－

19円
16円

18年度

26円

28円

－

20円
17円
20円
12円
30円
19円
20円

12円

27円

15円

21円

17年度

28円

30円

21円

21円
18円

出力制御機器
設置義務なし
出力制御機器
設置義務あり

リプレース
全設備更新
地下設備流用
全設備更新
地下設備流用

既設導水路
活用型

既設導水路
活用型
一般木材等
燃焼発電

電源と調達区分

10kW未満

10kW以上
2000kW未満

20kW以上

1万5000kW
以上
1万5000kW
未満

5000kW以上
3万kW未満

1000kW以上
5000kW未満

2万kW以上

太陽光

風力
（陸上）

地熱
（リプレース）

水力

バイオマス

2017年度以降の調達価格･期間

※価格は1kWh当たり。陸上風力（20kW以上）、水力（5000kW以上3万kW
未満）、バイオマス（2万kW以上）は、17年9月末まで16年度の価格を適用。

出典：調達価格等算定委員会資料より抜粋
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

15年度電気保安統計、
事故件数3年連続で減

省エネベンチマーク制度、
ホテル、百貨店も対象へ

　経済産業省と製品評価技術基盤機構がこのほど公

表した2015年度電気保安統計によると、事故報告件

数は3年連続で減少し、前年度比10.4％（1,380件）

減の11,856件（電気事業者：11,378件、自家用電気

工作物設置者：478件）となりました。

　電気事業者の事故件数のうち大半を占めるのは、

例年と同じく高圧架空配電線路における事故で

10,574件となり、前年度の事故件数より968件の減

少。また、自家用電気工作物設置者からの波及事故

の件数は331件と前年度から109件減少しました。

　自家用電気工作物設置者の事故件数の大半を占め

るのは、例年と同じく需要設備における事故で362

件、前年度から83件の減少となっています。

　一般電気事業者における供給支障事故件数は、

11,192件で前年度に比べ1,269件の減少。そのうち、

高圧架空配電線路の設備損壊に伴う事故が全体の約

8割でした。

　感電死傷事故は、電気事業者・自家用電気工作物

設置者合計で71件発生。そのうち電気事業者は16

件（前年度14件）、自家用電気工作物設置者は55件

（前年度55件）となっています。

　電気火災事故は、電気事業者・自家用電気工作物

設置者合計で5件発生。そのうち電気事業者は2件

（前年度4件）、自家用電気工作物設置者は3件（前

年度9件）でした。

　設備別で見ると、一般電気事業者・卸電力事業者

の水力発電所が42件で、件数、事故率ともに減少傾

向。火力発電所は26件で、事故率と合わせ近年おお

むね横ばい傾向で推移しており、東日本大震災以降

の高稼働状態が続いていることを踏まえると、引き

続き高い保安水準が維持されています。

　自家用の太陽電池発電所は13件で件数、事故率も

増加傾向。風力発電所は31件にとどまり、件数、事

故率ともに減少しました。

　総合資源エネルギー調査会工場等判断基準ワーキ

ンググループ（WG）はこのほど、省エネベンチマー

ク制度の対象に2017年度からホテルと百貨店を加え

ることを了承しました。

　省エネベンチマーク制度は、同じ業種に属する事

業者の省エネ度を共通の指針で比較・評価する制度。

対象事業者は、上位1～ 2割の事業者のみが該当す

る「目標水準値」の達成に向けて省エネを進めるこ

とが求められます。

　同制度は、2009年に産業部門の業種から導入。同

部門の対象業種は現在、「電力供給業」「高炉による

製鉄業」など6業種・10分野。例えば電力供給業は、

全体の火力発電効率を44.3%以上に高めることなど

が求められています。

　政府が定めた2030年度の最終エネルギー消費の省

エネ目標5,030万キロリットル（原油換算）は、電

源構成（エネルギーミックス）達成の前提となる高

い目標です。

　政府は、エネルギーミックス実現への一つの手段

として、業務部門の業種にも同制度を広げることが

必要と判断。2016年4月に「トップバッター」とし

てコンビニエンスストアを対象にしましたが、2017

年度からはホテル、百貨店業界も対象に加わり、業

務部門でカバーする業種はこれまでの時点で3業種

となります。

　同WGでは、ホテル、百貨店のほか、①スーパーマー

ケット②貸事務所③ショッピングセンター――への

対象拡大も検討しており、2018年度までに全産業の

7割（エネルギー消費量ベース）をカバーする考え

です。

（記事提供　電気新聞）

（例）「技術者としての未来像」「未来の省エネ」「エネルギーと私たち」など

[ 応 募 資 格 ]

[ 応 募 方 法 ]

[ 入 賞 発 表 ]

[ 表 彰 ]

1 , 200文字程度[文字数・分量]

電気技術者としての夢や抱負
省エネや節電のアイディアや取り組み

6/30 金

最優秀賞

優 秀 賞

奨 励 賞

若 干 名

10名程度

50名程度

賞状と副賞

賞状と副賞

賞状と副賞

(図書カード

(図書カード

(図書カード

30,000円分）

10,000円分）

5,000円分）

:

:

:

平成29年

4/1土 水～5/10
平成29年

主 催：一般財団法人関東電気保安協会　 後 援：一般社団法人日本電気協会 新聞部 電気新聞

郵送または当協会ホームページから応募となります。

詳しくは「応募要領」またはホームページをご覧ください

東京都、栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡（※）・福島県の工業高等学校の電気電子科
またはこれに相当する学科に在学中の生徒
※静岡県につきましては富士川以東の東部地区に限らせていただきます

◆
◆

関東電気保安協会では、工業高等学校の電気電子科および、これに相当する学科に在学中の皆さまを対象に作文コンクールを実施いたします。

KDH未来の電気技術者奨励賞
高校生作文コンクール

募集
テーマ

募集
期間

第5回
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事業所の廃止および新設のお知らせ
この度、さらなるお客さまサービスの向上を目指すため、

下記のとおり事業所の統廃合を行いました。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようにお願い申し上げます。

神奈川事業本部
平塚事業所

〒254-0033
神奈川県平塚市老松町 21-18
TEL　0463-23-2505（代表）
FAX　0463-23-2593

神奈川事業本部
厚木事業所
〒243-0014

神奈川県厚木市旭町 5-42-32
トラストワンビル 15

TEL　046-228-0710（代表）
FAX　046-228-0726

東京南事業本部
渋谷事務所
〒154-0001

東京都世田谷区池尻 2-31-24
信田ビル

TEL　03-3424-7712（代表）
FAX　03-5430-6528

東京南事業本部
芝浦事業所

〒108-0075
東京都港区港南 5-5-3

TEL　03-5461-1601（代表）
FAX　03-5461-1602

東京北事業本部
練馬事業所

〒176-0014
東京都練馬区豊玉南 3-1-1
TEL　03-3557-7222（代表）
FAX　03-3557-7416

神奈川事業本部
川崎事業所

〒213-0022
神奈川県川崎市高津区千年 805
TEL　044-788-8411（代表）
FAX　044-788-8409

神奈川事業本部
湘南事業所

〒252-0807
神奈川県藤沢市下土棚 210-1
TEL　0466-20-5755（代表）
FAX　0466-20-5756※なお、一部のお客さまに

　ついては、上記以外の事業所
　が担当することもありますので、
　担当検査員よりお知らせいたします。

※なお、一部のお客さまに
　ついては、上記以外の事業所
　が担当することもありますので、
　担当検査員よりお知らせいたします。

【廃止】

【廃止】

渋谷区の
お客さま

目黒区の
お客さま

世田谷区の
お客さま

新担当事業所

社会的な影響が大きい「波及事故」を
防止するには受変電設備の適切な管理が必要です！

 ■ 波及事故とは
　一軒で起きた電気事故が他に波及して付近一帯が停電す
る事故のことです。
　下図のように電力会社の１つの配電線からは、平均
1,500軒ものお客さまに電気が供給されています。

　受電設備の主遮断器の保護範囲でトラブルが起きた場
合は、保護装置が動作して波及事故を防止しますが、主
遮断器の電源側のお客さま設備で事故が起きた場合は電
力会社の保護装置が動作して、その系統の配電線が切り
離されます。

 ■ 波及事故が発生したら

　イラストは、主遮断装置の電源側と負荷側を示したもの
ですが、波及事故は約90%が主遮断装置の電源側で発
生しています。
　波及事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会社
へ至急連絡します。また、電気事業法に基づき事故発生を
知ったときから24時間以内に速やかに事故の概要につい
て、所管の関係官庁に電話等の方法で連絡します。
　また、事故発生を知った日から起算して30日以内に定
められた書式に従い「電気事故報告書」を提出する必要が
あります。

 ■ 波及事故の原因
　右のグラフは、平成27年度
関東東北産業保安監督部管内
の波及事故の発生原因を基に
作成した資料です。
●自然劣化が原因によるもの
が43%となっています。
●雷が原因によるものも18%
あります。

 ■ 波及事故を防止するには
　波及事故発生原因で最も多いものは引込ケーブルに起
因しています。
　引込みには下のイラストのように、架空線引込みの場合
と地中線引込みの場合があります。
　波及事故防止には、引込み方法によりGR付PASかGR
付UGSの取付けが有効です。

　PASは落雷で被害を受けることもあります。下の写真
は、GR付PASが落雷で破損した外観と内部の様子です。
落雷時の絶縁破壊などを防止するにはLA（避雷器）内蔵
GR付PASの
取付けが有効
です。

　右下の写真は、高圧ケーブルの絶縁破壊により波及事
故に至った事例です。
　波及事故を起こすと社会的な責
任も問われかねません。事故を未
然に防止するためにも設備更新をお
すすめします。

お客さまの柱
⬇

主遮断装置の負荷側主遮断装置の電源側

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点

電力会社柱
⬇

引込開閉器

お客さま構内
ケーブル

引込
ケーブル

配電変電所

主遮断器

発
電
所
よ
り

工場・病院・銀行・ビル・住宅など

付近一帯の施設・住宅が停電 お客さまの施設が停電

OFF

事故

お客さまの施設

架空線引込みの場合 地中線引込みの場合

自然劣化
43％

その他
14％

雷
18％

作業者の過失
10％

鳥獣接触4％

保守不完全
11％

波及事故の主な発生原因

電気事業法では、自家用電気工作物の工事・維持・運用について厳しい規制が設けられ、
設置者が保安規程を作成して電気の保安を確保することが法律で義務付けられており、
国への各種手続きや届け出が必要です。これを怠ると処罰されることもあります。
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

トラッキング

トラッキング
　長年清掃をしていないコンセントなどにホコリが溜まり、それが湿

気を含むことで電流が流れることがあります。ホコリが発火すると

火災の原因となることから定期的に清掃を行いましょう。

特にコンセント部に黒い煤が付着していた場合はトラッキング現象

等により炭化した可能性が大きいことから、使用を中止して新しい

ものへ取り替えるなどの対応をしてください。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

4月からの新生活で
何かアドバイスは
ありますか？

1

2

伴い、電気を売る会社（小売電

気事業者）と電気を送る事業者

（一般送配電事業者）が分割され

たため、上記の方法を取ること

ができなくなりました。小売電

気事業者にもよりますが、申し

込みから電気の使用開始まで最

長で2週間程度かかる場合もあり

ますので、スケジュールに余裕

をもって契約申し込みを行うよ

うにしましょう。

◆　　◆　　◆

家電製品は省エネタイプ
の物を選びましょう

　新生活に合わせて、家電を買

いそろえるという方も多いかと

思われます。その際に省エネ効

果がより高い家電製品を購入・

使用することによって、省エネ

省マネーにもつなげることがで

きます。

　例えば、省エネルギー性能を

表示している統一省エネラベル

の家電製品を選択したり、機器

のエネルギー効率が良いものを

見比べるなどの方法があります。

特に長時間使用することが多い

照明や空調機器などは省マネー

効果が高いことから、優先的に

買いそろえるとよいかもしれま

せん。

　入学や就職、転勤な

どが多い4月は新居での

生活が始まる方も多い

かと思います。今回は簡単なア

ドバイスを掲載します。

◆　　◆　　◆

入居先での電気使用
開始の注意点

　昨年4月より始まった電気の小

売り全面自由化により、電力会

社や料金プランを自由に選ぶこ

とができるようになりました。

電気の使用申し込みは、小売電

気事業者（電力会社等）のホー

ムページから申し込みを行える

場合がほとんどですので、自分

に合った料金プランを選択しま

しょう。

•平日は大学や会社などで外出

しているが、休日は家にいる

ことが多い人

•土日を含め、昼間の電力ピー

ク時には家にいることが少な

い人

など生活スタイルは人によって

まちまちです。自分に合った料

金プランを選ぶことが省マネー

につながります。

　なお、以前は契約前に分電盤

のブレーカーを上げることで電

気を通電させた後、電力会社へ

契約申し込みを行うことも可能

でしたが、小売り全面自由化に



この用紙は再生紙を使用しています。

　
当
協
会
の
許
可
な
く
し
て
複
製
・
転
載
す
る
こ
と
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。
　
関
東
電
気
保
安
協
会

2
0
1
7
年
3
・
4
月
号

2
0
1
7
年（
平
成
29
年
）3
月
1
日
発
行（
奇
数
月
1
日
発
行
）
　
　発
行
所
　
　

関
東
電
気
保
安
協
会
　
〒
1
0
8
　

━

　

0
0
2
3
　

東
京
都
港
区
芝
浦
4
　

━　
13
　

━

　

23
　

M
S
芝
浦
ビ
ル
7
階

540

　当協会では、一般のお客さまを対象に電気に関する各種講習会を開催しております。
　ご好評をいただいております労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験講習会を、下記の
日程で開催します。なお、お申込み及び最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　当協会の職員が分かりやすく講習させていただきますので、みなさまのご参加をお待ちしております。
　なお、一団体で10名以上の受講をご希望される場合には、日程表とは別日程で開催することも可能ですので、最寄りの事業
所へご相談ください。
　詳細につきましては当協会ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

電気取扱者特別教育・保護継電器試験実務（初級）
講習会 開催予定

平成29年度

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
●当日の講習会に関するお問い合わせ

関東電気保安協会　広報部 ［TEL］03-6453-8896
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

電気取扱者特別教育講習会

●低圧電気取扱者特別教育講習会（１日コース）※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
　実技（低圧の活線作業及び活線近接作業の方法）1時間
■受講料 10,000円（税込・テキスト代含む）
 ただし、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 8,000円（税込・テキスト代含む）
●低圧電気取扱者特別教育講習会（2日コース）
　実技（低圧の活線作業及び活線近接作業の方法）7時間
■受講料 23,500円（税込・テキスト代含む）
 ただし、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 21,500円（税込・テキスト代含む）

● 高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会（２日コース）※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方
　実技（高圧または特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法）1時間
■受講料 22,000円（税込・テキスト代含む） 
 ただし、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 20,000円（税込・テキスト代含む）

保護継電器（ＧＲ，ＤＧＲ，ＯＣＲ）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器での各種保護継電器の動作試験などを行います。
■受講料　17,800円（税込・テキスト代含む）
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14

8

12
22
6,21

14

5
20

12
14
5
19

7

12

1月
9,23
11,18
17

11

12

25

10,24
18

15
23

18

23

12

11
16

2月
7
8,15
14
8

9
15

9
7
22

19
6

15

23

6

14

13

平成30年
3月
7,20
8,15
14

8

9

9

7

23
15
6
29

23
9

14

13

開催事業所
技術研修所

4月 5月 6月 7月 8月
平成29年

9月
7,8

10月
30,31

11月
28,29

12月 1月
9,10

2月
7,8

平成30年
3月
28,29

開催事業所
荒川
芝浦

国分寺
宇都宮
下野
佐野
那須
群馬
東毛
水戸
土浦
日立

さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南
小田原
甲府
沼津

4月
11,12
20,21

13,14

19,20

20,21

6,7

6,7
27,28

11,12

12,13
19,20

5月
16,17
25,26
16,17
23,24

17,18

25,26

25,26

11,12

11,12
25,26
18,19

10,11
17,18

6月
13,14
22,23

8,9

14,15

22,23

22,23

8,9

8,9
22,23

14,15

7,8
14,15

7月
11,12
11,12
20,21
13,14
19,20

27,28

25,26
20,21
6,7
20,21
18,19

13,14

18,19
19,20

8月
22.23
17,18

17,18

29,30

24,25

24,25

7,8
23,24

22,23

9,10
9,10

平成29年
9月
12,13
21,22

14,15
20,21

28,29

26,27

7,8
11,12

14,15

13,14
20,21

10月
10,11
19,20

11,12

18,19

26,27
19,20

5,6
4,5

17,18
3,4
17,18
11,12

11月
14,15
16,17
21,22
9,10

15,16

9,10
16,17
9,10

16,17
16,17
9,10

8,9
15,16

12月
19,20
14,15
7,8
14,15

20,21

21,22

7,8

7,8
6,7

14,15

13,14
13,14

1月
16,17
25,26

18,19
17,18

18,19

18,19

11,12
25,26
10,11
24,25

18,19

10,11
17,18

2月
13,14
22,23

15,16

14,15

22,23

7,8
15,16

7,8
14,15

平成30年
3月
13,14
13,14
22,23
15,16
14,15

15,16

22,23

8,9
7,8

13,14
6,7
7,8
14,15

■平成29年度　電気安全特別教育講習会日程表【高圧（2日）】

■平成29年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧2日）】■平成29年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧1日）】

※各日程につきましては、変更及び中止する場合があります。　※各受講料につきましては、4月以降の料金です。

■平成29年度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表


