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川越まつり（川越氷川祭）　埼玉県
　川越氷川神社が10月14日に執り行う例大祭を根源とし、毎年10月の第3土・日曜日に
行われる川越まつり。最大の特徴である山車行事では、豪華絢爛な山車が何台も小江戸・
川越の町並みを曳き回されます。また、夜になると提灯の明かりが灯り、昼間とはまた違っ
た幻想的な光景が展開されます。最大の盛り上がりを見せるのが“曳っかわせ”。交差点な
どで出会った山車が互いに囃子台の正面を向き合わせて競い合います。3台以上の山車が
同時に向かい合うこともあり、入り乱れる囃子と、曳き方の提灯が乱舞する様は必見です。
　川越まつりは360年以上の歴史を持ち、江戸時代の「天下祭」の姿を今に伝えながら、
川越独特の特色を加えて発展してきました。2005年には「川越氷川祭の山車行事」として、
国指定重要無形民俗文化財となっています。

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　山口　博

謹啓　皆さま方には、常日頃、関東電気保安協会の業務に対しまして、格別のご愛顧
を賜り厚く御礼申し上げます。
　このたび、尾﨑　功の後任として理事長に就任いたしました山口　博でございます。
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し、平成23年4月には、公益法人制
度改革の下で一般財団法人へ移行しておりますが、発足以来一貫して、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。
　振り返りますと、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、ご支援の賜物であり、深く感謝申し上げます。

　さて、電力自由化の進展など電気保安事業をめぐる環境は、構造的な変化の渦中に
ありますが、どのような時代になっても、お客さまが電気を安全に効率的にお使いい
ただくためのサービスを通じて、お客さまのお役に立つことが私たちの使命でござい
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
きました技術を不断に磨き続け、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。また、お客さまや地域社会の皆さまとの間で培ってまいり
ました絆をより一層大切にさせて頂き、社会の皆さま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サービスの提供に精進してまいる所存でございます。

　引き続き、「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

安全エレちゃんのQ&A 電源コードや延長コードは壁に固定してはいけないの？

21

お客さまこんにちは　クニミネ工業株式会社黒磯研究所
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　関東東北産業保安監督部管内の過去10年間の波及
事故の発生件数を示したものが図１です。

目は作業者の過失で13件19％です。4番目に鳥獣接
触による波及事故が6件8％となっています。鳥獣
接触は設備更新に関係が無さそうですが、キュービ
クルが経年劣化で発錆し通気メッシュや扉に穴が開
き、そこから小動物が入り込む事例も少なくありま
せん。

近年、道路や橋、トンネルや上下水道など公共インフラの老朽化による
事故への関心が高まりつつあります。高圧で電気を受けている受変電設備も
同じこと。定期的な更新を行い、性能を維持する必要があります。
更新推奨年数を経過した設備を使用し続けると、近隣地域全体を停電させる
波及事故を招くおそれもあります。
今回は、高圧受変電設備使用機器の更新について考えていきましょう。　

Ⅰ 波及事故発生の年度推移

Ⅱ 2016年度の波及事故の原因は？
　受変電設備全体が老朽化し、責任分界点付近に
PASも未設置であったことから、「取りあえずPAS
を設置して波及事故は起こさないようにしよう」と
設備改修をされた経緯はありませんか。その時交換

　高圧受変電設備使用機器は、電気的性能や機械的
機能が低下し、使用上の信頼性や安全性が維持でき
なくなる時期が来ます。それを的確に予測は出来ま
せんが計画的な更新で事故を防止することは可能で
す。次ページに各種高圧受変電設備使用機器の更新
推奨時期を一覧にしましたので、是非設備の経過年
数をチェックしてみてください。なお、各機器の設
置年数や製造年数は必ず担当検査員や設備担当者に
ご相談の上進めてください。

受変電設備使用機器の
更新について

Ⅲ PAS（過電流ロック形地絡継電器機能付
高圧交流負荷開閉器）の更新も必要？

Ⅳ 高圧引込みケーブルも
更新時期ではありませんか？

Ⅴ 高圧受変電設備使用機器の
更新時期について

　いかがでしたか。ご使用の高圧受変電設備使用機
器によって若干更新目安時期が違いますので注意が
必要です。また経年による劣化は、点検・測定・試
験等では判断できない場合もあり、ご利用環境や使
用状況により急激に劣化が進行する場合もありま

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。経過年数や更新目安などで
ご不明な点やご相談は、担当検査員か最寄りの当協
会事務所までお問い合わせください。

　これを見ると、その発生件数の増減はありますが
2016年度は近年10年の中では少なかったようです。

　発生件数68件を分析してみると、原因の１位は自
然劣化でした。発生件数は27件で全体の40％を占
めています。２番目は保守不完全で15件22％、3番

　波及事故防止のため、責任分界点付近における
PAS（過電流ロック形地絡継電器機能付高圧交流負

荷開閉器）設置率は高い水準にあります。現在では
竣工時にほぼ全ての事業所に設置されていますが、
一方では30年以上経過して使用されている設備も少
なくありません。PASの設備更新も考える必要があ
ります。関東東北産業保安監督部の統計データによ
ると、PASは設置後10年を超えると事故発生が増
加する傾向にあるようです。施設環境や開閉動作回
数などで変動はありますが、適切な時期に更新をす
ることが肝要です（図2）。
（関東東北産業保安監督部PAS（負荷開閉器）の設置・
更新のお願いより）

しなかった高圧引込みケーブルが更新時期を経過し
ていると、水トリー等の原因で絶縁破壊が発生する
可能性が高まります。事故が発生すると波及事故は
防止できますが、ご自身の工場や事務所が停電し業
務が停止します。復旧までに時間を要し大きな損害
に繋がりかねません。計画的な更新をお奨めします。

図2　PASの事故例図1　関東東北産業保安監督部管内における過去10年の波及事故発生状況

経年劣化で内蔵
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が腐食し内部に
水が浸入し絶縁
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　関東東北産業保安監督部管内の過去10年間の波及
事故の発生件数を示したものが図１です。

目は作業者の過失で13件19％です。4番目に鳥獣接
触による波及事故が6件8％となっています。鳥獣
接触は設備更新に関係が無さそうですが、キュービ
クルが経年劣化で発錆し通気メッシュや扉に穴が開
き、そこから小動物が入り込む事例も少なくありま
せん。

Ⅵ 高圧受変電設備使用機器の更新推奨時期チェックシート

　受変電設備全体が老朽化し、責任分界点付近に
PASも未設置であったことから、「取りあえずPAS
を設置して波及事故は起こさないようにしよう」と
設備改修をされた経緯はありませんか。その時交換

　高圧受変電設備使用機器は、電気的性能や機械的
機能が低下し、使用上の信頼性や安全性が維持でき
なくなる時期が来ます。それを的確に予測は出来ま
せんが計画的な更新で事故を防止することは可能で
す。次ページに各種高圧受変電設備使用機器の更新
推奨時期を一覧にしましたので、是非設備の経過年
数をチェックしてみてください。なお、各機器の設
置年数や製造年数は必ず担当検査員や設備担当者に
ご相談の上進めてください。 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9・10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
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11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。

C O P
応募総数…1,916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

　いかがでしたか。ご使用の高圧受変電設備使用機
器によって若干更新目安時期が違いますので注意が
必要です。また経年による劣化は、点検・測定・試
験等では判断できない場合もあり、ご利用環境や使
用状況により急激に劣化が進行する場合もありま

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。経過年数や更新目安などで
ご不明な点やご相談は、担当検査員か最寄りの当協
会事務所までお問い合わせください。

5・6月号正解

受変電設備使用機器の更新について

平成30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。

変圧器の更新目安は〇〇年です。
2文字でお答えください。

　これを見ると、その発生件数の増減はありますが
2016年度は近年10年の中では少なかったようです。

　発生件数68件を分析してみると、原因の１位は自
然劣化でした。発生件数は27件で全体の40％を占
めています。２番目は保守不完全で15件22％、3番

　波及事故防止のため、責任分界点付近における
PAS（過電流ロック形地絡継電器機能付高圧交流負

荷開閉器）設置率は高い水準にあります。現在では
竣工時にほぼ全ての事業所に設置されていますが、
一方では30年以上経過して使用されている設備も少
なくありません。PASの設備更新も考える必要があ
ります。関東東北産業保安監督部の統計データによ
ると、PASは設置後10年を超えると事故発生が増
加する傾向にあるようです。施設環境や開閉動作回
数などで変動はありますが、適切な時期に更新をす
ることが肝要です（図2）。
（関東東北産業保安監督部PAS（負荷開閉器）の設置・
更新のお願いより）

しなかった高圧引込みケーブルが更新時期を経過し
ていると、水トリー等の原因で絶縁破壊が発生する
可能性が高まります。事故が発生すると波及事故は
防止できますが、ご自身の工場や事務所が停電し業
務が停止します。復旧までに時間を要し大きな損害
に繋がりかねません。計画的な更新をお奨めします。

GR付PAS
（地絡継電器付高圧気中負荷開閉器）

架空引き込み方式の場合に責任分界点の直
近に設置される開閉器です。構内地絡事故
を検出し、開閉器が遮断して波及事故を防
ぎます。

地中引き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
時に開閉器が遮断して波及事故を防ぎます。

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）が主流です。水トリー対
策として３層同時押出（E-E）で製造された
ものがあります。

受電設備の主遮断装置で、保護継電器と連
動して異常発生時に電気を遮断します。高
圧受電設備では一般に真空遮断器（VCB）
が使われます。

主遮断装置として、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。

UGS
（地中線用高圧負荷開閉器）

高圧ケーブル

遮断器
（CB）

過電流継電器
（OCR）

短絡や過負荷による過電流を変流器（CT）
により取り出し、その電流値が設定値を超え
ると遮断器を動作させます。

配線用遮断器
（MCCB）

低圧回路で過負荷や短絡事故が発生したと
きに、遮断動作して停電させます。

漏電遮断器
（ELB）

低圧回路で漏電が発生したときに遮断動作
して停電させます。多くのELBはMCCBの
機能も備えています。

電気設備の力率改善を目的に設置する機器
です。変圧器や配電線に流れるムダな電流
を減少させます。

高調波電流の流出抑制と、進相コンデンサ
の投入時に突入電流を抑制するために設置
します。

300kVAまでの機器の保護装置として、変
圧器や進相コンデンサの一次側に設置しま
す。過負荷・短絡保護に使用します。

進相コンデンサ
（SC）

直列リアクトル
（SR）

高圧カットアウトスイッチ
（PCS）

電圧を変換する機器です。高圧受電設備で
は高圧の電気（6600V）を低圧（100･
200･400V）に変換します。油入式と乾式
があります。

変圧器
（Tr）

高圧交流負荷開閉器・
電力ヒューズ

（LBS・PF）

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

15※
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20※
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

25

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20※
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

25

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

25

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

25

更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20
更新済み
そろそろ更新
更新時期経過年

更新目安

20

PF

SC

SR

※無停電年次点検を適用している設備においては更新目安が異なります。詳しくは担当検査員におたずねください。



8 9電気と保安 2017年 9・10月号 電気と保安 2017年 9・10月号

相模原事業所　齋藤　洋樹

の 記 録 から現場
軒下でまさかの漏電

　9、10月は一年で最も台風の
多い季節です。強風や大雨が原
因で、電気設備の事故や故障も
この季節には多くなります。事
故発生時に影響を最小限に抑え
られるよう、当協会では絶縁監
視装置を用いた24時間の漏電監
視サービスを提供しています。
今回は、絶縁監視装置が台風に
よる漏電の早期発見につながっ
た事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆
　その日は、台風による強い風
と横殴りの雨が降っている日で
した。事故対応当番として休日
日直の勤務についていたところ、
お客さまの絶縁監視装置から電
灯回路の警報を受信したとして、
当協会の総合監視指令センター
から対応要請が入りました。

　早急にお客さまへ電話連絡す
ると、今日も朝から成型機の機
械が稼働しているが特に停電や
変わったことはないとの話でし
た。しかし、絶縁監視装置によ
る警報の原因を調べるために、
お客さまの現場に伺わせていた
だくことになりました。警報を
受信してから20分ほどで到着し、
お客さまにご挨拶をしたのち、
早速キュービクルの調査から開
始しました。

◆　　◆　　◆
　受信した警報は電灯変圧器回
路から発生したものであり、電
灯回路を測定したところ、受信
した漏えい電流値と同じ数値が
測定されました。キュービクル
の電灯回路には5回路の分岐回路
があり、調査の結果、1階の電灯
回路から漏えい電流が発生して
いることがわかりました。
　工場内の1階電灯盤で各分岐回
路を調査すると、工場南のコン
セントと表示があった回路から
漏えい電流が発見できました。
　今日の横殴りの雨により、工
場南側の屋外で使用している電
気機器が雨水により絶縁不良に
なっていないかと考え、工場に
取り付けてある屋外防水コンセ
ントを調査してみましたが不具

合は見当たりませんでした。

　あいかわらず雨風の強い状態
が続いていたので、工場内の南
側コンセント回路に雨水が浸入
していないかと思い、工場内の
コンセントを調査しましたが、
濡れているコンセントはありま
せんでした。他に見落としがな
いか考えていたところ、傘を差
しながら点検していたので足元
のコンセントしか調査していな
いことに気づきました。ふと高
いところを見上げると、屋根の

軒下部分に殺虫器用のコンセン
トがあり、雨がかかり濡れてい
ました。
　通常の雨では軒があるためコ
ンセントまでは雨がかかりませ
んが、防水型コンセントでなか
ったため、横殴りの雨水がコン
セントにかかり、差し込み部分
に浸入し、埃と湿気により絶縁
が低下していたことが判明しま
した。

◆　　◆　　◆
　早速、コンセント表面部分と
差し込みプラグを乾いた布で清
掃し乾燥させたところ、漏電が
復旧しました。普段の雨程度な
ら吹き付け濡れないはずの軒下
にある屋内用コンセント表面部
分から、台風の風雨の影響で漏
電してしまった事例でした。普
段から手が届かない場所なども
定期的な掃除と点検が重要です。

　今回、取り付けてある絶縁監
視装置からは、キュービクル内
で電灯回路のみに警報が出てい
るとわかりましたので、最初か
ら電灯回路に絞った探査が可能
となり、比較的短時間で原因究
明が出来ました。絶縁監視装置
が有効に機能したことにより、
手早く漏電状態から復帰できま
した。24時間漏電を監視する「絶
縁監視装置の設置」をお奨めし
ます。
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ベントナイトとは？

　ベントナイトという鉱石をご
存知でしょうか？　ベントナイ
トは粘土の一種で、モンモリロ
ナイトを主成分とする天然由来
の素材。日本では、今から数千
万年前の火山噴火で堆積した火
山灰や凝灰岩などが風化して、
鉱床ができたといわれています。
日本では主に、山形県、宮城県、
新潟県、群馬県、島根県などか
ら産出されます。
　主成分のモンモリロナイトは、
水を吸収すると体積が増える（こ
れを膨潤といいます）という特
性を持っています。この特性を
活かして、ベントナイトは多岐

にわたる分野で産業利用されて
おり、その用途の多さから「千
の用途を持つ粘土」とも呼ばれ
るほどです。

トップメーカーとしての誇り

　クニミネ工業は1943年に創業
され、その6年後にベントナイト
事業に参入しました。当初は、
創業者である國峯宏保氏が自分
の足でベントナイトの鉱床を探
していたと
いうから驚
き で す。現
在 は、国 内
に3カ 所 の
営業拠点、7
カ所の工場、

2カ所の研究所を持つまでになり
ました。
　創業以来、クニミネ工業はベ
ントナイトの採掘から製造・販
売までを一貫して行ってきまし
た。ベントナイトの国内需要は
年間40万～ 50万トンですが、同
社の出荷量は12万～ 13万トンと、
国内トップを誇っています。
　クニミネ工業の強みは、日本
国内に自社の鉱山を山形県、宮
城県、新潟県の3カ所に所有して
いること。産出地によってベン
トナイトの性質は異なるため、
お客さまの要望に合わせて、最
適なベントナイトを提供するこ
とが可能です。また、鉱山の近
くには自社工場があり、採掘し
たベントナイトをすぐさま加工
できる体制が整っています。
　「当社が所有する鉱山から採取
されるベントナイトは、世界一
の品質だと自負しています」と、

黒磯研究所長の新野さん。その
言葉から、業界トップメーカー
のプライドを垣間見ることがで
きました。最高品質のベントナ
イトを自社で製造加工している
こと。これがクニミネ工業のブ
ランド力を高めている大きな要
因になっているのです。

ベントナイトの用途

　「千の用途を持つ粘土」である
ベントナイトは、実際にどんな用
途で使用されるのでしょうか。こ
こでは、クニミネ工業が展開して
いる事業の一部を紹介します。
❶鋳物分野
　ベントナイトの需要が最も多
いのは鋳物分野です。溶融した
金属を型枠に流し込むことで、
自動車や建設機械などの部品を
製造する鋳造。この型枠にベン
トナイトが使われています。砂
と水に粘結性の高いベントナイ
トを加えることで、型枠をきっ
ちり固めることができます。

❷土木建築分野
　ビルなど大きな建物の基礎を
造るとき、杭を造成するための
穴を掘らなくてはなりません。
穴の壁が崩れるのを防ぐために
安定液が使われますが、この安
定液にベントナイトが含まれて
います。
❸ペット関連分野
　ペット用トイレ砂の主原料は
いくつかありますが、その一つ
がベントナイトです。ベントナ
イトが尿を素早く吸収し、消臭
効果も抜群です。
❹化成品分野
　ベントナイトは天然物のため、
人の肌に安心。その主成分は微
細でなめらかであり、高い保湿
力を有するため、さまざまな化
粧品に昔から使われています。
❺農業分野
　農薬にもベントナイトは使わ
れています。クニミネ工業は原
料供給から、農薬の受託製造に
事業転換を図り、今ではさまざ

まな農薬の量産化に取り組んで
います。
　このように、ベントナイトは
無限の可能性を秘めています。
クニミネ工業では、ベントナイ
トの新たな用途を求めて、研究
開発にも力を入れてきました。
お客さまから依頼された課題を
解決して、オンリーワンの商品
を提供することで、ベントナイ
トの応用分野を開拓し続けてい
ます。

保安協会に対する厚い信頼

　当協会とのお付き合いも長い
クニミネ工業。
　「当社には電気の専門資格を有
する者がいません。そのため、
電気の安全を守るプロフェッシ
ョナルである関東電気保安協会
さんには、電気に関することは
何でも相談させてもらっていま
す。過去には漏電箇所を見つけ
てもらったりと、深刻な事態に
なる前に対処してくれるのは、
本当に助かっています」とのお
言葉を頂き、責任の重さに改め
て身が引き締まる思いでした。
当協会に対する厚い信頼を裏切
らないように、これからもクニ
ミネ工業の電気の保安に、全力
で取り組んでまいります。

研究室内部 鋳物分野 土木建築分野 ペット関連分野 化成品分野 農業分野

黒磯研究所入口

ベントナイト採掘の様子

黒磯研究所の（左から）古和口典明さん、新野正明さん、成瀬康子さん

こ ん に ち はまさ客お

クニミネ工業株式会社
黒磯研究所

〒325-0013　栃木県那須塩原市鍋掛1085番地454
TEL：0287-64-1981
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特　集 2

1 はじめに

　平成28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。
　28年度の電気事故総件数は

106件で、前年度に比べ3割程度
減少しました。

3 波及事故

　波及事故とは、自家用電気工
作物設置者の電気設備から何ら
かの原因で異常電流を発生させ、
その影響が電気事業者（電力会
社）の変電所まで至り、異常を

検知した変電所の遮断器が開放
動作してしまうことにより、周
囲を停電させてしまうものです。
　28年度の波及事故は、68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
40％、次いで保守不完全が22％、
作業者の過失が19％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、
機能等に劣化を生じたものを指
し、28年度は27件発生していま
す。

❷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。
　28年度は15件発生しています。

❸作業者の過失
　作業者の過失は作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるものを指し、28年度
は13件発生しています。

❹鳥獣接触
　鳥獣接触は、ねこ、ねずみ、
へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるものを指します。
　28年度は6件発生しております。

❺火災、その他
　上記❶～❹以外の原因による
波及事故は、28年度は7件発生し
ております。
　発生原因としては、事業場建
物等の火災によるもの、施工不

完全、公衆の故意・過失による
ものなどがありました。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　電気関係報告規則には、感電
又は電気工作物の誤操作又は操
作しないことにより人が死傷し
た事故が発生した場合、その電
気工作物設置者は事故の報告を
しなければならないと規定され
ております。
　28年度は、感電・アーク等に
よる死傷事故件数は17件の報告
があり、このうち残念ながら死
亡者が3名ありました。
　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年度分の月別感電
等事故件数をグラフ化したもの
であり、年度により増減はあり
ますが、おおむね6月～9月の夏
期に多く発生する傾向がありま
す。

【 事例1 】

　被災者は、設置者からエアコ
ン増設の依頼に伴い、元請電気
工事業者の立会いの下、午後か
らエアコン用分電盤アースを
キュービクル内共通接地線へ配
線する作業を行う予定だった。
午前中、下請け業者と孫請け業
者（被災者）は別の作業を行っ
ており、その作業が予定より早
く終了したため、被災者は、午
後の作業に向けて配線材料等の
準備を始めたが、元請け電気工

事業者と共に午後行う予定だっ
た作業（配線を結束バンドで固
定させる作業）を独自の判断で
開始し、高圧充電中である計器
用変圧器（VT）に肩が触れ感電
した。

【 事例2 】

　電気管理技術者と点検補助作
業者の2名で年次点検作業中、本
来はピラーディスコンを開放し
た上で作業しなければならない
ことを失念し、ＬＢＳ（高圧交
流負荷開閉器）一次側が充電中
の状態のまま点検補助者が測定
用コードを接続しようとしたと
ころ、右手中指をＬＢＳ一次側
に接触し感電してしまった。

【 事例3 】

　事故当日、受電設備引込み付
近（高圧配電線）は通常では近

づけない箇所であるが、外壁塗
装の工事を行っていたため、仮
設足場が設置されていた。設置
者は塗装業者（被災者）に対し
事前に高圧引込み付近の危険注
意の周知をし、被災者も危険を
認識していた模様だったが、被
災者が仮設足場にて作業中、
誤って高圧引込みケーブルヘッ
ド上部に触れ、感電死亡した。
当該工事について、設置者は電
力会社又は電気管理技術者には
事前に当該工事の話を伝えてい
なかった。

5 おわりに（事故の防止
　 対策として）

　28年度は27年度と比較して、
事故総件数は減少しましたが、
感電等人身事故については、ほ
ぼ横ばいの傾向です。また27年

度は死亡事故が0件でしたが、28
年度は3件発生しており、感電等
による事故防止対策については、
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
の監督指導の下、徹底した安全
確保に努めていただくよう、お
願いいたします。
　また、波及事故に至った原因
は様々でしたが、最近はIT機器
の普及に伴い、事故状況の画像
がツイッター等へ掲載されるこ
とにより事故発生事業場が特定

されてしまうケースがあり、後
日近隣事業者等より停電の影響
により生じたとされる多大な損
害賠償請求がなされるケースも
発生しているようで、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（地
絡継電器付高圧気中負荷開閉
器）及びUGS（地中線用高圧負
荷開閉器）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が格段に
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るので、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。
　最後に、経済産業省では、毎
年8月を「電気使用安全月間」と
主唱し、関係諸団体で開催され
る講演会やキャンペーンなどを
通じて、電気保安の重要性につ
いて啓発しております。
　本誌をお読みの自家用電気工
作物設置者の皆さまにおかれま
しては、引き続き電気事故防止
のため、電気関係法令を遵守し
ていただき、事業活動にまい進
していただきますことを、お願
い申し上げます。

最近の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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へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるものを指します。
　28年度は6件発生しております。

❺火災、その他
　上記❶～❹以外の原因による
波及事故は、28年度は7件発生し
ております。
　発生原因としては、事業場建
物等の火災によるもの、施工不

完全、公衆の故意・過失による
ものなどがありました。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　電気関係報告規則には、感電
又は電気工作物の誤操作又は操
作しないことにより人が死傷し
た事故が発生した場合、その電
気工作物設置者は事故の報告を
しなければならないと規定され
ております。
　28年度は、感電・アーク等に
よる死傷事故件数は17件の報告
があり、このうち残念ながら死
亡者が3名ありました。
　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年度分の月別感電
等事故件数をグラフ化したもの
であり、年度により増減はあり
ますが、おおむね6月～9月の夏
期に多く発生する傾向がありま
す。

【 事例1 】

　被災者は、設置者からエアコ
ン増設の依頼に伴い、元請電気
工事業者の立会いの下、午後か
らエアコン用分電盤アースを
キュービクル内共通接地線へ配
線する作業を行う予定だった。
午前中、下請け業者と孫請け業
者（被災者）は別の作業を行っ
ており、その作業が予定より早
く終了したため、被災者は、午
後の作業に向けて配線材料等の
準備を始めたが、元請け電気工

事業者と共に午後行う予定だっ
た作業（配線を結束バンドで固
定させる作業）を独自の判断で
開始し、高圧充電中である計器
用変圧器（VT）に肩が触れ感電
した。

【 事例2 】

　電気管理技術者と点検補助作
業者の2名で年次点検作業中、本
来はピラーディスコンを開放し
た上で作業しなければならない
ことを失念し、ＬＢＳ（高圧交
流負荷開閉器）一次側が充電中
の状態のまま点検補助者が測定
用コードを接続しようとしたと
ころ、右手中指をＬＢＳ一次側
に接触し感電してしまった。

【 事例3 】

　事故当日、受電設備引込み付
近（高圧配電線）は通常では近

づけない箇所であるが、外壁塗
装の工事を行っていたため、仮
設足場が設置されていた。設置
者は塗装業者（被災者）に対し
事前に高圧引込み付近の危険注
意の周知をし、被災者も危険を
認識していた模様だったが、被
災者が仮設足場にて作業中、
誤って高圧引込みケーブルヘッ
ド上部に触れ、感電死亡した。
当該工事について、設置者は電
力会社又は電気管理技術者には
事前に当該工事の話を伝えてい
なかった。

5 おわりに（事故の防止
　 対策として）

　28年度は27年度と比較して、
事故総件数は減少しましたが、
感電等人身事故については、ほ
ぼ横ばいの傾向です。また27年

度は死亡事故が0件でしたが、28
年度は3件発生しており、感電等
による事故防止対策については、
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
の監督指導の下、徹底した安全
確保に努めていただくよう、お
願いいたします。
　また、波及事故に至った原因
は様々でしたが、最近はIT機器
の普及に伴い、事故状況の画像
がツイッター等へ掲載されるこ
とにより事故発生事業場が特定

されてしまうケースがあり、後
日近隣事業者等より停電の影響
により生じたとされる多大な損
害賠償請求がなされるケースも
発生しているようで、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（地
絡継電器付高圧気中負荷開閉
器）及びUGS（地中線用高圧負
荷開閉器）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が格段に
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るので、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。
　最後に、経済産業省では、毎
年8月を「電気使用安全月間」と
主唱し、関係諸団体で開催され
る講演会やキャンペーンなどを
通じて、電気保安の重要性につ
いて啓発しております。
　本誌をお読みの自家用電気工
作物設置者の皆さまにおかれま
しては、引き続き電気事故防止
のため、電気関係法令を遵守し
ていただき、事業活動にまい進
していただきますことを、お願
い申し上げます。

最近の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
もしくは電気工作物の誤操作
も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

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

事故発生時は
速やかに報告を!

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。

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
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第140 回

西伊豆町

黄金崎
クリスタルパーク
全国でも数少ないガラス原料の産地でもある西伊豆。
そこにあるガラスのテーマパークでは、誰でも手軽に
手づくりのアート作品が作れると聞きさっそく訪れた。

　西伊豆といえば、美しい海岸や温泉を思い浮かべ
るが、実はガラスの原料「珪石（けいせき）」の産
地として、数十年にわたり日本のガラス文化を支え
てきた場所としても有名だ。「黄金崎クリスタルパ
ーク」は、そんな西伊豆のガラス文化の情報発信基
地として平成9年に誕生。さまざまな形でガラスの
魅力を紹介している。
　施設は工房棟、展示棟、ショップ棟で構成。
　まずは家族連れに人気の工房棟に足を運んだ。そ
こには、珪石の展示、採掘現場のパネル紹介のほか、
地元在住のガラス作家の作品などが展示されている。
なかでも目を引くのが、吹きガラスの手作り風鈴。
賀茂郡賀茂村（現西伊豆町）で生まれたことから「か
も風鈴」と名づけられ、地域おこしの一助となって
いるそうだ。色とりどりの絵柄は海や山、夕陽など
地元の風景をイメージしたものが多く、作り手の地
元愛が伝わってくる。
　さすがに吹きガラスとまではいかないが、自分で
も何か作りたい、という人は奥にある体験工房をの

DATA: 黄金崎クリスタルパーク

 

立ち寄り観光名所

ぞいてみるといいだろう。ガラスの上に砂を吹きか
けて絵を描くサンドブラスト、ガラス板にガラス片
をのせて成型するフュージング、ガラス器に砂や貝
殻を入れてジェルを注ぐジェルキャンドル、色ガラ
スをハンダづけするステンドグラスなど、メニュー
もデザインも豊富で、旅の記念となること請け合い。
どれも空いていればすぐに参加できるという手軽さ
もいい。
　一例としてサンドブラストの工程をザックリ紹介

すると…、まずガラス生地を選択。その上にイラス
トシールや特殊な樹脂絵の具で絵を描き、上からブ
ラスターという機械で砂を吹き付ける。砂の当たっ
た部分が白く曇るため、最後にシールや絵の具をは
がすと、曇りガラス模様が完成する。ガラス生地は
グラス、コップ、小物入れなどバリエーション豊か。
コップは透明なものから青、緑といった色ガラスも
あり、目移りしてしまうほど。数えきれないほどの
イラストシールは、枚数も組み合わせも自由。加え
てフリーハンドで絵を描くこともできるので、自由
な発想で個性的な作品を作ってみよう。失敗しても
絵の具はティッシュで簡単に落とせるので、大丈夫。
せっかくなので、納得のいくまでこだわってみよう。
ただし、砂の吹きかけはやり直しがきかないワンチ
ャンス。ペダルを踏むと砂が出てくるのだが、恐る
恐る吹きかけるとムラになってしまうので、ここは
大胆かつ繊細に行いたい。困ったときは、ちゃんと
スタッフがフォローしてくれるので初心者も安心だ。
思いのまま創作するといいだろう。所要時間は約60
分。体験料1080円にガラス生地代（場合によっては
シール代）が必要。世界にひとつだけのオリジナル

作品が手に入る。
　せっかく訪れたら、お隣の棟、ガラスミュージア
ムも観賞して帰りたい。こちらは国内では珍しい現
代ガラス専門の美術館となっている。施設全体のシ
ンボルでもあるドーム型の建物が常設展示室で、上
部より自然光が差し込むのが特徴だ。約100点の作
品は一部を除き、ケースに入っていないので、光を
浴びて輝くと美しさを増す。思わず手を伸ばしそう
になるが、そこは我慢、我慢。影響のない程度に顔
を近づけ、いろいろな角度から観賞しよう。日本の
みならず世界各国で活躍する作家の作品は造形も色
使いも個性的で、とても魅力的だ。これはガラスな
の？　という作品にも出会うので、今まで見たこと
のないガラスの表情を知ることができるだろう。別
のコーナーに展示されている、さまざまなタイプの
万華鏡やピカピカ光るオブジェは、子どもたちにお
すすめだ。
　「黄金崎クリスタルパーク」の近くは、美しい海
岸や水平線に沈む夕陽など見どころ十分。沼津や修
善寺を訪れる機会があったら、ぜひ一度、足を伸ば
してみてはいかがだろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3
［TEL］0558-55-1515

： 伊豆箱根鉄道修善寺駅よりバスで約75分、黄金崎クリスタルパーク下車すぐ。
： 東名高速道路沼津I.C.または新東名高速道路長泉沼津I.C.より約90分。
： 大人800円、小・中学生400円、65歳以上700円。営業時間9:00～17:00（最終入場16:30）。

： 入場無料、体験料、材料代は別途。営業時間9:00～17:00（最終受付16:00）。

電車の場合
車の場合
ガラス
ミュージアム
体験工房

● 黄金崎

駿河湾に面した岬は公園になっており、遊歩道、芝
生の広場、展望台等がある。夕暮れ時には、崖が黄
金色に染まる絶景地だ。また、風化で黄褐色に変化
したプロピライトと呼ばれる岩石相は昭和63年に静
岡県の天然記念物にも指定されている。

● 土肥達磨寺
TEL： 0558-99-0731
達磨寺として名高い京都法輪寺の分院である「土
肥達磨寺」は、富士山の好展望地として知られる小
下田の富士見台に位置する。本堂には高さ5ｍ、重
さ3トンの日本最大の達磨大師坐像が安置されてい
る。願い事を書いた開運札を貼ると願いが叶うとい
う願かけ達磨もいる。
8:30～16:30。本堂拝観は500円。

見る、遊ぶ、買う、食べるなどいろいろな楽しさが体験できるガラスのテーマパーク「黄金崎クリスタルパーク」

個性的な作品が展示されるガラスミュージアム。
光の透過、屈折により、日によって表情を変えるのが魅力

1
2
3
4
5
6

サンドブラスト体験ではさまざまなガラス生地から、お好きなものをチョイス！
特殊な絵の具を使って絵を描く。絵の具が垂れないように少しずつ線を伸ばしていくのがコツ
ブラスターという機械に手を入れ、砂を吹き付け、曇りガラスに加工する
絵を描く代わりにシールを張ってもOK。シンプルな青いグラスが、このように仕上がる
サンドブラストのほかジェルキャンドルやステンドグラスといった体験も可能
日本を代表する藤田喬平をはじめ、世界各国の作品はどれも自由で多様な造形美を放っている

（記事提供　電気新聞）

1 2 4

6

53

「かも風鈴」は鮮やかな色合いが特徴

136

410

土肥達磨寺

黄金崎 黄金崎
クリスタルパーク
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気主任技術者の選任─

第 回

電気事業法と各種手続き（3）

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3回目は、電気主任技術者の役割や、選任するための手続きなどについて
必要なポイントを解説します。

A

A

A

　電気事業法では、「事業用電気工作物を設

置する者は（中略）主任技術者免状の交付を受

けている者のうちから、主任技術者を選任しなけれ

ばならない」（第43条）と定めています。選任された

主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持、運

用に関する保安の監督を行います。工事、維持、運

用に実際に従事する人は、主任技術者が保安のため

に行う指示に従わなければなりません。電気主任技

術者が中心となって、自主保安体制を確立していく

ことになります。

　電気主任技術者選任にあたっては、いくつ

かの特例があります。

①事業用電気工作物のうち自家用電気工作物につい

ては、免状交付を受けていない人であっても、経

済産業大臣の許可を受けて電気主任技術者に選任

できる場合があります。電気設備に関する一定の

知識・技能を有し、当該事業場の保安監督を行う

能力がある人（例えば第1種電気工事士の免状を持

っている人や、工業高校などの電気科で規定科目

を修めた人など）が相当します。これを「有資格者

以外の選任」といい、選任された人を「許可主任技

術者」といいます。有資格者以外の選任ができる

事業場は、需要設備であれば最大出力500kW未満

などの制限があります。

②1人の電気主任技術者が2カ所以上の事業場を兼

任する場合もあります。やむをえない場合で、他

の事業場の電気主任技術者に選任されている人を

当該事業場の電気主任技術者として、職務を支障

なく遂行できると経済産業大臣または産業保安監

督部長が認めた場合には、兼任を承認されること

があります。この場合、「電気主任技術者兼任承認

申請書」を提出しなければなりません。例えば1人

の電気主任技術者が常時勤務している事業場と同

じ会社の複数の事業場を兼任したり、親会社や子

会社の事業場を兼任することもあります。

　免状には第1種、第2種、第3種があり、

施行規則第56条において監督の範囲が定め

られています。

　事業用電気工作物の設置者はその設備に応じて、

原則としてその事業場の従業員の中から免状の交付

を受けている人を電気主任技術者として選任し、経

済産業大臣に届け出なければなりません。これを「有

資格者選任」といいます。

　ちなみに、主任技術者には電気主任技術者のほか

にダム水路主任技術者とボイラー・タービン主任技

術者があり、それぞれ水力発電所や火力発電所の主

任技術者となることができます。

A 　事業場の中で電気主任技術者を選任でき

ない場合は、電気管理技術者または電気保

安法人へ委託を行うことができます。この場合は、

相手と保安管理業務に関する委託契約を締結し、

経済産業大臣に承認を受ける必要があります。こ

れを「外部委託承認」といいます。

　従来、外部委託できる設備は自家用電気工作物

のうち1000kW未満の発電所、7000V以下で受電

する需要設備、電圧600V以下の配電線路となっ

ていましたが、再生可能エネルギーの普及拡大に

伴って要件を緩和し、2000kW未満の水力、火力、

太陽電池、風力発電所も認められるようになりま

した。

Q 4 それらの該当者もいない場合は？

A 　法律上、申請や届出は主務大臣である経済

産業大臣に対して行いますが、実際の手続き

は一般的に電気工作物の設置場所を管轄する産業保

安監督部（産業保安監督部長）に対して行います。た

だし、設置の場所が2つ以上の産業保安監督部の管

轄区域にある場合は、商務流通保安グループ（経済

産業大臣）に対して行います。

Q 5 申請や届出などの手続きは、
どこにすれば
いいのでしょうか？

Q 1 「電気主任技術者」って、
何ですか？

Q 3 その事業場に
免状交付者がいない場合は
どうすればいいですか？

Q 2 電気主任技術者免状を持って
いれば、どんな設備の
保安業務も監督できますか？

（記事提供　電気新聞）

電気主任技術者の監督範囲
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　電気主任技術者は電気事業法第 44 条に示された国家資格で、本文のとおり
電気工作物の保安監督が仕事になります。具体的には、保安規程に沿って保安
計画を立てたり、設備の点検を行ったりします。電気主任技術者試験に合格す
るか、一定の学歴・資格と実務経験を有することで取得できます。
　電気工事士は電気工事士法によって定められた電気工事従事者のための国家
資格です。第二種電気工事士は一般用電気工作物、第一種電気工事士はそれに
加えて自家用電気工作物（最大電力 500kW未満の需要設備に限る）の電気工
事を行うことができます。
　電気主任技術者試験と電気工事士試験は、いずれも一般財団法人電気技術者
試験センターが毎年度実施しています。電気主任技術者試験は筆記試験のみで
すが、電気工事士試験は筆記試験と技能試験があります。

電気主任技術者と電気工事士

▶用語解説

　関東電気保安協会では、外部委託承認という形で

お客さまの保安管理業務を受託し、豊富な経験とノ

ウハウに基づきサポートを行っています。詳細は関

東電気保安協会までお問い合わせください。

　外部委託承認申請書には、委託契約の相手方の執

務に関する説明書の添付が必要です。説明書には委

託契約先から当該事業場までの距離や時間、交通機

関をはじめ、点検頻度、緊急時の連絡方法を記載し

なければなりません。また、委託契約先が法人の場

合は、保安業務の担当者名や免状の種類、番号ほか、

必要に応じ担当者から点検の指示を受ける保安業務

従事者名なども記載する必要があります。

免状の種類

第1種電気主任技術者

第2種電気主任技術者

第3種電気主任技術者

保安監督の範囲

全ての事業用電気工作物の工事、維持、運用

電圧17万V未満の事業用電気工作物の工事、
維持、運用

電圧5万V未満の事業用電気工作物
（出力5000kW以上の発電所を除く）の工事、
維持、運用



埼玉県比企郡川島町白井沼675　［TEL］049 -297-0007
開館時間：10：00～16：30（入館は16時まで）　休館日：月曜日休館（祝日の際は翌日休）。他に年末年始（美術館は6/13～12/20まで改
修工事のために休館、ただし邸宅はご覧になれます）。
入館料：大人 500円　アクセス：東武東上線・JR埼京線川越駅から東武バス桶川駅行き、またはJR高崎線桶川駅より川越
駅行きで牛ヶ谷戸下車、徒歩15分。関越道川越IＣより 30分、または 圏央道川島IＣより 7分。

比企郡川島町

　埼玉県のほぼ中央に位置し、緑あ
ふれる自然豊かな７町（滑川町、嵐山
町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
ときがわ町）からなる埼玉県比企郡。
遠山記念館は川島町ののどかな田園
風景の中に、優雅さと静寂を備え、来
館者を迎えています。

遠山記念館

　遠山記念館は、比
企郡川島町出身で
日興證券（現ＳＭＢ
Ｃ日興証券）の創立
者である遠山元一
氏（1890─1972）が、近代和風建築の
遠山邸の保存と重要文化財６点を含
む工芸品の公開を行い、文化および
芸術の振興に寄与することを目的に
1970年に開館しました。
　収蔵作品は遠山元一氏が収集した、
日本と中国の書画、陶磁器、人形、染
織品および世界の工芸品と染織品な
ど、幅広い分野の11,000点からなって
います。
　先祖伝来の美術品ではなく、昭和
11年竣工の遠山邸の8カ所の床の間を
飾るために、遠方からの来客に最高の
おもてなしのできる、格式ある家にふ
さわしい内容の書画工芸が集められ

ました。平安時代のかなの名筆「寸松
庵色紙」、鎌倉初期の「佐竹本三十六
歌仙絵」は大正・昭和の数寄者垂涎
の名品で、江戸時代の文人画 岡田半
江「春靄帰鴉図」や、英 一蝶｢布晒舞
図｣などとともに、国の重要文化財に指
定されています。
　また、オープンにあわせて、古代オ
リエントやアンデスの工芸、染織品な
どを追加して収集しました。その後も
多彩な染織品を拡充して、コレクショ
ンのおおよそ７割は世界各地の染織
品となっています。生活の中から生ま
れたものに美を見出していこうとの考
えのもとで集められました。これら時
代と地域の多岐にわたる美術品を、年
間 6回（※）ほどテーマに沿った内容で
展覧をしています。
※ 美術館内装の改修工事を行うため、今年の
企画展示は終了しました。年内は遠山邸と庭
園だけの公開になります。企画展示は来年春
から再開する予定です。

遠山邸

　遠山元一氏が、幼い頃に没落した
生家を再興し、苦労した母親の安住
の住まいとなるように、昭和８年から
２年７カ月の歳月と日本建築の最高の
技術と銘木を投入し、昭和11年に完成
させた大邸宅です。邸宅は、今までほ
とんど増改築をせず81年前のままの
たたずまいを残している類い稀なる建
物となっています。

　副館長の久
保木さんに遠
山記念館の見ど
ころなどをお伺
いしました。
　企画展示は、
テーマに沿った

名品を選び、ほど良い内容でゆっくり
とご覧いただける展覧会にしています。
併せて季節ごとに趣を変える邸宅と
庭の風情をお楽しみください。ご来館
をお待ちいたします。

鎌倉初期　「佐竹本三十六歌仙絵」

英 一蝶「布晒舞図」平安時代かなの名筆　「寸松庵色紙」

副館長
久保木　彰一さん

遠山元一氏

遠山邸本館

公益財団法人
遠山記念館

埼玉県

第

回
42

20 21電気と保安 2017年 9・10月号 電気と保安 2017年 9・10月号

N E W S C L I P ニュース
クリップ

2016年度の販売電力量、
新電力シェアが7.8%に拡大
大手電力は6年連続減少

米がパリ協定離脱表明、
復帰交渉には含み残す
排出削減は一定の効果持続か

　経済産業省・資源エネルギー庁が発表した2016年

度の電力需給速報によると、総需要電力量は前年度

比1.8%増の9665億1402万5000kWhとなり、3年ぶ

りに前年実績を上回りました。旧一般電気事業者（大

手電力）の販売電力量は6年連続で前年実績を割り

込む一方、小売り全面自由化を契機に新電力の販売

電力量は急増し、販売シェアは前年度の4.2%から

7.8%に上昇しました。

　総需要電力量から自家発自家消費値（速報）を除

いた電気事業者の需要電力量は同6.9%増の8997億

4568万5000kWh、さらに特定供給と自家消費を差し

引いた販売電力量は同1.5%増の8504億9576万

7000kWhでした。

　販売電力量のうち大手電力11者（東京電力はパワ

ーグリッドとエナジーパートナーの2者）は、同

1.7%減の7838億2120万2000kWhでした。一方、新

電力の販売電力量は同64.8%増の666億7456万

5000kWhと大幅に増加しました。

　販売電力量を受電電圧別にみると、特別高圧は同

0.9%増の2314億4156万2000kWh、高圧は同1.7%増

の3073億3977万3000kWh、低圧は同1.1%増の3094

億5845万5000kWhでした。

　新電力のシェアは特高が同0.57ポイント増の

5.94%、高圧が同5.34ポイント増の14.65%、低圧は

2.56%となりました。低圧の販売電力量のうち、従

来の規制料金から自由料金に移行した割合は、大手

電力の獲得分を含めて31.4%でした。

　米国のトランプ大統領が、地球温暖化対策の国際

的枠組み「パリ協定」からの離脱を正式に表明しま

した。中国に次ぐ世界第２位の温室効果ガス排出国

の離脱表明が、国際協調に水を差すのは必至です。

ただ、脱退が完了するまでには一定の期間を要する

ことに加え、米国内では価格競争力の高いシェール

ガスや再生可能エネルギーの普及が進んでおり、「今

回の決定で大きな変化は予想しづらく、それなりに

排出削減も進む」（日本政府関係者）との見方があり

ます。

　トランプ大統領は会見で、パリ協定のために3兆ド

ルの国内総生産（ＧＤＰ）と650万人の雇用が失われ

たと強調し、中国やインドなどの主要排出国と比べ

て不利な立場に置かれていると示唆。「米国と国民を

守るという私の職責を果たすため、米国はパリ協定

から離脱する」と話しました。

　ただ、離脱の方法や時期に具体的な言及はなく、

一方では「米国のビジネスや労働者などにとって公

平なものであれば、パリ協定に入り直すか、新しい

取り決めに関する交渉を開始する」とも述べており、

今後の交渉に含みを持たせました。

　パリ協定からの離脱は大統領権限のみで実現可能

で、議会の承認を得る必要がないため、トランプ大

統領の公約の中でも最も実現しやすいものの一つと

されています。「コアとなる支持層をつかまえておく

ためにも、恐らく任期中に翻意する可能性は低いの

ではないか」（日本政府関係者）との見方が有力です。

ただ、米政府の立場にかかわらず、州レベルの温室

効果ガスの排出削減は今後も一定程度進むと考えら

れます。トランプ大統領は石炭利用を推進する意向

ですが、安価なシェールに押されて競争力が下がっ

ている現状を覆すのは難しいとみられています。

　また、パリ協定の規定により、実際に脱退が完了

するのは大統領任期終盤の20年11月5日以降となり

ます。地球温暖化問題の専門家は「大本の国連気候

変動枠組み条約ではなく、パリ協定からの離脱にと

どまったことで、復帰の余地は残された」と指摘し

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

受変電設備の清掃

受変電設備の清掃

　受変電設備の清掃を怠り、ホコリや塵が内部の機器に溜まり、これが湿気を含むと、漏電や短絡など
の電気事故が発生することがあります。家庭用のコンセントでも、掃除をしないと溜まったホコリが水分
を含むことでトラッキング現象により火災などを起こすことがあります。
　家庭用よりも高圧で受電しているキュービクルなどでは、大規模な事故を引き起こすことがありますの
で、当協会では電気事故防止の観点から定期的な清掃をお奨めしています。
　当協会ではお客さまからのご用命により、受変電設備の清掃業務を承っております。清掃作業は停電
作業となり、ホコリや塵の除去だけでなく、機器の不良箇所の発見にも有効な手段です。詳しくは担当
検査員またはお近くの事業所までご連絡ください。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電源コードや
延長コードは壁に
固定してはいけないの？

ます。

　軽量で動かしやすく、曲げた

状態でも使えるため便利ですが、

耐久性が低いので、使用方法に

は制限があります。内線規程で

はコードの使用制限として、「電

球線及び移動電線として使用す

る場合に限るものとし、固定し

た配線として施設しないこと」

と定めています。つまり、コー

ドを壁や床などに固定すること

は認められていません（例外と

して、ショーウインドウ等の内

部で外から見えやすい場所に配

線する場合などに限って、固定

した配線として使用することが

できるとされています）。

　コードは電球や小容量の電気

製品の電源用として用いる電線

です。配線に用いる電線に比べ

ると許容電流が小さく、大きな

電流を流すと過熱して火災につ

ながる恐れがあります。また、

被覆が弱いので、ステップルな

どで固定すると被覆や心線を傷

つけ、感電事故や電気火災の原

因になる危険があります。

　このほか、コードの種類によ

っても使用できる場所に制限が

あります。屋内／屋外、湿気の

多い場所かどうか、接続する器

具は電熱器具かどうかといった

条件を勘案して適切な電線を選

んでください。許容電流につい

ても器具の消費電力を確認して

余裕のあるものを選びましょう。

　では、固定した配線を設置し

たいときはどうすればいいでし

ょうか。一例として、ビニルキ

ャブタイヤケーブル（VCT）等の

ケーブル規格の電線であれば、

固定した配線として使用できま

す。ケーブルは絶縁被膜の上か

らさらに外装で覆うことで耐久

性を高めています。ただし、ケ

ーブルなどの電線を直接造営材

などに取り付けたり、取り外し

たりする作業には電気工事士の

資格が必要になります。

　電線には裸電線、絶

縁電線、コード、ケー

ブルなどの種類があり

ます。このうちコードは家庭用

の電気器具でもよく使われてお

り、馴染み深いものです。構造

としては、銅などの導体に絶縁

性の被膜を施した電線で、かつ

可とう性がある（柔軟性があり

曲げられる）もののことをいい

ます。絶縁被膜の素材や構造な

どによって、ゴムコード、ビニ

ルコード、キャブタイヤコード、

金糸コードといった種類があり
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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   
4

年4月

2  0 1   4

年4月

2  0 2   4

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 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 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

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─

日
本

電 気 計 器 検

定
所

有効期限

年
月

　　4

有効期限

年

月

0000000
3
33    4

平成28年4月以降は、検定証印のみの表示。

6 7 6

28 29 38

38

38

平成28年3月以前は、有効期限を元号で表示。

38.3

38

38


