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鳥追い祭　群馬県
　吾妻郡中之条町で1月14日に催される鳥追い祭は、田畑の作物を荒らす鳥や獣を追い払い、
五穀豊穣、町内厄除、家内安全を願って始まったといわれています。伊勢宮での神事の後
に街中を練り歩き、「鳥追いだ、鳥追いだ、唐土（とっと）の鳥を追いもうせ、セッセッセ、
サーラバよって追いもうせ」の掛け声とともに、大きいもので直径1mにもなる鳥追い太鼓を
たたきます。街角で行われる厄落としのみかん投げも名物です。
　祭は群馬県の重要無形民俗文化財に、鳥追い太鼓は同じく重要有形民俗文化財に指定さ
れています。町内には太鼓が常設展示されているギャラリーもあります。

新年のご挨拶

一般財団法人　関東電気保安協会

理事長　山口　博

　新年あけましておめでとうございます。
　皆さまにおかれましては、ご家族お揃いでお健やかに新しい年をお迎えになられたこととお慶
び申し上げます。
　平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　さて、電気は経済活動に必要不可欠なエネルギーです。この電気を、安全に効率的にお使い頂
くためには、感電や火災、また、お客さまの事業活動への大きな支障を引き起こさないよう、的
確に設備を保守し電気安全を確保するとともに、電気の持つ清潔で制御しやすいなどの優れた特
徴を最大限活かせるようにすることが必要です。お客さまが安心して事業活動に専念できますよ
う、電気設備の安全を確保することは、まさに私ども関東電気保安協会の使命でございます。
　一方、社会の動きに注目いたしますと、電力システム改革の進展、再生可能エネルギーの普及
拡大、デジタライゼーション等の技術革新などエネルギーとしての電気を巡る環境が大きく変化
しつつあります。
　こうした大きな変化を捉え、産業保安の分野では、経済産業省が“保安のスマート化”を提唱
しています。これは、国内の多くの産業施設・設備で老朽化が進み、また、保守・保全管理の実
務を担ってきた熟練の従業員が引退期を迎えつつある中、IoT、ビッグデータ、AI等の技術を活
用することで、安全性・生産性を維持・向上させることが狙いとされています。
　弊協会も、これまで蓄積してきました電気設備に関する技術をベースに、IoT等を活用した設
備診断の高精度化など“保安のスマート化”に取り組むとともに、AIやVRを活用した技術・技
能の継承を進め、事業環境が大きく変化しても、“まかせて安心、確かな技術”という謳い文句
に恥じることのない“お客さま本位のサービス”をご提供できるよう職員一丸となって取り組ん
で参ります。
　本年もお客さまの声を真摯にお伺いし、お客さまにご満足頂けるよう協会を挙げて努めて参
ります。
　今年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりましてよい年になり、益々ご繁栄されますことを心からお祈り申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

安全エレちゃんのQ&A 雷に対して、家庭でできる対策はありますか？

21

お客さまこんにちは　伊豆・三津シーパラダイス
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　年間の電力需要のピークは、空調の稼働が高くな
る夏と冬に訪れます。特に近年は、暖房にもエアコ
ンなどの電気製品を使うところが増え、冬のピーク
が以前よりも高くなる傾向にあります。
　一日の電気の使われ方をみると、夏は気温が高い

　節電の方法としては、電気製品の使い方を工夫す
ることと、製品そのものを交換することの2種類が

寒さの厳しいこの季節は、真夏と並んで電力消費量が最も多い時期でもあります。
今冬の電力需給見通しでは、安定供給に必要な3%以上の供給予備率が
確保できる見込みで、特別な節電要請は行われませんが、
省エネは継続的な取り組みで定着させていくことが重要です。
そこで今回は、日常的に取り組める節電対策を紹介します。

Ⅰ 冬の電力需要

Ⅱ 節電のポイント

Ⅲ 具体的な節電方法

電力を大幅に削減できます。LEDはここ数年で急速
に普及し、価格も手が届きやすくなってきました。
寿命が長く頻繁な交換が不要というメリットもあり
ます。（表1）

●温水洗浄便座
　温水洗浄便座は、使われていない時間もずっと便
座や洗浄水を温め続けています。季節に合わせて温
度を調節し、使わない時はふたを閉めて放熱を防ぎ
ましょう。
　ふたを自動で開閉したり、使う時だけ瞬間的に便
座や洗浄水を温める機能を持った新しい製品も登場
しています。
●待機時消費電力
　テレビなどはリモコンで電源を切っても、リモコ
ンからの操作を受信できるよう微量の電力を消費し
続けています。内蔵時計やメモリー機能などを備え
ているものも同様で、この電力を「待機時消費電力」
といいます。微量とはいえ、合計すると家庭の全消
費電力の6%程度になるといわれています。
　電気製品を便利に使うための電力ですが、可能な
範囲で減らしていくことが省エネにつながります。
長時間使わない機器は、主電源を切ったり、プラグ
を抜いたりしておきましょう。また、待機時消費電
力がほぼゼロという省エネ製品も出てきています。
●エネルギーの見える化
　節電を効果的に進めるためには、どの機器がどれ
くらいのエネルギーを消費しているのかを知ること
が第一歩になります。そのための装置として、コン
セントに差し込んでつないだ機器の電力消費量を計
る装置、分電盤に設置して回路ごとの電力消費量を
計る装置などがあります。
　さらに発展したものがHEMS（住宅エネルギー管
理システム）です。家電などのエネルギー消費機器、
太陽光発電などの創エネ機器、蓄電池や電気自動車
（EV）などの蓄エネ機器をネットワーク化し、一体的
に管理します。各機器の情報をテレビ、スマートフ
ォンなどのモニターで見える化することはもちろん、
機器の操作や制御も容易に行えるようになります。

冬の省 ネエ 対策

14～15時頃にピークを迎えるのに対して、冬は17
～19時頃の電力需要が最も多くなります。気温の低
下と帰宅、夕食の準備などが重なり、暖房、照明、
テレビなどの電気製品が一斉に使用されるからです
（図1）。
　特に寒冷地域では、朝から暖房や照明を多く使用
するため、電力需要の多い時間帯が長くなります。
ピーク時間帯に限らず、定常的に節電を心がけまし
ょう。

あります。いずれにしても、電気製品の特徴をよく
理解しておくことで節電の効果を大きくすることが
できます。
　使い方の工夫による節電は、こまめに、継続的に
行うことがポイントです。一つ一つの効果はささや
かでも、全体で一年間蓄積すると無視できない差に
なります。
　また、電気製品の省エネ性能の進歩は目を見張る
ものがあります。10年前の製品を使い続けるより、
初期費用がかかっても新製品に換えて電気代を下げ
たほうが、数年後にはお得になる場合も少なくあり
ません。購入するときは、販売店で掲示されている
「統一省エネラベル」なども参考に検討しましょう。

●照明
　こまめにスイッチを切ることが節電の基本です。
かさやカバーが汚れると明るさが低下するので、定
期的に掃除することも有効です。
　省エネ型の器具、特にLED照明に交換すると消費

しましょう。また、本体を設置するとき、上部や左
右に適切な放熱スペースがあるかどうかでも消費電
力が変わってきます。

●パンフレット
◆家庭からはじめる電気の安全と省エネルギー
　安全と省エネの両面で、家庭での適切な電気の使
い方を解説しています。省エネでは夏・冬や、リビ
ング・ダイニングキッチン・浴室やトイレといった
場面ごとに、具体的な省エネ方法を紹介しています。
◆電気de省エネ
　主にオフィスや工場向けの省エネ方策を紹介して
います。デマンド監視を導入することで契約電力を
下げ、電力の基本料金を抑える仕組みを解説。さら

に設備の省エネとして、照明のLED化、空調管理の
見直しや遮熱フィルム・断熱塗装の活用、モーター
のインバーター制御などを挙げています。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

帰宅時間帯

●気温が低下、●暗くなる

帰宅時間帯

⬇夏に比べて、日の入りが早い

電
力
使
用
量（
kW
）

18 19 20 21 22 23 24 （時間）

日の入り・気温の低下と
ともに照明や暖房などの
電気の使用が増えてくる活動の開始とともに

電気の使用量が
増えてくる

冬は、経済活動とご家庭での電気使用量が重なる17～19時頃がピークになることが多い

図1　冬の一般的な電力の使用状況

電力使用のピーク

出典：東京電力パワーグリッド

●暖房
　室温は20℃を目安に、暖房は必要なときだけつけ
るようにしましょう。暖かい服装をしたり、断熱効
果のあるカーテンで熱が逃げるのを防いだりするこ
とで、設定温度を抑えることができます。（表2）
　また、フィルターの目詰まりや、室外機の吹き出
し口に物を置くことはエアコンの効率低下の原因に
なります。掃除や整理整頓を心がけましょう。

●パソコン
　一定時間操作しないと、自動的に低電力モードに
なる機能を持つものが一般的です。低電力モードに
も複数の種類がある場合があり、利便性と消費電力
を勘案して適した設定を選びましょう。長時間使わ
ないときは電源を切りましょう（表3）。
　スクリーンセーバーは画面の焼き付き防止を目的
とするもので、省エネの効果はないので注意してく
ださい。

●冷蔵庫
　まず、ライフスタイルや家族の人数に合わせ、適度
な大きさや機能のものを選ぶことが大切です（表4）。
　庫内にものを詰め込みすぎると消費電力が増えま
す。ものを取り出しにくくなり、扉を開放している
時間も長くなります。適度な空間を確保するように

表1　電球の比較（60W相当）

消費電力（W）
平均寿命（時間）
年間電気代
（1日5.5時間点灯した場合）

白熱電球
54
1,000

2,920円

電球型蛍光ランプ
12

6,000～10,000

650円

電球型LEDランプ
9.4
40,000

510円

表2　暖房効率を高める工夫

空気の循環

窓辺

湿度

こたつ、
電気カーペット

暖かい空気は天井付近にたまる。エアコンの風向板は下向きに。
扇風機で風を循環させるのも有効
窓は熱が出入りしやすい。断熱効果のあるカーテンを使うなど熱を
逃がさない工夫をする
湿度が低いと寒く、高いと暖かく感じる。加湿器などで適度な湿度を
保つ
床にじかに敷くと、熱が床に逃げて効率が下がる。断熱マットなどを
下に敷くと効果的

表3　パソコンの節電

年間節電効果
CO2削減量
電気代節約量

デスクトップ型
31.57kWh
18.5kg
850円

ノート型
5.48kWh
3.2kg
150円

デスクトップ型
12.57kWh
7.4kg
340円

ノート型
1.50kWh
0.9kg
40円

使用を1日1時間短縮 電源オプションを「モニタの電源オ
フ」から「システムスタンバイ」に変更

表4　冷蔵庫の省エネ関連機能

インバーター
制御

ノンフロン対応

断熱材

モーターやコンプレッサーの回転数を変化させ、効率良く運転する
技術。ドアの開閉や庫内・周辺温度に合わせて、きめ細かく最適な
回転数に制御する
オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さ
い冷媒R600a（イソブタン）を使用
真空断熱材など断熱効果の高い高性能素材を使用。庫内の温度
を低く保ち、高い省エネ性能を発揮する
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ありがとうございました。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

9・10月号正解

　いかがでしたか。省エネや節電は支出の削減につ
ながると同時に、地球温暖化の対策にもなります。
ただ、快適さや便利さを損なう無理な取り組みは長
続きしません。ちょっとした工夫や省エネタイプの

製品などを活用し、日常的な省エネを積み重ねてい
くことがポイントです。上手に電気を使うことを普
段から意識しましょう。

冬の省エネ対策

平成30年5・6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。

エネルギー消費機器、創エネ機器、蓄エネ機器な
どをネットワーク化し、一体的に管理するための
住宅エネルギー管理システムをアルファベット4
文字で○○○○といいます。

14～15時頃にピークを迎えるのに対して、冬は17
～19時頃の電力需要が最も多くなります。気温の低
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ょう。

あります。いずれにしても、電気製品の特徴をよく
理解しておくことで節電の効果を大きくすることが
できます。
　使い方の工夫による節電は、こまめに、継続的に
行うことがポイントです。一つ一つの効果はささや
かでも、全体で一年間蓄積すると無視できない差に
なります。
　また、電気製品の省エネ性能の進歩は目を見張る
ものがあります。10年前の製品を使い続けるより、
初期費用がかかっても新製品に換えて電気代を下げ
たほうが、数年後にはお得になる場合も少なくあり
ません。購入するときは、販売店で掲示されている
「統一省エネラベル」なども参考に検討しましょう。

●照明
　こまめにスイッチを切ることが節電の基本です。
かさやカバーが汚れると明るさが低下するので、定
期的に掃除することも有効です。
　省エネ型の器具、特にLED照明に交換すると消費

しましょう。また、本体を設置するとき、上部や左
右に適切な放熱スペースがあるかどうかでも消費電
力が変わってきます。

●パンフレット
◆家庭からはじめる電気の安全と省エネルギー
　安全と省エネの両面で、家庭での適切な電気の使
い方を解説しています。省エネでは夏・冬や、リビ
ング・ダイニングキッチン・浴室やトイレといった
場面ごとに、具体的な省エネ方法を紹介しています。
◆電気de省エネ
　主にオフィスや工場向けの省エネ方策を紹介して
います。デマンド監視を導入することで契約電力を
下げ、電力の基本料金を抑える仕組みを解説。さら

に設備の省エネとして、照明のLED化、空調管理の
見直しや遮熱フィルム・断熱塗装の活用、モーター
のインバーター制御などを挙げています。

Ⅲ 当協会が提供する省エネ情報
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出典：資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」をもとに作成

暖房は20℃以下を目安に温度設定をしている　
暖房の温度設定を21℃から20℃にする

暖房は不必要なつけっぱなしをしないように気をつけている
必要なときだけつける

電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定
をこまめに調節している
部屋の広さや用途にあったものを選ぶ（2畳用と3畳用の比較）
設定温度を「強」から「中」にする(3畳用)

こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用し、温度設定を
こまめに調節している
敷布団と上掛け布団を使用
設定温度を「強」から「中」にする

人のいない部屋の照明は、こまめな消灯を心がけている
蛍光灯型電球（12W）の使用を1日1時間短縮する
電球形LEDランプ（9W）の使用を1日1時間短縮する

テレビをつけっぱなしにしたまま、他の用事をしないようにしている
見る時間を1日1時間減らす

冷蔵庫の庫内は季節に合わせて温度調節をしたり、ものを詰め込み
過ぎないように整理整頓に気をつけている
詰め込み過ぎないようにする
温度調節を「強」から「中」にする

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している
壁から距離をあけて設置すると効果的

冷蔵庫の扉は開閉を少なくし、開けている時間を短くするように気を
つけている
無駄な開閉をやめる

電気ポットを長時間使用しないときには、コンセントからプラグを抜く
ようにしている
必要なときに再沸騰する

食器洗い乾燥機を使用するときは、まとめて洗い温度調節もこまめに
している
給湯器の湯を使用して手洗いと比較

温水洗浄便座は温度設定をこまめに調節し、使わないときはフタを
閉めるようにしている
使用しないときはフタを閉める
便座の温度設定を1段階下げる
洗浄水の温度設定を1段階下げる

洗濯するときは、まとめて洗うようにしている
一度に洗う量を定格容量の4割から8割にする

衣類乾燥機は自然乾燥と併用している
自然乾燥8時間後、未乾燥のものを補助乾燥する

年間節約金額

1,430円

1,100円

2,430円
5,020円

880円
1,320円

120円
90円

450円

1,180円
1,670円

1,220円

280円

2,900円

8,870円

940円
710円
370円

3,980円

10,650円

使用条件

外気温度6℃、エアコン2.2ｋＷ
1日9時間使用

設定温度20℃
使用を1日1時間短縮

室温20℃
1日5時間使用

1日5時間使用

液晶テレビ
32インチ

詰め込んだ場合の半分
周囲温度22℃

上、両側が壁に接している場合と
片側が接している場合

1日50回を25回に減らす

2.2Ｌポット満タンで沸騰させ1.2Ｌ使用して6
時間保温した場合と、プラグを抜いて再沸騰
させた場合の比較

給湯器の温度40℃、使用水量65Ｌ/回
1日2回

容量6ｋｇ
洗濯物2.4ｋｇと4.8ｋｇの比較
年間　電気代　160円
　　　水道代3,820円　の節約

2日に1回使用

家庭でできる節電対策をリストアップしました。どれくらい実行しているかチェックしてみましょう。
多数を実行しているとかなりの節電効果が得られます。

家庭の　　　チェックシート節電 チェック

●暖房
　室温は20℃を目安に、暖房は必要なときだけつけ
るようにしましょう。暖かい服装をしたり、断熱効
果のあるカーテンで熱が逃げるのを防いだりするこ
とで、設定温度を抑えることができます。（表2）
　また、フィルターの目詰まりや、室外機の吹き出
し口に物を置くことはエアコンの効率低下の原因に
なります。掃除や整理整頓を心がけましょう。

●パソコン
　一定時間操作しないと、自動的に低電力モードに
なる機能を持つものが一般的です。低電力モードに
も複数の種類がある場合があり、利便性と消費電力
を勘案して適した設定を選びましょう。長時間使わ
ないときは電源を切りましょう（表3）。
　スクリーンセーバーは画面の焼き付き防止を目的
とするもので、省エネの効果はないので注意してく
ださい。

●冷蔵庫
　まず、ライフスタイルや家族の人数に合わせ、適度
な大きさや機能のものを選ぶことが大切です（表4）。
　庫内にものを詰め込みすぎると消費電力が増えま
す。ものを取り出しにくくなり、扉を開放している
時間も長くなります。適度な空間を確保するように
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伊豆事業所　青山　昌仁

の 記 録 から現場
かわいい姿にもご用心

　電気設備のトラブルは、さま
ざまな原因によって起こります。
経年劣化や誤操作といった内的
要因だけでなく、天候や動植物
など、思わぬ外的要因が事故・
故障の原因になることもありま
す。
　なかなかそうしたトラブルを
予見して防ぐのは難しいですが、
もし発生した場合はしっかりと
原因を究明し、再発しないよう
に対策をとることが重要です。
今回は事故の原因を探る中で意
外な犯人に気づき、素早く復旧
と対策を行った事例をご紹介し
ます。

◆　　◆　　◆

　ある日、お客さまから全館停
電しているとの連絡を受け、現
場の保養所へと急いで向かいま
した。現地に到着し、設備の状
況を確認したところ、構内1号柱
に設置された高圧気中負荷開閉
器（PAS）が地絡動作していま
した。早速、キュービクルで高

圧絶縁抵抗を測定したところ、
高圧所内機器は問題なかったの
ですが、高圧引込みケーブルの
絶縁抵抗値が0MΩでした。

　ケーブルは設置後6年しか経過
しておらず前年の絶縁抵抗測定
結果も良好であったため、経年
劣化による絶縁抵抗の低下とは

考えにくい。別の外的要因を疑
いキュービクル内のケーブルの
状態や構内1号柱の保護管も確認
しましたが、特に問題のある場
所を見つけることはできません
でした。

　あとは高所などの見えにくい
部分に原因がある可能性が高い
と考え、ケーブル本体や端末部
の状態を確認しようと構内1号柱
に昇ったところ、そこで大変な
ものを発見しました。なんと立
ち上げ部分のケーブル被覆が数
カ所むかれ、中のシースがむき
出しの状態になっていました。
不自然な傷痕がついたケーブル
を見て、あることが頭をよぎり
ました。
　「原因はリスだ！」

　私が担当している現場周辺の
地域は自然が豊かで、点検中に
野生動物と遭遇することがよく
あります。特に台湾リスは近年
よく見かける動物の一つで、傷
痕はまさに台湾リスによるしわ
ざであると確信しました。構内1
号柱の周囲には台湾リスを見つ
けることはできませんでしたが、
周辺には木の実がなる樹木が多
く茂っており、その木の実が散
乱していました。これを目当て
に来た台湾リスが樹木伝いに高
圧ケーブルに渡り、被覆をかじ
るという悪さをしたのだと考え
られます。
　ケーブルが地絡した原因がわ
かったので、お客さまに報告し
たところ、早速復旧工事の依頼
を受けました。幸い、直ちに協
力工事業者の手配ができ、半日
ほどの工事で再び電気が使える
ようになりました。同じトラブ
ルに見舞われないために工事の
際、ケーブルにリスやネズミか
ら電線や配管を守るために使用
される防鼠テープを巻きました。
これで対策を施すことができた

はずです。
◆　　◆　　◆

　小動物が原因の事故というと、
キュービクルの小さな開口部か
ら侵入し、充電部に接触すると
いった事例がしばしば聞かれま
す。しかし、それ以外の場所で
もいろいろな形でトラブルが起
きる可能性があると再認識しま
した。この出来事以来、付近の
お客さまの点検を実施する際に
は、構内1号柱や高圧ケーブル周
辺を特に注意して確認するよう
にしています。このように豊か
な自然がある環境の中では、様々
な動物が現場に出現し、電気設
備にダメージを与えることがあ
ることを教えられた一件でした。



10 11電気と保安 2018年 1・2月号 電気と保安 2018年 1・2月号

古い歴史を持つ老舗水族館

　駿河湾に面し、眼前に富士山
を望む、絶好のロケーションにあ
る伊豆・三津（みと）シーパラダイス。
「みとしー」の愛称でも親しまれて
いる同館の歴史は古く、前身の中
之島水族館が開業したのは、約
90年前の1930年のことです。
　中之島水族館時代に、今では
水族館の人気者となったバンド
ウイルカを日本で初めて飼育、
ジンベエザメやミンククジラの
飼育に至っては世界初の快挙で
した。1977年に伊豆・三津シー
パラダイスに生まれ変わってか
らも、セイウチやラッコの飼育

を日本で初めて成功させるなど、
チャレンジ精神を常に大切にし
てきた水族館です。
　さらに、通常の展示や飼育だ
けでなく、教育・研究活動にも
力を入れています。移動水族館
や学校教育機関向けの生物教室、
外部機関と協力して貴重な生物
の生態を探ることも、同館の重
要な役割です。

地域色を出した展示も

　水族館の目玉といえば、やは
りショー。伊豆・三津シーパラ
ダイスでは、自然の海を生かし
た「イルカの海」と「ショース
タジアム」の2つの会場で、イル

カやアシカなどによるショーが
連日行われています。目の前で
繰り広げられる動物たちの迫力
あるパフォーマンスを見れば、
思わずくぎ付けになること間違
いなしです。
　水族館でおなじみの動物や魚に
加えて、駿河湾に生息する生物の
展示に力を入れているのも、同館
の特徴です。駿河湾は最深部が
2,500メートルに達する日本一深
い湾。海底地形が起伏に富んでい
ることもあり、同湾には多種多様
な生物が生息しています。

　伊豆・三津シーパラダイスでは
それらの生物を水深別に展示して
おり、中でも注目なのは、成長す
るとメスからオスに性転換するこ
とで知られるサクラダイです。同
館のサクラダイ飼育数は日本一を
誇ります。満開の桜の造花ととも
に展示する「お花見水槽」は、毎
年多くのお客さまが訪れる人気の
イベントです。

魅力的なイベントが続々開催

　他の水族館にはない斬新なイ
ベントをこれまでに数多く企画
してきた、伊豆・三津シーパラ
ダイス。現在開催されているの
が「みとしーわんわん水族館」
です（2018年3月まで、毎月11
～ 17日限定）。このイベントは、
「大切なワンちゃんと館内やショ
ーを楽しみたい」というお客さ
まの要望に応えたもので、リー
ドを装着すれば、ペット犬と一
緒に館内を巡ることができます
（一部エリアを除く）。
　また、同館は2017年に開館40
周年を迎えました。それを記念
して、同年4月から2018年3月ま
での1年間、特別イベントを毎月
3日と14日に行っています。お
客さまアンケートをもとに企画
しているだけあり、「ウミガメの
甲羅を触る」「ブリ・マダイのプ
ールで泳ぐ」「獣医の仕事を体験

する」など、魅力的な企画が盛
りだくさん。最終月には集大成
として、これまでの企画を一挙
に実施予定です。
　幅広いお客さまに来館いただ
くための仕掛けにも余念があり
ません。伊豆・三津シーパラダ
イスがアニメの舞台になったこ
とがきっかけで、人気TVアニメ
『ラブライブ！ サンシャイン!!』
とさまざまなコラボレーション
企画を2016年から実施。アニメ
に登場するアイドルグループが
デザインされた入場券セットを
発売するなどしたところ、アニ
メファンから支持を獲得、客層
がさらに広がりました。
　近年は伊豆縦貫道の整備が進
み、伊豆・三津シーパラダイス
へのアクセスがより便利になり
ました。近隣には伊豆長岡温泉
もあるので、寒さが厳しいこの
季節、水族館と温泉を同時に楽
しんでみてはいかがでしょうか。

関東電気保安協会
の役割

　水族館に水は不可欠
ですが、水槽内の水を
循環させるにも適切な
水温に保つにも、大量

の電気が必要です。当協会の役
割について、広報担当の窪谷陽
介さんにお話を伺いました。

　「電気がなければ水族館はやっ
ていけません。また、電気のト
ラブルが起こると、最悪の場合、
水槽の魚が全滅してしまうこと
もあります。そのため、電気に
対してはどうしてもシビアな目
で見てしまいます」と、電気の
重要性を強調。さらに言葉を続
けて、
　「こちらの高い要求に関東電気
保安協会さんは応えてくれるの
で、本当に助かります。大量の
水と電気を使う水族館は漏電の
危険性もありますが、大きなト
ラブルになる前に点検してもら
えるので、安心して運営するこ
とができています」
　老若男女問わず、多くの人々
から長年親しまれてきた伊豆・
三津シーパラダイス。その電気
の安全を守るという大切な使命
を、当協会は今後も果たしてい
きます。

2つの会場で多彩なショーを楽しめる

90年近い歴史を持つ伊豆・三津シーパラダイス

雄大な富士山をバックに繰り広げられるイルカのショー

40周年を記念して、チャレンジ精神あふれる斬新な企画を続々展開中

窪谷陽介さん

地域色の強い展示も特徴。目玉は飼育数日本一のサクラダイ

こ ん に ち はまさ客お

伊豆・三津
シーパラダイス
〒410-0295　静岡県沼津市内浦長浜3-1

TEL：055-943-2331



【表1】　過去５年間の電気火災の状況

12 13電気と保安 2018年 1・2月号 電気と保安 2018年 1・2月号

特　集 2

　電気は、私たちの日常生活に
おいて不可欠なエネルギーとし
て社会の隅々まで深く浸透し、
年々需要が増加しています。そ
して、そのエネルギーを使用す
る電気設備機器は、自動化、多
機能化などの新製品が次々と商
品化され、私たちの生活環境を
より豊かにしています。
　一方、電気や電気製品にかか
わる火災は、東京消防庁管内で
毎年1,000 件前後発生しています。
これらの火災の主な原因は、使
用者の維持管理の不適や、取扱
いの不注意によるものなどがあ
げられます。
　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。

1 電気火災の実態

　平成28年中、東京消防庁管内
では3,980件（治外法権火災2件
を除く）の火災が発生していま
すが、そのうち電気設備機器な
どによる火災（以下「電気火
災」という）は1,052件で、前年
と比べて5件増加し、全火災件数
の26.4％を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成28年中の電気火災による
死者は11人で、前年と比べ7人減
少し、けが人は192人で、前年に
比べて14人増加しています。
（表1参照）

3 電気火災の
　 出火要因別状況

　平成28年中の電気火災1,052件

の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が504件、｢取扱方法不良｣
が223件、「取扱位置不適」が
56件、「構造機構不良」が49件
などとなっており、使用者の取
扱いに起因する火災がほとんど
です（グラフ1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は必ず取扱説明書な
どを良く読み、正しく使用しま
しょう。

4 身近な家庭電気製品
　 の火災

　平成28年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
電気ストーブ（温風機、ハロゲ
ンヒーター、カーボンヒーター
を含む）が85件、差込みプラグ
が64件、コード及びコンセント
が59件、リチウムイオン電池関

連が55件、屋内線及び蛍光灯が
各41件となっています（グラフ2 
参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり高熱を発
することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを離すなど十分な注意が必要
です。お休み前には、電源を切
り、就寝中は使用しないでくだ
さい。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、プラ
グをコンセントに差し込む際の
アース線やヘアピン等の媒体の
挟み込みや、差込みプラグのト
ラッキング現象等、普段気づか

ないところで火災が発生するこ
とがあります。
　このようなことを防ぐため、
普段から使用している電気製品
や、電源コード、コンセント、
差込みプラグなどの点検を行う
ことが大切です。また、日常使
用していない器具は差込みプラ
グをコンセントから抜いておく
ように心がけてください。

5 トラッキング現象
　 による火災

　トラッキング現象とは、コン
セントに差し込んだプラグの差
し刃間に付着した綿ほこり等が
湿気を帯び、微小なスパークを
繰り返し、やがて差し刃間に電
気回路が形成され出火する現象
を言います。トラッキング現象
による火災は、隠れた部分で発
生することから、発見が遅れ思
わぬ被害になる場合があります。
　平成28年中、東京消防庁管内

では、トラッキング現象による
火災が96件発生しています。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。また、長
時間コンセントに差し込んだま
まのプラグ等は、ほこりなどが
付いていないか定期的に点検、
清掃し、発熱等の異常がある場
合は、交換しましょう。

6 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先
でも充電できる「モバイルバッ
テリー」、「電動アシスト自転
車」などが急速に普及し、これ
らに使用されているリチウムイ
オン電池、リチウムポリマー電
池などの火災が増加しています。
平成28年中、モバイルバッテ
リー、スマートフォン、タブ
レット、電子たばこ、ノートパ
ソコンなどに使用されているリ
チウムイオン電池関連から出火
した火災は55件で、前年と比べ
て29件増加しており、最近５年
間で最も多い件数となっていま
す。
　55件を製品用途別でみると、
「モバイルバッテリー」が15件
で前年の４件から3.8倍に増加し
ています。次いでスマートフォ
ンなどの「携帯電話機」が６件、
「ノートパソコン」が５件など
となっており、いずれも前年よ
り増加しています。
　また、発生した55件のうち、

19件が使用を誤って出火してお
り、具体的には、「他機器の充
電器を使用して充電した」、
「シュレッダーで裁断した」、
「飼い犬が噛んだ」などがあり
ます。取扱説明書の記載内容を
順守することで防げる火災です。

7 平成28 年中の
　 電気火災事例

■事例1
ダウンライトに毛布が接触し
て出火した火災

（出火階・箇所）
３階・ロフト

（焼損程度）
建物ぼや1棟
天井若干、毛布、マットレス焼損
　この火災は、住宅の３階ロフ
トから出火したものです。
　出火原因は､火元者の娘が3階
で遊んでいるうちに、ダウンラ
イトのスイッチを誤って押下し
てしまったため、３階のロフト
のダウンライトに接触していた
布団類に着火し出火したもので
す。
　火元者の妻が、気温が下がっ
てきたため毛布を出そうとした
ところ、毛布に燃え跡があるの
を発見しました。

■事例2
電動アシスト自転車用バッテ
リーを充電中に出火した火災

（出火階・箇所）
１階・リビングキッチン

（焼損程度）
建物部分焼１棟
１階10平方メートル焼損

　この火災は、住宅１階のリビ
ングキッチンから出火したもの
です。
　出火原因は､電動アシスト自転
車用バッテリーを出力電圧が異
なる充電器で充電したため、時
間の経過とともに過充電になり、
電池内の正極と負極間で短絡を
起こし出火したものです。
　居住者の女性が入浴中、リビ
ングで「パン」という音がした
ため、浴室から出て確認すると
リビング内に黒煙が充満してい
るのを発見しました。

■事例３
電子レンジで肉まんが過熱し
て出火した火災

（出火階・箇所）
１階・居室

（焼損程度）
建物ぼや1棟
食材若干焼損

　この火災は、共同住宅の１階
居室から出火したものです。
　出火原因は、火元者が、肉ま
んを電子レンジに入れて700W
で4分に設定して加熱を始めまし
たが、設定時間が長かったため、
時間の経過とともに肉まんが過
熱され出火したものです。
　火元者が浴室でシャワーを浴
びていたところ、住宅用火災警
報器が鳴動したので「肉まんだ」
と思い居室に戻りました。電子
レンジを開けると黒煙が充満し
ていたので、自分の携帯電話で
119番通報しました。電子レン
ジを開けた際に、煙を吸い込ん
だことにより受傷しています。

電気火災を防ごう 【グラフ１】　出火要因別状況 【グラフ2】　主な家庭電気製品の出火件数の推移
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　電気は、私たちの日常生活に
おいて不可欠なエネルギーとし
て社会の隅々まで深く浸透し、
年々需要が増加しています。そ
して、そのエネルギーを使用す
る電気設備機器は、自動化、多
機能化などの新製品が次々と商
品化され、私たちの生活環境を
より豊かにしています。
　一方、電気や電気製品にかか
わる火災は、東京消防庁管内で
毎年1,000 件前後発生しています。
これらの火災の主な原因は、使
用者の維持管理の不適や、取扱
いの不注意によるものなどがあ
げられます。
　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。

1 電気火災の実態

　平成28年中、東京消防庁管内
では3,980件（治外法権火災2件
を除く）の火災が発生していま
すが、そのうち電気設備機器な
どによる火災（以下「電気火
災」という）は1,052件で、前年
と比べて5件増加し、全火災件数
の26.4％を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成28年中の電気火災による
死者は11人で、前年と比べ7人減
少し、けが人は192人で、前年に
比べて14人増加しています。
（表1参照）

3 電気火災の
　 出火要因別状況

　平成28年中の電気火災1,052件

の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が504件、｢取扱方法不良｣
が223件、「取扱位置不適」が
56件、「構造機構不良」が49件
などとなっており、使用者の取
扱いに起因する火災がほとんど
です（グラフ1参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は必ず取扱説明書な
どを良く読み、正しく使用しま
しょう。

4 身近な家庭電気製品
　 の火災

　平成28年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
電気ストーブ（温風機、ハロゲ
ンヒーター、カーボンヒーター
を含む）が85件、差込みプラグ
が64件、コード及びコンセント
が59件、リチウムイオン電池関

連が55件、屋内線及び蛍光灯が
各41件となっています（グラフ2 
参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり高熱を発
することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを離すなど十分な注意が必要
です。お休み前には、電源を切
り、就寝中は使用しないでくだ
さい。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、プラ
グをコンセントに差し込む際の
アース線やヘアピン等の媒体の
挟み込みや、差込みプラグのト
ラッキング現象等、普段気づか

ないところで火災が発生するこ
とがあります。
　このようなことを防ぐため、
普段から使用している電気製品
や、電源コード、コンセント、
差込みプラグなどの点検を行う
ことが大切です。また、日常使
用していない器具は差込みプラ
グをコンセントから抜いておく
ように心がけてください。

5 トラッキング現象
　 による火災

　トラッキング現象とは、コン
セントに差し込んだプラグの差
し刃間に付着した綿ほこり等が
湿気を帯び、微小なスパークを
繰り返し、やがて差し刃間に電
気回路が形成され出火する現象
を言います。トラッキング現象
による火災は、隠れた部分で発
生することから、発見が遅れ思
わぬ被害になる場合があります。
　平成28年中、東京消防庁管内

では、トラッキング現象による
火災が96件発生しています。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。また、長
時間コンセントに差し込んだま
まのプラグ等は、ほこりなどが
付いていないか定期的に点検、
清掃し、発熱等の異常がある場
合は、交換しましょう。

6 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先
でも充電できる「モバイルバッ
テリー」、「電動アシスト自転
車」などが急速に普及し、これ
らに使用されているリチウムイ
オン電池、リチウムポリマー電
池などの火災が増加しています。
平成28年中、モバイルバッテ
リー、スマートフォン、タブ
レット、電子たばこ、ノートパ
ソコンなどに使用されているリ
チウムイオン電池関連から出火
した火災は55件で、前年と比べ
て29件増加しており、最近５年
間で最も多い件数となっていま
す。
　55件を製品用途別でみると、
「モバイルバッテリー」が15件
で前年の４件から3.8倍に増加し
ています。次いでスマートフォ
ンなどの「携帯電話機」が６件、
「ノートパソコン」が５件など
となっており、いずれも前年よ
り増加しています。
　また、発生した55件のうち、

19件が使用を誤って出火してお
り、具体的には、「他機器の充
電器を使用して充電した」、
「シュレッダーで裁断した」、
「飼い犬が噛んだ」などがあり
ます。取扱説明書の記載内容を
順守することで防げる火災です。

7 平成28 年中の
　 電気火災事例

■事例1
ダウンライトに毛布が接触し
て出火した火災

（出火階・箇所）
３階・ロフト

（焼損程度）
建物ぼや1棟
天井若干、毛布、マットレス焼損
　この火災は、住宅の３階ロフ
トから出火したものです。
　出火原因は､火元者の娘が3階
で遊んでいるうちに、ダウンラ
イトのスイッチを誤って押下し
てしまったため、３階のロフト
のダウンライトに接触していた
布団類に着火し出火したもので
す。
　火元者の妻が、気温が下がっ
てきたため毛布を出そうとした
ところ、毛布に燃え跡があるの
を発見しました。

■事例2
電動アシスト自転車用バッテ
リーを充電中に出火した火災

（出火階・箇所）
１階・リビングキッチン

（焼損程度）
建物部分焼１棟
１階10平方メートル焼損

　この火災は、住宅１階のリビ
ングキッチンから出火したもの
です。
　出火原因は､電動アシスト自転
車用バッテリーを出力電圧が異
なる充電器で充電したため、時
間の経過とともに過充電になり、
電池内の正極と負極間で短絡を
起こし出火したものです。
　居住者の女性が入浴中、リビ
ングで「パン」という音がした
ため、浴室から出て確認すると
リビング内に黒煙が充満してい
るのを発見しました。

■事例３
電子レンジで肉まんが過熱し
て出火した火災

（出火階・箇所）
１階・居室

（焼損程度）
建物ぼや1棟
食材若干焼損
　この火災は、共同住宅の１階
居室から出火したものです。
　出火原因は、火元者が、肉ま
んを電子レンジに入れて700W
で4分に設定して加熱を始めまし
たが、設定時間が長かったため、
時間の経過とともに肉まんが過
熱され出火したものです。
　火元者が浴室でシャワーを浴
びていたところ、住宅用火災警
報器が鳴動したので「肉まんだ」
と思い居室に戻りました。電子
レンジを開けると黒煙が充満し
ていたので、自分の携帯電話で
119番通報しました。電子レン
ジを開けた際に、煙を吸い込ん
だことにより受傷しています。

電気火災を防ごう

リチウムポリマー電池を他機器の充電器で
充電し出火

8 電気火災を防ぐポイント

●使用する前に、電気製品の
取扱説明書を良く読みま
しょう。
●使用していない電気製品の
差込みプラグは、コンセント
から抜いておきましょう。

●故障した場合は、自分で分
解せず専門の業者に修理を
依頼しましょう。

●電熱器等の電気製品の周囲
には、燃えやすいものを置か
ないようにしましょう。

●普段から使用後は電気器具
のスイッチを必ず切るととも
に、差込みプラグをコンセン
トから抜く習慣を身につけま
しょう。
●地震後、避難する前には、ア
ンペアブレーカーを切り、電
気に起因する火災の発生を
防止しましょう。

●差込みプラグを抜く際は、
コード部分を持って引っ張ら
ないで、プラグ本体を持つよ
うにしましょう。

●差込みプラグは、コンセント
と緩みがないか点検しましょ
う。

●コードが家具などの下敷き
になったり、押しつけなどに
より傷つかないように注意し
ましょう。

●コードを束ねたり、ねじれた
ままの状態で使用しないよ
うにしましょう。

●コンロの上方など、コードが
加熱されるような場所での
使用はやめましょう。

●物置きやクローゼット内の白
熱電球の近くに、衣類や寝
具を置かないようにしましょ
う。

●点灯中の白熱電球の温度は
高温となっているので、接触
によるやけどに注意しましょ
う。

●クリップ式の白熱電球は、傾
きや緩みでずれていないか
点検しましょう。

●ビニールコードを柱などにス
テップル止めするのはやめ
ましょう。

●コンセントやコードには使用
できる電気量に制限があり
ますので、コンセントに表示
されている使用できる電気
量を確認して使用しましょう。

●芯線（コードなどの中心部に
ある銅線）同士をねじり合わ
せて、直接つなげて使用す
ることは危険です。

●コードに不都合が生じた時
は、専門の業者に点検を依
頼し、修理してから使用しま
しょう。
●コード短絡保護機能付分電
盤を設置しましょう。

コード・プラグ 白熱電灯・蛍光灯

電気製品全般 地震・風水災害時の火災等防止対策

●蛍光灯の安定器は、定期的
に点検や交換を行いましょ
う。

●照明器具に衣類やタオルな
どの物を載せたり、覆いかぶ
せないようにしましょう。

●照明器具を使用した後は、
スイッチを必ず切り、安全を
確認しましょう。

●長年、使用していなかった電
気製品は、使用する前に専
門の業者に点検を依頼して
安全を確認してから使いま
しょう。
●長年使用している電気製品
は、異常の有無を点検しま
しょう。

●地震に備えて、感震機能付
分電盤や感震機能付コンセ
ントを設置しましょう。

●断線したり、垂れ下がってい
る電線には、絶対に触れな
いようにしましょう。

●一度水につかった屋内配線
や電気機器は、漏電など火
災の原因となりますので使
用しないでください。

!

OFF
MAINTENANCE

OFF

OFF
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第142 回

山梨県◎身延町

甲斐黄金村・湯之奥金山
　　　　　博物館

1300年の歴史を持つ山梨県・下部温泉郷。
その一角に建つ「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」は
金に関する展示を見るだけでなく
砂金採り体験ができると聞き、さっそく訪れた。

　いつの時代も人々を魅了する金。日本で金が採れ
る場所といえば新潟県の佐渡が有名だが、実は山梨
県にも戦国時代、ゴールドラッシュで栄えた場所が
あった。それが、山梨県と静岡県の県境に位置する
毛無山の中腹にある「中山」「内山」「茅小屋」の3金山。
そこで得られた金は戦国最強の武
将、武田信玄の勢力を支えたとい
われている。現在、一帯を総称し
て「湯之奥金山遺跡」と呼び、知
られざる金の世界を考古学、文献
史学、民俗学、鉱山技術史・地質
学など、様々な角度から紹介して
いるのが「甲斐黄金村・湯之奥金
山博物館」である。
　館内ではまず、映像シアターで
黄金をテーマとした映像（12分）
を鑑賞。その後、湯之奥・中山金
山の鉱山作業や金山衆の生活を再

DATA: 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館

現したジオラマ展示室へ移動し、ジオラマや映像か
ら当時の様子を学ぶ。映像は鉱石の採取、石臼での
粉砕、ゆり分け、灰吹きなどを経て、金塊になるま
での過程をドラマ仕立てで紹介しているのでとても
分かりやすい。

　さらに隣の資料展示室に進むと、当時の生活道具
や、湯之奥金山遺跡からの出土品、全国各地の金鉱
石などが展示されている。そのほか、日本で初めて
金貨幣として制度化された「甲州金」も必見だ。金
にまつわることを、ここまで詳しく解説している博
物館は日本でも珍しいので、じっくりと観覧し知識
を深めたい。
　ちょっと真面目に金について考えた後は、お楽し
みの「砂金採り体験室」へ。ここには3つの長い水
槽があり、それぞれ水槽には金粒を混入させた砂が
入っている。体験者は専用の器（パンニング皿）で
砂をすくい、比重選鉱の原理により砂金をゆすり採
る。時間は30分一本勝負！
　初めての体験に筆者もやる気満々で挑戦した。ま
ずは「パンニング皿」を水槽に突っ込み、下から砂
をすくい上げる。水の中で、皿をゆすると、比重の
重い金は下に沈む。一方、金よりも比重の軽い砂は
上に浮いてくるので、それを水に流す。この「ゆする」
→「流す」の作業を3～ 4回繰り返すと、最後に金だ
けが残るというわけだ。砂を流すときに、金も一緒
に流しそうでビクビクしていると、「もっと大胆

に！」と指導が入る。言われた通り、潔く砂を流すと、
黒い皿の底にキラリと光るものを発見！　おぉ、こ
れぞまさしく金である。周りの体験者からも「あっ
た！」という歓声とともに笑顔がこぼれる。中腰で
の作業なので、腰にくるが、それも忘れるほど夢中
になってしまう。水中で皿をゆすり、服に水がかか
っても気にならない。やはり、金には不思議な魅力
があることを実感する。
　採取した金は専用の小瓶に入れて持ち帰ることが
できる。耳元で瓶を振ると、シャリシャリシャリ～
っと金が鳴る。なんだかリッチな気分になったのは
筆者だけではないはずだ。初心者は5粒がいいとこ
ろだが、コツをつかんだリピーターは20粒ぐらい採
取するそうだ。ちなみに、砂金採りはスポーツとし
ても成立していて、国内外で競技が開催されている
とのこと。なんと、スタッフの小松美鈴さんは世界
大会で優勝した強者。タイミングよく出会えたら、
コツを聞いてみるといいだろう。
　貨幣として装飾品として変わることのない価値を
保ち続けている金。ぜひ一度訪れ、その魅力を再認
識してみてはいかがだろうか。

小トラベル好奇心
いっぱい！

山梨県南巨摩郡身延町上之平1787番地先
［TEL］0556-36-0015

： JR下部温泉駅から徒歩3分。 
： 中央自動車道甲府南I.C.から約50分。または新東名高速道路新清水I.C. 
  から約60分。そのほか、HP参照。
： 10～6月は9:00～17:00（受付は16:30まで）。7～9月は9:00～18:00（受付は
  17:30まで）。
： 水曜日（祝祭日の場合翌日）、12/28～1/1
： 展示観覧は大人500円、中学生400円、小学生300円
： 砂金採り体験は大人700円、中学生600円、小学生500円、観覧・
  体験共通券は大人1100円、中学生900円、小学生700円。

電車の場合
車の場合

開園時間

休園日
入園料

山間の自然豊かな下部温泉郷に位置する「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」

1

2

3 4

5

6

鉱山作業のひとつ「ゆり分
け」を実際に体験できる
「砂金採り体験室」。砂のなかから金を探し当てた喜びは
格別だ
水槽のなかで皿をゆすると、比重の重い金と、比重の軽い
砂とに分かれる
砂を流すと、黒い皿のなかにキラリと光るものが見つかる。
1ミリほどの小粒だが金のオーラが漂っている
砂金採り競技の世界大会で優勝した経験のある、スタッ
フの小松さんは熟練した技で、1度に何粒もの砂金を採る
スタッフの指導の元、30分で10粒ほどの金をゲット。専用
瓶に入れて持ち帰ればよい思い出に

（記事提供　電気新聞）

戦国時代に栄えた「湯之奥・中山金山」の当時の生活をジオラマで紹介している

日本各地から集められた金鉱石の現物。
一見すると金が入っているようには見えないが、ここから
金が採取される

1 2 3

5 6

52

300

9

805

415

下部温泉駅

下部温泉郷

身延山

富士川
クラフトパーク

身
延
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

甲斐黄金村・
湯之奥金山博物館

至新東名高速道路

至中央自動車道

4
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気事故の報告─

第 回

電気事業法と各種手続き（5）

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5回目は、もし電気事故が発生してしまったらどうすればいいか、
特に行政への報告手続きを中心に解説します。

A 　電気工作物の劣化や不適切な使用などによ

って発生した「電気火災事故」「破損事故」「供

給支障事故」「発電支障事故」などをいいます。

　電気事業法第106条に基づく「電気関係報告規則」

の第1条では、「電気火災事故」について「漏電、短絡、

せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その

他の工作物（電気工作物を除く）、山林等に火災が発

生すること」と定義しています。

　「破損事故」は、電気工作物が変形、損傷もしくは

破壊、火災、絶縁劣化もしくは絶縁破壊が原因で機

能が低下または喪失したことにより、運転が停止し

たり使用が不可能になることをいいます。

　「供給支障事故」とは、破損事故または電気工作物の

誤操作、もしくは電気工作物を操作しないことにより、

電気の使用者に対し電気の供給が停止し、または電

気の使用を緊急に制限すること、とされています。

　「発電支障事故」は、発電所の電気工作物の故障、

損傷、破損、欠陥、また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、当該発電

所の発電設備が運転を停止しなければならなくなる

ことを指します。

Q 1 「電気事故」とは、
どんな事故のことですか？

Q 2 電気事故が起きてしまったら、
どうすればいいのでしょうか？

Q 3 報告が必要な電気事故の
種類は？

（記事提供　電気新聞）

57

　電気関係報告規則第 3条では、電気工作物のうち重要度が高いものを「主要電
気工作物」とし、破損事故は主要電気工作物の事故のみを報告対象としています。
主要電気工作物は同規則第 1条 2項第 4号に定義されており、経済産業省の「主
要電気工作物を構成する設備を定める告示」でより具体的な例が示されています。
　発電所、変電所、送電線路など電気事業に用いられる施設の主要設備が含まれま
す。自家用電気工作物である需要設備としては、受電電圧 1万 V以上の遮断器、
電圧 1万 V以上かつ容量 1万 kVA以上の変圧器、周波数変換機器、整流機器、電
力用コンデンサー、調相機、分路リアクトル、電圧 5万 V以上の電線および支持
物が主要電気工作物となっています。
　また、太陽電池発電所と風力発電所は従来、出力 500kW以上が対象となってい
ましたが、2016 年 9 月の改正で太陽電池は 50kW以上、風力は 20kW以上が対象
となりました。

主要電気工作物

▶用語解説

A 　同規則第3条では、自家用電気工作物の設

置者は、自家用電気工作物に事故が発生した

A 同規則第3条に、自家用電気工作物の設置者

が報告すべき電気事故の種類が規定されてい

ます。以下に主なものを挙げます。

①感電、または電気工作物の破損、誤操作など

により人が死傷した事故（死亡または入院し

た場合に限る）

②電気火災事故（工作物にあっては、その半焼

以上の場合に限る）

③電気工作物の破損、誤操作などにより、他の

物件に損傷を与え、またはその機能を損なわ

せた事故

④主要電気工作物の破損事故

⑤水力、火力、燃料電池、太陽電池または風力

発電所に属する10万kW以上の発電設備に係

る7日間以上の発電支障事故

⑥一般送配電事業者または特定送配電事業者に

供給支障を発生させた事故（波及事故）

⑦上記以外の事故であって、電気工作物に係る

社会的に影響を及ぼした事故

A 　設置者は、事故の発生を知ったときから

24時間以内に可能な限り速やかに、「電気事

故速報」を報告しなければなりません。電子メール

またはFAX、および電話で管轄の産業保安監督部

に報告します（規模の大きい一部の主要電気工作物

の破損事故については経済産業大臣に報告します）。

速報では、主に以下のような項目を報告します（産

業保安監督部のホームページに掲載されている報

告様式を参照してください）。ただし、不明な点が

あっても知りえた範囲で第1報を速やかに報告しま

Q 4 報告は具体的に
どのように行えばいいですか？

しょう。

①事故発生日時

②事故発生の場所（事業場名、住所、受電電力等）

③事故が発生した電気工作物

④事故の種類

⑤事故の概要

⑥事故の原因

⑦被災者の情報

⑧復旧予定日時

⑨供給支障

⑩主任技術者の選任形態、氏名

　さらに、事故発生を知った日から起算して30日以

内に、定められた様式に従って「電気関係事故報告」

（詳報）を提出しなければなりません。詳報には事故

や被害の状況といった情報に加えて、事故の原因、

再発防止対策について詳しく調査検討し、記載する

必要があります。

　ただし、自然現象が原因で発生した波及事故など

については、詳報の提出が不要となっています。

ときは決められた報告先に報告しなければならない

と定めています。当該事業場の電気主任技術者と協

力して、必要な情報を集めて報告を行いましょう。

自社に電気主任技術者がいない場合は、関東電気保

安協会などの外部委託先の担当者に連絡するととも

に、電力会社にも連絡してください。併せて、電気

主任技術者や外部委託先と相談の上、電気工事店な

どに復旧の手配をお願いします。

　電気主任技術者または外部委託先は、設置者や当

該事業場の従事者に対し、事故への対応について適

切なアドバイスを行います。このアドバイスに基づ

き、設備の現状を把握するとともに、送電停止や電

気工作物の切り離しなどの措置をとり、人身と設備

の安全を確保します。

　その後、電気主任技術者は事故の状況に応じて臨

時点検を行い、原因を究明。事故を再発させないよ

うアドバイスを行い、設置者はそれに基づいて設備

の修理や交換、取り扱い方法の改善といった対策を

実施します。



横浜市神奈川区広台太田町1-1　[TEL]045-411-8008　[URL] https://yokohama-icearena.jp/
営業時間：24時間営業　一般利用時間10:00～18:30（受付9:30～18:00）　貸切利用時間24時間（一般利用時間
を除く・要事前予約）　休館日：年中無休（施設点検のため休場する場合があります）
一般利用料金：貸靴付・大人1800円、子ども1300円　貸靴なし・大人1300円、子ども800円　夕方利用券（17時以
降）貸靴付・大人1000円、子ども700円　※その他１カ月フリーパス、団体利用料金あり
アクセス：JR東神奈川駅徒歩5分、東急東横線反町駅徒歩5分、京浜急行仲木戸駅徒歩7分、同神奈川駅徒歩10分
横浜駅東口から国道1号線を東神奈川駅方面へ約2km、1階に有料駐車場51台

横浜市神奈川区

　横浜市の北東に位置し、東西方
向に長く伸びている神奈川区。横
浜銀行アイスアリーナは、横浜市
体育協会の基本理念であるスポー
ツの普及・振興をもとに、スケート
事業を通じて、次世代を担う子供
たちをはじめ、ご年配の方まで幅
広い世代へのスポーツ振興と地域
市民の健康増進に貢献しています。

横浜銀行アイスアリーナ

　前身である神奈川スケートリン
クの歴史は古く、1951年の開業か
ら63年の間、多くのお客さまに親
しまれてきました。2011年の東日
本大震災後に、練習拠点を失った
仙台出身のフィギュアスケート選
手が、ここを一時的な練習拠点に
して世界に羽ばたいていったとい
う話もあります。日本最古の室内
スケート場と言われてきましたが、
老朽化を理由に建物全体を建て替
えることにし、2014年から18カ月
をかけて、横浜銀行アイスアリー

ナとしてリニューアルオープンし
ました。

新リンクの特徴

　新しくなったアイスアリーナは、
メインリンクが国際規格の広さと
なり、フィギュアスケート等の各
競技大会で使用されているリンク
と同じ広さになりました。
　屋外の新鮮な空気を取り入れる
「低温吹き出し空調」を採用し、多
くの方が利用されても、快適で安
全な空調環境を実現しています。
　昼の一般利用時間は以前の利用
時間より長くなり、午後からでも
ゆっくり滑っていただくことがで
きるため、ご家族やお友達同士で
スケートを存分に満喫することが
できます。スケートを上手に楽し
く滑りたい方向けのスケート教室
の実施や、初心者向けのイベント
も開催しています。
　24時間営業を行っており、夜間か
ら早朝の貸切利用では、アイスホッ

ケーやカーリング、フィギュアス
ケート等の貸切練習も可能です。
　公益財団法人横浜市体育協会・
横浜銀行アイスアリーナ管理課長
の河野樹夫さんに、アリーナの特
色などをお伺いしました。
　最近のスケートリンクでは、
フィギュアスケート選手の若手育
成に力を入れているところも多く
あり、当スケートリンクも例外で
はありません。ジュニアの大会で
は国内最高の舞台である全日本
フィギュアスケートジュニア選手
権大会に出場する選手も当リンク
で活動するクラブに所属していま
す。また、その一方で、市民の健康
を目的とし生涯スポーツとして楽
しめるスケート普及も目指してお
り、レジャースケートとして週末
のリンク内は大賑わいで人気を博
しています。お近くに来られた際
は、横浜銀行アイスアリーナで、楽
しいアイススケートの時間をお過
ごしください。

一般利用者でにぎわうメインリンク 初心者でもゆっくり滑れるサブリンク

管理課長
河野　樹夫さん

横浜銀行アイスアリーナ外観

第

回
44
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

今冬の電力需給見通し、予備率3%確保
節電要請は見送りも
電源脱落などへの備え強化

エネ庁、ウェブサイトに特別コンテンツ
エネルギーの基礎知識や旬な話題を
一般向けに情報提供

　政府がまとめた2017年度冬季（17年12月～18年3

月）の電力需給見通しによると、10年に1回程度の

厳寒を想定しても、エリア間の市場取引や火力発電

の増出力運転などを考慮すれば、全てのエリアで安

定供給に最低限必要な供給予備率3％以上を確保で

きる見込みとなりました。2017年夏に引き続き、国

としての節電要請は見送ることを決めています。

　需給見通しは電力広域的運営推進機関（広域機関）

の有識者会合での取りまとめ結果を踏まえ、総合資

源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）電力・ガ

ス基本政策小委員会で了承されました。

　沖縄を除く全国9エリアの今冬の供給予備率は、

12月が12.8％、1月が11.8％、2月が10.8％。エリア

別では、最も需給が厳しくなる中部エリアで1、2月

の予備率が3.0％と見込まれています。周波数を考慮

した東日本・中西日本のブロック単位でも、それぞ

れ3%以上の予備率が確保できる見通しです。

　節電要請は実施しないものの、電源脱落などに

対応できるよう需給逼迫への備えを強化します。

具体的には発電設備などの保守・保全体制を強化

し、電力会社に対してはデマンドレスポンスなど

需要面での取り組みを促進するよう要請。広域機

関には速やかな融通指示などを求める一方、産業

界や一般消費者が一体となった省エネキャンペー

ンも展開します。

　また、北海道エリアは電力融通に制約があること

や、厳寒で国民の生命・安全に関わる可能性がある

ことから、特に過去最大級（129万kW）の大規模電

源脱落が生じた場合の検証を実施。予備率3%は確

保できる見通しですが、万全を期すための追加対策

として、北海道電力では引き続き緊急時ネガワット

入札（大口需要家が使用抑制する電気を入札により

買い取る手法）などの仕組みを整備します。政府は、

状況に応じて計画停電回避緊急調整プログラムの準

備、数値目標付きの節電協力要請も検討するとして

います。

　このほか、需給状況や予想電力需要についての情

報発信を拡大。緊急時には「需給逼迫警報」を発出し、

注意喚起を行う方針です。

　経済産業省・資源エネルギー庁は、エネルギーへ

の関心を深めてもらおうと、ウェブサイト上に「ス

ペシャルコンテンツ」を開設しました。エネ庁が進

める政策やエネルギーに関する基礎知識を一般向け

に提供。2種類のメーンコンテンツを用意し、週1回

を目安に新しい記事を配信します。

　新たに立ち上げたスペシャルコンテンツは、「特

集記事」と「ショート記事」の2本柱。特集記事は、

①地球温暖化・省エネルギー②再生可能エネルギー

③エネルギー安全保障・資源④原子力⑤電力・ガス

改革⑥福島復興――の6つのテーマで構成し、専門

的な内容をその背景にまで踏み込んで多面的に解説

しています。例えば、「今さら聞けない『パリ協定』

～何が決まったのか？私たちは何をすべきか？～」

「電力小売全面自由化で、何が変わったのか？」な

どの記事が掲載されています。

　一方ショート記事では、地熱発電、ＺＥＨ（ゼロ・

エネルギー・ハウス）、電気料金、福島の被ばくの

影響など、一般からの関心の高い旬な話題・用語に

ついて、統計データを示したり、基礎情報を提供し

ています。同サイトでは原則週１回、新しい記事を

紹介していく方針です。

　新サイトはスマートフォンでも閲覧可能で、気に

入った記事を会員制交流サイト（ＳＮＳ）で共有す

る こ と も で き ま す。新 サ イ ト のＵＲＬは、

http://www.enecho.meti.go.jp/about/special/です。

（記事提供　電気新聞）
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アース線および漏電遮断器の取り付け

アース線および漏電遮断器の取り付け

　アース線は配線や電気器具などが万が一漏電した時に、漏れた電流を大地に逃がして、感電
の危険を少なくするものです。
　漏電遮断器とアース線を両方取り付けることで、感電事故の可能性を減らすことができます。
アース線が外れている場合や分電盤に漏電遮断器がついていない場合は取り付けるようにしま
しょう。
　なお、アース線は、ガス管・水道管・避雷針などには取り付けることができません。コンセン
トについているアース端子につなげるようにしましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

雷に対して、
家庭でできる対策は
ありますか？

ース）、通信線、アンテナ線など

があります。電気が流れるには

入口と出口が必要なので、2つ以

上の線とつながっている機器が

雷サージの通り道となって被害

を受けやすくなります。電源線

に加えて通信線とつながってい

る電話やパソコン、アースがつ

ながっている冷蔵庫や洗濯機な

どが代表的です。特にパソコン

などの精密機器は低電圧・小電

流で動作するように作られてい

るため、大きな雷サージが流れ

ると内部が破壊されてしまいま

す。近年、住宅内に情報機器な

どが増え、より雷の被害が出や

すくなっているのです。

　対策として最も確実なのは、

コンセントなどから全てのコー

ドやケーブルを抜くことです。

ただ、そうすると住宅内の利便

性は著しく落ちてしまいますし、

簡単には取り外せないように設

置されているものもあるでしょ

う。また、万が一の感電の危険

を考え、雷が近づいてきたらコ

ンセントなどに触れるのは避け、

電気機器から離れて身の安全を

優先すべきです。

　電気機器を雷サージから守る

装置として、サージ防護デバイ

ス（SPD）などがあります。SPD

は機器をバイパスして雷サージ

を接地に流すなどの機能を持つ

装置です。分電盤に内蔵するタ

イプから、コンセント取り付け型、

テーブルタップ型までさまざま

なタイプがあり、比較的安価に

市販されているものもあります。

ただし、目的の機器を保護する

ためにどの程度の性能・機能の

装置を設置すればいいかは専門

知識がないと判断するのは難し

く、市販品を取り付けただけで

は効果が得られにくい場合もあ

ります。雷対策はできるだけ信

頼できる電気工事店や対策機器

メーカーなどに相談し、実施し

た方がよいでしょう。

　住宅内で起きる雷被

害の多くが、電気機器

の損傷とそれに伴う火

災です。それらは雷による異常

電圧・異常電流（雷サージ）が

流入することで起こります。雷

が直接落ちる「直撃雷」は一般

住宅ではめったになく、近隣の

雷によって発生した「誘導雷」

による雷サージが原因の大半で

す。近隣といっても誘導雷の影

響は数キロメートルの範囲に広

がることもあります。

　住宅への雷サージの流入経路

としては、配電線、接地線（ア

SPDを設置する
際には是非、
専門家と相談して
ください ！
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