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お知らせ 
ご注意ください

小田原北條五代祭り　神奈川県
小田原北條五代祭りとは、骨肉を争う戦国時代の世にあって、五代約100年にわたり関東
に君臨し、領民の安寧を理想とする国づくりを行った、北条氏を称える小田原市最大のお
祭りで、毎年5月のゴールデンウィークに開催されます。
北条氏の歴代城主を模した武者行列と、地元の吹奏楽部や陸上自衛隊などの音楽隊、神輿
などのまち衆隊も参加し、総勢1700名が勇壮に市中を練り歩くほか、街中では、北條鉄砲
衆による発砲演技などのイベントが行われます。

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

安全エレちゃんのQ&A LED照明に取り替えたいけど、何か注意することはある？

21

当協会では、自然災害による受電設備の突然の事故に備えて
「受電設備保証保険」に加入しています。

保険料は一括して当協会が負担しておりますので、
お客さまの保険料負担はありません。

　  保証の範囲は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器の負荷側端子までです。

　  受電設備の電気機器等が雷や水災時の突発的な事故により損傷した場合に適用されます。

　  免責額は、1事故あたり2万円です。

　  復旧に対する調査費用及び仮修理費用等は含まれません。

※あらかじめ故障の恐れがあると指摘されているものなど、審査時に保険の認定から除外されるものもあ
ります。

詳細は担当検査員またはお近くの当協会までお問い合わせください。

備　考

▶機器の修理や設置などの工事費用が補償されます。
　（ただし対象とならない工事費用もあります※）
▶保険金請求に関する手続きは保安協会が行います。

キュービクル

責任分界点
柱上高圧気中負荷開閉器（PAS）
高圧ケーブル
制御箱

高圧受電盤
低圧開閉器

受電設備の一例

このような時に補償されます!!

受電設備保証保険
について

雷による
機器の損傷

水災による
機器の損傷

お客さまこんにちは　渋谷区ふれあい植物センター
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　夏は電気料金のうちエアコンの消費電力が占める
割合が高くなる季節です。エアコンの消費電力を減
らすことが夏の省エネでの核になります。また、照
明が意外に多くの電気を使っており、照明器具から
発する熱などにより、室内温度も上昇してしまいま
す。工夫次第では大きな省エネにつながります。

●室温は28℃を目安に！
　冷房中の室温は28℃を目安に適切な調整に努め、
快適に過ごせるように「クールビズ」を心がけまし
ょう。
●必要なときだけつける
　省エネの基本はこまめに電源を切ることです。
●フィルターを月に1～2回清掃
　フィルターが目詰まりしていると、能力が十分に
発揮できません。定期的に清掃しましょう。

※エアコンの買い替え時には、【COP/APF】
に表示されるスペック値を参考に、効率の良
いものを選ぶと省エネ効果が期待できます。
　COP（成績係数）は冷暖房平均エネルギー消
費効率といい、例えば、あるメーカーのエア
コンで、冷房能力4kWの消費電力が1000W
ですが、この場合のCOPは4000W÷1000W
＝4.0となります。
　また、APFは通年エネルギー消費効率といい、
日本工業規格(JIS)の規格に基づいて運転環
境を定め、その環境下で1年間エアコンを運
転した場合の運転効率です。より実使用に即
した運転効率を示す値といえます。

　皆さんこんにちは、エレちゃんです。
　本格的な夏を迎える前の5月は、日差しがますます強くなり、6月にはうっとうしい
梅雨の季節と夏に向かって日を追うごとに季節の移り変わりを感じます。
　2016年の夏は猛暑、台風、豪雨、竜巻など、様々な気象災害に見舞われた
1年でした。
　2011年の大震災以降、原子力発電所の稼働停止で、再生可能エネルギーの
普及は増大傾向にあるものの、継続的な節電が大切です。
　そこで今回は、電気使用量を低減することにより、電力需要のピークを抑制する
とともにCO2削減や電気料金も安価になるような省エネ情報を紹介します。

Ⅰ エアコンの省エネ

Ⅱ 省エネルギーラベリング制度

　対象となっている製品は、エアコン、冷蔵庫、テ
レビ、照明器具、電気便座、ストーブなどの21品目
です。
　省エネルギーラベルは、省エネ性マーク、省エネ
基準達成率、目標年度、年間消費電力量の4つの情
報を表示します。省エネルギーラベルは、カタログ
や製品本体、包装など、見やすいところに表示され
ています。

○省エネ性マーク
　トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成
率100％以上）製品にはグリーンのマーク（例1）
を表示し、未達成（100％未満）の製品にはオレン
ジのマーク（例2）を表示します。
　従って、グリーンのマークが省エネ性の優れた製
品を選ぶときの目安になります。

　統一省エネルギーラベルは、家電製品の中でもエ
ネルギー消費量が大きい、エアコン、テレビ、冷蔵庫、

照明器具などの省エネルギー性能を星の数で表し、
併せて、省エネルギーラベルと年間の目安電気料金
を表示しています。製品選びにお役立てください。
統一省エネルギーラベルは、販売店の製品本体また
は近傍に表示するものです。

❶本ラベルを作成した年度を表示しています。
❷［多段階評価制度］
　省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表
示し、市場における製品の性能の高い順に5
つ星から1つ星で示しています。
　トップランナー基準を達成しているものがい
くつの星以上であるかを明確にするため、星
の下に矢印でトップランナー基準達成・未達
成の位置を表示しています。

❸［省エネルギーラベル］
❹統一省エネルギーラベルを貼り間違えのない
ようにメーカー名、機種名を表示しています。

❺［年間の目安電気料金］
　エネルギー消費効率（年間消費電力量等）を
わかりやすく表示するために年間の目安電気
料金を表示しています。

今夏の節電・省エネに向けて

 ■省エネルギーラベル

 ■統一省エネルギーラベル

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115％ ○○○kWh/年

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98％ ○○○kWh/年

❶

❷

❸
❹

❺

省エネルギーラベルの表示例

（例1）

エネルギー消費効率は製品
によって表示が異なります。

（例2）

白

白

橙
（黄赤）

緑

【エアコンの省エネ】point
室外機

室外機の周りに、物を置くと冷房
効率が低下します。また、室外機
の上部に「ひさし」等をつけると
冷房効率が上がります。

扇風機を併用する
部屋の空気を循環させることによ
り、適度な室温が保たれます。

窓からの熱を遮断
・レースのカーテンやブラインド
などで日差しをカットできます。

・外出時は、昼間でもカーテンを
閉めると効果的です。

・ドア・窓の開閉は少なくしまし
ょう。
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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5・6月号
問　題

冷暖房平均エネルギー消費効率のことを
○○○といいます。
アルファベット3文字でお答えください。

ヒント（4～7ページ）
    

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅲ 家庭における具体的節電対策
今夏の節電・省エネに向けて

応募総数…1,824件
1 7

でした。
たくさんのご応募

ありがとうございました。

1・2月号正解
◎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。

〒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］https://www.kdh.or.jp/
平成29年7月20日必着
平成29年9・10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

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

電気製品等を節電型に
知らず知らずのうちに、電気をムダに使う設定になっていませんか？ 電気製品の設定を見直しましょう。
一度見直しをしておけば、この夏中効果が持続します。

エアコンの温度設定は28℃を目安に
しましょう。扇風機を併用すると、
設定温度を上げても快適に過ごすこ
とができます。

エアコンの設定温度が低すぎませんか?

フィルターが目詰まりしていると電
気を多く使います。フィルターは月
に1～2回を目安に定期的に掃除しま
しょう。 

エアコンのフィルターが目詰まりしていませんか？

温度設定が「強」になっていたら「中」
にしましょう。ただし食品の傷みに
はご注意ください。 

冷蔵庫の庫内を冷やしすぎていませんか？

画面設定は「標準モード」＊ や「リビ
ングモード」＊に設定しましょう。
テレビの画面の輝度を抑えると消費
電力が小さくなります。画面にほこ
りがついていると暗く見えるので、
週に1回程度清掃しましょう。
＊映像モードの名称は、メーカーにより異な
ります。

テレビの画面設定が「ダイナミックモード」＊ に
なっていたり、画面が明るすぎたりしませんか?

テレビやDVDレコーダーなど、省エ
ネモードのある製品は設定しましょ
う。
DVDレコーダーなどで「クイック起
動」や「高速起動」を設定すると、
スイッチを入れてすぐ使えるように
なりますが、スイッチを切っていて
も消費される電力量が大きくなりま
す。少し待つゆとりが節電につなが
ります。

省エネモードを設定していますか?

暖かい季節は便座暖房を切ると
ともに、洗浄水の温度も下げま
しょう。
タイマー機能や節電モードを活
用して、使わない時間帯は切る
ようにしましょう。 

温水洗浄便座の便座暖房が入りっぱなしに
なっていませんか? 
洗浄水の温度が高いままではありませんか?

白熱電球を同じ明るさの蛍光ラ
ンプやLED電球に交換すると、
消費電力は1/4～1/6以下になり
ます。発熱も抑えられるので、
冷房の負担も軽くなります。寿
命も大幅に延びますので、長く
使う照明から検討してみてくだ
さい。 

長時間使用する照明に
白熱電球を使っていませんか？

省エネ家電へ買い替えると節電
と省エネに効果があります。買
い替えに際しては、「省エネラベ
ル」や「統一省エネラベル」を
参考にしてください。 

効率の良くない電気製品を
使っていませんか？

夏の室内の温度が上がる主な原
因は、窓から入る日射熱です。
カーテンやブラインド、すだれ
やよしず、緑のカーテンなどで
日射熱が室内に入らないように
しましょう。冷房の負担が軽く
なりエアコンの節電になります。

日射熱を遮断していますか？

生活習慣を節電型に
節電の必要な時間帯に電気をあまり使わないですむよう、一度生活習慣を振り返ってみましょう。
節電型の生活習慣を身につければ、この夏中効果が持続します。

炊飯は、タイマー機能を利用して早
朝に1日分をまとめて炊き、十分冷
ましてから冷蔵庫や冷凍庫に保存し
ましょう。
消費電力の大きい電気製品を使う家
事は、節電の必要な時間帯、特に平
日の日中（13:00～16:00）を避ける
ようにしましょう。
【消費電力の大きな電気製品例】
アイロン、電気ポット、電子レンジ、
ホットプレート、ドライヤー、トースター、
ＩＨクッキングヒーター、食器洗い機、
浴室乾燥機、掃除機、洗濯乾燥機　など

節電の必要な時間帯に、消費電力の大きな
電気製品を使って家事をしていませんか？

炊飯器や電気ポットで保温は避け
て、食べる都度、使う都度温めるよ
うにしましょう。 

長時間の保温をしていませんか?

人のいない部屋のエアコンや照明、
見ていないテレビは、こまめに消し
ましょう。
※エアコンの頻繁なオンオフは電力の増加
になる場合があります。

使っていない電気製品のスイッチを
入れっぱなしにしていませんか?

リモコンの電源だけではな
く、本体の主電源で切るよう
にしましょう。
長時間使わない機器はコンセ
ントから抜きましょう。

待機時消費電力を減らすようにしていますか?

パソコンは長時間（90分程度以上）
使わないときはシャットダウンしま
しょう。シャットダウンしない場合
でも省電力設定を活用しましょう。

　いかがでしたか。
　夏には気温の上昇とともに最大電力が出る可能性
が高く、使用電力量も多くなります。
　省エネ効果のある事例をご紹介しましたが、皆さ
まのお使いになっている電気設備に合わせて、でき

ることから参考にして挑戦していただければと思い
ます。
　ますます進む技術の進歩で、機器の省エネ性能は
年々向上していますが、私たちの省エネ意識をまず
高めることが重要ですね。

省エネチェックシート
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柏事業所　福田　賢次

の 記 録 から現場
絶縁監視装置とお客さまへの問診で
事故を発見

◆　　◆　　◆
　ある日、お客さま設備に設置
してある絶縁監視装置から、漏
電発生の警報を受信したため、
現場周辺で作業を行っていた私
に総合監視指令センターから出
動要請が入りました。

　早速、お客さまに連絡をとり、
住所や設備内容等を確認後、事
故対応に伺いました。お客さま
は各階に別のテナントが入居し
ているテナントビルでした。

　現場到着後、絶縁監視装置の
警報を確認するため屋上に設置
されていたキュービクルへ向か
い、絶縁監視装置の警報表示ラ
ンプを確認したところ、電灯変
圧器回路で漏電が発生している
ことを確認しました。漏電して
いる回路を探すためクランプ式

電流計を使用して、電灯変圧器
のB種接地線で漏洩電流を測定
したところ、基準値を超える漏
洩電流を確認することができま
した。
　次に、漏電をしている回路を
特定するために、キュービクル
からの幹線で探査を行ったとこ
ろ、4階・5階テナント回路で漏
電が発生していることが判明し
ました。5階に行ってお店の方に
事情を説明し、分電盤を点検さ
せてもらいましたが、5階部分で
は絶縁抵抗値は正常値の範囲内
で特に問題は見当たりませんで
した。

　次に4階のお店でも同様の点検
を行ったところ、電灯分電盤の
主幹部分で漏電していることを
確認できました。分岐ブレーカ
ーを一つずつ探査していった結
果、「立ち看板・照明回路」で漏

電していることを突き止めまし
た。さらに、漏電箇所を特定し
ようと、お店の方にお話しした
ところ、「営業中なので、停電は
困る」との回答をいただいたこ
とから、停電しての絶縁抵抗測
定ではなく、目視による点検を
行ったのですが、4階にある設備
に特に異常は見当たりませんで
した。

　「他に何か原因があるのか」と、
お店の方に普段使用する中で異
変を感じた電気設備はなかった
かお伺いしたところ、「4階フロ

アでは何も思いつかないが、1階
に設置してある立ち看板の電球
がちらついていると感じた気が
する」と有力な情報をいただく
ことができました。
　1階に降り、該当する立ち看板
の点検を行った結果、防水用コ
ンセントに差し込まれていた立
ち看板の電源コード補修部分の
テープが破けており、付近にあ
った散水栓の金属部に触れてい
る箇所があるのを確認しました。
この看板コンセントは最近4階テ
ナント分電盤より工事がされた
回路でした。「原因はこれだ」と
お店の方にご了解いただき、コ
ンセントから立ち看板のプラグ
を抜いたところ、キュービクル
で発報していた絶縁監視装置の
警報が止まりました。その後、
念のため電灯変圧器で漏洩電流
測定を行ったところ基準値以内
の結果となりました。事故原因

が確定されましたので、お客さ
まとお店の方に原因を報告し、
立ち看板が安全に使用できるよ
うにコードを交換していただく
ことをお願いして退去しました。

◆　　◆　　◆
　今回は普段の点検では発見出
来ない箇所の異常をお客さまか
らの情報提供で発見することが
できました。また、絶縁監視装
置のご契約をいただいていたこ
とによって、漏電を検知できた
ことも大きな事故とならなかっ
た原因と思われます。
　漏電が起こる
と火災の原因や
感電等の危険が
多くなります。
　事故の早期発
見には絶縁監視装置の設置と、
お客さまの声や気づきが重要な
ヒントになることを再認識させ
られました。

　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とって
おります。
　今回は絶縁監視装置とお客さ
まへの問診で事故が発見できた
ケースをご紹介します。
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渋谷清掃工場が電力を供給

　渋谷区ふれあい植物センター
は、2004年にオープンした植物
園です。まず特筆すべきはその
立地の良さ。渋谷駅と恵比寿駅
の中間に位置し、どちらからも
徒歩12分ほどでア
クセス可能です。ま
さに都会のオアシス
と呼ぶにふさわしい
場所といえるでしょ
う。こんな都心に植
物園があるとは思い
もよらないらしく、
初めて来園した人に
必ず驚かれるそうで
す。
　渋谷区ふれあい植
物センターは渋谷清

掃工場の還元
施設（区民利
用施設）です。
他の還元施設
では、ごみ焼
却時に発生し
た熱で作られ
た温水を利用
することが多
いのですが、

都心にある同センターはそれが
難しい環境にありました。
　ごみ焼却時に発生した熱の利
用法は、温水を作ることだけで
はありません。蒸気として回収し、
その蒸気でタービンを回す「ご
み発電」もあります。そこで、

同センターは温水の代わりに電
気を利用して、園内を暖めるこ
とにしたのです。
　「渋谷区ふれあい植物センター
で使用する電気の約90％は、渋
谷清掃工場のごみ発電によるも
のです。当センターは熱帯植物
を中心に展示しているので、温
室の温度管理はとても重要です。
電力の供給が安定しているごみ
発電は安心感がありますね」と
担当者の宮内さん。
　これもまた便利な場所柄ゆえ
ですが、近隣に建物が密集する
同センターは、他の植物園と比
べると決して日当りには恵まれ
ていません。しかし、清掃工場
から供給される電気のおかげで、
園内は申し分ない明るさ。植物
たちも心なしか嬉しそうに見え
ます。

来園者の
リピート率が高い理由

　1階のグリーンガーデン（温室）
には、主に東南アジアから南ア
フリカ原産の熱帯植物が鑑賞で
きます。例えば、モモイロバナナ、
オガサワラタコノキ、バオバブ

といった観葉植物、食虫植物や
多肉植物などです。
　同センターは「日本で一番小
さい植物園」ともいわれますが、
約200種類もの植物が季節ごとに
違う顔を見せるため、何度訪れ
ても新たな発見があります。
　「私は植物のプランニングも担
当していますが、1年の間には花
が咲かない時期もあるため、葉
の形が珍しい植物を展示するな
どして、来園者の方を飽きさせ
ないように工夫しています」（宮
内さん）
　実際、同センターのリピート
率はかなり高いらしく、近隣オ
フィスで働く方々が園内でのん
びりランチを楽しむために訪れ
ることもあるそうです。
　入園料の安さも、渋谷区ふれ
あい植物センターの魅力の一つ
です。同センターの入園料はな
んと 100円。1年間何度でも入園
できる、1000円の年間パスポー
トを購入すれば、さらにお得です。
この入園料の安さも、気軽につ
いつい立ち寄りたくなってしま
う気分を後押ししてくれます。
　また、渋谷にある植物園とい
うことで、グリーンガーデンに
は「春の小川」という小さなせせ
らぎが流れています。これは、

渋谷ゆかりの唱歌『春の小川』を
再現したもの。緑と光に溢れた
空間で、せせらぎの音を聞きな
がら一息つけば、明日への活力
が湧いてくるに違いありません。

区内最大規模のホタル観賞会

　同センターでは、さまざまな
イベントやワークショップを開
催しています。押し花や多肉植
物をモチーフにしたブローチの
制作から、野菜の栽培方法や家
庭菜園の楽しみ方の講習まで、
その内容はバラエティに富んで
います。
　中でも毎年6月に行われるホタ
ルの鑑賞会「ホタルの夕べ」は、
昨年は5日間で来場者が1万人を
超すほどの人気イベントです。
真っ暗な園内にホタルが飛び交
う光景は何ともいえず幻想的。
このイベント期間中は特別に、
夜間のみ無料開放されるので、
渋谷区内最大規模のホタル観賞
会に一度足を運んでみてはいか
がでしょうか。

関東電気保安協会の役割

　前述した通り、渋谷区ふれあ

い植物センターは渋谷清掃工場
から電力を供給されていますが、
年に数回だけ電力会社に供給先
が変わる時期があり、その切り
替えを行うときにブレーカーが
落ちる恐れがあります。
　「ブレーカーが落ちて暖房が止
まってしまうと、気温が急激に
変化するため、植物にとっては
大きなダメージです。オープン
以降、一度も大きなトラブルが
ないのは、関東電気保安協会さ
んの日頃のメンテナンスのおか
げです」（宮内さん）
　また、植物園である以上、毎
日の水やりは欠かせませんが、
その際に心配なのが漏電です。
感電事故や火災の原因にもなる
漏電が、万が一来園者がいると
きに起こったら、大変な事態に
なります。電気配線や器具の不
具合で漏電の危険性は高まるた
め、この点でも日頃のメンテナ
ンスは重要です。
　渋谷区ふれあい植物センター
が、誰もが気軽に立ち寄れる憩
いの場であり続けるために、当
協会は引き続きサポートしてま
いります。

ホタルブクロとホタル
撮影者：東松友一

様々な熱帯植物が鑑賞できる モモイロバナナ

宮内さん

こ ん に ち はまさ客お

渋谷区
ふれあい植物センター

〒150-0011　東京都渋谷区東2-25-37
TEL：03-5468-1384

 



アメリカ・テキサス州ヒューストン郊外にあるスマートホーム。
木造2階建で広さもテキサス州の平均的な戸建

特　集 2

電気保安や省エネで
活用が見込まれるIoT最新機器

電気新聞編集局報道室

櫻井　孝輔 ／竹松　正志 

1 スマートグラスの活用

　熟練技術者の退職、少子高齢
化による人材不足…。製造、工
事、電力など多くの現場はい
ま、こうした状況によって、技
術・技能の伝承が難しくなって
いる。それに対して、メガネ型
コンピューター「スマートグラ

ス」を生かし対応しようという
動きが活発化してきている。
　現場作業者はスマートグラス
を装着することで、作業手順や
マニュアル、作業動画などをハ
ンズフリーで確認できるように
なる。カメラが取り付けられた
スマートグラスならば、現場作
業の様子を離れた場所へ、リア

ルタイムに送る
ことも可能。遠
隔地にいる熟練
作業者が、映像
を見ながらアド
バイスをすると
いった活用もで
きる。こうした
機 能 を 生 か せ
ば、従来は熟練
者と新人の2人で
現 場 に 出 て ト
レーニングして
いたところを、
新人1人だけで現

場に出ることも難しくない。
　海外では米国のインテルが、
「レコンスマートグラス」を提
供している。元々はランニング
やサイクリング中に装着するも
のとして設計されており、長時
間使用しても疲れないよう、か
け心地に配慮している。作業者
に必要な情報の表示や、遠隔で
の操作支援といった必要な機能
を一通り装備。活用法の一つと
して提案しているのが、電力
メーターの検針作業。作業マ
ニュアルを表示させ、不明点は
遠隔で指示を仰げば新人でも一
人で検針作業ができるのはもち
ろん、作業内容の変更通知や関
連情報もリアルタイムに配信可
能だ。また、現場検針員が電線
の切断など危険箇所を発見した
ときには、即座に写真や映像を
現場から送信でき、迅速な安全
確保につなげられる。
　スマートグラスをめぐる動き

は国内でも活発化している。こ
のうち、NTTデータは、組み込
みソフトウエアの開発などを手
掛けるニューソンと共同で、ス
マートグラスを生かした「遠隔
作業支援システム」を提供。特
徴的なのは、スマートグラスの
操作にこだわった点。音声認識
によるコマンド入力と、頭の動
きでポインターを制御する二本
立てとし、ハンズフリーで直感
的な操作を行えるようにした。
通常時は音声でコマンドを入
力、騒音下では頭の動きで操作
するなど、柔軟に運用ができ
る。
　各社がサービスを開始し導入
の敷居は下がってきている。
NTTデータのサービスでは今
後、人工知能（AI）によって作
業で集められたビッグデータを
解析し、作業の課題を自動で抽
出したり、作業者からの疑問を
過去のデータを生かしてAIが自
動で答えてくれたりと、さらな
る高度化を目指す。スマートグ
ラスをめぐるサービスは、今後
も一層の進化が期待できそう
だ。

2 スマートホームで
　 省エネ、そして
　 快適な生活

　エアコンや給湯器などを制御
し、快適さはそのままに省エネ
を実現。外出先から遠隔操作や

帰宅時間をあらかじめ設定して
おけば、自宅に着いた頃には、
開けていた窓シャッターが閉ま
り、エアコンも効いていて快適
なリビングが待っている…そん
な便利な暮らしを実現するの
が、スマートホームだ。
　スマートホームにとって大切
なのが、スマートメーター（次
世代電力量計）。電力会社との
通信機能を備えたメーターで、
人による検針が不要となる。ま
た、スマートホーム側の機器と
も通信可能で、計測値をスマー
トホーム側でも利用できる。そ
れによって省エネをすべきかど
うか、自動で判断する材料にな
る。スマートメーターは、電力
小売り自由化にとっても大切
で、日本でも普及が進んでい

る。
　電力小売りの自由化が先行す
るアメリカ。テキサス州では、
自由化の対象となる需要家のほ
とんどにスマートメーターの配
備が完了。そのため、ほとんど
の検針や供給停止・解除などは
遠隔で行うことができるように
なった。このスマートメーター
は、宅内とも接続でき、エネル
ギーモニターやゲートウエー、
サーモスタットなど、5つまで機
器を接続できる。
　日本のスマートメーターも同
じような機能を備えているが、
スマートホーム側の通信はいっ
たんゲートウエーに集約され
る。データを受け取ったゲート
ウエーから、モニターに電力量
を表示させたり、家電の自動制

御に役立てたりできる仕組みと
なっている。
　これが、最近良く聞かれるよ
うになったHEMS（ヘムス、
ホーム・エネルギー・マネジメ
ント・システム）。日本の
HEMSの特徴は、通信規格とし
て採用されている「ECHONET
　L I T E（エコーネットライ
ト）」。通信規格とは、いわば
情報をやりとりするための「共
通言語」。理論上ではエコー
ネットライトに対応したすべて
の家電は、HEMSのネットワー
クで結ぶことができる。海外の
規格と比較し対象の機器が幅広
く、操作を指示できる項目もき
め細やか。それを生かせば、
HEMSでの便利機能をさらに充
実させられる。
　現在は専用の端末やスマート
フォンなどで情報を見る、遠隔

操作するのが主流だが、情報の
経路としてインターネットプロ
トコルを採用しているため、ロ
ボットにしゃべりかけて、家電
を制御するといったことも容易
に行える。「たこ足配線はやめ
ましょう…」など、電気利用の
安全をPRするメッセージ機能・
サービスを追加することもでき
るかもしれない。
　日本でのHEMSは、まだまだ
普及が進んでいないだけに、ア
イデアを生み出し、ビジネスに
つなげていく余地が、現在は多
くあるといえるだろう。

3 様々な分野で
　 活用できるドローン、
　 電気保安では？

　ドローンの産業利用が拡大し
ている。農業、物流をはじめ、

各種設備の点検など、幅広い分
野で使用する取り組みが活発化
している。
　ドローンとは、現在、注目さ
れている小型の無人航空機のこ
と。空中で一定の姿勢を保った
り、スムーズに方向転換したり
する制御機能に優れている。高
性能モーターにより、搭載した
バッテリーの電気で駆動する。
従来のラジコンヘリコプターと
比べ、操縦も容易という。もと
もと軍事用に開発されたものだ
が、民生用の機種が多様化し、
用途も拡大しつつある。
　利用例としては、ドローンに
カメラなどを取り付け、撮影し
たデータを活用する取り組みが
広がっている。たとえば、自然
災害や事件・事故の発生時、そ
の現場をいち早く確認するた
め、ドローンを飛ばし、上空か
ら状況を確認するような利用が
想定されている。また、測量の
分野では、撮影した写真などか
ら、3次元による詳細なデータを
作成することに使われ始めてい
る。ドローンからレーザーを照
射するなどして、より細かく測
量することも可能になってい
る。さらに、さまざまなインフ
ラや構造物の点検に適用するこ
とも始まっている。
　課題はどこにあるか。現状、
一般の航空機の航行に影響を及
ぼすような空域や、落下した場
合に地上の人などに危害を与え

る可能性が高い空域は、国土交
通大臣の許可が必要だ。また、
操作は容易になったとはいえ、
機材はまだ高価で、ドローンの
利用を考える場合は、専門とす
る企業のサービス提供を受ける
形が一般的。ユーザーの視点か
ら、何がしたいのかを明確化
し、技術的・経済的に実現可能
かをしっかり見極める必要もあ
る。
　電気保安の分野でどう活用す
るか。「電気保安のスマート
化」を検討する国の審議会で
は、ITを活用する必要性を指
摘。すでに事業者の保安力向上
を狙った調査事業の一環とし
て、ドローンを太陽光発電シス
テムのパネル監視に適用した場
合の課題の検討などが行われて
いる。赤外線撮影でホットス
ポットと呼ばれるような、不具
合が疑われる部分を探り出すた

めの技術については、一定の有
効性を見いだしているようだ。
ただ、詳細な故障判断をはじ
め、さらなる検証も不可欠とい
う。
　電気保安を含め、設備の保守
や点検では、膨大なデータ処理
や画像診断の高度化をはじめ、
規制緩和による飛行可能空域の

拡大が求められている。機材の
低廉化、熟練した操縦者の養成
など、技術的な課題の解決や社
会的な許容の進展も望まれる。

スポーツグラスのような装着感を持つスマートグラス。
右目の下で映像などの情報を見ることができる

昨今メディアでも見聞きする機会が増えている、IoT（Internet of Things，モノのインターネット）。
電気保安や省エネなどの分野で今後どのように活用されていくのか。
アメリカでの活用例や日本での「電気保安のスマート化」に向けた検討の動きなどをふまえて、
「スマートグラス」、「スマートホーム」、「ドローン」を紹介する。
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スマートホーム内のスマート家電。
冷蔵庫のほか、食器洗浄機や洗濯機なども電気が安価な時間帯で運転する

電気保安の面でも活用が見込まれるドローン

風力
発電設備

太陽光
発電設備

火力
発電設備

1 スマートグラスの活用

　熟練技術者の退職、少子高齢
化による人材不足…。製造、工
事、電力など多くの現場はい
ま、こうした状況によって、技
術・技能の伝承が難しくなって
いる。それに対して、メガネ型
コンピューター「スマートグラ

ス」を生かし対応しようという
動きが活発化してきている。
　現場作業者はスマートグラス
を装着することで、作業手順や
マニュアル、作業動画などをハ
ンズフリーで確認できるように
なる。カメラが取り付けられた
スマートグラスならば、現場作
業の様子を離れた場所へ、リア

ルタイムに送る
ことも可能。遠
隔地にいる熟練
作業者が、映像
を見ながらアド
バイスをすると
いった活用もで
きる。こうした
機 能 を 生 か せ
ば、従来は熟練
者と新人の2人で
現 場 に 出 て ト
レーニングして
いたところを、
新人1人だけで現

場に出ることも難しくない。
　海外では米国のインテルが、
「レコンスマートグラス」を提
供している。元々はランニング
やサイクリング中に装着するも
のとして設計されており、長時
間使用しても疲れないよう、か
け心地に配慮している。作業者
に必要な情報の表示や、遠隔で
の操作支援といった必要な機能
を一通り装備。活用法の一つと
して提案しているのが、電力
メーターの検針作業。作業マ
ニュアルを表示させ、不明点は
遠隔で指示を仰げば新人でも一
人で検針作業ができるのはもち
ろん、作業内容の変更通知や関
連情報もリアルタイムに配信可
能だ。また、現場検針員が電線
の切断など危険箇所を発見した
ときには、即座に写真や映像を
現場から送信でき、迅速な安全
確保につなげられる。
　スマートグラスをめぐる動き

は国内でも活発化している。こ
のうち、NTTデータは、組み込
みソフトウエアの開発などを手
掛けるニューソンと共同で、ス
マートグラスを生かした「遠隔
作業支援システム」を提供。特
徴的なのは、スマートグラスの
操作にこだわった点。音声認識
によるコマンド入力と、頭の動
きでポインターを制御する二本
立てとし、ハンズフリーで直感
的な操作を行えるようにした。
通常時は音声でコマンドを入
力、騒音下では頭の動きで操作
するなど、柔軟に運用ができ
る。
　各社がサービスを開始し導入
の敷居は下がってきている。
NTTデータのサービスでは今
後、人工知能（AI）によって作
業で集められたビッグデータを
解析し、作業の課題を自動で抽
出したり、作業者からの疑問を
過去のデータを生かしてAIが自
動で答えてくれたりと、さらな
る高度化を目指す。スマートグ
ラスをめぐるサービスは、今後
も一層の進化が期待できそう
だ。

2 スマートホームで
　 省エネ、そして
　 快適な生活

　エアコンや給湯器などを制御
し、快適さはそのままに省エネ
を実現。外出先から遠隔操作や

帰宅時間をあらかじめ設定して
おけば、自宅に着いた頃には、
開けていた窓シャッターが閉ま
り、エアコンも効いていて快適
なリビングが待っている…そん
な便利な暮らしを実現するの
が、スマートホームだ。
　スマートホームにとって大切
なのが、スマートメーター（次
世代電力量計）。電力会社との
通信機能を備えたメーターで、
人による検針が不要となる。ま
た、スマートホーム側の機器と
も通信可能で、計測値をスマー
トホーム側でも利用できる。そ
れによって省エネをすべきかど
うか、自動で判断する材料にな
る。スマートメーターは、電力
小売り自由化にとっても大切
で、日本でも普及が進んでい

る。
　電力小売りの自由化が先行す
るアメリカ。テキサス州では、
自由化の対象となる需要家のほ
とんどにスマートメーターの配
備が完了。そのため、ほとんど
の検針や供給停止・解除などは
遠隔で行うことができるように
なった。このスマートメーター
は、宅内とも接続でき、エネル
ギーモニターやゲートウエー、
サーモスタットなど、5つまで機
器を接続できる。
　日本のスマートメーターも同
じような機能を備えているが、
スマートホーム側の通信はいっ
たんゲートウエーに集約され
る。データを受け取ったゲート
ウエーから、モニターに電力量
を表示させたり、家電の自動制

御に役立てたりできる仕組みと
なっている。
　これが、最近良く聞かれるよ
うになったHEMS（ヘムス、
ホーム・エネルギー・マネジメ
ント・システム）。日本の
HEMSの特徴は、通信規格とし
て採用されている「ECHONET
　L I T E（エコーネットライ
ト）」。通信規格とは、いわば
情報をやりとりするための「共
通言語」。理論上ではエコー
ネットライトに対応したすべて
の家電は、HEMSのネットワー
クで結ぶことができる。海外の
規格と比較し対象の機器が幅広
く、操作を指示できる項目もき
め細やか。それを生かせば、
HEMSでの便利機能をさらに充
実させられる。
　現在は専用の端末やスマート
フォンなどで情報を見る、遠隔

操作するのが主流だが、情報の
経路としてインターネットプロ
トコルを採用しているため、ロ
ボットにしゃべりかけて、家電
を制御するといったことも容易
に行える。「たこ足配線はやめ
ましょう…」など、電気利用の
安全をPRするメッセージ機能・
サービスを追加することもでき
るかもしれない。
　日本でのHEMSは、まだまだ
普及が進んでいないだけに、ア
イデアを生み出し、ビジネスに
つなげていく余地が、現在は多
くあるといえるだろう。

3 様々な分野で
　 活用できるドローン、
　 電気保安では？

　ドローンの産業利用が拡大し
ている。農業、物流をはじめ、

各種設備の点検など、幅広い分
野で使用する取り組みが活発化
している。
　ドローンとは、現在、注目さ
れている小型の無人航空機のこ
と。空中で一定の姿勢を保った
り、スムーズに方向転換したり
する制御機能に優れている。高
性能モーターにより、搭載した
バッテリーの電気で駆動する。
従来のラジコンヘリコプターと
比べ、操縦も容易という。もと
もと軍事用に開発されたものだ
が、民生用の機種が多様化し、
用途も拡大しつつある。
　利用例としては、ドローンに
カメラなどを取り付け、撮影し
たデータを活用する取り組みが
広がっている。たとえば、自然
災害や事件・事故の発生時、そ
の現場をいち早く確認するた
め、ドローンを飛ばし、上空か
ら状況を確認するような利用が
想定されている。また、測量の
分野では、撮影した写真などか
ら、3次元による詳細なデータを
作成することに使われ始めてい
る。ドローンからレーザーを照
射するなどして、より細かく測
量することも可能になってい
る。さらに、さまざまなインフ
ラや構造物の点検に適用するこ
とも始まっている。
　課題はどこにあるか。現状、
一般の航空機の航行に影響を及
ぼすような空域や、落下した場
合に地上の人などに危害を与え

る可能性が高い空域は、国土交
通大臣の許可が必要だ。また、
操作は容易になったとはいえ、
機材はまだ高価で、ドローンの
利用を考える場合は、専門とす
る企業のサービス提供を受ける
形が一般的。ユーザーの視点か
ら、何がしたいのかを明確化
し、技術的・経済的に実現可能
かをしっかり見極める必要もあ
る。
　電気保安の分野でどう活用す
るか。「電気保安のスマート
化」を検討する国の審議会で
は、ITを活用する必要性を指
摘。すでに事業者の保安力向上
を狙った調査事業の一環とし
て、ドローンを太陽光発電シス
テムのパネル監視に適用した場
合の課題の検討などが行われて
いる。赤外線撮影でホットス
ポットと呼ばれるような、不具
合が疑われる部分を探り出すた

めの技術については、一定の有
効性を見いだしているようだ。
ただ、詳細な故障判断をはじ
め、さらなる検証も不可欠とい
う。
　電気保安を含め、設備の保守
や点検では、膨大なデータ処理
や画像診断の高度化をはじめ、
規制緩和による飛行可能空域の

拡大が求められている。機材の
低廉化、熟練した操縦者の養成
など、技術的な課題の解決や社
会的な許容の進展も望まれる。

特　集 2 電気保安や省エネで
活用が見込まれるIoT最新機器

IoTなどを活用した、電気保安のスマート化検証事業（平成28年度）

経済産業省「電気保安のスマート化に向けた検討の進捗状況について」から抜粋

効率的な情報収集 効率的な情報伝達・整理 高度な判断

光ファイバー歪みセンサ

各種センサ

監視カメラによる
遠隔での点検・監視システム

センサデータ等の
一元管理システム

データ分析に基づく
故障予測モデル、異常検知モデル

データ分析に基づく
故障予測モデル、異常検知モデル

ドローンによる
パネル監視

PCS監視
制御装置

故障検知ライブラリによる
故障対応伝達 AIによる故障予測、異常検知

統合監視制御システム AIによる故障予測、異常検知
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第138 回

大田原市

なかがわ水遊園  
栃木県北東部。日本でも有数の鮎の漁獲量を誇る
那珂川と箒川に囲まれた大田原市には、
淡水魚に特化した水族館があると聞き、さっそく訪れた。　

　水族館というとカラフルな熱帯魚、アシカやイル
カのショーなどを思い浮かべる人が多いだろう。し
かし、澄んだ淡水にすむ魚の綺麗さや品格のある顔
に魅力を感じるという人も少なくない。そんなコア
な魚好きにおすすめしたいのが、淡水魚に特化した

「なかがわ水遊園」。栃木県唯一の水族館とし、今年
で開園16年目を迎える人気のスポットだ。
　施設は那珂川のほとりに位置し、総面積25ヘクタ
ール、東京ドーム約5.3個分の広さを誇る。大きな
池を中心に、「おもしろ魚館」「お魚ふれあいステー
ション」「水の広場」「お花畑」などがあり、自然の
なかで魚たちを見たり触れたりできる公園となって
いる。
　メーンは300種類約2万尾の魚が展示されている

「おもしろ魚館」。まるで池に浮かんでいるかのよう
な、ガラス張りの近代的な建物が特徴だ。
　展示は那珂川にすむ魚を展示した「那珂川ゾーン」、
世界最大級の大河アマゾン川の魚を展示した「世界
の川ゾーン」、そしてサンゴ礁や色鮮やかな海の魚
を展示した「あこがれの海ゾーン」と3つのカテゴ

DATA: なかがわ水遊園

 

立ち寄り観光名所

リーに分かれ、それぞれ個性的な演出で来場者を魅
了する。
　一般的な水族館は暗い館内にライトアップされた
水槽が浮かび上がる展示が多いが、こちらは自然光
が射し込むナチュラルな空間が広がっている。特に、

「那珂川ゾーン」の水槽は屋外にあり、周りには本
物の岩や植物が配置されているのが特徴。木漏れ日
が射し込んだ水槽を横から見ていると、まるで自分

が川の中にいるような気分になる。
　現在、那珂川には約70種類の魚がすんでいるそう
だが、その大半を見られるのは、ここならでは。ウ
グイ、ハゼ、アユといったお馴染みの魚はもちろん
のこと、イトウ、アカメといった全国の希少魚も展
示されているので見逃せない。淡水魚は熱帯魚に比
べ地味だと思われがちだが、よく見ると模様や顔が
個性的であることが分かり、少しだけファン心理が
理解できた。
　「世界の川ゾーン」は温室ドームがトップライト
になっているので明るく、魚の色や模様がとてもよ
く観察できる。なかでも目を引くのが、世界最大級
の淡水魚であり、淡水魚ファンのヒーロー的存在で
もあるピラルクー。こちらで出迎えてくれるのは、

“長さん”、“チョビ”、“ロク”という愛称の3匹だ。
長さんの名前の由来は、いかりや長介さんなのか!?
　下唇が厚い愛嬌のある顔は、見る者をみな笑顔に
する魅力がある。そして、彼らの食事風景が見られ
る「お食事タイム」（毎日14：30 ～）は必見！　ス
タッフがエサを投げると、大きな口を開けて「バク
っ」と食べる様は迫力満点だ。

　さらに順路を進むと熱帯植物が植栽されているゾ
ーンに行きあたるのだが、そこにはなんとカピバラ
の姿が！　水族館にカピバラ？　と不思議に思った
が、実は彼らはアマゾン熱帯雨林の水辺で生活し、
泳ぎも大変得意なのだとか。この日は丘にたたずん
でいたが、タイミングによってはピラルクーとカピ
バラが一緒に泳いでいる光景を見ることができます。
　一転、「あこがれの海ゾーン」では、絵に描いた
ような美しい海の魚たちが気持ちよさそうに泳いで
いる。なかでも、アニメ映画「ファインディング・
ドリー」のキャラクターにもなったナンヨウハギは
子ども達の人気者だ。
　展示をすべて見終わったあとも、お楽しみは続く。
実は、ピラルクーは現地で高級食材として重宝され
ているらしく、館内のレストランではその味を確か
めることができるのだ。直輸入されたピラルクーを
使ったソテーやハンバーガーは淡泊でクセがなく、
大好評なのだとか。土日限定ではあるが、興味のあ
る方はぜひ。これからの時期は「お魚ふれあいステ
ーション」での釣りやつかみ取り体験もおすすめだ。
ぜひ一度、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！

栃木県大田原市佐良土2686
［TEL］0287-98-3055

： JR那須塩原駅よりバスで70分。またはJR西那須野駅よりバスで40分。
： 東北自動車道西那須野塩原ICより国道400号経由で約45分、または矢板ICより約50分。
： 9:30～16:30（夏休み期間は～17:00）
  ※おもしろ魚館展示ゾーンへの入館は、閉館30分前まで
： 月曜（休日の場合は翌日）、毎月第4木曜　※夏休み期間は無休
： 大人600円、子ども（小・中学生）250円（おもしろ魚館展示ゾーン）

電車の場合
車の場合
開園時間

休園日
観覧料

● いわむらかずお絵本の丘美術館
TEL： 0287-92-5514
国内だけでなく世界中で親しまれている絵本「14ひ
きのシリーズ」の原画などが展示されている。文字
通り丘の上にあり、清流那珂川を見下ろす眺めも最
高。見学後は手作りケーキが人気のティールームで
のんびり過ごすのも楽しい。
10:00～17:00（入館は16:30まで）。
月曜休館。大人900円ほか。

● 山あげ会館
TEL： 0287-84-1977
国の重要無形民俗文化財「烏山の山あげ行事」に
関する資料や山あげ祭に使う屋台の展示、さらに大
型スクリーンではミニチュアを使った祭の再現シー
ンを見ることができる。物産コーナーには地元の特
産品が並んでおり、お土産探しにも便利。
9:00～16:00。火曜定休。
一般250円、小中学生以下100円。

栃木県で唯一の
水族館「なかがわ水遊園」の
象徴ともいえるガラスドームの
「おもしろ魚館」

釣り池では初心者や子どもでも気軽にトライできる
五目釣りやニジマス釣りも楽しめる（有料）

1

2
3
4
5

アマゾン川の中を散歩している気分になるアクアコリドール（チューブ型トンネル）があるアマゾン
大水槽には、多彩な魚たちがいっぱい！
世界最大級の淡水魚「ピラルクー」の体長は２～３メートル。悠 と々泳ぐ姿はかっこいい
カピバラの茶々丸くん。運が良ければ、ピラルクーと一緒に泳いでいるところも見られるかも！？
ヒトの角質を食べるガラルファのタッチング体験も可能。指を入れると、一斉に集まってくる
見るだけでなく魚や川のことを学ぶ「おさかな研究室」も開催

（記事提供　電気新聞）

1 2

4 5

3

水槽を外につくり、河川敷の景観とともに
魚を見せる展示が特徴の「那珂川ゾーン」

294

400

400

293

4614

なかがわ水遊園

山あげ会館

いわむらかずお
絵本の丘美術館

烏山駅

西那須野駅
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那須塩原駅
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気工作物を設置する場合─

第 回

電気事業法と各種手続き（1）

新年度に入り、新たに電気保安担当業務に従事する方や、
電気保安業務に長年従事しているが、
電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、
電気事業法と各種手続きについて解説します。

A

A

A

　電気事業法は、その目的として第1条に、

「電気事業の運営を適正かつ合理的にするた

め電気の使用者の利益を保護し、電気事業の健全な

発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び

運用を規制することによって、公共の安全を確保し

環境の保全を図ることを目的にする」とあり、電気

事業の運営について規定したものですが、電気工作

物の安全な設置、維持管理に関してもさまざまな義

務を示しています。

　電気事業法では、電気工作物を設置する者

の義務について、以下のように定めています。

　「設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で

定める技術基準に適合するように維持しなければな

らない」（第39条）。

　「設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で

定めるところにより、保安を一体的に確保すること

が必要な事業用の電気工作物の組織ごとに保安規程

を定め、その使用前に主務大臣に届け出なければな

らない」（第42条）。

　「設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主

任技術者を選任しなければならない」（第43条）。

　これらの3点は、お客さま自身による自主保安体

制（用語解説）の確立に不可欠なものです。

　電気工作物とは、電

気事業法第2条の中で

「発電、変電、送電若しくは

配電又は電気の使用のために

設置する機械、器具、ダム、

水路、貯水池、電線路その他

の工作物（船舶、車両又は航

空機に設置されるものその他

の政令で定めるものを除く）」

と定義されています。

　具体的には、一般住宅や低

圧で受電する小規模の店舗な

どは「一般用電気工作物」、発

電所や変電所、送電線、配電

線など電力会社などが電気事業のために設置・運用

しているものは「事業用電気工作物」。また、一般用、

電気事業用以外の電気工作物で、工場やビルなどに

設置されているものを「自家用電気工作物」といいま

す（下図）。

A 　例えば、電気主任技術者を選任しないで、

不在のままにした場合や、届け出を怠った

り、虚偽の届け出をした場合に罰金を科せられた

りすることがありますので、必ず期日までに電気

主任技術者を選任し所定の手続きで届け出てくだ

さい（下表参照）。

Q 4 自主保安の義務を怠ると
どうなりますか？

A 　自家用電気工作物を設置する場合、高圧受

電の需要設備及び1000kW未満の発電設備に

ついては、電気保安管理業務を外部に委託すること

ができ、電気保安協会に委託することができます。

関東電気保安協会では、顧客からの委託を受けて、

電気設備の各種保安管理を行うとともに、各種手続

き書類の作成サポート、アドバイスを行っています。

　どういう書類を作成し、どこに届け出るのか。質

問があれば、関東電気保安協会に問い合わせてくだ

さい。

Q 5 わが社には、電気主任技術者も
いないし法律的にも詳しい人が
いないのですが……

Q 1 「電気事業法」は、電気事業に
関係のある法律であり、　
電気保安に関係がないのでは？

Q 3 新たに工場（自家用電気工作物）
を建設するときに電気事業法では
どのような義務がありますか？

Q 2 「電気工作物」とは、具体的に
何をいうのでしょうか？

（記事提供　電気新聞）

53

「保安規程届出書」「保安規程」 
「電気主任技術者関係書類」 
執務形態によって下記の書類を提出 
●有資格者選任･･･ 
　「主任技術者選任又は解任届出書」 
●有資格者以外の選任･･･ 
　「主任技術者選任許可申請書」 
●有資格者の兼任･･･ 
　「主任技術者兼任承認申請書」 
●外部委託･･･ 
　「保安管理業務外部委託承認申請書」 
　「工事計画届出書」 
　（対象設備がある場合） 
　「使用前自己確認結果届出書」 
　（対象設備がある場合） 

提出期限届出先窓口届出者届出書類

設置者 産業保安監督部電力安全課

電力会社に電気使用申込書を
提出する時と同時

工事着工 30日前

使用開始前

自家用電気工作物を新設する場合

　電気事業法では、「電気工作物の設置者が自主保安体制を確立し、波及事故
や電気事故を防止する義務がある」とされています。また、設置者は自ら保安
規程を定め、電気主任技術者を選任し、電気工作物の保安管理を実施すること
が求められています。
　保安管理を適格に行うには、設置者だけでなく、電気主任技術者、保安管理
業務受託者など電気保安にかかわる関係者の役割が重要です。

自主保安体制

電気工作物

一般用電気工作物
（一般家庭や小規模の店舗など）

事業用電気工作物

電気事業に供する電気工作物
（電力会社等の設備）

自家用電気工作物
（一般用、電気事業用以外の電気工作物。工場、ビルなど）

▶用語解説
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電気工作物の保安規程など、
電子処理で処理効率化へ

東京電力パワーグリッド、
地中送電ケーブル火災の
再発防止を経産省に報告

　経済産業省は、電気工作物に関する保安規程など

の届け出を事業者が各産業保安監督部に紙ベースで

行っている産業保安関連の申請について、オンライ

ン化に着手する方針を固めました。

　各関係法令の改正やシステム構築などを進め、

2019年度中に電子申請システムの利用開始を目指し

ます。

　事業者側のメリットとしては、申請のたびに各監

督部を訪問する必要がなくなります。また、誤記入

に対してエラー表示が出ることで形式上の不備がな

くなることに加え、監督部と事業者がシステム上で、

リアルタイムにやりとりや修正ができるようになり

ます。

　監督部は全国に10カ所あり、申請数は年間で計約

25万件に達しています。オンライン化に向けて、不

要なプロセスや過剰な書類の整理、監督部間での処

理方法の標準化を図ると共に、機械的な処理の導入

により、各種情報がデータベースに自動で反映され

るシステムの構築も目指します。

　また、経産省によると、オンライン化によって監

督部での処理時間が全体で6割程度削減できると試

算。これまで審査に充てていた時間を立ち入り検査

の増加に回すことで、保安水準が大幅に向上する、

としています。

　一方、事業者側にとっても、紙書類の作成・確認

時間が削減でき、監督部への訪問回数が大幅に減る

ことで、申請事務の約3割が削減可能となると経産

省は試算しています。

　しかし、安全上重要な審査に関しては、従来通り

紙ベースで申請することになりそうで、電気設備に

関する配線図といった図面関係などがその対象とな

る見込みです。

　東京電力パワーグリッド（東電PG）はこのほど、

2016年10月12日に埼玉県新座市で発生した地中送

電ケーブル火災について、推定原因や今後の対策と

再発防止策を経済産業省に報告しました。

　東電PGは、火災が発生した27万5千ボルト城北

線3番の当該ケーブルに加え、同様の施工法や経年

数のケーブルなど合計21本を解体検査した結果、接

続部での漏電（絶縁破壊）により火花が発生、それ

が絶縁油に引火したことが原因と推定。具体的には、

OF（油絶縁）ケーブル接続部に施工時に生じた隙間

が導体のたわみや通電による発熱などで徐々に拡大

し、そこに絶縁油と硫黄などが反応した化合物が蓄

積して部分放電が生じ、絶縁性能劣化が進んだと推

定しました。

　東電PGは、同様の事例がないことから、今回の

件は、極めてまれな事象で、施工不良とは考えられ

ないと分析する一方、震災後の油中ガス分析で劣化

進展を示すアセチレンが増えており、震災の揺れの

影響もあったのではないか、と推測しています。

　報告書では、今後、部分放電を常時監視する測定

機器の設置などを進めるほか、エリア内にある27万

5千ボルトのOFケーブル、約720キロメートルを30

年以内にCV（架橋ポリエチレン）ケーブルに更新。

また、ケーブル劣化を多面的に評価するため、油中

ガス分析に複数の手法を導入する方針と、ガス分析

の頻度を6年に1度から3年に1度に増やすなどの再

発防止策を進めるとしています。

（記事提供　電気新聞）

online

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 !!
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。
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

PAS・UGSの取り付け

PAS・UGSの取り付け
　工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点にPASやUGSの設置をしましょう。
　設置されていないと、お客さま構内で電気事故が発生した時に構内だけでは治まらず地域一帯を
停電させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。
　電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会社
側の遮断器等が作動して事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお客さま
すべてが停電することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。
　架空引込みの場合はPAS、地中引込みにおいてはUGSの設置になります。波及事故を起こさない
ためにも必ず設置するようにしましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

LED照明に取り替えたい
けど、何か注意する
ことはある？

意は以下の通りです。

●2灯式及び3灯式の器具の場

合、従前の蛍光灯と直管

LEDランプの併用はできま

せん。

●器具の改造などは、火災や

漏電の原因になることがあ

りますのでメーカーと相談

の上、実施してください。

●安定器を接続しないように、

直管LEDランプ用に器具の

改造を行った場合、その器

具で蛍光灯の使用はできま

せん（使用するには再度改

造が必要になります）。

●安定器が接続されたまま直

管LEDランプを使用してい

る場合、安定器に不具合が

発生してもそのまま点灯し

ていることがあります。故

障に気がつかずに使用し続

け事故に結びつく可能性が

あります。

●安定器が完全に故障した場

合は、直管LEDランプが正

常でも点灯しません。

　また、工事が不要な直管LED

ランプであっても、既存の蛍光

灯照明器具に適応できるタイプ

が様々です。

●スタータ形のみ適応

●スタータ形・ラピッドスタ

ート形のみ適応

●インバータ形のみ適応

　適応していないタイプの直管

LEDランプを使用すると火災な

どの重大事故を引き起こす恐れ

があります。照明器具はおよそ

10年で経年劣化による故障が多

くなってきます。取り替える際

にはこれらも考慮して安全に使

用するようにしましょう。

　昨今の電気料金等の

上昇や、省エネルギー

の観点から照明をLED

に取り替える方も多いかと思い

ます。しかし、直管LEDランプは、

取り付ける器具によって故障し

たり、場合によっては火災の原

因になることもあります。今回

は直管LEDランプの取り付けに

ついて紹介します。

◆　　◆　　◆

　直管LEDランプを取り付ける

ための口金は、

1.旧来の蛍光灯の口金（G-13）

2.直管LEDランプ専用の口金

（GX16t-5）

の2種類があります。

　このうち、直管LEDランプ専

用の口金（GX16t-5）については、

蛍光灯よりも重いLEDランプを

支えられるような設計となって

いること、また、誤った方向で

取り付けができないように両端

の端子の形状が異なる、など安

全性が高くなっています。

　一方、蛍光灯の口金を使うタ

イプは、取り付け費用が安価で

手軽につけられるというメリッ

トはありますが、取り付け時に

配線を変更する工事が発生した

り、安定器の取り外しを行わな

ければならない場合があります。

既存の蛍光灯照明器具に直管

LEDランプを取り付ける際の注

G-13 GX16t-5

GX16t-5
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補助金業務支援事業のご案内

省エネ補助金制度を活用した
より効果的な省エネ・省コストの実現を支援します

省エネ
試算

最適な
補助事業
の選定

書類作成

経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金の実施期間は
交付決定日から平成30年1月末までです（申請は平成29年5月上旬開始予定から約1カ月間）。

補助金に関するご相談・ご質問は当協会ソリューション営業部（03-6453-8853）まで
お気軽にお問い合わせください。

当協会では省エネ設備の改修時など
に使用できる各種補助金制度の
トータルサポートを行っています。

機械の更新に補助金を使いたいのですが
仕組みがよくわからないし、
申請が面倒ではありませんか？


