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電気事業法に基づく手続きについて

安全エレちゃんの「電気技術の提供でお客さまに感動のサービスを！」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　フムフム…… 原因はこれだ！
• • • •
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長瀞火祭り　埼玉県
　毎年3月の第1日曜日に、秩父路に春を告げる「長瀞火祭り」が秩父郡長瀞町で開かれ
ます。正しくは総本山醍醐寺座主御親修による秘法の火祭り祈願「柴燈大護摩・火渡荒行」
といい、護摩の霊火により己の欲やけがれを炊き清め、不動明王に慈悲と加護をいただき
ます。
　燃え上がる炎の上を裸足で渡り、開運厄除、宝福招来を祈願します。想像以上に激しい
炎の中を行者が駆け抜けていく姿は迫力満点です。行者の後には一般奉賛者も火渡りに参
加できます。また、火渡りに先立って長瀞駅前で行われる獅子舞や、駅前から火祭り会場
までの錬行（行列）も見どころです。

安全エレちゃんのQ&A 電気事故で「短絡」や「地絡」という言葉をよく聞きますが、
どのような現象をいうのでしょうか？

21

お客さまこんにちは　シャトー・メルシャン
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 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

　自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境保全を図るために、設置者自身が自己責任の

もとに電気の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。

　電気事業法では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう

維持すること」「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせる

ため電気主任技術者を選任し国に届け出ること」

と定められております。

　また同法では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため

に保安規程を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業員は、保安規程を守ること」

と規定しています。

　これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。

　次の場合には手続きが必要になります。

ご不明な点がございましたら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。

　電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工
作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義
されています。具体的には、電
力会社から600Vを超える電圧
で受電して電気を使用する設備
や一定出力以上の発電設備な
どが該当します。

　工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所
有する法人、団体、個人をいいます。（所有者）
　自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受け、占
有する法人、団体、個人も自家用電気工作物設置者とな
ります。（占有者）
　事業場の「所有者」「占有者」のいずれかが自家用電
気工作物設置者となります。

電気事業法●基づく手続きについてに

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について
設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、

電気保安を確保することが法律で義務付けられております。
その他にも国への各種手続き(申請・届出・報告)が必要な場合があります。

●自家用電気工作物とは● ●自家用電気工作物設置者とは●

◎自家用電気工作物を新設する場合
◎保安規程を変更した場合
◎自家用電気工作物を譲り受けた場合
◎自家用電気工作物を廃止した場合
◎自家用電気工作物の設置者の地位を
承継した場合

◎設置者や事業場の名称等を変更した場合
◎自家用電気工作物で電気事故が発生した場合
◎ばい煙発生施設を設置又は廃止した場合
◎PCBを含有する絶縁油を使用する電気工作物
であることが判明した場合。また、それを廃止し
た場合

　など
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　当協会は、電気保安を通じ、地域社会に貢献する
ことを使命に、まごころと技術で安心と安全をお届
けしています。
　具体的には、調査業務、保安業務、広報業務が当
協会の業務の3つの柱となっています。

電気は産業活動や生活においてますます重要なエネルギーとなっており、
それに伴ってお客さまのニーズも高度化・多様化しています。
当協会ではお客さまのニーズや信頼にお応えするため、
電気技術・点検手法の開発や新技術の導入、
ワンストップサービスの一環としての電気工事など
一層のお客さまサービスの充実に向けて事業を推進しています。

Ⅰ 関東電気保安協会の主な業務 Ⅱ 調査業務

Ⅲ 保安業務

　高圧・特別高圧で受電する自家用電気工作物※2を
設置しているお客さまを対象に、保安業務を実施し
ています。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は、設置者が保安規程を作成・
届出するとともに、電気主任技術者を選任して自主
保安体制を確立する必要があります。
　このうち7,000V以下で受電する需要設備または

電気技術の提供でお客さまに
感動のサービスを！

　電力会社から低圧で電気の供給を受ける一般用電
気工作物※1を設置しているお客さまを対象に、調査
業務を実施しています。
●定期調査
　ご家庭や商店、小規模な工場などの一般用電気工
作物は、技術基準に適合しているか調査することが
電気事業法で定められています。調査は電線路維持
運用者（当協会の受託エリアでは、一般的に東京電
力パワーグリッド株式会社）またはその委託を受け
た登録調査機関が行います。
　当協会は、登録調査機関として委託を受けて業務
を行っており、原則として4年に1回、お客さま宅を
訪問して電気設備の安
全調査を行っています。
　また、電気の安全
な使い方や省エネル
ギーなどのご質問・
ご相談もお受けして
います。
●竣工調査
　お客さまが電気設
備を新設または変更
した場合、工事完了
後に、法令に基づき
電気が安全に使用で
きるかを点検します。

●その他
　お客さまからのご依頼に応じて、有償で電気設備
の点検をお受けしています。
　また、お客さまからの定期調査の訪問日程変更等
の受付を集中的かつ効率的に行うため、コールセン
ターを運営しています。

●技術・コンサルティング業務
　電気主任技術者
立ち会いのもと、
お客さまのご要望
に応じた各種業務
を行っています。
　例えば受変電設
備や発電設備の巡
視点検、測定・試
験などのお手伝い
ができます。また、
省エネルギー、特
に電気使用合理化
についての診断も
行っています。こ
のほか絶縁用保護
具等の定期自主検
査、電気設備の清
掃、漏電監視、高
調波障害対策のコ

ンサルティングといった業務も承っています。
●デマンド監視・省エネルギー業務
　デマンド監視サービスは電気の使用量を常時監視
し、設定された目標デマンド値を超えないように警
報やランプで知らせるサービスです。今まで意識し
なかった電力使用量が「見える化」され、電気料金
が削減できるだけでなく二酸化炭素（CO2）排出削
減にも貢献します。
　デマンド値とは30分間の平均使用電力のことで、
電力会社との契約電力は最大デマンド値を基準に設定
します。契約電力の大きさはそのまま電気の基本料金
に影響するため、最大デマンド値を抑えることができ
れば、基本料金そのものを低くすることができます。
　デマンド監視装置から警報が発せられたら、あら
かじめ決めた手順に従って照明やエアコンなどの使
用機器を快適さを損なわない範囲で停止していただ
きます。
　また、Web上で電気の使用状況などをチェックで
きるサービスも提供しています。グラフ表示や日・
月・年単位での取りまとめ、気温・湿度の記録、複
数の事業所の一括管理などもできるため、データを
分析することでよりきめ細かな省エネルギー対応が
可能になります。

う電気技術者の育成を目的として、作文コンクール
「KDH未来の電気技術者奨励賞」を実施しています。
工業高校電気科などに在学中の高校生を対象に、電
気技術者としての夢や抱負、省エネや節電のアイデ
アや取り組みについて作品を募集、表彰しています。
●各種講習会の開催
　労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防
止するため、従業員を「充電電路の敷設若しくは修
理の業務または配電盤室等区画された場所に設置す
る低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の
操作の業務」に従事させるときは、安全衛生教育を
行うことが義務付けられています。
　当協会では、事業者に代わり安全衛生教育等の講
習会（低圧及び高圧・特別高圧電気取扱者特別教育

講習会）や、保護継電器試験実務初級講習会を有料
で開催しています。
●技術研修所で電気技術者の育成
　電気安全を通じて社会に貢献する組織として、人

2,000kW未満の火力・水力・太陽電池・風力発電所、
1,000kW未満のその他の発電所については、電気主
任技術者を選任しないで外部の電気管理技術者や電
気保安法人に業務委託する「外部委託承認制度」が
あります。当協会は電気保安法人として多くのお客
さまから委託を受け、ご契約に基づいて保安管理業
務（自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する
保安の監督に係る業務）を行っています。豊富な知
識と経験を有する当協会の電気主任技術者が、月次
点検、年次点検、事故対応、各種コンサルティング

などで電気保安をサポートいたします。
　また、電気事故受付や絶縁監視装置の警報監視を
集中化し、関東全域をカバーする拠点ネットワーク
に指令を出すことで、365日・24時間いつでもトラ
ブルに迅速に対応できる体制を構築しています。
　加えてお客さまのご要望にお答えするため、電気
工事（電気設備の改修・更新）についても建設業の
許可を取得して行っています。
　再生可能エネルギーによる発電所の保安管理業務
も実施しています。急増している太陽電池発電所を
はじめ、風力発電所や小規模な水力発電所の保安業
務も承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、
事故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービ
スまで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ各種パンフレットやマスメディ
アによるPRを行い、地域に密着した活動を展開し
ています。
●地域貢献活動
　出前授業や電気安全出張相談所などを通じ、地域の
皆さま、企業、団体の皆さまへ、電気安全や電気使用
合理化に関する相談・普及活動を行っています。
また、福祉施設や公共施設などの電気設備の安全確
保にも努めています。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電
気安全や省エネルギーに関する普及活動を進めてい
ます。こうした講習会等は、自治体・町内会・学校・
児童館などと連携して
開催しています。
　内容の一例として、
「こども電気教室」で
は「電気を上手に使っ
て地球の温暖化防止」
を子供たちに伝えてい
ます。少しの工夫でで
きる地球にやさしい事
例を解説した後、果物
電池、クリップモータ
ーなどの体験型実習を
通して電気エネルギー
の発生メカニズムを学
んでもらいます。
●文化財等の配線診断
　電気事故を未然に防
ぐため、文化財、福祉
施設、高齢者宅などを
対象に配線診断を行っ
ています。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担

の育成は不可欠です。当協会では技術研修所におい
て、新人からベテランまでキャリアに応じた効果的
な研修により、高度化・多様化する電気技術に対応
できる電気技術者の育成を行っています。

定期調査（分電盤）

竣工調査 総合監視指令センター 事故対応

月次点検 年次点検

特高・高圧電気設備の点検（保護継電器特性試験）

非常用予備発電装置の点検・整備

電気使用合理化診断（診断のための調査・測定）

※1一般用電気工作物
600Ｖ以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電
線路を有さない設備。小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の
高い電気工作物（小出力発電設備とは、太陽電池50kW未満、内燃力10kW
未満など比較的小規模の発電設備をいう）
※2自家用電気工作物
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの

事業用電気工作物

電気事業用電気工作物

自家用電気工作物

一般用電気工作物

超高圧変電所
再生可能
エネルギー

水力発電所
火力発電所

一次変電所

小工場

商店

住宅

大ビルディング
大工場

ビルディング

中工場

配電用変電所

66,000V

6,600V

100/200V

275,000～500,000V

154,000V154,000V

66,000V

6,600V

100/200V

再生可能
エネルギー

太陽電池発電所の巡視・点検
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　当協会は、電気保安を通じ、地域社会に貢献する
ことを使命に、まごころと技術で安心と安全をお届
けしています。
　具体的には、調査業務、保安業務、広報業務が当
協会の業務の3つの柱となっています。

　高圧・特別高圧で受電する自家用電気工作物※2を
設置しているお客さまを対象に、保安業務を実施し
ています。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は、設置者が保安規程を作成・
届出するとともに、電気主任技術者を選任して自主
保安体制を確立する必要があります。
　このうち7,000V以下で受電する需要設備または

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 
2018年3・4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

ハガキの場合は、〒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、までお送りください。

ぜひホームページの応募フォームから
お申込みください！

［応募フォームのアドレス］ 

QRコードはこちら➡ 

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

平成30年5月20日必着

応 募 先

締切期日

発 表

ア ー ス

応募総数…2,280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

11・12月号正解

　いかがでしたか。
　当協会では、電気に関するサービスのご提供を通じ
て、地域社会の皆さまに安全・安心をお届けできるよ

う職員一同努めています。また、省エネルギーについ
ても皆さまをお手伝いし、よりよい社会づくりの一助
となるよう組織を挙げて貢献していきます。

電気技術の提供でお客さまに感動のサービスを！

平成30年7・8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。

関東電気保安協会が登録調査機関として委託を受けて定期
調査業務を行っている区域では、原則として○年に1回、お客
さま宅を訪問して電気設備の安全調査を行っています。○に
入る数字をお答えください。

　電力会社から低圧で電気の供給を受ける一般用電
気工作物※1を設置しているお客さまを対象に、調査
業務を実施しています。
●定期調査
　ご家庭や商店、小規模な工場などの一般用電気工
作物は、技術基準に適合しているか調査することが
電気事業法で定められています。調査は電線路維持
運用者（当協会の受託エリアでは、一般的に東京電
力パワーグリッド株式会社）またはその委託を受け
た登録調査機関が行います。
　当協会は、登録調査機関として委託を受けて業務
を行っており、原則として4年に1回、お客さま宅を
訪問して電気設備の安
全調査を行っています。
　また、電気の安全
な使い方や省エネル
ギーなどのご質問・
ご相談もお受けして
います。
●竣工調査
　お客さまが電気設
備を新設または変更
した場合、工事完了
後に、法令に基づき
電気が安全に使用で
きるかを点検します。

●その他
　お客さまからのご依頼に応じて、有償で電気設備
の点検をお受けしています。
　また、お客さまからの定期調査の訪問日程変更等
の受付を集中的かつ効率的に行うため、コールセン
ターを運営しています。

●技術・コンサルティング業務
　電気主任技術者
立ち会いのもと、
お客さまのご要望
に応じた各種業務
を行っています。
　例えば受変電設
備や発電設備の巡
視点検、測定・試
験などのお手伝い
ができます。また、
省エネルギー、特
に電気使用合理化
についての診断も
行っています。こ
のほか絶縁用保護
具等の定期自主検
査、電気設備の清
掃、漏電監視、高
調波障害対策のコ

ンサルティングといった業務も承っています。
●デマンド監視・省エネルギー業務
　デマンド監視サービスは電気の使用量を常時監視
し、設定された目標デマンド値を超えないように警
報やランプで知らせるサービスです。今まで意識し
なかった電力使用量が「見える化」され、電気料金
が削減できるだけでなく二酸化炭素（CO2）排出削
減にも貢献します。
　デマンド値とは30分間の平均使用電力のことで、
電力会社との契約電力は最大デマンド値を基準に設定
します。契約電力の大きさはそのまま電気の基本料金
に影響するため、最大デマンド値を抑えることができ
れば、基本料金そのものを低くすることができます。
　デマンド監視装置から警報が発せられたら、あら
かじめ決めた手順に従って照明やエアコンなどの使
用機器を快適さを損なわない範囲で停止していただ
きます。
　また、Web上で電気の使用状況などをチェックで
きるサービスも提供しています。グラフ表示や日・
月・年単位での取りまとめ、気温・湿度の記録、複
数の事業所の一括管理などもできるため、データを
分析することでよりきめ細かな省エネルギー対応が
可能になります。

う電気技術者の育成を目的として、作文コンクール
「KDH未来の電気技術者奨励賞」を実施しています。
工業高校電気科などに在学中の高校生を対象に、電
気技術者としての夢や抱負、省エネや節電のアイデ
アや取り組みについて作品を募集、表彰しています。
●各種講習会の開催
　労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防
止するため、従業員を「充電電路の敷設若しくは修
理の業務または配電盤室等区画された場所に設置す
る低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の
操作の業務」に従事させるときは、安全衛生教育を
行うことが義務付けられています。
　当協会では、事業者に代わり安全衛生教育等の講
習会（低圧及び高圧・特別高圧電気取扱者特別教育

講習会）や、保護継電器試験実務初級講習会を有料
で開催しています。
●技術研修所で電気技術者の育成
　電気安全を通じて社会に貢献する組織として、人

Ⅳ 広報業務

2,000kW未満の火力・水力・太陽電池・風力発電所、
1,000kW未満のその他の発電所については、電気主
任技術者を選任しないで外部の電気管理技術者や電
気保安法人に業務委託する「外部委託承認制度」が
あります。当協会は電気保安法人として多くのお客
さまから委託を受け、ご契約に基づいて保安管理業
務（自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する
保安の監督に係る業務）を行っています。豊富な知
識と経験を有する当協会の電気主任技術者が、月次
点検、年次点検、事故対応、各種コンサルティング

などで電気保安をサポートいたします。
　また、電気事故受付や絶縁監視装置の警報監視を
集中化し、関東全域をカバーする拠点ネットワーク
に指令を出すことで、365日・24時間いつでもトラ
ブルに迅速に対応できる体制を構築しています。
　加えてお客さまのご要望にお答えするため、電気
工事（電気設備の改修・更新）についても建設業の
許可を取得して行っています。
　再生可能エネルギーによる発電所の保安管理業務
も実施しています。急増している太陽電池発電所を
はじめ、風力発電所や小規模な水力発電所の保安業
務も承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、
事故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービ
スまで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ各種パンフレットやマスメディ
アによるPRを行い、地域に密着した活動を展開し
ています。
●地域貢献活動
　出前授業や電気安全出張相談所などを通じ、地域の
皆さま、企業、団体の皆さまへ、電気安全や電気使用
合理化に関する相談・普及活動を行っています。
また、福祉施設や公共施設などの電気設備の安全確
保にも努めています。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電
気安全や省エネルギーに関する普及活動を進めてい
ます。こうした講習会等は、自治体・町内会・学校・
児童館などと連携して
開催しています。
　内容の一例として、
「こども電気教室」で
は「電気を上手に使っ
て地球の温暖化防止」
を子供たちに伝えてい
ます。少しの工夫でで
きる地球にやさしい事
例を解説した後、果物
電池、クリップモータ
ーなどの体験型実習を
通して電気エネルギー
の発生メカニズムを学
んでもらいます。
●文化財等の配線診断
　電気事故を未然に防
ぐため、文化財、福祉
施設、高齢者宅などを
対象に配線診断を行っ
ています。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担

の育成は不可欠です。当協会では技術研修所におい
て、新人からベテランまでキャリアに応じた効果的
な研修により、高度化・多様化する電気技術に対応
できる電気技術者の育成を行っています。

目標デマンド値を超えそうな場合は
警報などでお知らせ

電気安全出張相談所

高齢者宅の配線診断

学科講習（低圧） 実技講習（高圧・特別高圧） 技術研修所（千葉市美浜区）

ポスター

●デマンド値と契約電力の考え方

デマンド値 契約電力

突出したデマンド値を抑えると
この部分が低減可能

12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
1年分 来年今年

●タブレット型警報表示器

電気保安協会
デマンドWebサービス
Webプランではネットワークで全国各部
門の電気使用状況を一括管理します。

◎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。
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芝浦事業所　山﨑　圭祐

の 記 録 から現場
フムフム…… 原因はこれだ！

　なにげなく使用している電気
機器も、誤った使い方や設置方
法が不適切だと、劣化や損傷し
てしまうことがあります。その
まま放置していると、停電など
の大きなトラブルにつながりか
ねません。今回は、電気機器の
正しい使用法を知っていただく
ことの大切さと、トラブル早期
発見に絶縁監視装置が有効だと
いうことが実感できた事例を紹
介します。

◆　　◆　　◆

　その日は天候も良く、朝一番
で訪問したお客さまの月次点検
も終盤を迎え、お客さまに報告
を行うため、報告書を作成して
いた時のことでした。当協会の
総合監視指令センターから、私
が担当している別のお客さまへ
の出動を要請するメールが携帯
電話に入りました。絶縁監視装
置がお客さま設備の漏電を感知

し警報を発したため、出動が必
要だという内容でした。
　月次点検の結果報告を終え、
直ちに警報が出ているお客さま
へ向かいました。屋上にあるキ
ュービクルで漏電調査を行うと、
４階電灯回路で漏電が継続して
います。４階のテナントさまに
事情を説明し早速原因調査を開
始しましたが、分電盤はスペー
スが狭く漏れ電流の測定器が入
らないため、どこで漏電が発生
しているのか特定できませんで
した。
　仕方なく漏れ電流での調査は
諦め、テナントさまに停電の交
渉をしました。すると「今は仕
事中のため停電は出来ないが、
30分後であれば停電に協力する」
とのこと。
　私は停電までの30分間、原因
の手掛かりになるものを探せな

いかと、問診をしてみることに
しました。「最近、電気工事を行
いましたか？」「新しく使用した
機器はありませんか？」「普段と
変わったことをしていません
か？」など、原因に結びつく手
がかりとなれば……と思ったの
ですが、「特には何もしていない」
との回答でした。

　30分が経過し、停電の了解を
得たので、漏電調査の再開です。
念のため停電前に再度キュービ

クルにて４階電灯回路の漏れ電
流を測定したところ、なんとさ
っきまで継続していた漏電が消
えてしまいました。「先程まで使
用していて使用をやめた電気機
器はありませんか」と問診すると、
「照明とエアコン、パソコンのみ」
とのこと。試しにエアコンを使
用していただいたところ、漏電
したりしなかったりと不安定な
状態です。エアコン回路のどこ
かで漏電が発生しているのかな
と考え、停電して絶縁抵抗測定
を行ったところ、エアコンでは
なくコンセント回路が絶縁不良
と判明しました。
　コンセント回路のブレーカを
開放したままで、原因のコンセ
ントを探すと、それは先ほどの
エアコンの下にある壁コンセン
トでした。このコンセントは普
段から荷物の陰に隠れた状態で、
１本のテーブルタップが差し込
まれていました。そのテーブル
タップの行先をたどってみると、

カーペットの床下に空間をつく
り、ＯＡフロアに潜り込んで床配
線されていました。
　カーペットを剥がして見ると、
テーブルタップの電線の外装が
剥けた状態になっています。そ
うです、原因はエアコンを操作
する際、この線を踏みつけるこ
とにより、電線がＯＡフロアの
金属部に接触するためだったの
です。漏電電流が不安定だった
のは、踏みつける場所によって
電線がＯＡフロアの金属部に触
れたり、触れなかったりするこ
とによるものです。

　その後、テナントへ原因を説
明し、隠ぺい場所にテーブルタ
ップを使用しないことと損傷し
たテーブルタップは撤去してい
ただくことを要請し、一件落着
となりました。

◆　　◆　　◆
　当協会で
は絶縁監視
装置を設置
させていた
だいたお客
さまには、
総合監視指
令センター
で365日・24時間漏電の監視を
行っています。警報が発報した
場合には、レベルに応じ迅速に
対応いたします。
　今回、絶縁監視装置を設置し
ていただいていたため、事故の
未然防止につながりました。電
気設備保安レベルの向上のため
にも絶縁監視装置の取付けをお
勧めいたします。

・ ・ ・ ・
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140年の系譜を
受け継ぐワイナリー

　1877年は日本ワインの元年です。
この年、メルシャンのルーツである
「大日本山梨葡萄酒会社」が山梨
県甲州市勝沼町に誕生。二人の青
年がブドウ栽培と醸造技術を習得
するためにフランスに派遣され、日
本のワイン造りが本格的にスタート
しました。
　メルシャンが所有するシャトー・
メルシャンは、日本のワイン造り
140年の系譜を受け継ぐ由緒あるワ
イナリーです。敷地内には、ブド
ウ栽培やワイン造りを学べる多彩

な施設、同ワイナリーで造られたワ
インが味わえるテイスティングカウン
ターなどがあり、来場者が日本ワ
インの魅力や歴史を楽しみながら
学べるようになっています。

日本ワインの特長

　近年人気の日本ワイン。その特
長とはどのようなものでしょうか。
　日本で主に栽培されているワイン
用ブドウの品種は「甲州」と「マ
スカット・ベーリーA」で、どちら
も日本固有の品種です。白ブドウ
の甲州は勝沼原産といわれていま
す。醸造すると繊細でスッキリした
味わいのワインになります。マスカ

ット・ベーリー Aは交配で生まれ
た赤ワイン用の品種で、イチゴのよ
うな甘い香りが特徴のワインに仕
上がります。
　製造部長兼チーフ・ワインメー
カーの安蔵光弘さんによると、「そ
の土地の気候・風土・生産者によ
って育まれたブドウの個性をそのま
ま表現したものが良いワイン」との
こと。そのため、その土地で採れ
た食材には、その土地のワインが
一番合うそうです。
　実際、甲州とマスカット・ベーリ
ー Aは日本食との相性が抜群。甲
州には豚しゃぶや塩焼き鳥、マス
カット・ベーリー Aにはブリの照り
焼きを合わせるのが、安蔵さんの
お勧めだとか。

ワイナリーツアーの概要

　メルシャンは「ワインのおいしい
未来をつくる。」を企業理念とし、
日本人にワイン文化を広める役割
を長年果たし
てきました。
ここシャトー・
メルシャンも、
来場者の皆さ
ま方にワイン
の楽しさを知
ってもらうこと
が大きなミッ

ションです。そのため、ワイナリー
スタッフが施設を案内するワイナリ
ーツアーを毎日実施しています。
　参加者は、自分の興味やワイン
の知識に合わせて、「ベーシックコ
ース」「スペシャルコース」「エクス
クルーシヴコース」の3コースから
選べます。ワイン造りの工程を学
べることはもちろんですが、最大
の楽しみはワインのテイスティング
でしょう。テイスティングできるワイ
ンは定期的に変わるため、リピー
ターも多いそうです。
　「天」の恵みによるブドウ栽培、
「地」がもたらすその土地特有のも

の（テロワー
ル）、造 り 手
である「人」。
こうしたワイン
の背景を知れ
ば知るほど、
ワインの楽し
さはさらに広
がります。シ

ャトー・メルシャンのワイナリーツ
アーに参加して、ワインの奥深さに
触れてみてください。

アクセスの良さも魅力

　シャトー・メルシャンは、JR新
宿駅から電車で約105分とアクセス
が抜群なため、都内から日帰りで
気軽に行くことができます。また、
勝沼エリアにはワイナリーが集中し
ており、ワイナリーをハシゴするの
もお勧めです。毎年開催されるブ
ドウとワインの産地を楽しむイベン
ト「ワインツーリズムやまなし」は、
勝沼のワインを存分に堪能できる
チャンス。イベント開催中は、各地
のワイナリーを巡る循環バスが運行
されます。
　また、近隣には自然豊かな大菩
薩峠や西沢渓谷があるので、ワイ
ナリーとセットで訪れてみてはいか
がでしょうか。

当協会の重要な役割

　ワインは非常にデリケートなお酒
です。ワインの熟成には半年から2
年を要しますが、その間は温度と
湿度を一定に保たなくてはなりませ
ん。
　「ワインは刺身のようなもの。一
度でも温度が上がると、確実に品
質が落ちてしまいます。ここ数年、

勝沼の夏は全国でもトップレベルの
暑さです。万が一、真夏に電気が
止まるようなことがあったら、ワイ
ナリーは大きな損害を被るでしょ
う」と話す安蔵さん。ワイン造り
において電力は重要な役割を担っ
ています。電気の安全を守る当協
会に対しては、どのような印象を持
っているのでしょうか。
　「これまで大きなトラブルがなか
ったのは、関東電気保安協会さん
の普段の保守点検が万全だったか
らです。電気を安全・安心に使え
るのは、本当にありがたいですね」
と、非常にありがたいお言葉を頂
きました。
　今後は定期的な電気設備の更新
といった万全のケアをご提案するな
ど、予防対策にも力を入れ、日本
を代表するワイナリーのワイン造り
を陰から支えていきます。

敷地内で栽培されているワイン用ブドウ

ワインのテイスティングやショッピング、食事も楽しめる
ワインギャラリー

豚しゃぶや
塩焼き鳥に合わせたい
「シャトー・メルシャン

山梨甲州」

ブリの照り焼きに
合わせたい
「シャトー・メルシャン
山梨マスカットベーリーA」

ワイン資料館（左）とシャトー・メルシャンワインギャラリー（右）

製造部長兼チーフ・ワインメーカーの安蔵光弘さんこ ん に ち はまさ客お

シャトー・メルシャン
〒409-1313　山梨県甲州市勝沼町下岩崎1425-1

TEL：0553-44-1011

あんぞうみつひろ



【図３】　家庭用電気製品の事故原因

平成26～28年度の
製品事故情報
3,458件対象

平成26～28年度の
製品事故情報
6,020件対象

平成26～28年度の
製品事故情報
3,458件対象

【図１】　製品区分別の事故情報収集件数
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特　集 2

　NITEは、消費生活用製品等に
関する事故情報の収集を行い、
事故原因を調査・究明し、その
結果を公表することによって、
製品事故の再発・未然防止を図
り、国民の安全なくらしの実現
に貢献しています。
　NITEに平成26～28年度の3年
間に寄せられた製品事故情報は、
6,020件ありました。その中で
「家庭用電気製品」は3,458件と
最も多く、半数以上を占めてい
ます。

1 家庭用電気製品の
　 事故概要

　前述6,020件の「製品区分別の

事故情報収集件数」を図1に示し
ます。「家庭用電気製品」は約
57%を占めています。年度ごと
にみると、26年度は1,229件
（52%）、27年度は1,432件
（6 3%）、2 8年度は79 7件
（58%）となっています。図2に
「家庭用電気製品」の事故の被
害状況を示します。「死亡」28
件、「重症」50件を含む人的被
害事故は329件発生しています。
また、製品破損にとどまらず
「拡大被害」に至った事故は
1,070件で、その中には建物の全
焼などの火災も数多く含まれて
います。
　家庭用電気製品の事故3,458件
の原因を図3に示します（30年1

月16日現在）。最も多いのが
「設計、製造又は表示等に問題
があったもの」1,847件53％で、
次に多いのは「誤使用や不注意
によるもの」253件7%となって
います。
　「家庭用電気製品」に次いで
多いのは「燃焼器具」ですが、
事故の傾向は「家庭用電気製
品」とは異なります。「燃焼器
具」の事故1,339件中、最も多い
事故原因は「誤使用や不注意に
よるもの」328件で、24%を占め
ています。
　「家庭用電気製品」で事故が
多かった5製品を年度別に表1に
示します。事故の原因として製
品そのものに不具合があったこ

とから、社告・リコールが行わ
れているケースが多くみられま
す。直流電源装置（ACアダプ
ター）、エアコン及び照明器具
が3年連続で上位5製品に入って
おり、注意が必要です。中でも、
直流電源装置は多発事故（同型
式製品で多数発生した同種の事
故）により3年連続で100件を超
えています。以下に、直流電源
装置の多発事故の事例を紹介し
ます。
●DCプラグの樹脂に不純物が
混入したことから、プラグ
内部の絶縁性が低下し、
ショートして異常発熱し、
樹脂が溶融した。

●ACコードのACアダプター
本体側にコードプロテク
ターがなかったため、使用
による屈曲や引っ張り等の

力でコード芯線が断線し、
ショートした。

　また、パソコンは、27年度及
び28年度共に最も多く、ここ2年
は年間200件以上発生しています。
これは内部電源配線のコネク
ター端子樹脂に本来の仕様とは
異なる難燃剤が使用されていた
ため、端子金属から銅が溶出し、
端子間でショートして製品が焼
損したものです。
　次に、26～28年度の3年間で
「誤使用や不注意による事故」
の上位10製品を表２に示します。
配線器具（延長コードやマルチ
タップなど）が最も多く、28件
中延長コードが22件を占めてお
り、ほとんどが拡大被害に至っ
ています。
　誤使用や不注意による事故の
中から、事例をいくつか紹介し

ます。
事故事例①（延長コード）
　コードプロテクターに過度な
負荷が加わったため、芯線が半
断線状態となり、異常発熱して
出火した。
事故事例②（延長コード）
　延長コードに多数のディスプ
レイモニター（最大2160W）が
接続された状態で長期間継続使
用していた。接続可能な定格
（1500W）を大きく超えて使用
していたため、過電流により電
源プラグ部の栓刃カシメ部が異
常発熱して出火した。
事故事例③（電子レンジ）
　食品を温め取り出した後、タ
イマーが作動している状態で扉
を閉めた。庫内が空の状態で運
転を継続したため、導波管カ
バーに付着していた食品カスが
炭化して、スパークが発生し出
火した。
事故事例④（電気こんろ）
　電気こんろの上にカセットこ
んろを置いた状態で、誤って電
気こんろのスイッチを入れたた
め、カセットこんろの底面が焼
損しカセットボンベが破裂した。
事故事例⑤（ヘアドライヤー）
　ドライヤーのコードプロテク
ター部に過度なストレスが繰り
返し加わったため、電源コード
の芯線が断線してスパークが発

生し、胸に火傷を負った。
事故事例⑥（照明器具）
　2階ベランダの手すりにセン
サーライトを設置し、その近く
に布団を干したところ、ライト
に布団がかぶさり、センサーが
感知して点灯し、電球の熱で布
団が過熱されて出火した。
事故事例⑦（電気ストーブ）
　電気ストーブの上に衣類を干
していたため、衣類が落下して
ヒーターに接触して着火し、周
辺を焼損した。

2 急増するリチウム
　 イオンバッテリー
　 搭載製品の事故

　ここ数年、リチウムイオン
バッテリーを搭載した製品の事
故情報が増加しています。中で
もモバイル三製品（ノートパソ
コン、モバイルバッテリー、ス
マートフォン）の事故が急増し
ており注意が必要です。
　図4に24年度から28年度の5年
間に発生したモバイル三製品の
「年度別事故発生件数」を示し

ます。
　モバイル三製品のリチウムイ
オンバッテリーによる事故は5年
間で274件報告されており、24
年度19件が、28年度には108件
と急増している状況です。特に
モバイルバッテリーの事故は24
年度が1件だったのに対し、28年
度は51件と、大幅に増加してい
ます。その理由のひとつとして、
スマートフォンが急速に普及し
たことにより、スマートフォン
の充電に用いられることの多い
モバイルバッテリーも普及した
ためと考えられます。
　図5に274件の事故のうち、調
査が終了し、公表している163件
の「事故原因区分別 事故発生件
数」を示します。「設計・製造
又は表示等に問題があったも
の」が42%と最も多く、主な要
因は製造過程で異物がセルの内
部、またはバッテリーパックの
内部に混入したことによるもの
です。
　「誤使用や不注意によるも
の」は2%となっており、「使用
者がズボンのポケットにスマー

トフォンを入れた状態で転倒し
たため、外部からの衝撃により、
内部ショートが生じて異常発熱
し、焼損した」、「モバイル
バッテリーへ充電する際に、充
電時に接続してはいけない出力
側のジャック部分に他社製の充
電器を接続したため、過電圧が
バッテリーパックに加わって過
充電となり、発火した」などの
事故が発生しています。

3 社告・リコール品の
　 事故

　社告・リコール情報は、該当
製品事故の再発防止や類似製品
事故の再発・未然防止に役立つ
非常に重要な情報です。
　26～28年度の「年度別　社
告・リコール情報収集件数」を
表３に示します。
　全体の件数は26年度から28年
度まで減少傾向が見られますが、
各家庭への普及・稼働台数が多
い「家庭用電気製品」はほぼ横
ばいです。28年度では「家庭用
電気製品」は全体の42％を占め

家庭用電気製品の
事故の状況について
独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE：ナイト）

家庭用電気製品
3,458件

57％

台所・食卓用品
99件 2％

設計、製造
又は表示などに
問題があったもの

1847件
53％

製品及び使い方に
問題があったもの
111件 3％

経年劣化によるもの
111件 3％

製品起因であるが、その原因が不明のもの※

354件 10％

原因不明のもの
（※の製品起因は除く）
529件 15％

【図２】　家庭用電気製品による事故の被害状況

ており、モバイルバッテリー、
ノートパソコン用バッテリー
パック、壁掛扇風機、電気こた
つ、電気ストーブなどで社告・
リコールが行われています。

4 事故防止のための
　 情報発信

　NITEは製品事故の防止に向け、
様々な取り組みを行っています。
29年度はYouTubeに事故の再現
実験映像をアップして、より身
近にわかりやすい情報の発信に
努めています。電子レンジやエ
アコンなどの家電製品の他にも、
ガスこんろや自転車、ベビー
カーまで様々な製品の事故の再
現、また間違った使い方などを、
約180本の動画で配信しています。
NITE YouTube公式チャンネル
（https://www.youtube.com/
channel/UCsJZusiI3qKtm_w
0W4lRXEA）から、再現実験映
像をいくつか紹介します。
❶リコール対象製品の
　モバイルバッテリーが
　発火した事故の再現映像
　搭載されているリチウムイオ
ンバッテリーに不具合があった
ために発火に至った事故の再現

です。「お持ちの製品がリコー
ル対象製品かどうか確認を行っ
てください。リコール対象製品
をお持ちの場合は、異常が認め
られなくても使用を中止し、販
売店や製造・輸入事業者に連絡
してください」と呼びかけてい
ます。
❷エアコンの電源コードを
　ねじり接続したことにより、
　スパーク・発火
　コンセントの形状が合わない、
長さが足りないなどの理由でエ
アコンの電源コードを継ぎ足し
（ねじり）接続したことにより、
火災に至った事故の再現です。
　「素人修理は重大な事故につ
ながることがありますので、絶
対に行わないでください」と注
意喚起しています。
❸電気ストーブに接触した
　可燃物が発火
　電気ストーブに可燃物が接触
することで火災に至った事故の
再現です。
　「電気ストーブにより加熱さ
れた可燃物が発火することがあ
ります。その場を離れている際
に可燃物が落下したり、気付か
ないうちに電気ストーブに近付
きすぎてしまうこともあるため、

注意が必要です」との注意喚起
です。
　身近な家庭用電気製品ですが、
使い方を誤ったり、リコール品
を使用していると事故に至るこ
とがあります。100%安全な製品
は存在しないことを認識して製
品を正しく使用し、リコール情
報にも注意していただきたいと
思います。

燃焼器具
1,339件
22％

家具・住宅用品
327件 5％

乗物・乗物用品
174件 3％

身のまわり品
249件 4％

保健衛生用品
30件 1％

レジャー用品
110件 2％

乳幼児用品
31件 1％

繊維製品 202件 3％
その他 1件

死亡 28件 1％
被害なし

23件 1％
重傷 50件 1％

軽傷
251件 7％

拡大被害
1,070件
31％

製品破損
2,036件
59％

施工、修理、
又は輸送などに
問題があったもの

47件 1％

誤使用や
不注意によるもの

253件 7％

その他製品に
起因しないもの
206件 6％

111
76
63
61
56
56

平成２６年度

直流電源装置
スチームクリーナー

照明器具
配線器具
電気ストーブ
エアコン

375
252
65
59
56

平成２７年度

パソコン
直流電源装置
エアコン
照明器具
電気ストーブ

222
107
41
40
34

平成２８年度

パソコン
直流電源装置
配線器具
エアコン
照明器具

【表１】　家庭用電気製品で事故が多かった５製品

件数
28
19
18
14
14

品名
配線器具
ＩＨ調理器
電子レンジ
電気こんろ
携帯電話機

件数
13
12
11
8
8

品名
直流電源装置
ヘアドライヤー
照明器具
電気洗濯機
電気ストーブ

【表２】　家庭用電気製品で
　　　  「誤使用や不注意による事故」の
　　　  上位10製品
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　NITEは、消費生活用製品等に
関する事故情報の収集を行い、
事故原因を調査・究明し、その
結果を公表することによって、
製品事故の再発・未然防止を図
り、国民の安全なくらしの実現
に貢献しています。
　NITEに平成26～28年度の3年
間に寄せられた製品事故情報は、
6,020件ありました。その中で
「家庭用電気製品」は3,458件と
最も多く、半数以上を占めてい
ます。

1 家庭用電気製品の
　 事故概要

　前述6,020件の「製品区分別の

事故情報収集件数」を図1に示し
ます。「家庭用電気製品」は約
57%を占めています。年度ごと
にみると、26年度は1,229件
（52%）、27年度は1,432件
（6 3%）、28年度は79 7件
（58%）となっています。図2に
「家庭用電気製品」の事故の被
害状況を示します。「死亡」28
件、「重症」50件を含む人的被
害事故は329件発生しています。
また、製品破損にとどまらず
「拡大被害」に至った事故は
1,070件で、その中には建物の全
焼などの火災も数多く含まれて
います。
　家庭用電気製品の事故3,458件
の原因を図3に示します（30年1

月16日現在）。最も多いのが
「設計、製造又は表示等に問題
があったもの」1,847件53％で、
次に多いのは「誤使用や不注意
によるもの」253件7%となって
います。
　「家庭用電気製品」に次いで
多いのは「燃焼器具」ですが、
事故の傾向は「家庭用電気製
品」とは異なります。「燃焼器
具」の事故1,339件中、最も多い
事故原因は「誤使用や不注意に
よるもの」328件で、24%を占め
ています。
　「家庭用電気製品」で事故が
多かった5製品を年度別に表1に
示します。事故の原因として製
品そのものに不具合があったこ

とから、社告・リコールが行わ
れているケースが多くみられま
す。直流電源装置（ACアダプ
ター）、エアコン及び照明器具
が3年連続で上位5製品に入って
おり、注意が必要です。中でも、
直流電源装置は多発事故（同型
式製品で多数発生した同種の事
故）により3年連続で100件を超
えています。以下に、直流電源
装置の多発事故の事例を紹介し
ます。
●DCプラグの樹脂に不純物が
混入したことから、プラグ
内部の絶縁性が低下し、
ショートして異常発熱し、
樹脂が溶融した。

●ACコードのACアダプター
本体側にコードプロテク
ターがなかったため、使用
による屈曲や引っ張り等の

力でコード芯線が断線し、
ショートした。

　また、パソコンは、27年度及
び28年度共に最も多く、ここ2年
は年間200件以上発生しています。
これは内部電源配線のコネク
ター端子樹脂に本来の仕様とは
異なる難燃剤が使用されていた
ため、端子金属から銅が溶出し、
端子間でショートして製品が焼
損したものです。
　次に、26～28年度の3年間で
「誤使用や不注意による事故」
の上位10製品を表２に示します。
配線器具（延長コードやマルチ
タップなど）が最も多く、28件
中延長コードが22件を占めてお
り、ほとんどが拡大被害に至っ
ています。
　誤使用や不注意による事故の
中から、事例をいくつか紹介し

ます。
事故事例①（延長コード）
　コードプロテクターに過度な
負荷が加わったため、芯線が半
断線状態となり、異常発熱して
出火した。
事故事例②（延長コード）
　延長コードに多数のディスプ
レイモニター（最大2160W）が
接続された状態で長期間継続使
用していた。接続可能な定格
（1500W）を大きく超えて使用
していたため、過電流により電
源プラグ部の栓刃カシメ部が異
常発熱して出火した。
事故事例③（電子レンジ）
　食品を温め取り出した後、タ
イマーが作動している状態で扉
を閉めた。庫内が空の状態で運
転を継続したため、導波管カ
バーに付着していた食品カスが
炭化して、スパークが発生し出
火した。
事故事例④（電気こんろ）
　電気こんろの上にカセットこ
んろを置いた状態で、誤って電
気こんろのスイッチを入れたた
め、カセットこんろの底面が焼
損しカセットボンベが破裂した。
事故事例⑤（ヘアドライヤー）
　ドライヤーのコードプロテク
ター部に過度なストレスが繰り
返し加わったため、電源コード
の芯線が断線してスパークが発

生し、胸に火傷を負った。
事故事例⑥（照明器具）
　2階ベランダの手すりにセン
サーライトを設置し、その近く
に布団を干したところ、ライト
に布団がかぶさり、センサーが
感知して点灯し、電球の熱で布
団が過熱されて出火した。
事故事例⑦（電気ストーブ）
　電気ストーブの上に衣類を干
していたため、衣類が落下して
ヒーターに接触して着火し、周
辺を焼損した。

2 急増するリチウム
　 イオンバッテリー
　 搭載製品の事故

　ここ数年、リチウムイオン
バッテリーを搭載した製品の事
故情報が増加しています。中で
もモバイル三製品（ノートパソ
コン、モバイルバッテリー、ス
マートフォン）の事故が急増し
ており注意が必要です。
　図4に24年度から28年度の5年
間に発生したモバイル三製品の
「年度別事故発生件数」を示し

ます。
　モバイル三製品のリチウムイ
オンバッテリーによる事故は5年
間で274件報告されており、24
年度19件が、28年度には108件
と急増している状況です。特に
モバイルバッテリーの事故は24
年度が1件だったのに対し、28年
度は51件と、大幅に増加してい
ます。その理由のひとつとして、
スマートフォンが急速に普及し
たことにより、スマートフォン
の充電に用いられることの多い
モバイルバッテリーも普及した
ためと考えられます。
　図5に274件の事故のうち、調
査が終了し、公表している163件
の「事故原因区分別 事故発生件
数」を示します。「設計・製造
又は表示等に問題があったも
の」が42%と最も多く、主な要
因は製造過程で異物がセルの内
部、またはバッテリーパックの
内部に混入したことによるもの
です。
　「誤使用や不注意によるも
の」は2%となっており、「使用
者がズボンのポケットにスマー

トフォンを入れた状態で転倒し
たため、外部からの衝撃により、
内部ショートが生じて異常発熱
し、焼損した」、「モバイル
バッテリーへ充電する際に、充
電時に接続してはいけない出力
側のジャック部分に他社製の充
電器を接続したため、過電圧が
バッテリーパックに加わって過
充電となり、発火した」などの
事故が発生しています。

3 社告・リコール品の
　 事故

　社告・リコール情報は、該当
製品事故の再発防止や類似製品
事故の再発・未然防止に役立つ
非常に重要な情報です。
　26～28年度の「年度別　社
告・リコール情報収集件数」を
表３に示します。
　全体の件数は26年度から28年
度まで減少傾向が見られますが、
各家庭への普及・稼働台数が多
い「家庭用電気製品」はほぼ横
ばいです。28年度では「家庭用
電気製品」は全体の42％を占め

家庭用電気製品の
事故の状況について

❸電気ストーブに接触した可燃物が発火

ねじり接続部から発火した様子

ねじり接続

❶リコール対象製品のモバイルバッテリーが
　発火した事故の再現映像

ており、モバイルバッテリー、
ノートパソコン用バッテリー
パック、壁掛扇風機、電気こた
つ、電気ストーブなどで社告・
リコールが行われています。

4 事故防止のための
　 情報発信

　NITEは製品事故の防止に向け、
様々な取り組みを行っています。
29年度はYouTubeに事故の再現
実験映像をアップして、より身
近にわかりやすい情報の発信に
努めています。電子レンジやエ
アコンなどの家電製品の他にも、
ガスこんろや自転車、ベビー
カーまで様々な製品の事故の再
現、また間違った使い方などを、
約180本の動画で配信しています。
NITE YouTube公式チャンネル
（https://www.youtube.com/
channel/UCsJZusiI3qKtm_w
0W4lRXEA）から、再現実験映
像をいくつか紹介します。
❶リコール対象製品の
　モバイルバッテリーが
　発火した事故の再現映像
　搭載されているリチウムイオ
ンバッテリーに不具合があった
ために発火に至った事故の再現

です。「お持ちの製品がリコー
ル対象製品かどうか確認を行っ
てください。リコール対象製品
をお持ちの場合は、異常が認め
られなくても使用を中止し、販
売店や製造・輸入事業者に連絡
してください」と呼びかけてい
ます。
❷エアコンの電源コードを
　ねじり接続したことにより、
　スパーク・発火
　コンセントの形状が合わない、
長さが足りないなどの理由でエ
アコンの電源コードを継ぎ足し
（ねじり）接続したことにより、
火災に至った事故の再現です。
　「素人修理は重大な事故につ
ながることがありますので、絶
対に行わないでください」と注
意喚起しています。
❸電気ストーブに接触した
　可燃物が発火
　電気ストーブに可燃物が接触
することで火災に至った事故の
再現です。
　「電気ストーブにより加熱さ
れた可燃物が発火することがあ
ります。その場を離れている際
に可燃物が落下したり、気付か
ないうちに電気ストーブに近付
きすぎてしまうこともあるため、

注意が必要です」との注意喚起
です。
　身近な家庭用電気製品ですが、
使い方を誤ったり、リコール品
を使用していると事故に至るこ
とがあります。100%安全な製品
は存在しないことを認識して製
品を正しく使用し、リコール情
報にも注意していただきたいと
思います。
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4
21

23

48

H27年度

14

24

28

66

H28年度

20

51

37

108総計
ノートパソコン(110件)
モバイルバッテリー(108件)
スマートフォン(56件)

平成24～28年度の
製品事故情報のうち、

事故原因の
判明している
163件対象

設計、製造
又は表示などに
問題があったもの

69件 42％

製品及び使い方に
問題があったもの

1件 1％

製品起因であるが、
その原因が不明のもの※

57件 35％
誤使用や
不注意によるもの
4件 2％

原因不明のもの
（※の製品起因は除く）
28件 17％

その他製品に
起因しないもの
4件 2％

【表３】　社告・リコール情報受付・収集件数

❷エアコンの電源コードをねじり接続した
　ことにより、スパーク・発火

96件
36件
4件
3件
9件

12件
19件
1件
6件
3件
3件

平成２６年度
品目別

家庭用電気製品
台所・食卓用品
燃焼器具

家具・住宅用品
乗物・乗物用品
身のまわり品
保健衛生用品
レジャー用品
乳幼児用品
繊維製品

80件
30件
4件
3件
5件
9件

17件
1件
8件
1件
2件

平成２７年度

78件
33件
2件
6件
5件
7件
7件
1件

11件
3件
3件

平成２８年度
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第143 回

神奈川県◎横浜市中区国指定名勝三溪園
横浜はあらゆる魅力が詰まった、日本屈指の観光スポットだ。
なかでも、日本文化が体験できる場所として人気があるのが
本牧「三溪園」だと聞き、さっそく訪れてみた。

　「三溪園」は明治時代末から大正時代にかけて製
糸・生糸貿易で財をなした実業家・原三溪（本名・
富太郎）が、東京湾に面した三之谷と呼ばれる地に
造り上げた日本庭園。広さは約5万3000坪で東京ド
ーム4個分に相当する。関東大震災や太平洋戦争の
空襲で、一部被害を受けたが、現在、17棟の建造物
が点在しており、そのうち10棟が国の重要文化財、
3棟が横浜市の有形文化財に指定されている。
　園内は1906（明治39）年に一般に向けて公開され
た外苑エリアと、原家が私庭として使用していた内
苑エリアに分かれている。それぞれの見どころをい
くつかご紹介しよう。
　まず、三溪園を訪れた人が最初に目にするのが、
外苑の小高い丘に位置した「旧燈明寺三重塔」。室町
時代（1457年）に建てられ、1914年に京都・燈明寺
から移築されたものである。内部は公開されていな
いが、関東地方にある木造の塔では最古と言われて
いるので、眺めるだけでも十分価値があるだろう。
園のランドマーク的存在としても親しまれている。
　次に外苑で訪れたいのが「旧矢箆原（やのはら）
家住宅」。こちらは飛騨・白川郷から1960年に移築
されたもので、現存する合掌造りでは最大級の民家

DATA: 三溪園

である。唯一内部を開放している建物（9:00 ～
16:30）なので、中に入ってみると、式台玄関や書院
造の座敷など農家ながら立派な接客の空間を備え、
飛騨の三長者である矢箆原家の豪勢ぶりがうかがい
知れる。飛騨地方で使われた民具、囲炉裏にくべら
れた薪の匂い、煙で黒光りした柱などが当時の生活
を彷彿（ほうふつ）とさせてくれるだろう。欄間や
屋根裏のつくりなども凝っているので必見。詳しく
説明したパンフレットが入口に置いてあるので、そ
ちらを手にとり、細部まで見学するといいだろう。
　一方、内苑で見逃せないのが、1917年に移築され
た「臨春閣」。紀州徳川家初代藩主の頼宣が和歌山・
紀ノ川沿いに建てた数寄屋風書院造の別荘建築であ
る。内部は狩野派などの絵師による障壁画の複製や
繊細な意匠が随所にみられる。三溪の長男の結婚式、
自身の葬儀など人生の節目に使われただけあり、た
いそう趣がある。建物を囲う池や植林も美しく、絶
好の写真スポットにもなっている。
　原三溪は若き芸術家の支援や関東大震災後の復興
など多方面にわたって尽力した人物だ。そうした業
績や資料、収集した美術品などを紹介しているのが、
同じく内苑にある「三溪園記念館」。ロビーに設け

られた茶席では、1服500円で本格的なお点前（立礼
スタイル）での抹茶が楽しめる（落雁のお菓子つきで、
時間は10:00 ～ 16:00）。流派は裏千家、表千家、江
戸千家と、日によって異なるが、和装の先生が目の
前でたててくれるお茶は格別である。いただく側の
作法は不問。テーブルと椅子の気軽なスタイルが外
国人観光客に人気だが、我々日本人にとっても、美
しい庭園を眺めながら、抹茶をいただく機会はめっ
たにないので、ぜひ立ち寄りたい。きっと、贅沢な
時間を過ごせるだろう。
　そのほか、どこを切り取っても絵になる光景ばか
りなので、くまなく見学するなら半日は必要だ。園
内には3カ所の茶店があるので、お腹がすいても心
配はいらない。特におすすめしたいのは、「待春軒」
の三溪そばだ。1923年のお茶会の際、原三溪がふる
まった料理を再現したもので、ひき肉、錦糸卵、ハ
ムなどの具材が乗った中華風あんかけ麺である。大
切な着物を汚さないように、という配慮から汁なし
にしたという。横浜らしさを感じる和洋折衷の味つ
けに、ファンも多いそうだ。
　園内に咲く、四季折々の花も見どころのひとつ。
3月は梅、4月は桜、5月は藤、花菖蒲などが見ごろ
を迎える。天気の良い日を狙い、ぜひ一度、訪れて
みてはいかがだろうか。

小トラベル好奇心
いっぱい！

神奈川県横浜市中区本牧三之谷58番1号
［TEL］ 045-621-0634

： JRほか横浜駅東口からバスで35分。JRほか桜木町駅よりバスで25分。
  みなとみらい線元町・中華街駅よりバスで15分。そのほか、HP参照。 
： 首都高速湾岸線本牧ふ頭ランプから約5分。 そのほか、HP参照。
： 9:00～17:00（入場は16:30まで）。
： 大人700円、子ども200円。
： 12月29～31日

電車の場合

車の場合
開園時間
入園料
休園日

立ち寄り観光名所

● 横浜港大さん橋国際客船ターミナル
TEL： 045-211-2304
国内最大級の国際客船ターミナルでありながら、屋外広場は24時間開放され公園のような役割を担ってい
る。建物自体も洒落ていて、特に波をイメージしたデッキ部分は多くの観光客でにぎわっている。赤レンガ倉
庫、みなとみらいのビル群、さらにベイブリッジなど横浜らしい景色も魅力。

● 横浜中華街
600店以上の店がひしめく世界最大級の中華街。グルメやショッピングが楽しい街だが、それ以外にも見ど
ころは尽きない。特に、朱雀門方面の「横濱媽祖廟」はパワースポットとして注目されている。そのほか、土
産物、写真館、占いなどが人気のエンターテインメント施設「横浜大世界」も必見だ。

三溪園の魅力は歴史的建造物と四季折々の自然が調和した景観。3月後半から4月にかけては桜が見事だ。
入園して、まず目にとまるのが「旧燈明寺三重塔」

（記事提供　電気新聞）

1 2

3

6

4 5

1

2

4
3
5
6

江戸時代後期に建てられた合掌造りの建物「旧矢箆原家住宅」。
園内では唯一内部見学ができる建物だ
当時の生活には欠かすことができない囲炉裏。
今でも毎日薪がくべられており、見学者を暖かく出迎えてくれる
慶安2年に建築された「臨春閣」は、数寄屋風書院造りの洗練されたデザインが各所にみられる
内苑にある「三溪記念館」のロビーでは1服500円で抹茶（落雁つき）が頂ける。この日は表千家のお点前
外苑のお食事処「待春軒」。原三溪が考案した「三溪そば」が名物だ
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─PCB含有電気工作物─

第 回

電気事業法と各種手続き（6）

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6回目は、PCB含有電気工作物の使用や処分などに関する
手続きについて解説します。

A 　「ポリ塩化ビフェニル（Poly Chlorinated 

Biphenyl）」という化学物質の略称です。絶

縁性や不燃性に優れ、非常に安定した性質を有して

いたため、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体な

どに幅広く使われました。しかし1968年のカネミ油

症事件で有害性が確認されたため、新たな製造や使

用が禁止されました。

Q 1 「PCB」とは何ですか？

Q 2 どんな電気機器に
使われているのでしょうか？

Q 3 現在のPCBの規制はどのように
なっているのですか？

A 　電気事業法第106条に基づく報告制度です

ので、報告を怠ったり虚偽の報告を行った場

合は罰則の対象となり、30万円以下の罰金が科せら

れることがあります。

Q 6 報告を怠った場合には
罰則はありますか？

A 　譲渡した者は廃止の届出を、譲渡された者

は使用の届出を行う必要があります。合併な

A 　まず、電気関係報告規則に基づく廃止の届

出をしましょう。

　低濃度のPCB廃棄物については、民間の処理事業

者が全国にありますので、委託して処理してくださ

い。

　高濃度PCB廃棄物の場合、PCB特別措置法に基

づき保管・処分の状況について、都道府県知事また

は政令市の市長に届け出なければなりません。処分

は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）の全

国5カ所の事業所でのみ行うことができますので、

JESCOに登録し、処分を委託してください。ちな

みに、中小企業には処分費用を軽減する措置があり

ます。

　PCB廃棄物は、処分しなければならない期限が定

められています。早めに手続きを進めるよう心がけ

ましょう。

Q 8 PCB含有電気工作物を
廃止・処分するには
どうすればいいですか？

Q 5 PCB含有電気工作物を
使用している事業場や設備を
売買などで譲渡した場合は？

A 　高濃度PCB含有電気工作物については、

本体の銘板に記載されている製造者名や表示

記号などで判断できます。各メーカーのホームペー

ジなどで、PCBを使用している電気機器を確認する

ことができます。

　低濃度のPCB含有電気工作物は、基本的に絶縁油

Q 7 機器にPCBが
含まれているかどうかは、
どう判断すればいいですか？

（記事提供　電気新聞）

58

　PCB の製造・使用は 1972 年に禁止されましたが、PCB 特別措置法施行の翌
2002 年、PCB が使用されていないはずの電気機器の絶縁油に微量の PCB が含まれ
ていることが判明しました。微量の PCB に汚染されている機器は、柱上変圧器が約
146 万台、それ以外の機器が約 120 万台など、膨大な数になると推計されています。
　PCB が混入した原因は明らかになっていません。絶縁油の製造工程や、再生する
過程などで混入したと考えられています。現在は、この微量 PCB 廃棄物と、PCB
濃度が 0.5%以下の廃棄物を合わせて低濃度PCB廃棄物と呼んでいます。
　PCB 廃棄物は当初、2016 年 7 月までにすべて処理すると規定していましたが、
大量の微量 PCB 廃棄物の存在や高濃度 PCB 廃棄物の処理が遅れていることなどを
考慮し、2027 年 3 月末まで延長されました。ただし、JESCO の各事業所の処理完
了期限はこれより早くなっています。

微量PCB廃棄物

▶用語解説

A 　変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成

器、リアクトル、整流器、油入遮断器、OF

ケーブルなどの絶縁油で使用されています。また、

施設用・業務用蛍光灯の安定器などにも使われてい

ました。

A 　PCBの製造や使用、輸入は1972年に禁止

されました。しかし処理施設の設置に住民の

理解が得られなかったことなどから約30年にわたっ

てほとんど処理が行われず、保管されたままとなり、

紛失や漏えいによる環境汚染が問題視されるように

なりました。このため政府は2001年7月に「PCB特

別措置法」を施行、処理施設の整備を進めるととも

に、PCB廃棄物の保管者には保管や処分の状況につ

いての届出や、定められた期間内に処分することを

義務付けました。

　これに伴って電気事業法第106条に基づく「電気関

係報告規則」が2001年10月に改正され、PCB含有

電気工作物の報告制度が創設されました。PCB含有

電気工作物を設置していることなどについて、管轄

の産業保安監督部長に届け出る必要があります。

A 　同規則第4条の2では、PCB含有電気工

作物の設置者または予備として保有してい

る者は、設置・保有が判明したとき、氏名や住所に

変更があったとき、設置か予備かの状態に変更が

あったとき、PCB含有電気工作物を廃止したとき、

事故でPCBを含む絶縁油が構外や地下に流出した

ときに、届出が必要と定めています。また、高濃

度PCB含有電気工作物（絶縁油に含まれるPCBの

濃度が0.5%超）の設置者・保有者は、毎年度の管理

の状況などを届け出なければなりません。

　報告の様式については、電気関係報告規則に指

定があります。

Q 4 報告は具体的にどのような
場合に必要ですか？

を採取して分析機関に分析を依頼し、判断すること

になります。

どにより事業の承継があった場合は、電気事業法第

55条の2に基づく承継の手続きを行います。

　なお、廃止した後のPCB廃棄物は原則として譲渡

が禁止されていますので、注意してください。

　関東電気保安協会は外部委託承認の形でお客さまの電気設備の保安管理業務を受託しています。設備 に

PCB が含まれているかの確認や、PCB 関連の各種手続き・届出についても、お困りの際は関東電気保安協

会にご相談ください。



【阿佐ヶ谷アニメストリート】　東京都杉並区阿佐谷南2-40-1　
[TEL]03-5334-1061　[URL] http://www.jrtk.jp/asagaya-anime-street/
アクセス：JR阿佐ケ谷駅から高架沿いに高円寺方面へ徒歩4分

東京都杉並区阿佐谷

　JR阿佐ケ谷駅を中心とした一帯
です。その阿佐ケ谷駅をちょうど
南北に、街のシンボルとも言える
ケヤキ並木（中杉通り）が通ってい
ます。周辺にはジャズ喫茶やライ
ブハウスなどが多くあり、毎年10
月には駅周辺で「阿佐谷ジャズス
トリート」が開催されています。
「阿佐谷のまちをジャズで明るく
楽しいまちに」を合言葉に1995年
からはじまっており、開催2日間、
阿佐ヶ谷のまちはジャズ一色に染
まります。

阿佐ヶ谷アニメストリート

　2014年3月、JR阿佐ケ谷駅から高
円寺駅間の高架下で「阿佐ヶ谷アニ
メストリート」が誕生しました。阿佐
ケ谷駅のある杉並区は以前からアニ
メ制作会社が多く、都内有数の“アニ
メを生む街”として、阿佐ヶ谷アニメス
トリートは作る人と観る人、作る人同
士、観る人同士との繋がりの場を提
供してきました。また、ファンの拡大・

深度化を図るとともに
新しい作品・新人クリ
エイターの創出に繋げ
る場所として、ファンの
方々から親しまれています。週末には
ファンで行列のできる店舗もあり、
ゴールデンウイークなどの連休には
イベントが実施されファンの集いもさ
らに活発になります。
　株式会社ジェイアール東日本都
市開発の担当者今井健司さんに、
阿佐ヶ谷アニメストリートの見ど
ころなどをお伺いしました。
　アニメ関連のグッズを販売する
ショップやゲームアトラクション
に参加できるなど面白い店舗がい
くつかありますが、お勧めは阿
佐ヶ谷アニメストリートが誕生し
た当初からある未来の声優さんが
店員のカフェです。週末になれば
店外に並ぶほど人気があります。
ぜひ一度、お越しになってみては
いかがでしょうか？

ビーンズ阿佐ヶ谷

　2017年7月、JR阿佐ケ谷駅に新規
商業施設がオープンしました。阿佐ヶ
谷のまちを大切にする地元の皆さま
にもっと阿佐ケ谷駅周辺に足を運ん
でいただけるよう、食を通じてコミュ
ニティーがつながり、
素敵なライフスタイル

が見つかる場所、安心してくつろげる
場所、そしてまた訪れたくなるような
魅力的な場所になることを目指して
います。
　株式会社ジェイアール東日本都
市開発・阿佐ヶ谷ショッピングセ
ンター営業課の三原啓明さんに、
ビーンズ阿佐ヶ谷のオススメどこ
ろをお伺いしました。
　特徴的な場所としては昨年7月
にオープンした「ビーンズてくて」
が挙げられます。阿佐ヶ谷と言え
ば飲み屋街のイメージが強いです
が、「ビーンズてくて」ではモーニ
ングからランチ、仕事終わりまで、
女性にうれしいレストランやカ
フェもあり、オシャレな飲食店も
充実しています。また、外観は散歩
道の楽しさやワクワク感、安らぎ
等が感じられるように、緑やオー
プンスペースなどを配置しており、
高架下という閉塞感のあるイメー
ジを一新した解放感のある作りと
なっています。ぜひ一度、高架下で
あることを一瞬忘れてしまうよう
な空間を体験してみませんか？

三原啓明さん（左）今井健司さん（右）

阿佐ヶ谷アニメストリート入口

ビーンズてくて入口

第

回
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

買い取り期間終了後の住宅用太陽光、
買い手不在の余剰分は
一般送配電事業者に引き受け要請へ

電力・ガス自由化の戦場に変化
単身者世帯囲い込みへ首都圏で火花

　住宅用太陽光発電設備は、2019年以降に順次FIT

（再生可能エネルギー固定買取価格制度）の買い取

り期間が終了していきます。買い手が不在となった

場合の余剰電力をどうするかという問題で、経済産

業省・資源エネルギー庁は一般送配電事業者（大手

電力の送配電部門）に無償で引き受けるよう要請す

る方針を固めました。

　余剰電力買い取り制度は09年11月に始まり、住

宅用太陽光の買い取り期間は10年。19年中に期間が

終了する電源が約120万kW、40万件弱発生するとみ

られ、いわゆる「2019年問題」として対策が求めら

れていました。

　買い取り期間が終了した設備の所有者は、電気自

動車（EV）や蓄電池などと組み合わせて発電電力を

自家消費できるようにするか、小売電気事業者など

とそれぞれ契約を結んで余剰分を売電するかを選択

する必要があります。ただ、契約の切り替えが滞っ

たり契約先が倒産するなどで一時的に余剰電力の売

り先が不在になった場合、無　契約のままの逆潮流

（需要家側から電力系統側に電気を流すこと）ができ

ないように系統との接続を遮断すると、使用する電

力の供給を受けることまでできなくなる恐れがあり

ます。

　このため、資源エネルギー庁は「一時的・例外的

な措置」として、余剰分を一般送配電事業者に無償

で引き受けてもらうよう要請する方針です。ただし買

い手不在の余剰電力は電力系統の安定性に悪影響が

あるため、引き受け量が膨大になり、一般送配電事

業者の業務に支障が生じる場合には仕組みを再検討

します。また、買い取り期間の終了とその後の選択

肢について、広報・周知の徹底を図るとしています。

　電力・ガス小売り全面自由化の競争に変化が出始

めています。これまで各陣営は、利幅を大きくする

ためエネルギー消費量の多い世帯を狙ってきました

が、そうした顧客層のスイッチング（供給者変更）

は一巡。首都圏では、光熱費にお金をかけない単身

者などを取り込もうとする動きも顕著になってきま

した。

　一般家庭などの低圧顧客件数が100万件を突破し

た東京ガスは、一人暮らしや子どものいない共働き

夫婦などをターゲットに、新たな電気料金メニュー

「ずっとも電気1S」を発表しました。既存の電気料

金メニューでは、年間使用量が2000kW時を下回る

と規制料金（自由化以前から継続している電力会社

の料金）の「従量電灯B」より割高になっていまし

たが、新メニューはどれだけ使用量が少なくてもメ

リットが出るようにしています。

　東京ガスの従来の主戦場は、子どもを持つ夫婦や

在宅率の高い家庭でした。しかし同社は2020年度ま

でに低圧電力の顧客を220万件に増やす目標を掲げ

ており、ターゲットをさらに広げる必要に迫られて

いました。

　ライバルの東京電力エナジーパートナー（EP）は

東京ガスに先立ち、少使用量世帯向けのスタンダー

ドプランを改定。従量電灯B並みの料金水準に引き

下げたところ、ガスとセットで契約しようとする動

きが加速しました。東京ガスもガスと電気のセット

販売を前面に出しており、新メニューの電気料金水

準にも、東電EPへの対抗心が垣間見えます。両社

の料金水準は、ガスは東電EPのほうが安く、逆に

電気は東京ガスが安くなっており、全体としてはほ

ぼ互角の仕上がりとなっています。

　少使用量世帯だと利益を出しにくい点は東京ガス

も認めています。同社の奥村栄吾・リビング営業計

画部長は「件数を拡大すれば固定費が分散され十分

に利益が出る」としており、今後はいかに契約数を

積み上げていくかが鍵になりそうです。
（記事提供　電気新聞）

阿佐ヶ谷アニメストリート
＆ビーンズ阿佐ヶ谷

東京都

【ビーンズ阿佐ヶ谷】　東京都杉並区阿佐谷南3-58-1　
[TEL]03-6847-0007　[URL] http://beans.jrtk.jp/asagaya/
休館日：ビーンズくるく、ビーンズてくて……元旦、それ以外2日（予定）
　　　　ビーンズぷらす……年中無休　アクセス：JR阿佐ケ谷駅直結

JR中央本線阿佐ケ谷駅

阿佐ヶ谷けやき
公園

427

ビーンズ阿佐ヶ谷 阿佐ヶ谷アニメストリート
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

地震対策
　地震などが発生した際にキュービクルなどの設備が損傷すると復旧に時間がかかり、再操業に支障をき
たすことがあります。
　キュービクルを土台に固定するアンカーボルトをしっかりと締めておくことはもちろん、機器を防振ゴム付
アンカーボルトで固定し、変圧器に接続する導体に可とう導体（フレキシブル材）を使用するなど、平時
から耐震対策を強化しておきましょう。
　地震発生時でも、電力会社の設備に異常が無い場合は電気が送られてきます。
　一般の家庭においては、地震の揺れにより使用中の電気ヒーターなどにタオルなどが被さることによって
火災の原因となります。地震により停電した場合、屋外へ避難する際にはブレーカーを開放して（落として）
から避難するようにしてください。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気事故で「短絡」や「地絡」という
言葉をよく聞きますが、どのような
現象をいうのでしょうか？

などに変換して利用します。し

かし、負荷を通らず電気が流れ

るルートができてしまうと、そ

の回路では電気がほとんど消費

されず、極めて電気が流れやす

い状態になり、非常に大きな電

流が流れるため大変危険です。

強く発熱して電線の被覆が溶け

たり、さらに電気設備が焼損・

爆発することもあります。

地絡

　大地（地球）は、電気の世界

では巨大な導電性の物体として

扱われます。大地と電気回路が

何らかの原因でつながり、大地

に電気が流れてしまうことを地

絡といいます。例えば、配電線

に樹木や重機などが接触した場

合に、ケーブルの被覆が損傷し、

内部の導体が露出してそれらに

接触した場合などに発生します。

　いわゆる「漏電」は、比較的

流れる電流が小さい地絡状態を

示すことが多いです。

短絡・地絡の対策　

　家庭であれば、コンセントは

しっかり差し込みホコリがたま

らないよう掃除することで、ト

ラッキングによる短絡を防止で

きます。また、コード類を束ね

たり無理に曲げたり大きな力を

加えないことも、コードの短絡

防止になります。ビルや工場な

どでは、定期的に電気設備の絶

縁抵抗測定を行い、しっかり管

理することが大切です。

　使用機器にはアース線を接続

して漏電遮断器を設置し、地絡

発生（漏電）時に電気を止める

ことが基本的な対策です。高圧

で受電している設備の場合は、

短絡･地絡が発生すると周辺地域

まで停電させてしまう波及事故

になる可能性があります。地絡

継電器付高圧気中負荷開閉器

（GR付PAS）などを設置し波及事

故を防止しましょう。

短絡

　短絡は「ショート」

とも呼ばれます。電気

回路の中で、正常な電気の通り

道をショートカットする回路が

できてしまうことをいいます。

電線や電気機器の端子同士が接

触したり、導電性の物体がそれ

らを橋渡しするように触れたり

すると発生します。

　電気回路には普通、照明やモ

ーターなど電気を消費する機器

（「負荷」といいます）が接続され、

電気のエネルギーを光、熱、力

地震対策

コン
セント

・コードの取扱い

アース線の接続 GR付PASの設置

絶縁抵
抗の検査



この用紙は再生紙を使用しています。

　
当
協
会
の
許
可
な
く
し
て
複
製
・
転
載
す
る
こ
と
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。
　
関
東
電
気
保
安
協
会

2
0
1
8
年
3
・
4
月
号

2
0
1
8
年（
平
成
30
年
）3
月
1
日
発
行（
奇
数
月
1
日
発
行
）
　
　発
行
所
　
　

関
東
電
気
保
安
協
会
　
〒
1
0
8
　

━

　

0
0
2
3
　

東
京
都
港
区
芝
浦
4
　

━　
13
　

━

　

23
　

M
S
芝
浦
ビ
ル
7
階

546

https://www.kdh.or.jp/

　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、お申込みおよび最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　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。

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30年度

●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）

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30年度　電気安全特別教育講習会日程表【高圧（2日）】

■平成30年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（2日）】■平成30年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

※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。

■平成30年度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表

4月
10,11
5,6
19,20
12,13

18,19
19,20

24,25

5,6

19,20

19,20

17,18
11,12

5月
15,16
10,11
24,25
16,17
22,23

23,24

24,25

24,25

10,11
10,11
24,25
15,16

15,16
9,10

6月
12,13
7,8
21,22
7,8
13,14

20,21

21,22

21,22

7,8
28,29
7,8

7,8

14,15
13,14

7月
10,11
5,6
19,20
12,13

18,19

26,27

26,27

5,6
19,20
11,12

19,20

17,18
11,12

8月
21,22
23,24
23,24

23,24

27,28
22,23

23,24

20,21
8,9

平成30年
9月
11,12
6,7
20,21
13,14

19,20

20,21

25,26

6,7
10,11
20,21
12,13
20,21

18,19
12,13

10月
9,10
4,5
18,19
11,12

24,25

17,18

25,26
25,26

4,5
4,5
24,25
23,24
16,17

16,17
10,11

11月
13,14
8,9
21,22
8,9

21,22

21,22

8,9
29,30
14,15

13,14
20,21
13,14
14,15

12月
11,12
6,7
20,21
6,7
13,14

19,20

13,14

6,7

6,7
18,19
6,7

13,14

10,11
12,13

1月
15,16
10,11
24,25
17,18

23,24

24,25
10,11
24,25
31,1
16,17

17,18

23,24
9,10

2月
12,13
7,8
21,22
14,15

20,21

21,22

21,22

6,7

14,15

13,14
13,14

平成31年
3月
12,13
7,8
19,20
14,15

19,20

19,20

7,8

7,8
11,12
27,28
12,13
19,20

13,14
13,14


