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ちょっとひと息 群馬県立近代美術館

富岡八幡宮例祭（深川八幡祭り）　東京都
毎年8月15日を中心に開催される富岡八幡宮の例祭は、「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤
坂の日枝神社の「山王祭」、神田明神の「神田祭」とともに「江戸三大祭」の一つに数え
られています。3年に1度、本祭りが開催され、大小あわせて120数基の町神輿が担がれ、
そのうち大神輿ばかり53基が勢揃いして連合渡御する様子は「深川八幡祭り」ならではです。
今年はその本祭りで、8月12日「神幸祭」、8月13日「神輿連合渡御」、8月15日「例祭」
の日程で開催されます。また「水掛け祭」の別名があり、沿道の観衆からバケツで、また
は消防車からの放水と担ぎ手に水が浴びせられ、担ぎ手と観衆が一体となって祭りを盛り上
げます。

　安全かつクリーンなエネルギーである電気は、日
常社会生活から産業活動などあらゆる分野で欠か
せないものとなっていますが、その使用方法などを
誤ると大きな事故につながります。
　平成28年度の関東東北産業保安監督部の関東
管内における自家用電気工作物電気事故の速報値
は、感電負傷事故は前年度並みの18件、感電死
亡事故は前年度0件から3件に、近隣地域を停電
させてしまう波及事故は35件減少し82件でした。
　また、東京消防庁の発表による平成27年度の電
気火災の概要は、電気設備機器火災が1,047件（全
火災件数の23.6%）発生し、そのうちコンセントや
プラグなど配線器具関係が215件、電気コードや
屋内配線関係が174件でした。
　このような電気関連の事故は、軽装になり水に
接する機会が多く、高温多湿の影響などで集中力
が低下しがちな夏場に多く発生しています。

　そこで、毎年8月は、経済産業省が主唱する「電
気使用安全月間」運動が展開され、電気事故の防
止を呼びかけています。
　当協会も、「電気使用安全月間」に積極的に参
加し、電気事故や電気火災を防止するための活動
を展開いたします。
　家庭、商店、工場等の低圧受電設備ご利用の皆
さまには、「電気安全出張相談所・電気安全講習会」
の開設や4年に1回行われる定期調査時に安全に
電気を使用する方法や電気のムダのない使い方など
をＰＲさせていただきます。また、工場やビルなど
の高圧受電設備の自家用電気工作物の設置者の皆
さまには、「保安講習会」の開催や電気設備の点
検時に耐用年数の経過した電気設備・ケーブルの
更新提案をさせていただきますので、事故防止の
観点から改修のご検討をお願いいたします。

「電気使用安全月間」にあたって

一般財団法人　関東電気保安協会

常務理事　鈴木　隆治

第37回電気安全講演会開催
　当協会では、月間中、安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止に寄与するため、各地で電気安
全出張相談所や電気安全に関する講習会などを開催します。
　電気使用安全月間行事のひとつとして、第37回電気安全講演会を次のとおり開催いたします。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

講演
講師

特別講演
講演者
日時

場所
交通

「最近の電気事故について」
関東東北産業保安監督部　電力安全課
講演テーマ「天達から見た地球温暖化とこれからのエネルギー」
気象予報士　天達 武史氏
平成29年8月8日(火) 午後13：00～15：55（入場無料）
 午後12：00から受付開始
きゅりあん（品川区立総合区民会館）　東京都品川区東大井5-18-1
JR／大井町駅下車（徒歩1分）
りんかい線／大井町駅下車（徒歩１分）

※お問い合わせは関東電気保安協会広報部TEL03-6453-8888（代表）までお気軽にどうぞ。

安全エレちゃんのQ&A 家庭用の分電盤の役割を教えて？ また、どこに設置してもいいの？

21

お客さまこんにちは　株式会社不二製作所
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　高圧自家用設備は電力会社の配電用変電所から供
給されています。この配電線を使用している高圧自
家用設備内で事故(地絡・短絡・過負荷等)が発生し
た場合、速やかに事故を検出して電気を遮断する役
割として高圧自家用設備内に遮断装置があります。
しかし、高圧自家用設備内であっても検出範囲外の
事故の場合は、電力会社の配電用変電所に設置され

ている遮断装置が動作して事故区域を切り離すため
「波及事故」となるのです。なお、1配電線からは平
均1,500軒に電気が送られていますので、停電によ
る影響は大きいです。
　具体的に、電力会社から高圧架空線で受電してい
る図1の高圧受電設備(キュービクル)でご説明しま
す。
　図1の「責任分界点」とは、電力会社と高圧自家
用設備の保安上の責任範囲を示すところです。万一、

皆さまの生活に欠かすことができない電気。
日常、何気なく使用していますが、
いざ、停電になって困ってしまった経験があると思います。
今では、広域停電によるインフラ停止は人的、社会的にも大きな影響を及ぼします。
そのような社会環境の中で、お客さまの自家用設備の事故が原因で電力会社の
配電所の電気供給を停止させてしまう「波及事故」を起こしてしまっては大変です。
今号では、「波及事故」の原因と対策についてご紹介します。

Ⅰ どうして「波及事故」になるの？

Ⅱ「波及事故」の防止策とは？

この責任分界点より高圧自家用設備側で高圧事故が
発生した場合、自家用設備側に設置されている遮断
装置で適正に事故を遮断すれば、自家用設備側だけ
の停電事故で済みます。自家用設備側で遮断できな
ければ、それより上位、すなわち電力会社の配電用
変電所の遮断装置が事故を遮断しますので、遮断し
た配電線につながっている平均1,500軒の設備が停
電となります。　
　図1のように主遮断装置がキュービクル内に設置
されている場合、万一、事故の発生箇所が主遮断装

置の負荷側であれば主遮断装置が動作して事故点を
切り離し波及事故とはなりませんが、主遮断装置よ
りも電源側の高圧ケーブル等で発生した事故は検出
範囲外となり、これより上位の電力会社の配電線の
遮断装置を動作させ「波及事故」となります。

　そこで、責任分界点より自家用設備側での事故は
自家用設備側で遮断するためには、図2のように責

波及事故 防止対策について 任分界点により近い構内1号柱上に、地絡継電装置
付高圧交流負荷開閉器(ＧＲ付ＰＡＳ・ＧＲ付ＰＧＳ)
を設置します。
　なお、電力会社から地中線で受電する場合は、責
任分界点となる高圧キャビネット内に地中線用ＧＲ
付高圧交流負荷開閉器(ＵＧＳ・ＵＡＳ)を設置しま
す。

　代表的な事故例は、高圧引込ケーブルが自然劣化
(経年劣化)で、絶縁体中に「水トリー」が発生し、

その箇所が絶縁破壊する地絡事故です。
　この「水トリー」とは、主にケーブルシース(ケ
ーブル被覆)の透過吸水などにより絶縁体に浸入し
た水分を起点に絶縁体である架橋ポリエチレンに小
さな亀裂が発生し樹枝（tree）状に成長する現象を
いいます。
　よって、高圧ケーブルが地中または湿気のあるハ
ンドホール内に長期間敷設している環境では「水ト
リー」に注意が必要です。この対策として、当協会
では高圧ケーブルの更新目安を20年としていますが
計画的な更新や「水トリー」対策とした「Ｅ―Ｅタ
イプ（3層同時押出）」のケーブルの選定があります。
　その他、公衆過失として、地中埋設の高圧引込ケ
ーブルを掘削工事中に損傷させ絶縁破壊する事故も
発生しています。この対策として、高圧ケーブル埋
設箇所の表示やケーブル標識シートの埋設がありま
す。また、ケーブル埋設近くで掘削工事の予定があ
る場合は、必ず担当検査員へご連絡ください。
　自然災害として、構内1号柱上のＧＲ付ＰＡＳに

雷が浸入し絶縁破壊して「波及事
故」となった事例もあります。こ
の対策として、避雷器内蔵のＧＲ
付ＰＡＳ又はＧＲ付ＰＡＳの近傍
に避雷器を取付けることです。
　最後に、当協会では「波及事故」
防止のため、ＧＲ付ＰＡＳやＵＧＳの設置をお願い
しておりますが、ＧＲ付ＰＡＳ設置後15年、ＵＧＳ設
置後20年のお客さまには更新のお奨めをしておりま
すので、詳しくは担当検査員にご相談ください。

図1 図2

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点
ケーブル

お客さま構内

主遮断装置

保護範囲 保護範囲

キュービクル

構内1号柱

ケーブル

お客さま構内

キュービクル

構内1号柱

地絡継電装置付高圧交流気中負荷開閉器
（GR付PAS）

事故点

事故点

ガシ
ャ

ガシャ
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　高圧自家用設備は電力会社の配電用変電所から供
給されています。この配電線を使用している高圧自
家用設備内で事故(地絡・短絡・過負荷等)が発生し
た場合、速やかに事故を検出して電気を遮断する役
割として高圧自家用設備内に遮断装置があります。
しかし、高圧自家用設備内であっても検出範囲外の
事故の場合は、電力会社の配電用変電所に設置され

ている遮断装置が動作して事故区域を切り離すため
「波及事故」となるのです。なお、1配電線からは平
均1,500軒に電気が送られていますので、停電によ
る影響は大きいです。
　具体的に、電力会社から高圧架空線で受電してい
る図1の高圧受電設備(キュービクル)でご説明しま
す。
　図1の「責任分界点」とは、電力会社と高圧自家
用設備の保安上の責任範囲を示すところです。万一、

この責任分界点より高圧自家用設備側で高圧事故が
発生した場合、自家用設備側に設置されている遮断
装置で適正に事故を遮断すれば、自家用設備側だけ
の停電事故で済みます。自家用設備側で遮断できな
ければ、それより上位、すなわち電力会社の配電用
変電所の遮断装置が事故を遮断しますので、遮断し
た配電線につながっている平均1,500軒の設備が停
電となります。　
　図1のように主遮断装置がキュービクル内に設置
されている場合、万一、事故の発生箇所が主遮断装

置の負荷側であれば主遮断装置が動作して事故点を
切り離し波及事故とはなりませんが、主遮断装置よ
りも電源側の高圧ケーブル等で発生した事故は検出
範囲外となり、これより上位の電力会社の配電線の
遮断装置を動作させ「波及事故」となります。

　そこで、責任分界点より自家用設備側での事故は
自家用設備側で遮断するためには、図2のように責

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7・8月号
問　題

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
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想
（誌面へのご感想・保安協会へのご意見等お聞かせください）

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
［応募フォームのアドレス］ https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

平成29年9月20日必着

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。

右 手
応募総数…1,600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

Ⅲ ＧＲ付ＰＡＳやＵＧＳがないために「波及事故」となった例は？

任分界点により近い構内1号柱上に、地絡継電装置
付高圧交流負荷開閉器(ＧＲ付ＰＡＳ・ＧＲ付ＰＧＳ)
を設置します。
　なお、電力会社から地中線で受電する場合は、責
任分界点となる高圧キャビネット内に地中線用ＧＲ
付高圧交流負荷開閉器(ＵＧＳ・ＵＡＳ)を設置しま
す。

　代表的な事故例は、高圧引込ケーブルが自然劣化
(経年劣化)で、絶縁体中に「水トリー」が発生し、

3・4月号正解

その箇所が絶縁破壊する地絡事故です。
　この「水トリー」とは、主にケーブルシース(ケ
ーブル被覆)の透過吸水などにより絶縁体に浸入し
た水分を起点に絶縁体である架橋ポリエチレンに小
さな亀裂が発生し樹枝（tree）状に成長する現象を
いいます。
　よって、高圧ケーブルが地中または湿気のあるハ
ンドホール内に長期間敷設している環境では「水ト
リー」に注意が必要です。この対策として、当協会
では高圧ケーブルの更新目安を20年としていますが
計画的な更新や「水トリー」対策とした「Ｅ―Ｅタ
イプ（3層同時押出）」のケーブルの選定があります。
　その他、公衆過失として、地中埋設の高圧引込ケ
ーブルを掘削工事中に損傷させ絶縁破壊する事故も
発生しています。この対策として、高圧ケーブル埋
設箇所の表示やケーブル標識シートの埋設がありま
す。また、ケーブル埋設近くで掘削工事の予定があ
る場合は、必ず担当検査員へご連絡ください。
　自然災害として、構内1号柱上のＧＲ付ＰＡＳに

雷が浸入し絶縁破壊して「波及事
故」となった事例もあります。こ
の対策として、避雷器内蔵のＧＲ
付ＰＡＳ又はＧＲ付ＰＡＳの近傍
に避雷器を取付けることです。
　最後に、当協会では「波及事故」
防止のため、ＧＲ付ＰＡＳやＵＧＳの設置をお願い
しておりますが、ＧＲ付ＰＡＳ設置後15年、ＵＧＳ設
置後20年のお客さまには更新のお奨めをしておりま
すので、詳しくは担当検査員にご相談ください。

波及事故 防止対策について

雷の直撃を受けてしまったGR付PAS

図3　水トリー

図3　ケーブル埋設表示の方法
◀
実際に水トリーが発生した
ケーブルの断面
（白い部分が水トリー）

▲　高圧引込ケーブルがハンドホール内で冠水している様子

▼
水トリーが原因で
損傷した高圧ケーブル

埋設された
高圧引込ケーブルの場合、
掘削工事などによって
損傷を受けないように
手段を講じることが
重要です

避雷器内蔵のタイプか、
近くに避雷器を設置する
ことで、GR付PASへの
落雷のリスクを
低減できます

平成29年11・12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。

〇〇〇〇とは、主にケーブルシース（ケーブル被覆）の
透過吸水などにより絶縁体に浸入した水分を起点に絶
縁体である架橋ポリエチレンに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。
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練馬事業所　奥山　正芳

の 記 録 から現場
小さな侵入者

　当協会とご契約いただいてい
るお客さまには24時間、経験豊
富な電気技術者が緊急出動でき
る態勢をとっています。迅速に
出動し、応急措置・原因究明を
行い、再発防止策をご提案させ
ていただきます。

　今回は、お客さまから総合監
視指令センターへ連絡が入り出
動した事例の中から、電気室に

ネズミが侵入したことによる電
気事故が発生した例をご紹介し
ます。

◆　　◆　　◆
　当直をしていたある日、お客
さまから総合監視指令センター
へ「全館停電しているので、す
ぐ来て欲しい」との連絡が入り
ました。早期復旧のため現場に
駆けつけ、お客さまに直接お話
を伺うと「突然ビル全体が停電
した」とのことでした。
　高圧受電設備に原因があると
判断し、お客さま設備データを
確認していたのでUGS（地中線
用GR付負荷開閉器）が設置され
ていることを事前に知っていた
ことから、地上にある高圧キャ
ビネットの確認に向かいました。

　高圧キャビネット前に到着し
UGSの状態を確認すると、地絡
動作表示があり、UGSは開放状
態でした。全館停電でエレベー
ターが使えないため外階段で10
階屋上の電気室へ向かい、地絡
動作した原因を調査していきま
す。
　屋上に到着し、安全作業のた
めの措置をしたあと、高圧絶縁
測定を実施しました。引込ケー
ブル・所内ともに基準値以上の
絶縁抵抗値があったので、さら
に原因を探るために電気室内を
くまなく調べることにしました。
すると、主遮断器であるVCB（真
空遮断器）の床下に、ネズミの
死骸を発見しました。死骸の焦
げ具合から感電死したと思われ、

死骸位置から推測すると、VCB
電源側にあるDS（断路器）の充
電部分に接触し、感電した可能
性が高く、DSの状態を詳細に調
べました。1相にネズミが接触し
たあとが確認できたため、感電
した際にUGSが動作したと判断
しました。
　このネズミが入り込んだと思
われる侵入口を探しました。す
ると、低圧配線引出部分のパテ
にネズミがかじった歯形跡があ
り、ここから侵入したと判明し
ました。再発防止のため、パテ
を使ってさらに入念に穴を塞ぎ、
他に異常の無いことを確認して
復旧しました。

　ネズミの入り込むことのでき
る穴の大きさは、子ネズミなら
1.5cm、大人ネズミでも2.5 ～
3.0cmあれば侵入できると言わ
れており、1円玉大の穴があれば
ネズミは侵入できることになり
ます。小動物が侵入した形跡が
ないか、穴を開けられた形跡が
ないかを月次・年次点検で確認し、
もしネズミの足跡や糞を発見し
たら早急に対策を取ることが必
要です。

　今回、ネズミがパテをかじり、
穴を開けて侵入したことで全館
停電になってしまいましたが、

UGSが設置されていたため波及
事故には至りませんでした。も
しUGSの設置が無いことにより
波及事故に至っていれば、突然
の停電により社会的に大きな影
響を及ぼすだけでなく、高額な
損害賠償金の支払いが発生する
危険性もありました。

　このように、小動物が侵入し
ないよう最善の措置と定期的な
点検をすることも重要ですが、
万が一、小動物が侵入した場合
でも波及事故を未然に防止する
ためのUGSを設置することが重
要だと改めて思わされる事故で
した。
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天皇陛下も視察された技術力

　2011年10月、天皇陛下が東京
都江戸川区の企業をご訪問。敷
地内にある工場でブラスト加工
の実演を視察された陛下は、
「新しい加工技術を向上させるこ
とで、日本の産業の発展に貢献
していることを感じられました。
これからも頑張ってください」
と述べられました。この会社と
いうのが、今回ご紹介する不二
製作所です。
　一般的にはあまり聞き慣れな
い言葉かもしれませんが、ブラ
ストとは、自動車、航空機、建材、
電子部品、半導体、産業部品など、
私たちが普段よく目にするもの

に施されている表面処理加工法
です。
　例えば、自動車のエンジン周
りやミッションギアの部品の多
くは、耐久性や強度を向上させ
るためにブラスト加工が施され
ています。また、ゴルフクラブ
表面にブラスト加工を施すと、
飛距離が伸びるという効果もあ
るのです。

ブラスト業界の
リーディングカンパニー

　ブラストにはいくつか種類が
ありますが、不二製作所はブラ
スト（サンドブラスト）分野に
おける世界的なリーディングカ
ンパニーです。ブラストは、砂

や金属などでできた研磨材を高
圧で噴射して表面を加工する方
法です。
　研磨材の数は400種類以上にも
のぼります。その中から製品の
性質や目的に合わせて最適なも
のを選び、噴射方式や噴射量、
圧力を調整していきます。毎回
異なる条件下で加工のクオリテ
ィを維持するのは難しいことで
すが、それを可能にしているのは、
不二製作所が豊富な実績を持ち、
国内最大規模の技術スタッフを
擁しているからに他なりません。
　ブラスト装置と研磨材の製造・
販売、ブラストの受注加工が主
な事業内容ですが、不二製作所
は他にもブラスト装置のレンタ
ルなど、お客さまのご要望に合
わせてさまざまなサービスを提
供しています。
　メンテナンスに力を入れてい
るのもその一環です。不二製作
所は、お客さまに納入した装置
を定期的に保守点検するととも
に、不具合が発生した場合は迅
速に修理対応をしています。
　このような行き届いたアフタ
ーフォローが顧客満足度の向上
に繋がり、同社が多岐にわたる

業界のお客さまを獲得してきた
理由の一つであることは、間違
いないでしょう。

不二製作所の強みとは

　もともとコンプレッサーの製
造会社として創業された不二製
作所。そこで培ったノウハウを
活かし、1957年にブラスト分野
に参入しました。そして、お客
さまの多様なニーズに応えるう
ちに新技術を次々と開発してい
ったのです。
　同社のブラスト装置の納入実
績はいまや約3万台を超え、国内
に三つの営業拠点と三つの工場、

タイにフジ・
ブラステック
タイランドを
構えるまでに
なりました。
　「当社の強
みは、何とい
っても営業・
開発・設計・
製造までを社
内で一貫して

行える『研究開発企業』である
こと。お客さまのご要望にきめ
細やかでスピーディな対応がで
きるのはそのためです」
と、担当者の太田さん。さらに
こう続けます。
　「自由闊達な企業風土が醸成さ
れているのも強みかもしれませ
んね。不二製作所はいい意味で
会社らしくない会社だと思いま
す。雰囲気が堅苦しくなくて、
上司部下の垣根は低い。休日に
部長クラスの上司と旅行したり、
ゴルフや野球を楽しんだりする
ほど、人間関係も良好ですよ」
　お客さま第一主義を貫くには、

立場に関係なく意見が言えたり、
部門を越えてスムーズに情報が
共有できたりする環境が必要で
すが、不二製作所にはその環境
が整っているといえるでしょう。

当協会に期待される役割

　不二製作所の敷地内には、さ
まざまな装置や設備があります。
それらを安定的に稼働させるた
めには、電気の安全は不可欠です。
技術者が多いだけあり、多少の
電気トラブルの場合は社内で対
応しているとのことですが、当
協会にはどのような役割を期待
されているのでしょうか。
　「自分たちの手には負えないト
ラブルが発生することもありま
す。そんなとき、電気のプロフ
ェッショナルである関東電気保
安協会さんの存在は心強い。連
絡したらすぐに駆けつけてもら
えるのも本当に助かっています」
（太田さん）
　今回のお話からは、業界トッ
プランナーとしてのプライドが
随所に感じられました。不二製
作所の長年にわたるお客さま第
一主義の姿勢を見習い、当協会
も今まで以上にご要望にきめ細
かく対応することで、同社の電
気の安全を支えていく所存です。

ブラスト装置の製作風景本社入口

400種類以上ある研磨材の主なもの

ブラスト加工品 ブラスト加工品

太田 誠さん

こ ん に ち はまさ客お

株式会社不二製作所
〒132-0025　東京都江戸川区松江5-2-24

TEL：03-3686-2291
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電気の需要量を賢く制御
デマンドレスポンスとは

電気新聞編集局報道室

山下　友彦 

今年は日本の「デマンドレス
ポンス（ＤＲ）元年」といわれ
ている。なぜか。この4月から、
ＤＲで生み出すネガワット（電
力需要抑制量）の取引が、日本
卸電力取引所（ＪＥＰＸ）で、
できるようになった。電力系統
の運用に責任を持つ一般送配電
事業者が、電力需給が厳しい時
に安定供給を維持する手段とし
て、ネガワットも使うことに
なった。こういった理由から
だ。
電力供給量と電力需要量を常

に一致させなければ、電力の安
定供給は保たれない。従来は電

力需要のピークに合わせて発電
所を整備し、供給量を確保する
ことで安定供給を保ってきた。
これに対し、欧米では需要量の
側を制御（ＤＲ）して安定供給
を確保する取り組みが先行し
た。日本でも2011年の東日本大
震災と東京電力福島第一原子力
発電所の事故後に節電の意識が
広がり、電力需要がピークを迎
えそうな時に、ＤＲで需要を抑
える取り組みが注目されるよう
になった。ＤＲによる需要抑制
の要請を「下げＤＲ」とも呼
ぶ。
経済産業省・資源エネルギー

庁などは、ネガワットの普及に
より、ピーク需要対応の火力発
電所を建設・管理するコストを
抑え、温室効果ガスの排出量も
減らす効果に期待している（図
1）。16年度に策定された政府
の「日本再興戦略」は、2030年
度までに、先行する欧米と同水
準の「最大電力の6％分」をネガ
ワットで活用する方針を掲げ
た。
ＤＲでネガワットを創出する

具体的な手順は次の通り。主役
になるのは家庭や産業・業務部
門の需要家だ。小売電気事業者
の要請を受けて照明、空調、電

気機械などの使用を抑え、電力
需要量を下げる。下げた対価と
して需要家には報奨金が支払わ
れる。
需要家と電力会社の間には、

アグリゲーター（仲介会社）が
入ることが多い。アグリゲー
ターは個々の需要家のネガワッ
トを束ねてその量を大きくし、
小売電気事業者に提供する。ア
グリゲーターは、電力会社が兼
ねたり、海外でノウハウを積ん
だ専業会社、ガス事業者、機器
メーカーなど多様な企業が本格
参入する方針だ。
エネ庁は14年度から16年度ま

でネガワットの技術面の実証事
業に取り組み、電力、ガス、
メーカーなど延べ40社が加わっ
た。16年度は、アグリゲーター
15社に東京、中部、関西の電力3
社と早稲田大学が参画した。並
行して、17年4月のネガワット取
引市場の始動を目指した制度設
計が進んだ。
具体的には「ベースライン」

と呼ぶ需要抑制量の評価方法な
どを固め、ネガワット取引のガ
イドラインを策定・改定した。
昨年12月には需要家向けに、ネ
ガワット取引の仕組みや参加方
法を記したハンドブックを作成

し、取引の認知度向上をねらっ
た。
ハンドブックでは「下げＤ
Ｒ」に活用しやすい設備とし
て、空調、照明や電気溶解炉な
どの生産設備、自家発電設備、
蓄電池などを取り上げたが、一
方で活用する際の注意点も記載
した。ネガワット取引を始める
前に、小売電気事業者とアグリ
ゲーターの間で取り決めが必要
な項目も紹介した。
ネガワットは、夏冬の需要
ピーク対応のために旧一般電気
事業者（電力10社）と大口需要
家との間で結ばれる「需給調整

契約」に似ている。ただし、同
契約は、需給逼迫時の需給調整
の最終手段として使われ、実際
に大口需要家が需要抑制を依頼
される機会は、余りなかった。
ただし、現在は電力システム改
革で一般電気事業者の区分もな
くなり、小売電気事業者などの
ライセンス制が導入された。こ
のことからエネ庁は、需給調整
契約を同時同量の達成など、い
わゆる「平常時」に積極活用す
るよう期待を寄せている。
ネガワット取引には、大きく

分けて3つの「類型」がある（図
2）。電力の安定供給のため、小
売電気事業者がアグリゲーター
経由で「自社の」需要家からネ
ガワットを集める「類型1の

①」。電力小売り事業が全面自
由化される前から、新電力など
一部の事業者が高圧のマンショ
ンに入居する家庭や、企業向け
に先行的に取り組んでいた。
「類型1の②」の取引は4月か

らできるようになった。「4月か
らネガワット取引市場が始動し
た」という言葉は、類型1の②が
可能になったという意味だ。
「類型1の①」と異なる点は、
「他社の」需要家が生み出した
ネガワットを集められるという
こと。例えば小売電気事業者Ａ
が、アグリゲーターを経由する
などして小売電気事業者Ｂの需
要家からネガワットを調達でき
る。ＡとＢの間の取引は、相対
契約のほか、ＪＥＰＸを経由し

ても行えるので「取引市場が始
動した」という呼び方をする。
「類型2」も、今年度から可能

になる。これまでの2類型と異な
るのは一般送配電事業者が主体
になり、アグリゲーターを介し
て需要家からネガワットを調達
する点だ。
「類型2」は、一般送配電事業

者が17年度に使う電力需給調整
力の公募スキームで採用された
枠組み。公募自体は16年度に行
われた。一般に「調整力公募」
と呼んでおり、毎年度行われる
が、20年にはリアルタイムで需
給調整する市場の創設も検討さ
れている。
一般送配電事業者が、電力需

要の上振れや電源の計画外停止

などに備えて安定供給のために
確保する電源などのことを「調
整力」と呼ぶ。調整力にはいく
つかのタイプがあり、10年に1回
程度の猛暑や厳寒時に備えて一
般送配電事業者が追加的に確保
しておく調整力を「電源Ⅰ’（イ
チダッシュ）」と呼ぶ。このタ
イプの調整力に、ＤＲで生み出
したネガワットも使ってよいと
いうことになった。
一般送配電事業者5社はこの
「電源Ⅰ’」を132万7千㌗分、公
募した。ＤＲによるネガワット
の応札量は111万2千㌗あり、結
果、4社エリアで95万8千㌗のネ
ガワットが落札された。落札総
額は35億9,300万円だった。この
うち、旧一般電気事業者を除く
アグリゲーターが延べ10件を落
札し、落札量は21万6600㌗とネ
ガワット全体の2割強を占めた。
1㌗当たりの平均落札価格は中部
エリアの1,196円から九州エリア
の5,250円と分かれた。エネ庁は
「日本で初めてＤＲが競争入札
で取引された事例だ」と成果を
強調する。
17年度からは、ＤＲの活用範

囲拡大を一つのねらいとする実
証事業が本格化する。名称は
「需要家側エネルギーリソース
を活用したバーチャルパワープ
ラント（ＶＰＰ、仮想発電所）
構築事業」。ネガワットだけで
なく、太陽光発電、蓄電池など
需要家が持つ様々なエネルギー

リソースをアグリゲーターが統
合的に制御し、あたかも一つの
発電所のように運用する「ＶＰ
Ｐ」の実用化に向けた取り組み
の一環だ。東京五輪・パラリン
ピックが開かれる2020年に、5
万㌗以上のＶＰＰを活用するこ
とが目標だ。
実証実験では、一般送配電事

業者が需給バランスの調整に使
う「電源Ⅰ・ｂ」に、ネガワッ
トを含むエネルギーリソースを
使えるような技術実証に取り組
む。
一般送配電事業者の調整力公

募要件によると、「電源Ⅰ・
ｂ」は稀頻度リスク対応の「電
源Ⅰ’」よりも素早い反応と、持
続時間の長さが必要で、高度な
制御技術の確立が必要になる。
「電源Ｉ・ｂ」は、ＤＲ要請を
受けてから発動するまでの時間
（応動時間）が15～30分以内
で、持続時間が7～16時間。対す
る「電源Ⅰ’」の応動時間は3時
間以内、継続時間は2～4時間
だ。
17年度からは、電力需要を創

出するＤＲ（上げのＤＲ）の制
度整備も始まる。「上げのＤ
Ｒ」はネガワットとは逆の手法
で、アグリゲーターがＤＲで企
業に増産などを要請し、電力需
要を増やす手法。主に再生可能
エネルギーの余剰電力をＤＲで
消費し、出力抑制を避ける役割
などが見込まれている。エネ庁

は夏冬のピークカットを求める
省エネルギー法と上げのＤＲを
整合させるため、同法の一部見
直しも視野に検討を進めるほ
か、需要増加量の評価方法や、
制御技術の確立に向けて取り組
む。
また、「電源Ⅰ’」の調整力公

募では、一般送配電事業者から
のＤＲ要請は電話などのオフラ
イン手段に限られ、実務面の制
約から公募件数も限られてい
た。ＤＲ要請をオンラインで行
うニーズが高まっていることか
ら、特定の一般送配電事業者は
17年度に「ＤＲＡＳ」と呼ぶＤ
Ｒオンライン指令システムを試
験構築し、技術検証を行う予定
だ。
電力などの重要インフラを脅

かすサイバーテロが課題になる
中、4月下旬にはＶＰＰ事業に乗
り出す企業を対象にしたサイ
バーセキュリティーガイドライン
も策定されている。ＶＰＰはＤＲ
用など多様なエネルギー機器やシ
ステムが相互に接続されるため、
サイバーセキュリティー対策が弱
いと、需要家の電力利用に悪影響
を及ぼす。ガイドラインは、企
業に対して機器の相互認証や暗
号化の仕組みを導入することな
どを勧告。サイバーセキュリ
ティー対策の検証と改善のプロ
セスを回していくよう促した。

図１

出典：経済産業省ディマンドリスポンスハンドブックから抜粋
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図：ディマンドリスポンスの取引の概要
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今年は日本の「デマンドレス
ポンス（ＤＲ）元年」といわれ
ている。なぜか。この4月から、
ＤＲで生み出すネガワット（電
力需要抑制量）の取引が、日本
卸電力取引所（ＪＥＰＸ）で、
できるようになった。電力系統
の運用に責任を持つ一般送配電
事業者が、電力需給が厳しい時
に安定供給を維持する手段とし
て、ネガワットも使うことに
なった。こういった理由から
だ。
電力供給量と電力需要量を常

に一致させなければ、電力の安
定供給は保たれない。従来は電

力需要のピークに合わせて発電
所を整備し、供給量を確保する
ことで安定供給を保ってきた。
これに対し、欧米では需要量の
側を制御（ＤＲ）して安定供給
を確保する取り組みが先行し
た。日本でも2011年の東日本大
震災と東京電力福島第一原子力
発電所の事故後に節電の意識が
広がり、電力需要がピークを迎
えそうな時に、ＤＲで需要を抑
える取り組みが注目されるよう
になった。ＤＲによる需要抑制
の要請を「下げＤＲ」とも呼
ぶ。
経済産業省・資源エネルギー

庁などは、ネガワットの普及に
より、ピーク需要対応の火力発
電所を建設・管理するコストを
抑え、温室効果ガスの排出量も
減らす効果に期待している（図
1）。16年度に策定された政府
の「日本再興戦略」は、2030年
度までに、先行する欧米と同水
準の「最大電力の6％分」をネガ
ワットで活用する方針を掲げ
た。
ＤＲでネガワットを創出する

具体的な手順は次の通り。主役
になるのは家庭や産業・業務部
門の需要家だ。小売電気事業者
の要請を受けて照明、空調、電

気機械などの使用を抑え、電力
需要量を下げる。下げた対価と
して需要家には報奨金が支払わ
れる。
需要家と電力会社の間には、

アグリゲーター（仲介会社）が
入ることが多い。アグリゲー
ターは個々の需要家のネガワッ
トを束ねてその量を大きくし、
小売電気事業者に提供する。ア
グリゲーターは、電力会社が兼
ねたり、海外でノウハウを積ん
だ専業会社、ガス事業者、機器
メーカーなど多様な企業が本格
参入する方針だ。
エネ庁は14年度から16年度ま

でネガワットの技術面の実証事
業に取り組み、電力、ガス、
メーカーなど延べ40社が加わっ
た。16年度は、アグリゲーター
15社に東京、中部、関西の電力3
社と早稲田大学が参画した。並
行して、17年4月のネガワット取
引市場の始動を目指した制度設
計が進んだ。
具体的には「ベースライン」

と呼ぶ需要抑制量の評価方法な
どを固め、ネガワット取引のガ
イドラインを策定・改定した。
昨年12月には需要家向けに、ネ
ガワット取引の仕組みや参加方
法を記したハンドブックを作成

し、取引の認知度向上をねらっ
た。
ハンドブックでは「下げＤ
Ｒ」に活用しやすい設備とし
て、空調、照明や電気溶解炉な
どの生産設備、自家発電設備、
蓄電池などを取り上げたが、一
方で活用する際の注意点も記載
した。ネガワット取引を始める
前に、小売電気事業者とアグリ
ゲーターの間で取り決めが必要
な項目も紹介した。
ネガワットは、夏冬の需要
ピーク対応のために旧一般電気
事業者（電力10社）と大口需要
家との間で結ばれる「需給調整

契約」に似ている。ただし、同
契約は、需給逼迫時の需給調整
の最終手段として使われ、実際
に大口需要家が需要抑制を依頼
される機会は、余りなかった。
ただし、現在は電力システム改
革で一般電気事業者の区分もな
くなり、小売電気事業者などの
ライセンス制が導入された。こ
のことからエネ庁は、需給調整
契約を同時同量の達成など、い
わゆる「平常時」に積極活用す
るよう期待を寄せている。
ネガワット取引には、大きく

分けて3つの「類型」がある（図
2）。電力の安定供給のため、小
売電気事業者がアグリゲーター
経由で「自社の」需要家からネ
ガワットを集める「類型1の

①」。電力小売り事業が全面自
由化される前から、新電力など
一部の事業者が高圧のマンショ
ンに入居する家庭や、企業向け
に先行的に取り組んでいた。
「類型1の②」の取引は4月か

らできるようになった。「4月か
らネガワット取引市場が始動し
た」という言葉は、類型1の②が
可能になったという意味だ。
「類型1の①」と異なる点は、
「他社の」需要家が生み出した
ネガワットを集められるという
こと。例えば小売電気事業者Ａ
が、アグリゲーターを経由する
などして小売電気事業者Ｂの需
要家からネガワットを調達でき
る。ＡとＢの間の取引は、相対
契約のほか、ＪＥＰＸを経由し

ても行えるので「取引市場が始
動した」という呼び方をする。
「類型2」も、今年度から可能

になる。これまでの2類型と異な
るのは一般送配電事業者が主体
になり、アグリゲーターを介し
て需要家からネガワットを調達
する点だ。
「類型2」は、一般送配電事業

者が17年度に使う電力需給調整
力の公募スキームで採用された
枠組み。公募自体は16年度に行
われた。一般に「調整力公募」
と呼んでおり、毎年度行われる
が、20年にはリアルタイムで需
給調整する市場の創設も検討さ
れている。
一般送配電事業者が、電力需

要の上振れや電源の計画外停止

などに備えて安定供給のために
確保する電源などのことを「調
整力」と呼ぶ。調整力にはいく
つかのタイプがあり、10年に1回
程度の猛暑や厳寒時に備えて一
般送配電事業者が追加的に確保
しておく調整力を「電源Ⅰ’（イ
チダッシュ）」と呼ぶ。このタ
イプの調整力に、ＤＲで生み出
したネガワットも使ってよいと
いうことになった。
一般送配電事業者5社はこの
「電源Ⅰ’」を132万7千㌗分、公
募した。ＤＲによるネガワット
の応札量は111万2千㌗あり、結
果、4社エリアで95万8千㌗のネ
ガワットが落札された。落札総
額は35億9,300万円だった。この
うち、旧一般電気事業者を除く
アグリゲーターが延べ10件を落
札し、落札量は21万6600㌗とネ
ガワット全体の2割強を占めた。
1㌗当たりの平均落札価格は中部
エリアの1,196円から九州エリア
の5,250円と分かれた。エネ庁は
「日本で初めてＤＲが競争入札
で取引された事例だ」と成果を
強調する。
17年度からは、ＤＲの活用範

囲拡大を一つのねらいとする実
証事業が本格化する。名称は
「需要家側エネルギーリソース
を活用したバーチャルパワープ
ラント（ＶＰＰ、仮想発電所）
構築事業」。ネガワットだけで
なく、太陽光発電、蓄電池など
需要家が持つ様々なエネルギー

リソースをアグリゲーターが統
合的に制御し、あたかも一つの
発電所のように運用する「ＶＰ
Ｐ」の実用化に向けた取り組み
の一環だ。東京五輪・パラリン
ピックが開かれる2020年に、5
万㌗以上のＶＰＰを活用するこ
とが目標だ。
実証実験では、一般送配電事

業者が需給バランスの調整に使
う「電源Ⅰ・ｂ」に、ネガワッ
トを含むエネルギーリソースを
使えるような技術実証に取り組
む。
一般送配電事業者の調整力公

募要件によると、「電源Ⅰ・
ｂ」は稀頻度リスク対応の「電
源Ⅰ’」よりも素早い反応と、持
続時間の長さが必要で、高度な
制御技術の確立が必要になる。
「電源Ｉ・ｂ」は、ＤＲ要請を
受けてから発動するまでの時間
（応動時間）が15～30分以内
で、持続時間が7～16時間。対す
る「電源Ⅰ’」の応動時間は3時
間以内、継続時間は2～4時間
だ。
17年度からは、電力需要を創

出するＤＲ（上げのＤＲ）の制
度整備も始まる。「上げのＤ
Ｒ」はネガワットとは逆の手法
で、アグリゲーターがＤＲで企
業に増産などを要請し、電力需
要を増やす手法。主に再生可能
エネルギーの余剰電力をＤＲで
消費し、出力抑制を避ける役割
などが見込まれている。エネ庁

は夏冬のピークカットを求める
省エネルギー法と上げのＤＲを
整合させるため、同法の一部見
直しも視野に検討を進めるほ
か、需要増加量の評価方法や、
制御技術の確立に向けて取り組
む。
また、「電源Ⅰ’」の調整力公

募では、一般送配電事業者から
のＤＲ要請は電話などのオフラ
イン手段に限られ、実務面の制
約から公募件数も限られてい
た。ＤＲ要請をオンラインで行
うニーズが高まっていることか
ら、特定の一般送配電事業者は
17年度に「ＤＲＡＳ」と呼ぶＤ
Ｒオンライン指令システムを試
験構築し、技術検証を行う予定
だ。
電力などの重要インフラを脅

かすサイバーテロが課題になる
中、4月下旬にはＶＰＰ事業に乗
り出す企業を対象にしたサイ
バーセキュリティーガイドライン
も策定されている。ＶＰＰはＤＲ
用など多様なエネルギー機器やシ
ステムが相互に接続されるため、
サイバーセキュリティー対策が弱
いと、需要家の電力利用に悪影響
を及ぼす。ガイドラインは、企
業に対して機器の相互認証や暗
号化の仕組みを導入することな
どを勧告。サイバーセキュリ
ティー対策の検証と改善のプロ
セスを回していくよう促した。

特　集 2 電気の需要量を賢く制御
デマンドレスポンスとは

図２：下げDRの基本類型

出典：経済産業省ディマンドリスポンスハンドブックから抜粋
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第139 回

八潮市

株式会社イワコー  
埼玉県八潮市には、子どもや外国人観光客から人気の
“おもしろ消しゴム”をつくっている会社がある。
そこでは毎週、工場見学を行っていると聞き、さっそく訪れた。

　消しゴムというと白くて四角いものが一般的だが、
実はさまざまな種類がある。なかでも、動物、食べ物、
乗り物、スポーツ、日用品…ありとあらゆるカタチ
の消しゴムは、子どもにはもちろん、外国人観光客
のお土産としても人気を博している。それがイワコ
ーが製造する“おもしろ消しゴム”だ。バラエティ
ーショップや100円ショップなどで売られているの
で、見たことがある人も多いだろう。
　もともとプラスチックの筆箱を扱う会社だったが、
創業者の岩沢善和氏が「消しゴムはなんで四角な
の？」　「四角でないとダメなの？」　と疑問を持ち、
1988（昭和63）年にニンジン、大根、キャベツとい
った野菜消しゴムを作った。それが“おもしろ消し
ゴム”の始まりだ。
　一般的な消しゴムが塩化ビニールなのに対し、イ
ワコーのおもしろ消しゴムは合成ゴムでつくられて
いる。これは、プラスチックの筆箱に入れてもくっ
つかないというメリットがあるという。
　製作工程はざっと次の通りだ。
　まずは、消しゴムの材料である白い粒と、顔料を

DATA: 株式会社イワコー

 

立ち寄り観光名所

混ぜ、色つきの“ペレット”をつくる。そのペレッ
トを熱で溶かして、金型に流し込むと消しゴムのパ
ーツが出来上がる。それを、ひとつひとつ手作業で
組み立て、検品したのち、出荷される。文章に書く
と簡単そうだが、実は金型をつくるのにお金と時間
がかかり、大変苦労するそうだ。
　工場見学で見ることができるのは、ペレットを金
型に流し込む作業のみだが、これだけでも十分興味

深い。一般的な工場見学と違って、創業者（御年83歳）
自らが説明してくれるため、話に説得力があり面白
い。手が届きそうなくらい近くから見ることができ
るし、写真撮影もほとんどOK。これは珍しい。
　金型は機械1台にひとつしかセットできない。従
って5パーツある消しゴムなら5台の機械を稼働す
ることになる。現在、イワコーの消しゴムは450種
類ほどあり、多いものでは7パーツ使用するため、
15台ある機械は常にフル稼働している。所狭しと並
んでいる機械からは、次々とカラフルなパーツが飛
び出してきて、見ているだけで楽しい。
　工場内での説明が済むと、フロアを移動し、畳敷
きの部屋に案内される。そこでは、実際に消しゴム
の組み立てを体験させてもらえる。今回は「だるま」
と女性は「鉛筆削り」、男性は「電車」のパーツが
手渡された。実際、手にしてみると、本当によくで
きていることが分かる。消しゴムというより、芸術
品に近いようにも感じる。「鉛筆削り」は単にカタ
チだけでなく、ちゃんとハンドルがクルクルと回り、
削りくずを集める引き出しも開くようになっている。
また一見、左右対称のパーツでも向きを間違えると、

ピタッと収まらないものもある。内側にある小さな
凹凸を合わせて、初めてきちんと噛み合う精巧さは、
実際に手にしないと分からないだろう。改めて、メ
イドインジャパンの素晴らしさを感じる。消しゴム
はすべて4.0～4.5㎝と小さい。パーツはさらに小さく、
動物の目などは2mmほどしかない。それを手作業
で組み立て、1日20万個作っているというから驚きだ。
　自ら組み立てた消しゴムは、もちろんお土産とし
て持ち帰ることができる。さらに、直営ショップで
は主力商品を、サービス価格で買うこともできるの
で、お小遣いを持っていくとさらに楽しいだろう。
子どもだけでなく、大人も楽しそうに選んでいたの
が印象的だ。動物、スイーツ、回転寿司が人気。も
ちろん、消しゴムとしての機能も十分備わっている
が、大抵の人は、“消す”のではなく、飾って“楽しむ”
のだとか。
　単に工場内を見学するだけでなく、創業者の苦労
話や製作裏話が聞けるのも、イワコーならでは。
　興味のある人はぜひ一度、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！

埼玉県八潮市大瀬184
［TEL］048-998-5502（工場見学予約専用ダイヤル）

： つくばエクスプレス八潮駅より徒歩15分。
： 首都高速6号三郷線八潮南出入り口より約10分。
： 無料。毎週土曜（20人以上の団体は平日可。夏休みは会社休日を除く毎日）
①10:00～、②13:30～。所要時間90分。
電話で要予約（予約受付は個人の場合2ヶ月前の1日から、団体は3カ月前の1日から）。
対象年齢小学生以上。

電車の場合
車の場合
工場見学

● 蛙印染色工芸株式会社
TEL： 048-996-4075
埼玉県八潮市で江戸時代から伝わる伝統技法の古
法染で染色を行っている会社。現在は江戸時代の天
然藍染の手法であり、環境にもやさしい「天然灰汁
発酵建藍染」で呉服や作務衣、暖簾などを染め上げ
ている。予約をすれば見学が可能で、簡単な絞り（ハ
ンカチ）の体験もできる。

● 埼玉県営みさと公園
TEL： 048-955-2068
江戸川と中川にはさまれた小合溜井に沿って広がる
水辺の公園。とにかく広々とした芝生広場、デイキャ
ンプ＆バーベキューOKの「炊飯場」（予約制）のほ
か、「わくわくチャレンジ冒険トリデ」と名付けられた
大きな木製フィールドアスレチックが特徴。天気の良
い日に家族ででかけたい。

お土産やプレゼントにも最適な
セット商品は人気

1968（昭和43）年創業の株式会社イワコー

1
2
3
4

5

ペレットを金型に流し込みパーツをつくる機械。工場には15台の機械がある
工場見学では創業者の岩沢氏自ら説明してくれる
白い消しゴムのモトに多彩な顔料を混ぜることで、カラフルなパーツをつくる
“おもしろ消しゴム”は複数のパーツを組み立て完成する。例えば、だるまは4つのパーツ
を使用する
外国人観光客に人気の“回転寿司”。台座以外はすべて消しゴムでできている

（記事提供　電気新聞）

1 2

4 5

3

工場見学の後は、直営ショップでお買物。
どれも可愛らしく、大人も子どもも“大人買い”必至だ

埼玉県営
みさと公園
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株式会社
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─保安規程を制定・届出する場合─

第 回

電気事業法と各種手続き（2）

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するシリーズ
第2回目は、保安規程を制定するときの注意点やさまざまな届け出についての
必要なポイントを解説します。

A

A
A

　電気事業法では、自家用電気工作物を設置

する物の義務について第42条で次のように

定めています。「事業用電気工作物を設置する者は、

その工事、維持及び運用に関する保安を確保するた

め、保安を一体的に確保することが必要な事業用電

気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織に

おける事業用電気工作物の使用の開始前に、主務大

臣に届け出なければならない」

　規程の中でも最も重要なのは、自家用電気

工作物の保安のための管理体制をきちんと示

し、組織の指揮命令系統や職務分掌、職務権限を明

確にすることです。特に、電気主任技術者をどう位

置づけるかも重要な課題です。また、従業者に対し

て保安教育を行うことを義務付けていることや、保

安のための巡視、点検、検査の頻度等についても設

備ごとに細かく明記することが求められています。

　保安規程とは、設置者が自家用電気工作物

の工事や維持・運用についての電気保安を確

保するために必要な措置・対応を定めたものです。

　特に保安管理体制を明確にすることと、保安業務

の具体的な手順を示すことが求められています。

　電気事業法施工規則第50条では、保安規程に定め

る必要な用件について以下のように示しています。

＊　　＊　　＊

①自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関す

る業務を管理する者の職務及び組織

②自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事

する者に対する保安教育

③自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関す

る保安のための巡視、点検、検査

④自家用電気工作物の運転又は操作

⑤発電所の運転を相当期間停止する場合における

保全の方法

⑥災害その他非常の場合にとるべき措置

⑦自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関す

る保安についての記録

⑧自家用電気工作物などの法定事業者検査に係る

実施体制及び記録の保存

⑨その他自家用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安に関し必要な事項

（電気事業法施工規則第50条　抜粋）

A 　届けは、産業保安監督部長宛に届け出ま

す。

　自家用電気工作物の設置に伴い保安規程に変更

などがあった場合、電気事業法第42条第2項の規

定により、変更した事項を遅延なく届け出なけれ

ばなりません。

　変更届出が必要な主な事例は以下の通りです。

＊　　＊　　＊

①会社名又は事業場名を変更した場合

②保安規程条項の変更、保安に関する組織の変

更、業務分掌や指揮命令系統等の社内保安体

制を変更した場合

③発電所（火力、太陽電池、燃料電池）又は非常

用発電装置等を設置した場合

④電力会社との責任分界点、財産分界点を変更

した場合

Q 4 保安規程はどこに
届け出るのですか？
いったん届け出れば手続きは
完了しますか？

Q 1 「保安規程」は
必要なものですか？

Q 3 保安規程づくりは、かなり
大変な作業のようですが？

Q 2 「保安規程」には
どんな内容が必要ですか？

（記事提供　電気新聞）
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　自家用電気工作物を適切に保安管理するためには、巡視、点検、検査を設備
ごとにどのような方法、頻度で実施するかを保安規程に定めなければなりませ
ん。主要設備の点検箇所、点検項目、点検要領、頻度を明示することが求めら
れます。電気主任技術者は保守、点検基準を作成し、点検の結果、基準に適合
していない項目がある場合は、設置者に設備の改修や一時使用停止を指示する
ことも規程に盛り込むことが必要です。

巡視、点検、検査

▶用語解説

　このほか、保安管理業務を外部委託していると

ころは、外部委託先を変更した場合も手続きが必

要になります。

　関東電気保安協会では、保安規程作成に豊富な

実績とノウハウを有しております。ご質問等があ

れば気軽にお問い合わせいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

⑤構内図などを変更した場合

　また、事業場の譲渡、相続、合併、分割などに

より設置者が変更した場合も手続きが必要になり

ます。

お客さま

関東東北
産業保安監督部

関東電気
保安協会

保安規程の
届出

電気保安
管理業務の
委託

保安規程
作成の
サポート



群馬県高崎市綿貫町992-1 群馬の森公園内　［TEL］027-346-5560 ［URL］www.mmag.pref.gunma.jp
開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）　休館日：毎月曜日（休日の場合はその翌日。5/1、8/14、11/27、12/11は開館）。年末年始
（12/18～1/12）、このほか展示替等のため、休館する場合があります。
観覧料：コレクション展示/一般300円、大高生150円（企画展示は展覧会によって料金が異なりますので詳しくはHPをご覧ください。）

高崎市

　本州の中央に位置し古くから交通
の要衝として栄えてきた高崎市。現在
では関越自動車道、北関東自動車道、
長野自動車道の高速道路や上越新幹
線、北陸新幹線といった高速交通が
交差する内陸交通網の中心となって
おり、「つなぐ都市」そして「集まる都
市」としての役割を担っています。

群馬県立近代美術館

　1970年代からおよそ半世紀。都道
府県のほとんどすべてに県立美術館
が開館しましたが、群馬県立近代美術
館は、「明治百年記念事業」の一環とし
て建設が決まりました。高崎市東部の
「旧東京第二陸軍造兵廠岩鼻製造所」
跡地の国有地に建設された県立公園
「群馬の森」内に、群馬県立歴史博物
館とともに整備され、1974年10月に開
館しました。
　建物の設計は磯崎新氏が手がけ、
斬新な建築により新しい美術館像を
造り上げました。
　収蔵作品は、地元高崎の実業家井
上房一郎氏が収集した、日本と中国
の古美術品229点（うち、重要文化財2
点）からなる戸方庵井上コレクション

をはじめとして、群馬県ゆかりの画家
である福沢一郎、山口薫、鶴岡政男な
どのコレクション、日本と西洋の近代
美術、現代美術、染織作品など幅広い
分野に及んでいます。
　また、コレクション展示にあたって
は収蔵作品をそのときどきのテーマに
沿った内容で構成し、展示替えを行い
ながら年間を通して展示しています。

展覧会情報

　7月15日（土）から8月27日（日）には、
下記の企画展示が行われます。
　展覧会名は、「日本美術のススメ─
キーワードと巡るぶらり古画探訪─」
　学芸員の太田佳鈴さんに展覧会の
見どころなどをお伺いしました。

　日本美術、古美
術の展覧会というと
どんな印象がある
でしょうか。近年、
人気が高まり、いく
つかの展覧会では
入場するために長
い行列ができたと
言った話も良く耳に
します。
　しかし一方で、あ
まり馴染みがない

形の作品や専門用語の多い解説に
よって、難しく感じ、少し苦手に思う方
もいるのではないでしょうか。
　本展は、「屏風」「六曲一双」「たらし
こみ」「切箔」といった名称、形、技法
や表現に関する用語をキーワードとし
て解説し、多彩な作品に交えてご紹介
します。用語を知るだけではなく、作
品を通してその意味を実感していただ
き、作品の持つ魅力に迫ります。 
　尾形乾山《富士山図》や酒井抱一
《朝顔図》など戸方庵井上コレクション
の名品を一挙公開するとともに、群馬
に縁のある画家、金井烏洲と小室翠雲
に注目し、主に近世から近代にかけて
幅広く展示します。また、画材や下絵、
なかなかお見せする機会のない掛軸
の箱や画家が使用した印章、さらには
県内外の素晴らしい作品を加えて、
様々な見方から豊かな美の世界をご
案内します。約３年ぶりの古画の競演
です。魅力あふれる日本美術をご堪
能ください。

尾形乾山
《富士山図》

江戸時代
群馬県立近代美術館
戸方庵井上コレクション

仙厓義梵《万才図》
群馬県立近代美術館
　戸方庵井上コレクション

酒井抱一《朝顔図》
江戸時代
群馬県立近代美術館
戸方庵井上コレクション

学芸員
太田佳鈴さん

群馬県立
近代美術館

群馬県

第

回
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

2015年度、電気死傷事故の分析結果
NITEが取りまとめ

経済産業省
産業保安のスマート化で事例集
先進知見を水平展開へ

　製品評価技術基盤機構（NITE）はこのほど、2015

年度に報告された電気保安上重要な事故のうち、死

亡や入院に至った死傷事故85件の分析結果を取りま

とめ、産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会

に報告しました。

　死傷事故自体は過去10年程度の推移で見ると、横

ばい傾向を示していますが、電気工事や点検で発生

した事例が約70%を占めることが分かりました。

　事故の原因としては、故意・過失によるものが最

も多く89%を占めました。

　事故が発生した電気工作物の種類としては、需要

設備が72%、次いで送電線・特別高圧配電線11%、

発電所7%の順となりました。

　作業目的で見ると、電気工事が41%、点検が28%

と多く、その他は、修理、外壁工事、清掃、建築作

業などとなっています。

　被災者別では、作業者が60%、公衆が40%に分かれ、

作業者の被災場所としては、キュービクルが41%、

電気設備用盤が31%を占めています。公衆の被災場

所については、特定の被災場所に偏る傾向は表れて

いません。

　死傷の受傷部位では、手への電撃が44%を占めま

した。この手への電撃に限定すると、素手が27%、

何らかの素材の手袋をしていたのは36%でしたが、

どのような状態だったか分からない未記載との分類

も38%に上りました。

　さらに、死亡事故11件に着目すると、その原因は

感電が10件、土砂崩れが1件で、感電のうち肩への

受傷が最も多く4件でした。

　NITEでは、単年度のみの分析にとどまらず、中長

期的な傾向分析を実施するほか、関係団体などと相

談しながら事故対策の検討に乗り出す方針です。

　経済産業省はこのほど、IoT（モノのインターネット）

などを活用し、産業保安のスマート化を進めている

25社の取り組みをまとめた報告書を公表しました。

　報告書は「スマート保安先行事例集」で、電力や

ガス、石油化学など6業種・計25社へのヒアリング

をもとに取りまとめられたものです。

　IoTやビッグデータ、人工知能（AI）の活用により、

安全性の維持・向上を図る優良事業者の知見を共有

し、プラントの高経年化、現場作業員の高齢化に伴

い発生しうる産業事故の削減などにつなげる狙いが

あります。

　電力業界の事例では、中部電力碧南火力発電所の

「事前予兆分析」を紹介。複数の稼働データから自

動で異常を検知し、故障を予測するシステムで、稼

働率を向上させる一方、人口減などで国内の電力需

要が伸び悩む中、新ビジネスの創出につなげる目的

もあります。現在は実用化に向けた検証を進めてお

り、2017年中の開発、18年中の実用化を見込み、将

来的には国内外の発電事業者を対象とした運転支援

サービスの提供を展開する方針です。

　また、関西電力舞鶴発電所では、ドローンを活用

した保全高度化を推進。機器の導入により、高所で

の足場構築が不要になることから、架空作業が省略

され、コスト低減が可能となるほか、ドローン操縦

者と点検ポイントを熟知しているベテラン社員を組

ませることで、点検漏れを防ぎ、効率化にも貢献で

きるとしています。

　このほか、事例集では大阪ガスの災害復旧システ

ムや東京ガスの地震防災システムなども紹介してい

ますが、いずれの取り組みも本社と現場が一体とな

り、スモールスタートで技術導入の検討を進めてい

ることなどが共通しています。

　経産省では、現場からの提案を促す仕組みが整備

されていることも、スマート化の成功要因の一つと

分析しています。
（記事提供　電気新聞）
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

小動物の侵入

小動物の侵入

　受電設備の老朽化に伴う腐食や錆などにより穴や隙間ができると、鳥などが入り込むことがあ
ります。また、ケーブル引込口が閉塞されていないと、ネズミや蛇などが侵入することがあります。
　これらの隙間から侵入した小動物が高圧設備に触れることで、高圧機器の故障や停電事故の
発生につながります。
　腐食などでできた穴やケーブル引込口の開口部を塞ぐことによって、小動物の侵入を防ぎ電
気事故を予防しましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

家庭用の分電盤の役割を
教えて？
また、どこに設置しても
いいの？

漏電遮断器
　規定値以上の漏電電流が流れ

るとスイッチが切れる安全装置

です。使用中の電気製品などで

漏電が発生した時に自動的に電

気を止めてくれるため、漏電火

災や感電事故を未然に防ぐこと

ができます。

　漏電遮断器が切れた場合、い

ずれかの電気製品で漏電が発生

していると考えられます。また、

漏電している機器はそのまま使

用できませんので早急に修理す

るか買い替えを検討してくださ

い。

配線用遮断器
　各部屋やエアコンなどに割り

当てられていて、規定値以上に

電気使用があった場合にスイッ

チが切れるようになっています。

スイッチが切れた場合、その遮

断器の回路で電気使用量が超過

しているので、使用していた電

気機器のスイッチを切ってから

遮断器を上げるようにしてくだ

さい。

どこに設置してもいいの？
　内線規程では「住宅用分電盤

の設置場所」の条件として、次

のように定めています。　

①電気回路が容易に操作でき

る場所

②開閉器を容易に開閉できる

場所

③露出した場所

④安定した場所

　このように定められているた

め、内部が施錠できるトイレな

どは緊急時に容易に立ち入るこ

とができない場所とみなされて

います。

　また、分電盤の前に棚や荷物

を置くことも、内線規程の①と

②の条件に合わないためやめま

しょう。

　分電盤は、家庭に送

られてきた電気を各部

屋などに分配する働き

を持つほか、電気の使いすぎや

漏電などで事故が起こらないよ

うに家庭の電気をチェックする

大事な役割があります。それぞ

れの機能をご紹介します。

アンペアブレーカー
（電流制限器）

　契約しているアンペア（契約

電流）を超過する電気が流れる

と自動的にスイッチが切れる仕

組みになっています。契約電流

によってアンペアブレーカーの

色分けがされています。

　なお、小売電気事業者の場合

はスマートメーターにアンペア

ブレーカーが組込まれているこ

ともあります。

アンペア
ブレーカー

漏電遮断器 配線用遮断器

○○A

入 入

入

入

入 入 入 入

入 入 入 入
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