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平成29年度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

安全エレちゃんの「年末大掃除と電気用品の安全チェック」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　フィルターの目詰まりによる温度異常

フロン排出抑制法──業務用冷凍空調機器の管理者の義務について──

好奇心いっぱい！ 小トラベル　日立市かみね動物園

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

エレちゃん6コマ電気安全　電気設備の更新

11月11日は配線器具の日
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ちょっとひと息 とちぎ花センター

富士宮まつり　静岡県
　11月3～5日に催される富士宮まつり。富士山信仰の総本山である富士山本宮浅間大社
の秋季例祭に、氏子町内が祭囃子をにぎやかに囃しながら山車や屋台を引き回し、収穫と
一年の無事を感謝します。
　全体行事として、初日は各町内の参加者が隊列を組んで大社に宮参りを行い、帰着後に
は夜までにぎやかに引き回しが行われます。本祭が催される中日には、大社周辺に山車・
屋台が集結。式典を行い一斉に囃子を奏した後に踊ります。その後、山車を移動させ目抜
き通り各所を引き回します。場面に合わせて奏でられるさまざまな富士宮囃子、引き回しで
出会った山車が繰り広げる勇壮な競り合いなどが見所です。

安全エレちゃんのQ&A エアコンの配線やアースの取り方で気をつけないといけないことは？

21

お客さまこんにちは　サン電子工業株式会社深谷工場

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

　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、皆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。

●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）

※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。

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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平成29年 平成30年開催事業所
技術研修所

■平成29年度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表

開催事業所
技術研修所

平成29年
11月 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
群馬
水戸
土浦
日立
鹿島

さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南
小田原
甲府
沼津

平成29年
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
11,12
25,26
18,19
17,18

18,19
11,12
25,26
10,11
24,25

18,19

10,11
17,18

2月
13,14
8,9
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

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）】

開催事業所
荒川
芝浦
国分寺
宇都宮
下野
那須
群馬
東毛
水戸
土浦
鹿島
さいたま
川越
熊谷
久喜

技術研修所
千葉
柏
市川
君津
横浜
湘南
相模原
川崎
甲府
都留
沼津

平成29年
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7,21
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8
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6
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25

10,24
18
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12

11
16

2月
7
15
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9
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7
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6
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6
14

13

平成30年
3月
7,20
8,15
14

8

7

23
15
6
29

23
9

14

13

■平成29年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】



4 5電気と保安 2017年 11・12月号 電気と保安 2017年 11・12月号

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　電気用品の掃除をする場合は、まず安全を確保し
　大掃除は普段見ることのない家具の裏のコンセン
トや、なかなか手の行き届かない電気機器の状態を
チェックするチャンスです。
　ホコリのたまったコンセントで起きる「トラッキ
ング現象」や、コードの破損などは火災の原因にな
ることもあります。電気用品ごとに、安全・効率的
に使用するためのチェックポイントを以下に挙げま
すので、定期的に確認しましょう。

早いもので、今年も残すところわずかとなりました。
年末には皆さん大掃除をされると思いますが、
良い機会なので併せて電気用品の汚れや安全もチェックしましょう。
電気用品が汚れていると、本来の性能を発揮できずムダな電力を消費したり、
場合によっては故障や漏電に至ることもあります。
大掃除をしながらできる電気用品の安全チェックポイントを紹介しますので、
活用してみてください。

Ⅰ 大掃除を始める前に Ⅱ 電気用品別・安全チェックポイント

を差し込んだままにしていると、チリやホコリ
がたまり、そこに湿気が加わると突然発火する
ことがあります。
　これを「トラッキング現象」といい、電気火
災の原因となり大変危険です。ホコリのたまっ
たプラグは乾いた布などで清掃しましょう。

コンセントが枠から外れていないか

　コンセントが枠から脱落したまま使用してい
ませんか。電線間でショートしたり、枠が金属
製の場合は感電する恐れがあるので、電気工事
店に相談して修理しましょう。

コンセントやプラグが破損していないか

　コンセントが破損している状態で使用すると、
接触不良によって過熱し、火災に至る場合があ
ります。また、内部の金属がむき出しになって
いると、接触して感電やショートする危険性が
あります。電気工事店に相談して修理しましょ
う。

りますので、新しいものと交換しましょう。

ビニールコードを固定して
使用していないか

　ビニールコードは傷みやすく、釘やステップ
ルなどで固定すると断線や過熱の原因となり危
険です。ビニールコードを固定して使用するこ
とはやめましょう。

コードを束ねて使用していないか

　コードを束ねたり巻いた状態で使用すると、
熱がこもり過熱する恐れがあります。コードは
伸ばして使用しましょう。

コードが家具などに踏まれていないか

　コードが家具などの重量物に踏まれていませ
んか。見た目には損傷がなくても芯線が断線し
ていることがあります。その場合、本来流すこ
とができる電流を流せずに過熱する恐れや、シ
ョートにより火災の原因となる恐れがあります。
　重量物で踏んでしまったコードは交換しまし
ょう。ドアに挟んだり、強く曲げたりしたコー
ドも同様に芯線が断線している可能性があるの
で交換しましょう。

年末大掃除と
電気用品の安全チェック

　いかがでしたか。電気安全の確保には定期的なチ
ェックが有効ですが、年に一度の大掃除はそれを実
践する良い機会です。職場やご自宅で電気安全チェ
ックを行って新年を迎えましょう。

　「電気と保安」では、来年も電気の“安全”や“上
手な使い方”をお知らせしていきます。また、当協
会ホームページでもいろいろな情報を掲載していき
ますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 ●　電源OFFを確実に

 ●　水拭きに注意！

 ●　掃除機の適切な使い方

てから始めることが肝心です。清掃中に何かの拍子
でスイッチが入り、通電して機器が突然動作するこ
とで、けがや機器の故障につながる恐れがあります。
プラグを抜いたりブレーカーを切ったりして、確実
に電源を切ったことを確認してから掃除に取り掛か
りましょう。

　水は電気を通しやすいことにも注意する必要があ
ります。電気用品を掃除する場合、水をかけたり、
濡れた雑巾で拭いたりすると内部に水が入り、電源
を入れた瞬間に漏電することがあります。電気用品
の取扱説明書を読み、適した掃除方法を確認しまし
ょう。

　掃除機の集塵パックにゴミが詰まった状態になっ
ていませんか。ゴミが詰まったままだと本来の性能
が発揮できず、吸引力が低下してしまいます。適宜
たまったゴミの処理を行いましょう。
　また、掃除機をかける前にはまず部屋を片付けま
しょう。掃除機を使う時間が短くなり、電気代の節
約につながります。

たこ足配線をしていないか

　コードやテーブルタップは安全に使用できる
電流が決められています。これを超えて使用す
ると、コードが過熱して火災の原因になること
があります。使用できる電流はテーブルタップ
のコンセント部に記載されていますので、確認
しましょう。

　使用している機器の電流は
電流（アンペア）＝電力（ワット）÷電圧（100または200ボルト）
で計算することができます。

コンセントからプラグが
抜けかかっていないか

　抜けかかっている状態でプラグを使い続ける
と、接触不良によって過熱したり、金属製のも
のが触れると短絡（ショート）して火災に至る
恐れがあります。また、小さなお子さまが触れ
て感電する恐れもあります。抜けかかったプラ
グは奥までしっかり差し込みましょう。

プラグにホコリがたまっていないか

　家具の裏や隠れたコンセントに長い間プラグ

コードは傷んでいないか

　電源コードの被覆が傷んでいたり、古くなっ
てひび割れたりしていないでしょうか。傷んだ
コードは漏電やショートによる火災の原因にな

アースが
取り付けられて
いるか

　コンセントの周り
を清掃するときは、
併せてアースが取り
付けられているか確
認しましょう。
　水周りで使用する洗濯機や電気温水器、台所
の電子レンジや食器乾燥機、その他200ボルト
で使用する機器はアースの取り付けが必要です。

照明器具

　照明器具の汚れは明
るさを低下させます。
清掃すると思った以上
に明るくなって驚くこ
とも。
　蛍光管の端が黒くな
って暗く感じることは
ないですか。明るさが低下しても消費電力はほ
ぼ同じなので、両端が黒ずんできたら交換する
ことをお奨めします。
　また、LED照明器具に交換すると一層の省エ
ネになります。

冷蔵庫

　冷蔵庫の裏側はホコ
リがたまりやすいの
で、忘れずに掃除しま
しょう。また、機種に
より異なりますが、放熱による空気の対流があ
るため、冷蔵庫と壁の間には空間を設けたほう
が良いでしょう。壁にぴったりくっつけると放
熱の妨げになってしまい、効率が低下します。
　また、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎると効率
が低下するばかりか、食材の出し入れに時間が
かかり庫内の温度が上がってしまいます。冷蔵
庫内も整理しましょう。

テレビ

　テレビは静電気でホ
コリがつきやすいもの
です。また、画面はホ
コリだけでなく指紋も
気になります。しかし
画面は傷がつきやすいので、取扱説明書を読み
推奨された洗剤や用具を使って掃除してくださ
い。

換気扇

　台所の換気扇が油で
ベトベトになっていま
せんか。油が多く付着
していると換気する能
力が低下して効率が悪くなります。換気扇は長
時間使用することが多いので、電気のムダ遣い
だけでなくモーターが過熱して火災の原因にも
なります。

工作機械

　旋盤などに金属を削
った切子がたまってい
ないでしょうか。切子
がモーターに入り込んだりコードを傷つけたり
することによって、漏電につながる場合があり
ます。切子などはこまめに片付けるようにしま
しょう。

コンプレッサー

　コンプレッサーの配
管、ホース、バルブな
どから空気が漏れてい
ないでしょうか。空気のムダは電気のムダに直
結します。電源コードだけでなくホースなども
ひび割れていないか確認しましょう。

分電盤や受変電設備の前に
物を置いていないか

　分電盤や受変電設備の前に物を積んでいると、
いざというときに扉を開けることができません。
停電の中で物を動かすのは危険
ですし、復旧にも時間がかかっ
てしまいますので整理しておき
ましょう。

　受変電設備には高い電圧の電気が流れているので、
清掃には停電作業が必要です。お客さまご自身で受
変電設備の清掃を実施するのは、大変危険ですので
絶対に避け、電気主任技術者などにご相談ください。
　受変電設備の内部が汚れていると、コンセント同

様にトラッキング現象が発生して火災などの事故に
つながる場合があります。ビルや工場全体が事故に
よって停電すると大きな損害となる可能性がありま
すので、受変電設備を清掃してきれいに保つことが
大切です。
　清掃作業ではホコリを取り払ったり、機器に直接
触れたりすることによって、碍子（がいし）のひび
割れや変色、ねじの緩みといった不良箇所を早期発
見できる場合もあります。事故を未然に防ぐために
も、定期的な清掃をお勧めします。
　関東電気保安協会では受変電設備の清掃業務を承
っております。詳しくは担当検査員またはお近くの
当協会事業所にお問い合わせください。

コンセント

コード

check

check

check

check

check

check

check

check

check
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　電気用品の掃除をする場合は、まず安全を確保し
　大掃除は普段見ることのない家具の裏のコンセン
トや、なかなか手の行き届かない電気機器の状態を
チェックするチャンスです。
　ホコリのたまったコンセントで起きる「トラッキ
ング現象」や、コードの破損などは火災の原因にな
ることもあります。電気用品ごとに、安全・効率的
に使用するためのチェックポイントを以下に挙げま
すので、定期的に確認しましょう。

を差し込んだままにしていると、チリやホコリ
がたまり、そこに湿気が加わると突然発火する
ことがあります。
　これを「トラッキング現象」といい、電気火
災の原因となり大変危険です。ホコリのたまっ
たプラグは乾いた布などで清掃しましょう。

コンセントが枠から外れていないか

　コンセントが枠から脱落したまま使用してい
ませんか。電線間でショートしたり、枠が金属
製の場合は感電する恐れがあるので、電気工事
店に相談して修理しましょう。

コンセントやプラグが破損していないか

　コンセントが破損している状態で使用すると、
接触不良によって過熱し、火災に至る場合があ
ります。また、内部の金属がむき出しになって
いると、接触して感電やショートする危険性が
あります。電気工事店に相談して修理しましょ
う。

りますので、新しいものと交換しましょう。

ビニールコードを固定して
使用していないか

　ビニールコードは傷みやすく、釘やステップ
ルなどで固定すると断線や過熱の原因となり危
険です。ビニールコードを固定して使用するこ
とはやめましょう。

コードを束ねて使用していないか

　コードを束ねたり巻いた状態で使用すると、
熱がこもり過熱する恐れがあります。コードは
伸ばして使用しましょう。

コードが家具などに踏まれていないか

　コードが家具などの重量物に踏まれていませ
んか。見た目には損傷がなくても芯線が断線し
ていることがあります。その場合、本来流すこ
とができる電流を流せずに過熱する恐れや、シ
ョートにより火災の原因となる恐れがあります。
　重量物で踏んでしまったコードは交換しまし
ょう。ドアに挟んだり、強く曲げたりしたコー
ドも同様に芯線が断線している可能性があるの
で交換しましょう。

安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
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水 ト ーリ
応募総数…1,508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。電気安全の確保には定期的なチ
ェックが有効ですが、年に一度の大掃除はそれを実
践する良い機会です。職場やご自宅で電気安全チェ
ックを行って新年を迎えましょう。

　「電気と保安」では、来年も電気の“安全”や“上
手な使い方”をお知らせしていきます。また、当協
会ホームページでもいろいろな情報を掲載していき
ますので、引き続きよろしくお願いいたします。

7・8月号正解

年末大掃除と電気用品の安全チェック

平成30年3・4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。

水周りで使用する洗濯機や電気温水器、台所の
電子レンジや食器乾燥機、その他200ボルトで
使用する機器は〇〇〇の取り付けが必要です。
3文字でお答えください。

てから始めることが肝心です。清掃中に何かの拍子
でスイッチが入り、通電して機器が突然動作するこ
とで、けがや機器の故障につながる恐れがあります。
プラグを抜いたりブレーカーを切ったりして、確実
に電源を切ったことを確認してから掃除に取り掛か
りましょう。

　水は電気を通しやすいことにも注意する必要があ
ります。電気用品を掃除する場合、水をかけたり、
濡れた雑巾で拭いたりすると内部に水が入り、電源
を入れた瞬間に漏電することがあります。電気用品
の取扱説明書を読み、適した掃除方法を確認しまし
ょう。

　掃除機の集塵パックにゴミが詰まった状態になっ
ていませんか。ゴミが詰まったままだと本来の性能
が発揮できず、吸引力が低下してしまいます。適宜
たまったゴミの処理を行いましょう。
　また、掃除機をかける前にはまず部屋を片付けま
しょう。掃除機を使う時間が短くなり、電気代の節
約につながります。

たこ足配線をしていないか

　コードやテーブルタップは安全に使用できる
電流が決められています。これを超えて使用す
ると、コードが過熱して火災の原因になること
があります。使用できる電流はテーブルタップ
のコンセント部に記載されていますので、確認
しましょう。

　使用している機器の電流は
電流（アンペア）＝電力（ワット）÷電圧（100または200ボルト）
で計算することができます。

コンセントからプラグが
抜けかかっていないか

　抜けかかっている状態でプラグを使い続ける
と、接触不良によって過熱したり、金属製のも
のが触れると短絡（ショート）して火災に至る
恐れがあります。また、小さなお子さまが触れ
て感電する恐れもあります。抜けかかったプラ
グは奥までしっかり差し込みましょう。

プラグにホコリがたまっていないか

　家具の裏や隠れたコンセントに長い間プラグ

コードは傷んでいないか

　電源コードの被覆が傷んでいたり、古くなっ
てひび割れたりしていないでしょうか。傷んだ
コードは漏電やショートによる火災の原因にな

アースが
取り付けられて
いるか

　コンセントの周り
を清掃するときは、
併せてアースが取り
付けられているか確
認しましょう。
　水周りで使用する洗濯機や電気温水器、台所
の電子レンジや食器乾燥機、その他200ボルト
で使用する機器はアースの取り付けが必要です。

照明器具

　照明器具の汚れは明
るさを低下させます。
清掃すると思った以上
に明るくなって驚くこ
とも。
　蛍光管の端が黒くな
って暗く感じることは
ないですか。明るさが低下しても消費電力はほ
ぼ同じなので、両端が黒ずんできたら交換する
ことをお奨めします。
　また、LED照明器具に交換すると一層の省エ
ネになります。

冷蔵庫

　冷蔵庫の裏側はホコ
リがたまりやすいの
で、忘れずに掃除しま
しょう。また、機種に
より異なりますが、放熱による空気の対流があ
るため、冷蔵庫と壁の間には空間を設けたほう
が良いでしょう。壁にぴったりくっつけると放
熱の妨げになってしまい、効率が低下します。
　また、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎると効率
が低下するばかりか、食材の出し入れに時間が
かかり庫内の温度が上がってしまいます。冷蔵
庫内も整理しましょう。

テレビ

　テレビは静電気でホ
コリがつきやすいもの
です。また、画面はホ
コリだけでなく指紋も
気になります。しかし
画面は傷がつきやすいので、取扱説明書を読み
推奨された洗剤や用具を使って掃除してくださ
い。

換気扇

　台所の換気扇が油で
ベトベトになっていま
せんか。油が多く付着
していると換気する能
力が低下して効率が悪くなります。換気扇は長
時間使用することが多いので、電気のムダ遣い
だけでなくモーターが過熱して火災の原因にも
なります。

工作機械

　旋盤などに金属を削
った切子がたまってい
ないでしょうか。切子
がモーターに入り込んだりコードを傷つけたり
することによって、漏電につながる場合があり
ます。切子などはこまめに片付けるようにしま
しょう。

コンプレッサー

　コンプレッサーの配
管、ホース、バルブな
どから空気が漏れてい
ないでしょうか。空気のムダは電気のムダに直
結します。電源コードだけでなくホースなども
ひび割れていないか確認しましょう。

分電盤や受変電設備の前に
物を置いていないか

　分電盤や受変電設備の前に物を積んでいると、
いざというときに扉を開けることができません。
停電の中で物を動かすのは危険
ですし、復旧にも時間がかかっ
てしまいますので整理しておき
ましょう。

Ⅲ 受変電設備の清掃

　受変電設備には高い電圧の電気が流れているので、
清掃には停電作業が必要です。お客さまご自身で受
変電設備の清掃を実施するのは、大変危険ですので
絶対に避け、電気主任技術者などにご相談ください。
　受変電設備の内部が汚れていると、コンセント同

様にトラッキング現象が発生して火災などの事故に
つながる場合があります。ビルや工場全体が事故に
よって停電すると大きな損害となる可能性がありま
すので、受変電設備を清掃してきれいに保つことが
大切です。
　清掃作業ではホコリを取り払ったり、機器に直接
触れたりすることによって、碍子（がいし）のひび
割れや変色、ねじの緩みといった不良箇所を早期発
見できる場合もあります。事故を未然に防ぐために
も、定期的な清掃をお勧めします。
　関東電気保安協会では受変電設備の清掃業務を承
っております。詳しくは担当検査員またはお近くの
当協会事業所にお問い合わせください。

ホコリのたまったクリート碍子 ホコリのたまった真空遮断器

電気製品

作業場の電気機器

その他

check

check

check

check

check

check

check

check
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さいたま事業所　茂木　研二

の 記 録 から現場
フィルターの目詰まりによる
温度異常
　再生可能エネルギー特別措置
法（FIT法）の施行とともに、急
激に導入が進んだ太陽電池発電。
今ではあちこちに太陽電池パネ
ルが設置されているのを見かけ
ます。当協会でも太陽光発電設
備の保安管理を受託することが
増えてきました。

　太陽電池発電は、一見して日
常のメンテナンスをそれほどや

らなくても大丈夫なように思え
ます。しかし電気設備の一種で
あることには変わりなく、パネル、
配線、パワーコンディショナー
など、さまざまな場所で不具合
が発生する可能性があります。
不具合を放置していれば、火災
や感電などの重大な事故・災害
につながることがあります。今
回は定期点検によって、大きな
トラブルに至る前に異常を発見
できた事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆
　電気設備の月次点検を実施す
るため、検査員と２名で担当の
小学校を訪問しました。受変電
設備の点検を終了し、太陽電池
発電設備の点検を実施するため
にパワーコンディショナーの扉
を開けると、ウィーンと運転音

がしているのに、出力モニター
には「E14」のエラー表示が出
ており、出力電流、電力は表示
されていませんでした。エラー
表示「E14」をエラーリストで
確認すると、「温度異常」警報
であることがわかりました。つ
まり、パワーコンディショナー
が何らかの理由で温度上昇を起
こし、発電設備が動かなくなっ
ていました。

　温度上昇に至った原因がわか
らないと警報をリセットしても
またエラーが出てしまうため、
２名で盤内パワーコンディショ
ナー本体などの点検をし、壊れ
ている部分などがないかを探し
ましたが、異常は発見できませ
んでした。
　本体以外の部分で何かないか
と探したところ、パワーコンデ
ィショナー下部にあるファンが
汚れており、外側から見ると外
気用フィルターがホコリで真っ
黒に目詰まりしていました。こ
れが原因で排熱が出来なくなっ
ているのかと思い、フィルター
を取り外し、きれいに洗い、よ
く乾かしてから取り付け、パワ
ーコンディショナーの運転ボタ
ンを押すと、何事もなかったか
のようにパワーコンディショナ
ーは運転を開始し、出力電流、
出力電圧を正常に表示しました。

　こちらの小学校の太陽電池発
電設備は、市の防災用となって
おり、非常災害時には太陽電池
発電の自立運転が可能で5kW程
度の電力が使用可能となります。
　連絡責任者へ点検結果と太陽
電池発電設備の異常について説
明し、外箱下部のフィルターが
原因で温度異常による運転停止
状態であったことをお伝えしま
した。
　連絡責任者によると、太陽電
池発電設備の異常については学
校の事務所へ警報が伝わらない
ので、異常には気がつかなかっ
たそうです。
　太陽電池発電のパワーコンデ
ィショナーは校庭の端にあり、
「強風になると校庭の土が吹き付
けるため、かなり汚れるのでは
ないか。また、外から見ただけ
では運転状態はわからない」と
話されていました。

◆　　◆　　◆
　定期的に点検を行うことで、
普段は気づきにくい異常も見つ
けることができます。太陽電池
発電の設置者は、信頼できる電
気保安法人に委託するなど、し
っかりとした保安体制を構築し
ておくことが大切です。また、
私たちも今回の経験をもとに、
太陽電池発電設備の点検ではパ
ワーコンディショナーの排熱用
フィルターに汚れによる目詰ま
りがないかにも注意を払わなけ
ればならないと強く感じた事例
となりました。



10 11電気と保安 2017年 11・12月号 電気と保安 2017年 11・12月号

業務用ゲーム機器を製造

　サン電子工業は、アミューズ
メント業界を裏から支えるアミ
ューズメント機器メーカーです。
例えば、大手アミューズメント
機器メーカー・セガの「UFOキ
ャッチャー」もサン電子工業で
製造しています。他にも、ゲー
ムセンターや商業施設のゲーム
コーナーなどにある、お馴染み
のアミューズメント機器を数多
く製造しています。
　サン電子工業は、1985年にス
イッチング電源メーカーとして
設立されました。スイッチング

電源とは、交流（AC）電源を安
定化した直流（DC）電源に変換
する装置で、さまざまな電子機
器に使用されています。
　そこで培った技術を生かして、
1995年にアミューズメント業界
に進出。当初は電源基板のみで
したが、後にゲーム機器本体も
製造するようになりました。

サン電子工業の強み

　サン電子工業の強みは、開発
から製造、出荷後のメンテナン
ス対応まで一貫して行えること。
そのため、コスト面や法律の制
約内で、お客さまの要望を最大

限取り入れたオーダーメイドの
アミューズメント機器を提供す
ることが可能です。　
　アミューズメント機器の生産
台数は多くても2000台ほどなの
で、固定化した生産ラインを組
むことができず、どうしても人
間の手による作業が多くなりま
す。しかし、同社の工場には少
量多品種の生産体制が整ってい
ます。
　また、生産は可能でも、量産
化のハードルは高いといわれる
業務用アミューズメント機器で
すが、30年間にわたり、さまざ
まなアミューズメント機器を製
造してきたサン電子工業にはそ
のノウハウがあります。このよ
うなオンリーワンの強みを発揮
しながら、同社は業界をけん引
する存在にまで成長したのです。

海外展開と介護業界への進出

　ここ数年は国内のみならず、海
外展開にも乗り出しているサン電
子工業。展開先の一つがスペイン
です。スペインのカジノは小規模
な上、州ごとに法律が異なり、同
じアミューズメント機器でも仕様
を若干変更しなければなりません。
これがサン電子工業の少量多品種
の生産体制とマッチしたことから、
2013年にプロジェクトがスター

ト。今年から事業を本格化させ、
カジノ用のビンゴマシンを出荷し
ています。
　また、少子高齢化などの影響で、
国内では業務用アミューズメント
機器の需要が減少傾向をたどって
いるため、2012年からは介護業
界にも進出しています。「リハビ
リはつらい」という従来のイメー
ジを覆すような、ゲームの延長線
上にあるリハビリサポートマシン
を九州大学リハビリテーション部
と共同開発。介護施設の入居者に
実際に試してもらったところ、運
動機能と脳機能の活性化に効果が
見られました。「楽しく遊んでリ
ハビリ」を実現するこのリハビリ
サポートマシンは、メディアにも
数多く取り上げられ、現在では全
国で約300カ所の施設に導入され
ています。

積極的な地域貢献活動

　工場を埼玉県深谷市に新設した
際に後方支援を受けたこともあり、
サン電子工業は同市と良好な関係
を築いています。それが具体的な
形となったのが「ふっかちゃんキ

ャッチャー」でしょう。
　ふっかちゃんキャッチャーは、
深谷市のイメージキャラクター
「ふっかちゃん」のグッズが景品
となっているクレーンゲームで
す。深谷市から依頼されて開発
されたもので、「ふっかちゃんミ
ュージアム」など、深谷市内の
さまざまな場所に設置されてい
ます。
　他にも、埼玉県や深谷市主催の
イベント時には無料でアミューズ
メント機器の貸し出しやゲーム大
会の企画・運営をするなど、サン
電子工業は地域社会に貢献する活
動を積極的に行っています。

当協会に求められる役割

　「工場で電気をたくさん使うた
め、火災や事故につながりかね

ない漏電は、早
めに対処しな
くてはなり
ません。異

常を感知すると、自動的に関東
電気保安協会さんに通報される
ので、安心感があります」と朝
香さん。今後、当協会にどのよ
うな役割を期待しているのでし
ょうか。
　「創業当初から一貫して電子部
品を扱っているわが社だからこ
そ、環境に配慮した取り組みを
率先して行わなくてはいけない
と考えています」
　サン電子工業ではすでに、工
場棟のLED照明への切り替え、
太陽光発電の導入、環境に優し
いスイッチング電源の開発など
を行っています。しかし、さら
なる改善のために、当協会の助
言や提案を求めているとのこと
でした。
　その思いに応え、同社の良き
サポーターであり続けられるよ
うに、これからも的確な助言・
提案ができるよう努めてまいり
ます。

深谷工場外観
一貫した製品づくりを可能とする深谷工場の生産体制

深谷市の依頼で開発した
「ふっかちゃんキャッチャー」

「楽しく遊んでリハビリ」を実現する
リハビリサポートマシン

営業統括部 部長朝香和人さん（左）と営業統括部 部長代理三上貢さん

こ ん に ち はまさ客お

サン電子工業株式会社
深谷工場

〒369-1105　埼玉県深谷市本田3077-1
TEL：048-578-2200

スペインのカジノ向けに
出荷しているビンゴマシン



【図1】　フロン類規制の推移

特　集 2

1 フロン排出抑制法の
　 背景

　1980年代から、フロンガスは
オゾン層を破壊する原因の一つ
でがあることがわかり注目度が
高まった。フロンとはフッ素と
炭素の化合物であるフルオロ
カーボンの総称で、当時は主にク
ロロフルオロカーボン（CFC）
とハイドロクロロフルオロカー
ボン（HCFC）を指していた。
空調や冷凍・冷蔵庫の冷媒、ス
プレーの噴射剤などに幅広く使
われていたが、世界的に規制が
広がり、オゾン層破壊の恐れが
ないハイドロフルオロカーボン
（HFC）などがCFC、HCFCの
代替として使用されるように
なった。
　しかしその後、地球温暖化が

世界的な問題になってくると、
CFC、HCFCだけでなく、HFC
も温室効果が大きいことが問題
視されるようになった。HFCは
二酸化炭素（CO 2）の100～
10000倍の温室効果がある。こ
れらの背景から、フロンの大気
中への排出抑制と、オゾン層破
壊効果・温室効果が小さい物質
への転換が求められるように
なっている。（図１）
　日本では2001年に「フロン回
収・破壊法」を制定し対策を進
めてきたが、機器使用中にも冷
媒がかなり漏えいしていること
が明らかになったり、HFCが急
増し世界的に規制の動きが強ま
るといった状況変化を踏まえ、
同法を13年6月に改正。名称も
「フロン排出抑制法」と改め、
15年4月1日に施行された。

2 フロン排出抑制法の
　 概要

　フロン排出抑制法では、フロ
ン類（CFC、HCFC、HFC）の回収・
破壊だけでなく、製造から廃棄
までのライフサイクル全体にわ
たって包括的な対策を盛り込ん
だ。
　具体的には、①フロン類を製
造・輸入する事業者　②フロン
類を使用する「指定製品」の製
造業者　③第一種特定製品（業
務用冷凍空調機器）の管理者　
④フロン類の充てん・回収業者
⑤フロン類の再生・破壊業者―
―の各段階において、フロン類
の低減や適正な管理・処理など
を義務付けている。（図２）
　例えば、①フロン類メーカーな
らば製造するフロン類の地球温

暖化係数（GWP）の低減、②指
定製品メーカーならば低GWP冷
媒への転換や、フロン類の充て
ん量が少ない製品の開発などが
挙げられる。
　フロン類をみだりに放出する
など、同法の義務に違反した者
に対しては、懲役、罰金、過料
などの罰則が規定されている。

3 業務用
　 冷凍空調機器の
　 管理者の義務

　第一種特定製品は、業務用の
空調機器及び冷凍冷蔵機器で
あって、冷媒にフロン類を使っ
ているものを指す。ビル用マル
チエアコンや店舗用パッケージ
エアコン、店舗で使用する冷凍
冷蔵ショーケース、工場などで
使われる大型冷凍機などが該当
する。カーエアコンや家庭用の
ルームエアコン、冷蔵庫などは
含まない。

　現代ではほとんどの建物に空
調設備が導入されている。自家
用電気工作物の設置者は多くの
場合、第一種特定製品の管理者
を兼ねることになる。よって、
ここでは管理者が果たさなけれ
ばならない義務について、詳し
く紹介する。

　第一種特定製品の管理者とは、
原則としてその製品の所有者を
いう。
　ただし例外として、保守・修
繕の責務を所有者以外（使用者
など）が負うという契約を結ん
でいる場合、その使用者などが
管理者となる。例えばリース会
社から「保守・修繕の責務は使
用者にある」という契約で機器
をリースされた場合、所有者で
あるリース会社ではなく、使用
者が管理者となる。一方、所有
者が機器の保守点検などの管理
業務を外部に委託している場合

は、委託先ではなく、委託元の
所有者が管理者となる。

▽機器の適切な場所への設置

　機器の損傷を防ぐため、適切
な場所へ設置し、その環境を維
持・保全する。
　振動源を周囲に設置しない、
点検・修理のために必要な作業
空間を確保する、等。

▽機器の点検

　全ての機器について「簡易点
検」を実施する。
　一定規模以上の機器について
は、さらに専門的な「定期点検」
を実施する。
　詳細は次項で解説する。

▽漏えい防止措置、未修理の
　機器への冷媒充てんの禁止

　フロン類の漏えいが見つかっ
た場合は、可能な限り速やかに

漏えい個所の特定、修理を行う。
　修理をしないままフロン類を充
てんすることは原則禁止となる。

▽点検等の履歴の保存

　機器の点検・修理、冷媒の充
てん・回収などの履歴を記録し、
保存する。（図３）
　機器整備の際には整備業者の
求めに応じて記録を開示する。

▽フロン類算定漏えい量の
　算定・報告

　第一種フロン類充填回収業者
から充填・回収証明書の交付を
受け、漏えい量を算定する。

　毎年度における算定漏えい量
が1,000CO2-t以上となった場合、
翌年度の7月末日までに国に報告

する。

▽機器廃棄時などの
　フロン類回収の徹底

　フロン類の回収は第一種フロ
ン類充填回収業者へ委託する。
回収依頼書または委託確認書の
交付を受け、保存する。
　フロン類の回収・再生・破壊
に必要な費用を負担する。

4 機器の点検

　全ての第一種特定製品につい
て、管理者は簡易点検を行わな
ければならない。点検頻度は3カ
月に1回以上。内容は、外観の目
視確認など、専門的知識がなく
てもできるものとなっている。
　これに加えて、圧縮機に用い
られる電動機の定格出力が
7.5kW以上の機器については、
専門的な知見を持つ者による定
期点検を実施する必要がある。

定期点検の頻度は、機器の種類
や容量によって異なる。

　簡易点検は、日常的に実施す
ることでフロン類漏えいを早期
発見することが目的。異常に気
がつくためには、正常運転時の
状況を知っておくことが有効だ。
法律上は3カ月に1回以上の頻度
が義務となっているが、可能な
らば毎日など、より頻繁に点検
することが推奨される。
　ただし、機器が防護柵のない
屋上にあったり、天井に設置さ
れていて高い脚立が必要など、
危険が伴う場合には専門業者に
点検を依頼する。
　以下に代表的な点検ポイント
を紹介する。（図4）
●温度を記録し、正常範囲を逸
脱していないか確認

●室外機の異常振動・異常運転
音がないか

●室外機および周辺に油のにじ
みがないか

●室外機の外観の傷、熱交換器
の腐食や錆などはないか

●室内機の熱交換器に霜付きや
油のにじみがないか

●（大型冷凍機など）冷媒液面が
低下していないか

　
　点検の結果、異常が見つかっ
た場合は専門業者に連絡し、対
策を実施する。
　また、設備の維持管理のため、
フィルターの清掃など日常のこ
まめな手入れを行うとよい。

　定期点検の法定頻度は、一般に
エアコンが冷凍冷蔵機器よりフロ
ン類の漏えいが少ないことから、
表1のように定められている。

　定期点検を実施できる「十分
な知見を有する者」は、①冷媒
フロン類取扱技術者　②一定の
資格等を有し、かつ、点検に必
要となる知識等の習得を伴う講
習を受講した者　③十分な実務
経験を有し、かつ、点検に必要
となる知識等の習得を伴う講習
を受講した者――となっている。
　点検の内容としては、異音の
確認や外観検査などのほか、直
接法、間接法を用いてフロン類
の漏えいの有無を診断する。

5 フロン類排出抑制の
　 今後

　2016年に開かれたモントリ
オ ー ル 議 定 書 締 約 国 会 議
（MOP28）で は、HFCの 生 産･
消費量の段階的削減義務を盛り

込んだ議定書の改定が行われた。
日本を含む先進国は19年から削
減を開始し、36年に11－13年
の平均値から85％を削減する。
　これを踏まえ、国内では環境省、
経済産業省がHFCの規制強化に
向けた検討を開始。生産量の規
制や使用時・廃棄時の排出抑制
に加え、代替物質の研究開発に
も力を入れる。代替物質として
はプロパン、アンモニアなどの
自然冷媒が有力視されているが、
強燃性などの問題もあり、安全性、
省エネ性なども踏まえて検討し
ていく必要がある。
　両省はこれらを盛り込んだオ
ゾン層保護法の改正案を18年の
通常国会に提出、成立を目指す
考えだ。

フロン排出抑制法
業務用冷凍空調機器の
管理者の義務について

出典：環境省フロン排出抑制法ポータルサイト（http://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/gaiyo.html）をもとに作成

【図2】　フロン排出抑制法の内容

電気新聞

出典：環境省フロン排出抑制法ポータルサイト（http://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/haikei.html）をもとに作成
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1 フロン排出抑制法の
　 背景

　1980年代から、フロンガスは
オゾン層を破壊する原因の一つ
でがあることがわかり注目度が
高まった。フロンとはフッ素と
炭素の化合物であるフルオロ
カーボンの総称で、当時は主にク
ロロフルオロカーボン（CFC）
とハイドロクロロフルオロカー
ボン（HCFC）を指していた。
空調や冷凍・冷蔵庫の冷媒、ス
プレーの噴射剤などに幅広く使
われていたが、世界的に規制が
広がり、オゾン層破壊の恐れが
ないハイドロフルオロカーボン
（HFC）などがCFC、HCFCの
代替として使用されるように
なった。
　しかしその後、地球温暖化が

世界的な問題になってくると、
CFC、HCFCだけでなく、HFC
も温室効果が大きいことが問題
視されるようになった。HFCは
二酸化炭素（CO 2）の100～
10000倍の温室効果がある。こ
れらの背景から、フロンの大気
中への排出抑制と、オゾン層破
壊効果・温室効果が小さい物質
への転換が求められるように
なっている。（図１）
　日本では2001年に「フロン回
収・破壊法」を制定し対策を進
めてきたが、機器使用中にも冷
媒がかなり漏えいしていること
が明らかになったり、HFCが急
増し世界的に規制の動きが強ま
るといった状況変化を踏まえ、
同法を13年6月に改正。名称も
「フロン排出抑制法」と改め、
15年4月1日に施行された。

2 フロン排出抑制法の
　 概要

　フロン排出抑制法では、フロ
ン類（CFC、HCFC、HFC）の回収・
破壊だけでなく、製造から廃棄
までのライフサイクル全体にわ
たって包括的な対策を盛り込ん
だ。
　具体的には、①フロン類を製
造・輸入する事業者　②フロン
類を使用する「指定製品」の製
造業者　③第一種特定製品（業
務用冷凍空調機器）の管理者　
④フロン類の充てん・回収業者
⑤フロン類の再生・破壊業者―
―の各段階において、フロン類
の低減や適正な管理・処理など
を義務付けている。（図２）
　例えば、①フロン類メーカーな
らば製造するフロン類の地球温

暖化係数（GWP）の低減、②指
定製品メーカーならば低GWP冷
媒への転換や、フロン類の充て
ん量が少ない製品の開発などが
挙げられる。
　フロン類をみだりに放出する
など、同法の義務に違反した者
に対しては、懲役、罰金、過料
などの罰則が規定されている。

3 業務用
　 冷凍空調機器の
　 管理者の義務

　第一種特定製品は、業務用の
空調機器及び冷凍冷蔵機器で
あって、冷媒にフロン類を使っ
ているものを指す。ビル用マル
チエアコンや店舗用パッケージ
エアコン、店舗で使用する冷凍
冷蔵ショーケース、工場などで
使われる大型冷凍機などが該当
する。カーエアコンや家庭用の
ルームエアコン、冷蔵庫などは
含まない。

　現代ではほとんどの建物に空
調設備が導入されている。自家
用電気工作物の設置者は多くの
場合、第一種特定製品の管理者
を兼ねることになる。よって、
ここでは管理者が果たさなけれ
ばならない義務について、詳し
く紹介する。

　第一種特定製品の管理者とは、
原則としてその製品の所有者を
いう。
　ただし例外として、保守・修
繕の責務を所有者以外（使用者
など）が負うという契約を結ん
でいる場合、その使用者などが
管理者となる。例えばリース会
社から「保守・修繕の責務は使
用者にある」という契約で機器
をリースされた場合、所有者で
あるリース会社ではなく、使用
者が管理者となる。一方、所有
者が機器の保守点検などの管理
業務を外部に委託している場合

は、委託先ではなく、委託元の
所有者が管理者となる。

▽機器の適切な場所への設置

　機器の損傷を防ぐため、適切
な場所へ設置し、その環境を維
持・保全する。
　振動源を周囲に設置しない、
点検・修理のために必要な作業
空間を確保する、等。

▽機器の点検

　全ての機器について「簡易点
検」を実施する。
　一定規模以上の機器について
は、さらに専門的な「定期点検」
を実施する。
　詳細は次項で解説する。

▽漏えい防止措置、未修理の
　機器への冷媒充てんの禁止

　フロン類の漏えいが見つかっ
た場合は、可能な限り速やかに

漏えい個所の特定、修理を行う。
　修理をしないままフロン類を充
てんすることは原則禁止となる。

▽点検等の履歴の保存

　機器の点検・修理、冷媒の充
てん・回収などの履歴を記録し、
保存する。（図３）
　機器整備の際には整備業者の
求めに応じて記録を開示する。

▽フロン類算定漏えい量の
　算定・報告

　第一種フロン類充填回収業者
から充填・回収証明書の交付を
受け、漏えい量を算定する。

　毎年度における算定漏えい量
が1,000CO2-t以上となった場合、
翌年度の7月末日までに国に報告

する。

▽機器廃棄時などの
　フロン類回収の徹底

　フロン類の回収は第一種フロ
ン類充填回収業者へ委託する。
回収依頼書または委託確認書の
交付を受け、保存する。
　フロン類の回収・再生・破壊
に必要な費用を負担する。

4 機器の点検

　全ての第一種特定製品につい
て、管理者は簡易点検を行わな
ければならない。点検頻度は3カ
月に1回以上。内容は、外観の目
視確認など、専門的知識がなく
てもできるものとなっている。
　これに加えて、圧縮機に用い
られる電動機の定格出力が
7.5kW以上の機器については、
専門的な知見を持つ者による定
期点検を実施する必要がある。

定期点検の頻度は、機器の種類
や容量によって異なる。

　簡易点検は、日常的に実施す
ることでフロン類漏えいを早期
発見することが目的。異常に気
がつくためには、正常運転時の
状況を知っておくことが有効だ。
法律上は3カ月に1回以上の頻度
が義務となっているが、可能な
らば毎日など、より頻繁に点検
することが推奨される。
　ただし、機器が防護柵のない
屋上にあったり、天井に設置さ
れていて高い脚立が必要など、
危険が伴う場合には専門業者に
点検を依頼する。
　以下に代表的な点検ポイント
を紹介する。（図4）
●温度を記録し、正常範囲を逸
脱していないか確認

●室外機の異常振動・異常運転
音がないか

●室外機および周辺に油のにじ
みがないか

●室外機の外観の傷、熱交換器
の腐食や錆などはないか

●室内機の熱交換器に霜付きや
油のにじみがないか

●（大型冷凍機など）冷媒液面が
低下していないか

　
　点検の結果、異常が見つかっ
た場合は専門業者に連絡し、対
策を実施する。
　また、設備の維持管理のため、
フィルターの清掃など日常のこ
まめな手入れを行うとよい。

　定期点検の法定頻度は、一般に
エアコンが冷凍冷蔵機器よりフロ
ン類の漏えいが少ないことから、
表1のように定められている。

　定期点検を実施できる「十分
な知見を有する者」は、①冷媒
フロン類取扱技術者　②一定の
資格等を有し、かつ、点検に必
要となる知識等の習得を伴う講
習を受講した者　③十分な実務
経験を有し、かつ、点検に必要
となる知識等の習得を伴う講習
を受講した者――となっている。
　点検の内容としては、異音の
確認や外観検査などのほか、直
接法、間接法を用いてフロン類
の漏えいの有無を診断する。

5 フロン類排出抑制の
　 今後

　2016年に開かれたモントリ
オ ー ル 議 定 書 締 約 国 会 議
（MOP28）で は、HFCの 生 産･
消費量の段階的削減義務を盛り

込んだ議定書の改定が行われた。
日本を含む先進国は19年から削
減を開始し、36年に11－13年
の平均値から85％を削減する。
　これを踏まえ、国内では環境省、
経済産業省がHFCの規制強化に
向けた検討を開始。生産量の規
制や使用時・廃棄時の排出抑制
に加え、代替物質の研究開発に
も力を入れる。代替物質として
はプロパン、アンモニアなどの
自然冷媒が有力視されているが、
強燃性などの問題もあり、安全性、
省エネ性なども踏まえて検討し
ていく必要がある。
　両省はこれらを盛り込んだオ
ゾン層保護法の改正案を18年の
通常国会に提出、成立を目指す
考えだ。

フロン排出抑制法
―業務用冷凍空調機器の管理者の義務について―

【図3】　冷媒漏えい点検・整備記録簿の例 提供：一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会

機器の管理方法や漏えい量の算出・
報告方法などについて
より詳しく知りたい方は、環境省の
「フロン排出抑制法ポータルサイト」
（http://env.go.jp/earth/furon）
をご覧ください。

出典：環境省フロン排出抑制法ポータルサイト・第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き
（http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/kanri-hdbk_v1r2_full.pdf）をもとに作成

【図4】　簡易点検時の点検箇所の例

【表1】　定期点検の法定頻度
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第141 回

日立市

日立市
かみね動物園
茨城県北東部に位置する日立市。南北に大きく伸びた
海岸線を持つことから海水浴場が有名だが、
ほかにも、ふれあい体験ができる動物園が人気だと聞き、
さっそく訪れてみた。

　昭和32年にオープンし、今年60周年を迎える「か
みね動物園」。東京ドーム1個分ほどの敷地には、現在、
小動物から大型動物まで約70種類500点の動物が暮
らしている。入園ゲートをくぐり、まず出迎えてく
れるのは2頭のアジアゾウ。のっけから花形動物が
登場するので、テンションが上がる。
　そうかと思えば、近くにウミウが展示されている。
そのギャップに驚いていると、実は日立市の鳥に指
定されていることを知った。全国の動物園で飼育し
ているところは少ないらしいが、さすがは地元！と
いうことで、かなり好ポジションに位置している。
かみね動物園で過去に「どうぶつ総選挙」を行った
ところ、残念ながら最下位になってしまったウミウ
だが、よく見ると青いキレイな目が印象的で、大変
気品がある。見たことがない人は、要チェックだ。
　こちらの動物園は、さほど大きくないだけに、動
物たちとの距離が近いのが特徴だ。写真を撮ったり、
じっくり観察するにはもってこいだが、さらに動物

DATA: 日立市かみね動物園

 

立ち寄り観光名所

と直接触れ合いたいという人は「ふれあい広場」に
立ち寄ってみよう。ここでは、ウサギ、モルモット
が飼育されていて、スタッフに声をかけると、膝の
上に乗せて可愛がることができる。ウサギはカイウ
サギという雑種でいろいろな模様、色がいる。地面

に足をつけていないと
不安になるので、胸に
抱っこするのではな
く、膝の上に乗せて、
頭から背中に向かっ
て撫でてあげるとい
いだろう。ふわふわし
ているので大きく見
えるが、実はとても華
奢（きゃしゃ）で軽い。
そんな愛らしさが人
気だが、動物との触れ
合いに慣れていない

初心者はモルモットからトライするのがおすすめだ。
ウサギよりもさらに大人しく、いくら撫でても嫌な
顔（!?）をしない。手足が短く、モコっとしたフォ
ルムが、これまたキュート。どこまでが頭なのか分
からない寸胴なところや、鼻の下が長くポケーっと
した表情がたまらない。子どもだけでなく、大人も
癒されること間違いなしだ。

　さらに、土日祝日に
はニシキヘビとのふれ
あい体験もできる。待

っているのは、3メートルもあるビルマニシキヘビや、
くるくるっと丸まるボールニシキヘビ。この日出会
ったのはビルマニシキヘビのなかでも、突然変異で
色素を欠乏したアルビノ。トウモロコシのような黄
色い体に一瞬驚いたが、近くでみると、ウロコがき
め細かく美しい。恐る恐る触ってみると、まるでホ
ースのような感触だ。イメージ的にはヌルヌルして
いそうだが、意外にもドライですべすべしている。
臭いもほとんど感じない。舌をベロベロっと出す様
子は、苦手な人にとっては少々怖いが、スタッフ監
視のもとで触れ合うぶんには、危害を加えることは
ないそうだ。爬虫類は好き嫌いが分かれるが、実際
触ってみると、知られざる魅力に気づくはず。ぜひ
勇気をもって触ってみよう。
　そのほか、チンパンジーの森、サルの楽園、クマ
のすみかといったコーナーも充実している。展示に
それぞれ工夫があり、動物たちの生き生きした姿を
見ることができるだろう。天気がよければ、園内か
ら太平洋も一望できるので気分も爽快！　ぜひ、秋
晴れの日を狙って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！

茨城県日立市宮田町5-2-22
［TEL］0294-22-5586

： JR常磐線日立駅よりバスで約10分。
： 常磐自動車道日立中央I.C.から国道6号線経由で約5分。
： 9:00～17:00（入園は16:15まで）。11/1～2/28は9:00～16:15（入園は15:30まで）。
： 12/31、1/1
： 大人510円、子ども100円
： 9:30～12:00、13:00～15:30、ニシキヘビは土日祝日のみ11:00～、13:00～。各30～60分程度。
 ※天候、体調によっては時間の短縮や中止もあり。

電車の場合
車の場合
開園時間
休園日
入園料
ふれあい
体験

● かみねレジャーランド
TEL： 0294-22-4737
「かみね動物園」に隣接する「かみねレジャーラン
ド」。本格的なコースターや高さ30メートルの大観覧
車、最大斜度60度のバイキング等、17ものアトラク
ションが楽しめる。
動物園とレジャーランドのセット券、大人810円、子
ども200円。9:30～16:15（11～2月の冬季）。休園
日、毎週月曜、12/31、1/1

● 吉田正音楽記念館
TEL： 0294-21-1125
「いつでも夢を」をはじめとする200曲以上のヒット
曲を世に送り出した国民歌謡作家・吉田正氏の足跡
を紹介する記念館。有料貸出しのミュージックプレー
ヤーは作品に近づくと、楽曲が流れるスグレモノ。吹
き抜けに飾られた約700枚のレコードジャケットも必
見だ。10:00～18:00。無休

太平洋を一望する神峰公園の一角に位置する「かみね動物園」

小さく四角いミミが特徴のアジアゾウ。
距離が近く、鉄の柵を写さずに写真に撮れるのがうれしい

1
2
3

生後１～2か月の子どもカイウサギ。頭から背中にむかって、やさしく撫でよう
体重800g前後のモルモット。誰にでもなつき、膝の上でじっとしている姿が可愛い
かみね動物園で開催された「どうぶつ総選挙」でも上位となった人気者、キリン。

（記事提供　電気新聞）

ペリカン目、ウ科の「ウミウ」。
動物園での飼育は珍しいので、
じっくり観察するチャンスだ

体長3メートル、体重約18キロの
ビルマニシキヘビ、ナナちゃん20歳。
見た目はインパクトがあるが、
とても大人しい

アフリカに生息しているボールニシキヘビ。
温厚な性格で小柄なため、初心者向き

6

245

36

かみね
レジャーランド

吉田正音楽
記念館

日立市
かみね動物園

日立駅

日立中央I.C.日立中央I.C.
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気工作物の点検、検査─

第 回

電気事業法と各種手続き（4）

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4回目は、電気工作物を安全に使うために欠かせない点検、検査について
必要なポイントを解説します。

A A

A

　電気設備は誤った使い方をしたり、経年劣

化を放置したりすると事故につながる可能性

が高くなります。事故を防ぎ、保安を確保するため

には、点検や検査といった保守管理を適切に実施す

ることが不可欠です。

　電気事業法第42条より、事業用電気工作物の設置

者は保安規程を定める義務があり、電気事業法施行

規則第50条では保安規程内で定めなければならない

事項が挙げられています。この中に「事業用電気工

作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡

視、点検及び検査に関すること」という項目があり

ます。保守を合理的に実施できるよう、設置者は点検、

検査の実施の基準となる方法や頻度、範囲などを明

示しなければなりません。

　点検、検査には、当該事業所の従業員が日々

の業務の中で常時行う「日常巡視」と、電気主

任技術者が一定期間ごとに行う「定期点検」があります。

　このうち日常巡視は、高度な専門的知識が必要と

なるような難しいものではありません。引込み設備

と他物との接触がないか、受・配電設備の外観に異

常がないかを目視確認したり、設備の運転時に異常

がないかを確認することなどが具体的な内容です。

日頃から電気工作物の運転などに携わっている従業

員が日常的に実施する保守管理が、事故を未然に防

ぐ重要なポイントになります。

　まず、主要な設備ごとに点検、検査の各業

務について、保安上必要な頻度を定めること

が求められます。また、点検箇所、点検項目、点検

要領などを明示しなければなりません。加えて、点

検、検査の結果、技術基準に適合しない事項があっ

た場合は電気工作物の使用を一時停止することなど

も盛り込んでおく必要があります。

A 　従業員が電気設備の異音、異臭、発熱、故

障などを感知した場合は、速やかに電気主任

技術者に連絡することが重要です。無資格者による

応急措置などは、危険ですので絶対にしないように

しましょう。

　電気主任技術者が点検した結果、技術基準に適合

していない事項や設備の異常などが確認された場合

は、電気主任技術者は設置者に対して改修を依頼し

ます。設置者は、電気主任技術者から改修の指導や

助言を受けた場合は、それに従い、迅速に改修など

の対策を行うことが求められます。

Q 4 日常巡視で異常が見つかった
場合はどうすればいいですか？

A 　保安規程に基づき定期的に実施するものと

しては、月次点検と年次点検があります。月

次点検は、基本的に設備が運転中の状態で、自家用

電気工作物の外観点検、測定器による測定などを行

います。引込み設備、受・配電設備などの外観を点

検し、施設状況を確認します

　１年に１回行う年次点検は、原則として設備を停

電状態にして詳しく調べます。電気機械器具の内部

点検、諸測定、継電器や遮断器の動作試験などを行

います。具体的には、電路の絶縁抵抗測定、接地抵

抗測定、保護継電器試験、非常用予備発電装置試験、

蓄電池試験など、設備に応じた幅広い点検や試験を

実施します。

　電気主任技術者は電気工作物の保安確保のため、

定期点検を含む重要な役割を担っています。その主

な業務を紹介します（下表）。

Q 5 電気主任技術者が行う
定期点検は、どのような
ものですか？

Q 1 電気工作物には、定期的な
点検や検査が必要ですか？

A 　電気主任技術者を選任できない事業場は電

気保安管理業務を外部委託することができま

す。関東電気保安協会は電気保安法人として、数多

くのお客さまの電気保安管理を受託しています。お

困りの際はお近くの関東電気保安協会までお問い合

わせください。

　

Q 6 点検や検査の大切さが分かり
ました。ただ、当社には
電気主任技術者を務められる
者がいないのですが、
どうすればいいでしょうか？

Q 3 点検や検査は誰がやるのですか？

Q 2 保安規程では具体的に
どのような項目を決める必要が
ありますか？

（記事提供　電気新聞）

56

　電気事業法施行規則第 50 条にあるように、巡視や点検は事業用電気工作物
の運用中だけでなく、工事に関しても行う必要があります。工事中に点検する
主な設備として、引込み設備、受電設備、接地工事、受電室建物などの構造物、
発電設備、蓄電池設備、負荷設備などがあり、その施工状況を確認します。ま
た、工事が完了した際には竣工検査を行い、各種技術基準に適合しているかを
点検・検査します。

工事中の巡視、点検

▶用語解説

①　自家用電気工作物の保守・点検の基準を作成する

②　作成した保守・点検の基準を従事者に周知徹底する

③　従事者が実施した日常巡視の結果に基づき、異常の有無を確認する

④　定期点検を実施し、異常の有無を確認する

⑤　技術基準や電気用品安全法などの法令・規則に適合しない事項を検出する

電気主任技術者による保守・点検業務



栃木市岩舟町下津原1612　［TEL］0282-55-5775　［URL］http://www.florence.jp/
開園時間：9:00～17:00（3/1～10/31）／9:00～16:30（11/1～2/末）※とちはなちゃんドームへの入館は、閉館30分前まで
休園日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日が休園となります）。3月～5月は無休、メンテナンス休、年末年始。　鑑賞大
温室入館料：大人（高校生以上）400円／小人（小・中学生）200円（※75歳以上無料／※その他、団体割引、回数券、年間パスポート等
あり）駐車場：140台／無料（とちぎ花センター・みかも山公園東口の駐車場が利用可能）　アクセス：東北自動車道、佐野藤岡I.C.
から小山方面に3.5km、車で5分。ＪＲ両毛線岩舟駅から約4.2km。東武日光線静和駅から約6.2km。JR栃木駅南口
からふれいあいバス岩船線（東回り）で約30分。東武日光線静和駅からふれあいバス岩船線（西回り）で約25分。

栃木市

　栃木県の南部に位置し、壬生町、
小山市、野木町、佐野市、鹿沼市な
どに隣接している栃木市。とちぎ花セ
ンターは、豊かな自然環境を活かした
観光振興や農産物などを活用した地
域ブランドの活性化によるまちづくりに
貢献しています。

とちぎ花センター

　花の百名山三毳（みかも）山麓に
あり、栃木県が建設した植物園として、
とちぎ花センターは1992年10月にオー
プンしました。花の生産振興と花との
ふれあいによる心豊かな人づくりを目
的にしています。
　園内には、6枚の花びらをイメージ
した約1,400㎡の大花壇や、約6mの
フラワータワーがあり、写真スポットとし
て人気があります。また洋ラン、バラや

花壇苗など、栃木県産の高品質で豊
富な品揃えの花の販売所もあります。
その中でもひときわ大きな建物、約
600種の植物を見られる鑑賞大温室
（とちはなちゃんドーム）は、1棟建てと
しては国内最大級の大きさを誇り、熱
帯・亜熱帯の珍しい植物を見ること
ができます。その他、季節に合わせた
花の特別展示やイベントの開催、各
種園芸講座を実施したり、花の生産
に関する研修や優良種苗の増殖を
受け持つ生産施設など、花の総合施
設としても整備されています。

鑑賞大温室
（とちはなちゃんドーム）

　熱帯・亜熱帯の花、植物、果実の
常設展示のほか、ヒスイ色の花を咲

かせる「ヒスイカズ
ラ」や世界三大珍
植物にも挙げられ
る「キソウテンガイ」
など珍しい植物もご覧いただけます。
また、ドーム内では季節に合わせた企
画展を開催しています。「アジサイ展」
や「洋ラン展」「クリスマス展」など色
鮮やかな展示は、入館者の目を釘づ
けにしています。
　展示生産担当技師の小幡玲奈さ
んに見どころなどをお伺いしました。
　通年で何かしらのイベントや企画
展などを開催しており、駐車場無料、
入園無料ということで、お手軽にお楽
しみいただけます。鑑賞大温室は有
料ですが、南国ジャングルの雰囲気
を体感でき、非日常のワンダーランドへ
と誘います。また体験教室は材料費
程度で参加
でき、花や草
木を使った
ハンドメイド
作品は、ひと
ときの思い
出となることでしょう。ぜひ、ご予約の
上、ご参加ください。休憩場所は、と
ちはなちゃんの「はなカフェ」で決まり！
　綺麗な花を眺めながら、地元で獲
れた野菜や果物を使ったお食事やお
茶などと話に花を咲かせてはいかが
でしょうか。お近くに来られた際は、とち
ぎ花センターで、花と緑に囲まれて安ら
ぎの花時間を過ごしてみませんか。

はなカフェでのカレー

フラワータワー キソウテンガイ

アジサイ展

ヒスイカズラ

展示生産技師
小幡　玲奈さん

鑑賞大温室とバラ園

とちぎ花センター
栃木県

第

回
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電気事業者が1000者突破、
戦前ピーク越す
買収・合併の兆しも

「太陽フレア」で磁気嵐発生
日本の電力設備への影響は限定的

　電気事業者の数が1000者を突破しました。2016年

4月の電力小売り全面自由化とライセンス制導入を

契機に、小売電気事業者と発電事業者が急増。電気

事業の歴史上でピークとされていた85年前の約850

者を上回っています。当時はその後に吸収合併が進

みましたが、第二のピークを迎えた現在もその兆候

が表れつつあります。

　ライセンス単位の事業者数は現在、一般送配電事

業者10者、送電事業者2者、特定送配電事業者23者、

小売電気事業者418者、発電事業者618者の延べ

1071者。重複を除く企業単位で数えると1013者で、

7月末に大台を超えました。

　小売り全面自由化直後ほどの勢いはありません

が、卸電力市場価格の割安感や再生可能エネルギー

に対する優遇措置などを背景に、小売電気事業者と

発電事業者は着実に増え続けています。

　経済産業省の資料によると、第一のピークは1932

年。電力需要拡大に商機を見いだし、小規模事業者

が乱立しました。一方でその後吸収合併が進み、東

京電燈や東邦電力など「５大電力」の過当競争に突

入。東邦電力の当時社長だった松永安左エ門は電力

9社体制の原案を発表しましたが、戦時色が濃くな

り、電力国家管理体制へと向かいました。

　現在も淘汰（とうた）の兆しは見えつつあります。

大手電力（旧一般電気事業者）の巻き返しにより価

格競争が激化。新規事業者を買収して顧客基盤を取

り込む動きが出始めました。さらに、容量市場の創

設など2020年前後に予定される一連の市場改革も、

こうした状況に拍車を掛ける可能性があります。

　9月6日に太陽表面で大規模な爆発現象「太陽フレ

ア」が発生し、噴出したコロナガスによる磁気嵐が8

日午前9時～正午頃にピークを迎えました。続く11

日にも大規模フレア発生が観測されています。情報

通信研究機構（ＮＩＣＴ）はコロナガスが地球に到

達する時間帯に、短波通信障害やＧＰＳ（衛星利用測

位システム）の乱れが懸念されると注意を呼び掛け

ました。過去にはカナダで約600万人に影響を与える

大規模停電を引き起こしたこともある太陽フレアで

すが、「日本での電力設備への影響はあったとしても

限定的」（東京電力パワーグリッド）とみられ、結果

的に停電などは発生しませんでした。

　東京大学大学院の日高邦彦教授によると、太陽フ

レアが原因となる地球への電磁気学的影響は、電離

層電子密度の変化と地磁気変動の２つ。このうち、

電力設備に影響を与えるのは地磁気の変動です。「長

距離送電線に鎖交する磁束（地磁気）が変動すると、

ファラデーの電磁誘導の法則（発電機の原理）によ

り起電力が生じ、それが異常電圧となって障害が起

こる」（日高教授）とされています。

　実際に地磁気変動が大規模停電につながったのが、

1989年3月のカナダ・ハイドロケベックの超高圧送電

線停止。この時は、同社の供給力の約半分を担う水

力発電設備からの送電が不能となり、9時間にわたる

停電が発生しました。太陽フレアの影響を受けやす

い高緯度に位置したことに加え、1000km以上の長距

離送電で調相設備への依存度が高かったことが要因

とされています。このため、カナダに比べ緯度が低く、

送電線距離が短い日本では、送電停止に至る可能性

は低いとみられています。

　さらに、日高教授は「地磁気と鎖交する割合が多

くなる東西に長く延びた送電線が問題。日本は南北

に長い送電線なので、あまり問題にならない可能性

が大きい」と指摘。東電PGは「誘導電流の発生を常

時監視しており、仮に発生した場合、速やかに変圧

器を停止するなど影響が拡大しないように対応する」

と説明しています。

（記事提供　電気新聞）

洋ラン展 クリスマス展
佐野SA/SIC

佐野藤岡I.C.

岩舟駅

佐野駅

栃木市駅

静和駅

50 とちぎ花センター

東
武
日
光
線

東
武
佐
野
線

東
北
自
動車

道

JR両毛
線

みかも山
公園

イベント情報1 クリスマスファンタジー （12/16・17・23・24、17時30分～21時）
クリスマスコンサートや楽しい体験教室を開催します。はなカフェでは特別限定メニューを提供します。

企画展2 冬を彩る花展 ～サンタの森はポインセチアでいっぱい～ （11/21～12/24）
クリスマスの植物であるポインセチアを中心とした植物たちが暖かい温室を彩ります。

体験教室3
良い年を迎えるためのお正月寄せ植え （12/3、13：30～、2,500円）
新しい年を迎えるにふさわしい松竹梅の寄せ植えを作ります。

木の実のスプーンクラフト （1/7、13：30～、500円） 木でできたスプーンに小さな木の実をアレンジします。
ミニ門松作り（12/17、13：30～、1,500円）　ミニ門松を対で作ります。

ミニ庭園作り （1/21、13：30～、1,000円）　小さくてかわいらしい箱庭を作ります。
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

電気設備の更新

電気設備の更新

　電気設備は気付かないうちに老朽化していきます。
　電気設備の経年劣化による突然の停電を伴う事故は業務などに大きく影響をします。波及事故へと範
囲が広がれば、地域に多大な影響を与えかねません。
　経年による劣化は、点検・測定・試験では判断できない場合があり、点検で異常が無くても設置環
境の変化によっては急激に劣化が進行することもあります。定期的に設備を更新することが経済性、安
全性の観点からも必要です。
　電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点やご相談がありましたら、詳しくは担当検査員また
はお近くの当協会事業所までお問い合わせください。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

エアコンの配線やアースの
取り方で気をつけないと
いけないことは？

要になります。加えて200Vのコ

ンセントは100Vと形状が異なる

ので、200V用コンセントがなけ

れば設置または交換する必要が

あります。

　また、内線規程には「定格電

流が10Aを超える据置形の大形

電気機械器具については、別に

専用の分岐回路を設けること（勧

告）」との記載があります。機種

にもよりますが、100Vでも200V

でも、一般的な容量のエアコン

は専用回路で設置するのが適切

です。

　アース（接地）についても気

をつける必要があります。エア

コンの室外機など、300V以下の

金属製外箱等にはD種接地工事

を施すことが「電気設備技術基

準の解釈」で定められていますが、

例外として「交流の対地電圧が

150V以下（中略）の機械器具を、

乾燥した場所に施設する場合」

などはこの規定によらないとさ

れています。よって、200Vのエ

アコンの室外機は接地が必須で

すが、100Vの機種を雨などがか

からない場所に置く場合は接地

工事を省略できます。ただし、

室内コンセントにアース端子が

あって容易に接続できる場合な

どは、安全のためにも取り付け

ておいたほうがいいでしょう。

　それから、分電盤の白相（中

性線）にアース線を接続し、接

地として利用しようとする例が

時折みられます。このような接

続方法は、危険ですのでやって

はいけません。中性線は柱上変

圧器を介して接地されています

が、これは変圧器の高圧側と低

圧側が混触して起きる被害を防

ぐのが目的です。漏電による感

電を防ぐことが目的の、エアコ

ンなど電気機器のアースとは役

割が異なります。接続すると、

エアコンが漏電したときに短絡

状態になったり、漏電遮断器が

動作しないなどの危険性があり

ます。

　本格的な冬の到来を

前に、エアコンの新設

や買い替えを検討され

ている家庭も多いと思います。

エアコンは家庭内の電気機器の

中では大きな電力を使用するも

のであり、事故が起こった場合

の影響も大きくなりやすいので、

設置の仕方には注意が必要です。

　家庭用エアコンには、電圧

100Vのものと200Vのものがあり

ます。一般的に200Vの方がハイ

パワーで、広い部屋向けです。

ただし200Vの電気製品を使用す

るには単相3線式で電気が引き込

まれている必要があり、単相2線

式の場合は別途引込み工事が必

単相200V 15A 単相200V 20A

家庭用200Vエアコン
にはアース極付専用
コンセントが必要です。
差口は100Vのタイプと
異なります。
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● お掃除には、乾いた布をご使用ください。
● コンセント表面やプラグに焦げ痕がある場合は、
早急に交換してください（コンセントの交換はお
近くの電気工事店に、またプラグの交換は購入し
た電気店などにご相談ください）。

点検・交換のおすすめ
配線器具・分電盤
安全点検運動

「配線器具の日」は、安心・安全・快適な暮らしのために分電盤や配線器具を
定期的にチェックしていただこうという趣旨で制定しました。
住宅において、配線器具（コンセント・スイッチ）の交換の目安は10年です。

後援　経済産業省・東京消防庁

一般社団法人 日本配線システム工業会

月

日

http://www.jewa.or.jp/

11月11日は配線器具の日

9月1
日～

11月
30

日


