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花園のささら　茨城県
　北茨城市の花園神社で毎年5月5日に行われる例祭で、笛・太鼓とともに演じられる獅
子舞です。8歳から13歳くらいまでの男児が演じる、角2本の親獅子・寄獅子、角1本の
牝獅子からなり、優雅にして野趣に富み、古い型をよく伝えています。
　その縁起は古く、前九年・後三年の役のおり、源頼義・義家父子が戦勝祈願のため奉
納したのが始まりとされています。現在使われている獅子頭は、江戸時代末期の作と伝えら
れています。

安全エレちゃんのQ&A スマートメーターを設置すると何が変わるのですか？

21

お客さまこんにちは　浦和競馬場
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雷による
機器の損傷

水災による
機器の損傷

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

当協会では、自然災害による受電設備の突然の事故に備えて
「受電設備保証保険」に加入しています。

保険料は一括して当協会が負担しておりますので、
お客さまの保険料負担はございません。

　  保証の範囲は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器の負荷側端子までです。

　  受電設備の電気機器等が雷や水災時の突発的な事故により損傷した場合に適用されます。

　  免責額は、1事故あたり2万円です。

　  復旧に対する調査費用及び仮修理費用等は含まれません。

※あらかじめ故障の恐れがあると指摘されているものなど、事故の内容によっては、保険請求の対象外と
なります。

詳細は担当検査員またはお近くの当協会までお問い合わせください。

備　考

▶機器の修理や設置などの工事費用も保険請求の対象です。
　（ただし対象とならない工事費用もあります※）
▶保険請求に関する手続きは保安協会が行います。

雷による
機器の損傷

水災による
機器の損傷

受電設備保証保険
について

このような 時 に保険請求が可能です!!

キュービクル

責任分界点
柱上高圧気中負荷開閉器（PAS）
高圧ケーブル
制御箱

高圧受電盤
低圧開閉器

受電設備の一例

インフォメーション
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　ビルや工場など高圧受電で電気を契約している場
合、毎月の電気料金は大きく分けて基本料金（電力
使用量によらない定額部分）と電力量料金（その月
の電力使用量による変動部分）で構成されています。
このうち基本料金を決めるのに使われる数値が「契
約電力」です。基本料金は契約電力に比例して増減
します。
　電力会社は「デマンド値」と呼ばれる30分ごと
の平均使用電力を計測しています（図1）。そして、
1年間を通じて最大のデマンド値が契約電力となり
ます。したがって、デマンド値が大きくなるのを防
げば基本料金を抑えることができます。逆に、一度
でも大きなデマンド値を記録してしまうと、その後
1年間は更新された基本料金を払わなければいけな

春から初夏へと季節は徐々に移り変わり、これから梅雨を経て
本格的な夏へと向かっていきます。
夏は電力使用量が特に多くなる時期です。地球温暖化対策の
二酸化炭素（CO2）排出削減や、東日本大震災以降の節電の呼びかけ、
さらに2016年に始まった電力小売全面自由化で、
電力使用量や電気料金に対する皆さんの意識も高まっていると思います。
今回は電力使用量や電力需要のピークを抑え、節電・省エネにつながる
情報をお伝えします。夏を迎える準備に役立ててください。

Ⅰ デマンド監視で契約電力を低減

Ⅱ エアコンの省エネ

夏の節電・省エネに向けて

くなります。
　例えば今年8月に冷房を多く使用したため、他の
月より突出してデマンド値が大きくなったとする
と、翌年7月まではこの8月のデマンド値を基準と
した基本料金が継続します（図2）。もし8月のデマ
ンド値が他月並みであれば、電気料金がかなり下げ
られたということがわかります。最大デマンド値を
常に監視し、目標値を超えないようにすることは、
電気料金抑制にかなり有効なのです。
　個々の需要家だけでなく、日本全体の電力需給を
考えても、電力使用量のピークを下げることは重要
です。ピークが高いと、それに備えて普段はあまり
使わない発電設備を抱えておく必要があり、経済的
とはいえません。負荷を平準化して電力設備の稼働
率を高めることが、電力会社の料金設定そのものを
下げることにつながります。

①目標デマンド値の設定
　当協会のデマンド監視サービスではまず、お客さ
まの電気使用状況を分析し、お客さまとご相談のう
え目標とするデマンド値を設定します。そして、こ
の値を超過しそうになった場合に停止する電気機器
や停止操作の手順などについて、あらかじめ決定し
ておきます。
②デマンド監視装置の警報
　デマンド検出器を設置し、電力使用量を常時監視
します。設定した目標デマンド値を超えることが予
測される場合、事務所内などに設置した警報表示器
から、警報や音声通報でお客さまにお知らせします。
警報表示器には固定タイプとタブレットタイプがあ
ります。
③電気使用機器の停止
　警報を受け、あらかじめ決めておいた手順でお客
さまに電気使用機器を停止していただきます。これ
によって電力使用量が減り、デマンド値を目標値以
下に抑えることができます。
　デマンド監視サービスについての詳細な内容は当
協会ホームページをご覧ください。

5）や「統一省エネラベル」（図6）です。
　省エネルギーラベルは製品の製造事業者が表示する
もので、省エネ性マーク、省エネ基準達成率とその目
標年度、エネルギー消費効率を記載します。達成率が
100%以上の製品はグリーンの省エネ性マーク、未達
成（100%未満）の製品はオレンジのマークになりま
す。エネルギー消費効率は年間消費電力量やエアコン
のAPF（通年エネルギー消費効率）など、製品によ
って表示が異なります。
　統一省エネラベルは家電の販売店などが製品の省エ
ネ情報を表示するものです。省エネルギーラベルに加
えて、5つ星～ 1つ星の5段階で省エネ性能を評価。
エネルギー消費効率がわかりやすいように、年間の目
安電気料金も載せています。対象製品によっては星に
よる評価がない簡易版もあります。

●室温は28℃を目安に
　冷房中の室温は28℃を目安に、無理せず快適に過
ごせるよう適切に調整しましょう。併せて「クール
ビズ」のように服装を工夫することも有効です。
●必要なときだけつける
　こまめに電源を切ることが省エネの基本です。
●フィルターを月に1～ 2回清掃
　フィルターが目詰まりしていると、能力が十分に
発揮できません。定期的に清掃しましょう。

　照明は一つ一つの消費電力はそれほど大きくあり
ませんが、さまざまな場所で使われ、使用時間も長
い電気機器です。細かい省エネの積み重ねが大きな
効果となって表れます。
●高効率な照明器具を使用
　同じ明るさであれば白熱電球より蛍光ランプ、蛍
光ランプよりLED（発光ダイオード）ランプの消費
電力が少なくなります。ここ数年でLED照明は価格
も下がり、ごく一般的に使われるようになりました。
初期投資は蛍光ランプなどよりも高額ですが、個々
の消費電力が低く、さらに寿命が長く長期間交換が
不要ということを考えると、長期的にはコスト削減
につながります。
　ビルや工場では、誘導灯など常時点灯している照
明をLEDに交換すると特に大きな省エネ効果が得ら
れます（図3）。

●人感センサーで消し忘れ防止
　照明もこまめなオン・オフが省エネの基本です。
オフィスの会議室や応接室など人がいない時間帯が
ある場所は、「人感センサー付き照明」を設置する
のが有効です。人の動きを感知して点灯し、人がい
なくなると自動で消灯するので、手間なく消し忘れ
を防止することができます。

●自動調光タイプで明るさを調節
　窓から太陽光が入るオフィスなどの場合、天井照
明を自動調光タイプにすることで省エネを図ること
ができます。周囲の明るさに応じて光量を自動で調
整し、室内を一定の明るさに保ちます。日中の窓付
近などでは出力を大幅に下げられるため、電力消費
量を削減できます（図4）。

　家庭用電気機器を買い替える際に、製品の省エネ
性能を知る参考になるのが「省エネルギーラベル」（図

30分間の平均使用電力＝デマンド値
実際の消費電力

30分 60分 90分

図1

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

6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月
1年分

図2

使
用
電
力

　夏と冬は電力使用量が増え、電気料金が高くな
りますが、その最大の原因が空調です。夏の省エ

ネは、エアコンの消費電力を減らすことがカギに
なります。

●室外機
　室外機は風通しのいいところ
に設置しましょう。吹き出し口
付近に物を置くと、冷房効率が
低下します。周囲はきちんと整
理整頓しましょう。
●扇風機を併用する
　部屋の空気を循環させること
で、体感温度を下げることがで
きます。
●窓からの熱を遮断
　カーテンやブラインドで日差
しをカットしましょう。外出時
は、昼間でもカーテンを閉める
と効果的です。ドアや窓の開閉
は少なくしましょう。

【エアコンの省エネ】point

デマンド監視装置

検出器 警報表示器 タブレット端末
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　ビルや工場など高圧受電で電気を契約している場
合、毎月の電気料金は大きく分けて基本料金（電力
使用量によらない定額部分）と電力量料金（その月
の電力使用量による変動部分）で構成されています。
このうち基本料金を決めるのに使われる数値が「契
約電力」です。基本料金は契約電力に比例して増減
します。
　電力会社は「デマンド値」と呼ばれる30分ごと
の平均使用電力を計測しています（図1）。そして、
1年間を通じて最大のデマンド値が契約電力となり
ます。したがって、デマンド値が大きくなるのを防
げば基本料金を抑えることができます。逆に、一度
でも大きなデマンド値を記録してしまうと、その後
1年間は更新された基本料金を払わなければいけな

Ⅲ 照明の省エネ

Ⅲ 家庭用電気機器の省エネラベル

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5・6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7月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表

H E M S

応募総数…2,792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

1・2月号正解

　いかがでしたか。
　電力使用量や電力需要のピークが大きくなる夏季
は、それだけ節電・省エネの効果も大きくなります。
ただ、無理な取り組みで長続きしなければ、せっか
くの省エネも意味がありません。

　技術の進歩で機器の省エネ性能が高まり、快適さ
や便利さを損なわない省エネ手法も進化していま
す。意識を高め、情報をしっかり集めて効果的な節
電・省エネを継続することが大切です。

平成30年9・10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。

周囲の明るさに応じて光量を自動で調整し、室内を一定の明
るさに保つ自動○○タイプの照明にすることで省エネを図る
ことができます。2文字でお答えください。

くなります。
　例えば今年8月に冷房を多く使用したため、他の
月より突出してデマンド値が大きくなったとする
と、翌年7月まではこの8月のデマンド値を基準と
した基本料金が継続します（図2）。もし8月のデマ
ンド値が他月並みであれば、電気料金がかなり下げ
られたということがわかります。最大デマンド値を
常に監視し、目標値を超えないようにすることは、
電気料金抑制にかなり有効なのです。
　個々の需要家だけでなく、日本全体の電力需給を
考えても、電力使用量のピークを下げることは重要
です。ピークが高いと、それに備えて普段はあまり
使わない発電設備を抱えておく必要があり、経済的
とはいえません。負荷を平準化して電力設備の稼働
率を高めることが、電力会社の料金設定そのものを
下げることにつながります。

①目標デマンド値の設定
　当協会のデマンド監視サービスではまず、お客さ
まの電気使用状況を分析し、お客さまとご相談のう
え目標とするデマンド値を設定します。そして、こ
の値を超過しそうになった場合に停止する電気機器
や停止操作の手順などについて、あらかじめ決定し
ておきます。
②デマンド監視装置の警報
　デマンド検出器を設置し、電力使用量を常時監視
します。設定した目標デマンド値を超えることが予
測される場合、事務所内などに設置した警報表示器
から、警報や音声通報でお客さまにお知らせします。
警報表示器には固定タイプとタブレットタイプがあ
ります。
③電気使用機器の停止
　警報を受け、あらかじめ決めておいた手順でお客
さまに電気使用機器を停止していただきます。これ
によって電力使用量が減り、デマンド値を目標値以
下に抑えることができます。
　デマンド監視サービスについての詳細な内容は当
協会ホームページをご覧ください。

5）や「統一省エネラベル」（図6）です。
　省エネルギーラベルは製品の製造事業者が表示する
もので、省エネ性マーク、省エネ基準達成率とその目
標年度、エネルギー消費効率を記載します。達成率が
100%以上の製品はグリーンの省エネ性マーク、未達
成（100%未満）の製品はオレンジのマークになりま
す。エネルギー消費効率は年間消費電力量やエアコン
のAPF（通年エネルギー消費効率）など、製品によ
って表示が異なります。
　統一省エネラベルは家電の販売店などが製品の省エ
ネ情報を表示するものです。省エネルギーラベルに加
えて、5つ星～ 1つ星の5段階で省エネ性能を評価。
エネルギー消費効率がわかりやすいように、年間の目
安電気料金も載せています。対象製品によっては星に
よる評価がない簡易版もあります。

●室温は28℃を目安に
　冷房中の室温は28℃を目安に、無理せず快適に過
ごせるよう適切に調整しましょう。併せて「クール
ビズ」のように服装を工夫することも有効です。
●必要なときだけつける
　こまめに電源を切ることが省エネの基本です。
●フィルターを月に1～ 2回清掃
　フィルターが目詰まりしていると、能力が十分に
発揮できません。定期的に清掃しましょう。

　照明は一つ一つの消費電力はそれほど大きくあり
ませんが、さまざまな場所で使われ、使用時間も長
い電気機器です。細かい省エネの積み重ねが大きな
効果となって表れます。
●高効率な照明器具を使用
　同じ明るさであれば白熱電球より蛍光ランプ、蛍
光ランプよりLED（発光ダイオード）ランプの消費
電力が少なくなります。ここ数年でLED照明は価格
も下がり、ごく一般的に使われるようになりました。
初期投資は蛍光ランプなどよりも高額ですが、個々
の消費電力が低く、さらに寿命が長く長期間交換が
不要ということを考えると、長期的にはコスト削減
につながります。
　ビルや工場では、誘導灯など常時点灯している照
明をLEDに交換すると特に大きな省エネ効果が得ら
れます（図3）。

●人感センサーで消し忘れ防止
　照明もこまめなオン・オフが省エネの基本です。
オフィスの会議室や応接室など人がいない時間帯が
ある場所は、「人感センサー付き照明」を設置する
のが有効です。人の動きを感知して点灯し、人がい
なくなると自動で消灯するので、手間なく消し忘れ
を防止することができます。

●自動調光タイプで明るさを調節
　窓から太陽光が入るオフィスなどの場合、天井照
明を自動調光タイプにすることで省エネを図ること
ができます。周囲の明るさに応じて光量を自動で調
整し、室内を一定の明るさに保ちます。日中の窓付
近などでは出力を大幅に下げられるため、電力消費
量を削減できます（図4）。

◎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。

　家庭用電気機器を買い替える際に、製品の省エネ
性能を知る参考になるのが「省エネルギーラベル」（図

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115％ ○○○kWh/年

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98％ ○○○kWh/年

省エネルギーラベルの表示例 統一省エネラベルの例

（例1）

エネルギー消費効率は製品
によって表示が異なります。

（例2）

白

白

橙
（黄赤）

緑

❶

❷

❸
❹

❺

❶本ラベルを作成した年度を表示しています。
❷［多段階評価制度］
　省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表示し、市場における製
品の性能の高い順に5つ星から1つ星で示しています。
　トップランナー基準を達成しているものがいくつの星以上であるか
を明確にするため、星の下に矢印でトップランナー基準達成・未達成
の位置を表示しています。

❸［省エネルギーラベル］
❹統一省エネルギーラベルを貼り間違えのないようにメーカー名、機種
名を表示しています。

❺［年間の目安電気料金］
　エネルギー消費効率（年間消費電力量等）をわかりやすく表示する
ために年間の目安電気料金を表示しています。

図5

図4

図3

図6

　夏と冬は電力使用量が増え、電気料金が高くな
りますが、その最大の原因が空調です。夏の省エ

ネは、エアコンの消費電力を減らすことがカギに
なります。

蛍光ランプ誘導灯
（FL20W1灯用）

LED誘導灯
（B級BL形）

LEDで
省エネ

約88％
省エネ

消防法「避難口誘導灯設置基準（B級）」
による比較

データ提供：一般社団法人日本照明工業会

データ提供：一般社団法人日本照明工業会

［計算条件］年間点灯時間：3,000時間　電力料金目安単価27円/kWh（税込）

［計算条件］年間点灯時間：8,760時間　電力料金目安単価27円/kWh（税込）

改修前
23W×1台

改修後
2.7W×1台

改修前 改修後

年間電気料金

消費電力

約4,800円
/年削減

改修前
約5,440円

改修後
約640円

FLR40形2灯用
逆富士形器具

LED一体型器具＋
あかるさ・人感センサー

LED＋
センサーで
省エネ

約79％
省エネ

改修前
86W×28台
=2,408W

改修後
18W×28台=504W

改修前 改修後

年間電気料金

消費電力

約154,200円
/年削減

改修前
約195,000円

改修後
約40,800円

＋

夏の節電・省エネに向けて
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甲府事業所　五味　良彦

の 記 録 から現場
絶縁監視装置の発報、
原因は目に見えない壁の中かも……
　電気機器の故障や損傷で漏電
が発生したとき、漏電状態がず
っと続くとは限りません。一定
の条件のときだけ漏電するよう
な場合は原因の特定が難しく、
漏電警報の出る時間も短いため
放置しがちですが、適切な対処
をしなければ大きな事故に発展
してしまう可能性があります。
今回は粘り強い調査によって、
無事原因を究明できた事例を紹
介します。

◆　　◆　　◆
　あるホテルの保安管理業務を
担当していた時のことです。お
客さまの施設に設置してある絶
縁監視装置から漏電警報が発報
しました。
　お客さまに電話をして異常の
有無を確認したところ「特に異
常ありません」とのことでしたが、
念のためお客さまを訪問し発報
原因を探しました。すでに漏電
警報は復帰しており異常が認め
られないため、「厨房付近の電気
使用機器に水でもかかったかな」
と思いました。このような場合
一時的な絶縁低下なので乾いて
しまえば原因把握ができません。
この日は様子見ということで、
他のお客さまの点検へ移りまし
た。

　しかし、漏電警報は毎日のよ
うに繰り返し発報するようにな
りました。朝6時過ぎから7時頃
までの決まった時間帯に発報が
あり、かつ頻繁に発生したこと
から、原因判明にはそれほど時
間がかからないだろうと思い、
現場に向かいました。

　まず、館内のどこに原因があ
るのかを限定するため電気室に
探査装置を設置したところ、2階

電灯回路に原因があることが判
明しました。お客さまに状況を
説明し、2階電灯回路の絶縁抵抗
を測定しましたが、正常値であ
り異常が認められません。
　「もしかしたら電気室の回路行
先表示に誤りがあるのかな」と
思い、1時間停電する了解をいた
だいたので、全館停電による臨
時点検を実施しましたが、やは
り異常は認められませんでした。
ホテルという業種からチェック
イン、チェックアウト、朝夕食
の準備等のため長時間の停電は
困難です。再度お客さまに相談
したところ「別の日に2階客室へ
の予約を入れないようにするの
で、宴会場の使用が始まる17時
までなら停電作業をしてもよい」
とのご了解をいただきこの日は

帰所しました。
　作業当日の朝も漏電警報は発
報しており、やはり2階電灯回路
で漏電が起きているようです。
まず全ての照明を点灯し照明器
具に異常がないか確認しました
が、異常は認められませんでした。
次に客室、宴会場、廊下等に設
置してある全ての使用機器を点
検しましたが、やはり異常はあ
りませんでした。

　時間ばかりが過ぎていくなか
「昼食を用意するので食べて下さ
い」とお客さまからご配慮をいた
だきました。申し訳ない気持ちで
点検を続けていた時、漏電警報が

発報しました！ すぐさま2階電灯
回路の絶縁抵抗を測定したところ、
パントリーコンセント回路が漏電
していることが判明しました。よ
く見ると、先程まで使用していな
かったコンセントに電気ポットが
差し込まれています。コンセント
から電気ポットを抜いたところ漏
電警報もなくなりました。電気ポ
ット本体を確認しましたが異常が
なかったため、電気ポットの差し
込まれていた埋込型コンセントを
壁から取り外してみると、真っ黒
焦げに焼損した状態でした。
　お客さまが、私の昼食の準備
のため、お湯を沸かそうと電気
ポットを差し込んだことで原因
が判明したのです。朝の使用状
況について伺うと、「お客さまの
朝食の準備のため、このコンセ
ントでお湯を沸かし、お湯が沸
いたあと電気ポットは宴会場で
使用している」との事でした。
すぐさまお客さまへ原因を報告
し、コンセントを撤去しました。

その後、お客さまと一緒にいた
だいた昼食は本当においしかっ
たです。

◆　　◆　　◆
　今回は、壁埋込型コンセント
が焼損という目に見えない箇所
が原因だったため、判明まで時
間を要してしまいましたが、お
客さまのご協力により漏電箇所
を見つけることができたと共に、
漏電警報の発報には必ず原因が
あるのだと改めて痛感した一例
でした。
　当協会では、お客さまの電気
設備に異常が発生した時、絶縁
監視装置からの警報受信により、
24時間365日対応できるよう総
合監視指令センターを設置して
おり、事故発生時には当協会職
員が速やかに対応できる体制を
とっています。絶縁監視装置を
設置していないお客さまにおか
れましては、これを機に設置さ
れてはいかがでしょうか。
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70年の歴史を持つ競馬場

　半世紀以上にわたり、競馬ファ
ンに親しまれてきた浦和競馬場。
戦後間もない1948年に競馬法が改
正された後、地方自治体による競
馬が開催されたのは、同競馬場が
全国で初めて。1977年には埼玉県
浦和競馬組合が設立され、現在の
運営体制となりました。
　バブル期には競馬ブームが起こ
り、競馬場はどこも人で溢れ返りま
した。浦和競馬場も例外ではあり
ません。しかし、バブルが崩壊し
て競馬人気が衰えると、長らく売
上が低迷し、浦和競馬場は冬の

時代を迎えます。その後、馬券の
インターネット販売、中央競馬や他
競馬場との連携強化、施設改修に
よるイメージアップといった地道な
努力が実り、2016年度には売上最
高額を25年ぶりに更新。親子連れ
や女性グループの姿も目にするよう
になりました。
　歴史ある浦和競馬場は、時代ご
とに柔軟に変化しながら、魅力的
なレジャー空間であり続けています。

魅力はファンとの距離の近さ

　浦和競馬場は、JR南浦和駅と
浦和駅の両駅から徒歩15分という
好立地にあります。これだけ住宅

街の真ん中にある競馬場は全国的
にも珍しく、このことが浦和競馬
場の独自性を高めています。
　その最大の魅力は、馬と来場者
との距離の近さ。観覧席からコー
スまでの距離が近く、疾走する馬
の息遣いが聞こえてきそうなほど。
一度ライブでレースを見たら、その
迫力に圧倒され、心を奪われるの
は間違いありません。
　また、浦和競馬場は、開門直後
に現役騎手が来場者にプレゼント
を手渡すというファンサービスを実
施しています。憧れの騎手と直接
触れ合える機会はなかなかありま
せんが、ファンとの距離が近い浦
和競馬場だからこそ、実現できた
企画といえるでしょう。
　場内の売店と食堂で食べられる
リーズナブルな競馬場グルメも、
浦和競馬場の魅力の一つ。中でも
人気なのが「黄色いカレー」と「マ
グロカツ」です。競馬場に行く楽
しみが増える競馬場グルメ、実際
に味わってみてはいかがでしょうか。

地域密着型の競馬場として

　一般的に競馬場というと、競馬
ファン以外には敷居が高いと思わ
れがち。しかし、「地域に密着し
た競馬場であること、それが浦和
競馬場の最大の特徴です」と語る
飯田泰士さん（埼玉県浦和競馬組
合 総務課）の言葉を裏付けるよう
に、浦和競馬場は、レースの開催
日以外は公園として一般に開放。
内馬場にはジョギングコースやソフ
トボール場、円形花壇などがあり、
地域住民の憩いの場として親しま
れています（なお、内馬場に入る
にはコースを突っ切らなくてはなり
ませんが、これは他ではできない
貴重な体験！）。

　また、さいたま市から広域避難
場所に指定されているため、浦和
競馬場内にはヘリポートと防災備蓄
倉庫が完備され、いざという時は
地域住民を受け入れる体制が整っ
ています。近隣の自治会の皆さま
と定期的に防災訓練も行い、地域
の防災力向上に貢献しています。
　浦和競馬開催時に行われるイベ
ントも地域密着型です。埼玉県内
の市町村と連携して、特産品の販
売や観光案内を行い、埼玉県の魅
力を発信しています。
　さらに、場内にある埼玉県産品
ショップで、県内の特産品とともに
埼玉県のキャラクター「コバトン」
が競馬の騎手姿になった「パカパ
カコバトン」のぬいぐるみを販売す
るなど、浦和競馬場は、地域を盛
り上げる重要な役割も担っているの
です。

関東電気保安協会の役割

　浦和競馬は日中の開催のみです
が、それでも電気の使用量は多いと、

飯田さんは言います。
　「競馬場でレースを開催するのに、
馬や騎手と同じくらい、電気は欠
かせないものです。馬券の発売や
場内スタンドの照明、開催に関する
システムなど、電気を必要とするも
のは数多くあります。安定的に電
気を使える環境でなければ、お客
さまに楽しみを届けることはできま
せん」
　当協会の果たす役割について、
こんな言葉を頂きました。
　「浦和競馬場でこれまで電気の
大きなトラブルがないのは、関東
電気保安協会さんによる点検のお
かげだと思っています。定期点検
はもちろんですが、少しでも異常を
察知したら担当者がすぐに来てく
れるので、本当に心強いです」
　競馬ファンだけでなく、地域住
民からも愛されている浦和競馬場。
その電気の安全を守る立場として、
これからも気を引き締め、業務に
取り組んでいきます。

ダートコース４コーナーから望む場内スタンド

馬との距離が近く、ド迫力でレース観戦が楽しめる

地域住民の憩いの場として親しまれている内馬場
（2016年ふれあいフェアから）

うち ば ば

リーズナブルな競馬場グルメが楽しめる食堂エリア

飯田泰士さん

こ ん に ち はまさ客お

浦和競馬場
〒336-0016　埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目8－42

TEL：048-881-1551

いいだ やすし
埼玉県浦和競馬組合
総務課（経営企画担当）

う ち ば ば
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特　集 2

　「IoT（モノのインターネット）」
という言葉が一般的になってき
た。それにつれて、IoTの実践例
も数多く登場している。家が、
オフィスが、街が、IoTの力で
いかに賢く進化していくのか。
家電や省エネといった「電気」
の視点で、その可能性を見てい
こう。

1 住宅

　住宅では家電がネットワーク
につながることで、家事が楽に

なるなどの効果がある。そんな
「IoT家電」の具体的な姿が見え
てきた。日立製作所の家電事業
を担う日立アプライアンスが今
年2月、IoT家電のコンセプトを
発表した。具体的な製品の発売
はこれからだが、その目玉はイ
ンターネットを経由して家電の
ソフトウエアを書き換えて機能
を追加したり、使い勝手を高め
たりできることにあるという。
　家電そのものだけでなく、
ネットワークにつながった家電
同士を結びつけ、電力の利用状

況を確かめたり家電を遠隔操作
できたりする「HEMS（家庭用
エネルギー管理システム）」も
進化してきた。最近、HEMSに
つなげられる家電が増えてきた
のだ。
　家電メーカーが提供する
HEMSでは、これまではその
メーカーの機器しか使えないこ
とが多かったが、他社の家電と
もつながる動きが少しずつ出て
きた。一つのメーカーの家電で
統一している世帯はあまり多く
ないだけに、生活実態に即した

改良だといえる。今後、さらに
この動きが広がるかが注目され
る。
　HEMSは家電メーカーだけで
なく、NTT西日本やインター
ネットイニシアティブ（IIJ）と
いった通信事業者も参入してい
て、各社とも個性的な製品・
サービスを展開している。現在、
HEMSの普及率は5％程度だとい
われる。業界の関係者からは
「10％になると普及が加速して
くるので、それまでが勝負」と
の声も聞かれる。10％に到達す
るまでは、HEMS市場の主導権
を握ろうと各社からユニークな
サービスが登場しそうだ。その
動きを通じて、それぞれの暮ら
しにあったHEMSを手軽に選択
できる時代がやってくるかもし
れない。
　住宅では近年、ZEH（ゼッチ
＝ゼロ・エネルギー・ハウス）
と呼ばれる概念も広がってきた。
気密性の高い建物で賢く電気を
使い（省エネ）、太陽光発電で
家でも電気を作れるようにする
（創エネ）ことで、年間のエネ
ルギー収支をゼロにする家のこ
と。ZEHの中で賢くエネルギー
を使う上でも、HEMSが重要に
なる。ZEHの補助金を受けるに
は電力の利用状況を報告するこ
とが必要となっており、HEMS
を使えばそのデータを取り出す
のも容易。加えて、単に使用量
を知るために計測するだけでな
く賢く電気を使う制御ができる

ので、ZEHに取り入れれば「一
粒で二度おいしい」存在となる
のだ。政府は「2020年までにハ
ウスメーカー等の建築する注文
戸建住宅の過半数でZEHを実現
する」との目標を掲げており、
ZEHはHEMS普及の後押しとも
なりそうだ。

2 ビル

　気密性の高い建物で省エネと
創エネを組み合わせて年間のエ
ネルギー収支をゼロにする試み
は、オフィスビルなど業務用の
建物でも広がっている。これが
「ZEB（ゼブ＝ゼロ・エネル
ギー・ビル）」だ。
　日本国内のZEBは3段階で認定
される。機器の省エネによって、
基準となるエネルギー量から半
減以上で「ZEBレディー」、こ

れに太陽光発電などの創エネを
組み合わせてさらにエネルギー
量を削減していくと「ニアリー
ZEB」（75％以上削減）、
「ZEB」（100％以上削減）と
なっていく。
　ZEBの普及を推し進めようと、
経済産業省と環境省が補助金を
用意。建設会社や設計事務所な
どが「ZEBプランナー」となり、
建物の構造や機器の選定、補助
金申請の準備といったZEBづく
りの支援にあたっている。
　昨年から今年にかけては、電
機メーカーがZEBプランナーに
参入する動きも出ている。昨年
に三菱電機が、今年1月に東芝イ
ンフラシステムズがZEBプラン
ナーに登録された。電機メー
カーがZEBプランナーとなる背
景は、以前から省エネな空調や
照明、エレベーターなどを扱っ

てきたことが大きい。近年はIoT
の進展を受けて、室内の快適さ
を維持しつつも省エネに運転す
るために、複数の機器をネット
ワークで結びつけて一括制御を
行うことも一般化した。その制
御システムを組む上でも、機器
そのものを熟知した電機メー
カーの知見が欠かせない。機器
そのものと制御システムを納め
られるZEBは新たな商機となっ
ている。
　加えて、自然採光や自然空調
を取り入れるなどし、極力電気
を使わずに過ごせる工夫を施す。
機器側と建物側の工夫の両輪に
よってZEBが実現する。
　住宅やオフィスビルでの省エ
ネの取り組みは非常に重要だ。
石油危機以降、日本では工場な
ど産業部門のエネルギー消費は
着実に減ってきたものの、逆に

住宅やビルは増加の一途をた
どっているからだ。「パリ協
定」を通じた国際的な温暖化対
策の約束も果たさねばならない。
その意味でも住宅やビルの省エ
ネを進める上でIoT活用は待った
なしといえる。

3 街

　街に目を向けてみると、広い
敷地に大量に敷き詰められた太
陽光発電パネルや風力発電を目
にする機会も珍しくなくなって
きた。しかし、これらが電力会
社の送配電網につながると課題
も浮かび上がる。
　太陽光発電や風力発電は、日
照や風の強さといった環境の影
響を受けてどうしても出力が不
安定。その一方で、電力会社が
届ける電気は、必要としている

総量と、発電して届ける総量を
常に一致させ続けなければなら
ない大原則がある。需給の量が
一致していないと、電圧や周波
数が乱れて電気の質が悪くなり、
コンセントにつながる機器の故
障や大規模な停電へと至ってし
まう。
　それだけに、需給を一致させ
て安定した電気を届けるのは電
力会社にとって至上命題。従来
は自社が持つ火力や水力発電所
の出力を上手にコントロールす
ることで一致させてきたが、
時々の環境に左右される“気まぐ
れ”な太陽光発電や風力発電が増
えてくるとそれも難しくなる。
それでも需給を一致させて電力
の安定供給を続ける上で、IoTは
大きな力を発揮している。
　住宅やビル、工場など様々な
場所に散らばる発電設備や蓄電
池などの電源をネットワークで
結び、ひとまとめで束ねる制御
をして、あたかも一つの発電所
のように扱うことができるから
だ。供給量のほうが多くなりそ
うなときには、蓄電池の空き容
量に充電してもらうようにすれ
ば、需給の量を一致させること
ができる。逆に足りないときに
は、蓄電池にたまっている電気
をかき集めて一つの大きな電源
として扱ったり、複数の需要家
に節電を要請したりして調整す
る。これが「VPP（バーチャル
パワープラント）」と呼ばれる
取り組みだ（図１）。

IoTと電気の身近な関係
～家で、オフィスで、街で広がる最新活用事例～

　複数の住宅やビル、工場の電
源を集約する役割の「リソース
アグリゲーター」「親アグリ
ゲーター」と呼ばれるVPP事業
者が活躍することが想定されて
いる。電力会社は支援しても
らったVPP事業者に、VPP事業
者は協力してくれた太陽光発電
や蓄電池などを持つユーザーに
それぞれ何らかの対価を与えれ
ば、事業として成り立つ。
　現在は、VPPの実用化に向け
て経済産業省が実証事業を展開
中。実証にはメーカーや電力会
社、不動産会社といった様々な
企業などが参加している。富士
通やNECなど従来ICTで名を馳
せてきた企業の存在感も光る。

散在するどの太陽光発電や蓄電
池を束ねるかという制御の部分
には、ICT技術が欠かせないから
だ。IoTは多様な業種が協力し

合って実現していくものだとい
う指摘がよく聞かれるが、VPP
への取り組みはその好例といえ
そうだ。

INTERNET

UPDATE

CONTROL

MONITORING

HEMS

創エ
ネ

省エ
ネ

電気新聞編集局報道室

櫻井　孝輔

IIJのHEMS機器は手
のひらサイズのコンパ
クトな本体が特徴的。
スマートメーターとつ
ないで電力使用状況
を確認できるほか、
ウェブカメラや温度セ
ンサーとも接続可能
で、家の中の状況を
見守れる。家電の遠
隔操作機能は今後追
加されるという

ライバルである三菱
電機のエアコンやエコ
キュートとの接続に対
応したパナソニックの
HEMS

ZEB＝
エネルギー

100%以上
削減

ニアリー

ZEB＝
エネルギー

75%以上
削減

ZEB
レディー

＝
エネルギー

50%以上
削減



NECが開発したVPP事業者向けの制御システム。電力会社の信号を受け、充放電
の指示を自動でできる。各地に散らばる蓄電池などがどんな運転状況なのか、地図
上に表示されるのでわかりやすい
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　「IoT（モノのインターネット）」
という言葉が一般的になってき
た。それにつれて、IoTの実践例
も数多く登場している。家が、
オフィスが、街が、IoTの力で
いかに賢く進化していくのか。
家電や省エネといった「電気」
の視点で、その可能性を見てい
こう。

1 住宅

　住宅では家電がネットワーク
につながることで、家事が楽に

なるなどの効果がある。そんな
「IoT家電」の具体的な姿が見え
てきた。日立製作所の家電事業
を担う日立アプライアンスが今
年2月、IoT家電のコンセプトを
発表した。具体的な製品の発売
はこれからだが、その目玉はイ
ンターネットを経由して家電の
ソフトウエアを書き換えて機能
を追加したり、使い勝手を高め
たりできることにあるという。
　家電そのものだけでなく、
ネットワークにつながった家電
同士を結びつけ、電力の利用状

況を確かめたり家電を遠隔操作
できたりする「HEMS（家庭用
エネルギー管理システム）」も
進化してきた。最近、HEMSに
つなげられる家電が増えてきた
のだ。
　家電メーカーが提供する
HEMSでは、これまではその
メーカーの機器しか使えないこ
とが多かったが、他社の家電と
もつながる動きが少しずつ出て
きた。一つのメーカーの家電で
統一している世帯はあまり多く
ないだけに、生活実態に即した

改良だといえる。今後、さらに
この動きが広がるかが注目され
る。
　HEMSは家電メーカーだけで
なく、NTT西日本やインター
ネットイニシアティブ（IIJ）と
いった通信事業者も参入してい
て、各社とも個性的な製品・
サービスを展開している。現在、
HEMSの普及率は5％程度だとい
われる。業界の関係者からは
「10％になると普及が加速して
くるので、それまでが勝負」と
の声も聞かれる。10％に到達す
るまでは、HEMS市場の主導権
を握ろうと各社からユニークな
サービスが登場しそうだ。その
動きを通じて、それぞれの暮ら
しにあったHEMSを手軽に選択
できる時代がやってくるかもし
れない。
　住宅では近年、ZEH（ゼッチ
＝ゼロ・エネルギー・ハウス）
と呼ばれる概念も広がってきた。
気密性の高い建物で賢く電気を
使い（省エネ）、太陽光発電で
家でも電気を作れるようにする
（創エネ）ことで、年間のエネ
ルギー収支をゼロにする家のこ
と。ZEHの中で賢くエネルギー
を使う上でも、HEMSが重要に
なる。ZEHの補助金を受けるに
は電力の利用状況を報告するこ
とが必要となっており、HEMS
を使えばそのデータを取り出す
のも容易。加えて、単に使用量
を知るために計測するだけでな
く賢く電気を使う制御ができる

ので、ZEHに取り入れれば「一
粒で二度おいしい」存在となる
のだ。政府は「2020年までにハ
ウスメーカー等の建築する注文
戸建住宅の過半数でZEHを実現
する」との目標を掲げており、
ZEHはHEMS普及の後押しとも
なりそうだ。

2 ビル

　気密性の高い建物で省エネと
創エネを組み合わせて年間のエ
ネルギー収支をゼロにする試み
は、オフィスビルなど業務用の
建物でも広がっている。これが
「ZEB（ゼブ＝ゼロ・エネル
ギー・ビル）」だ。
　日本国内のZEBは3段階で認定
される。機器の省エネによって、
基準となるエネルギー量から半
減以上で「ZEBレディー」、こ

れに太陽光発電などの創エネを
組み合わせてさらにエネルギー
量を削減していくと「ニアリー
ZEB」（75％以上削減）、
「ZEB」（100％以上削減）と
なっていく。
　ZEBの普及を推し進めようと、
経済産業省と環境省が補助金を
用意。建設会社や設計事務所な
どが「ZEBプランナー」となり、
建物の構造や機器の選定、補助
金申請の準備といったZEBづく
りの支援にあたっている。
　昨年から今年にかけては、電
機メーカーがZEBプランナーに
参入する動きも出ている。昨年
に三菱電機が、今年1月に東芝イ
ンフラシステムズがZEBプラン
ナーに登録された。電機メー
カーがZEBプランナーとなる背
景は、以前から省エネな空調や
照明、エレベーターなどを扱っ

てきたことが大きい。近年はIoT
の進展を受けて、室内の快適さ
を維持しつつも省エネに運転す
るために、複数の機器をネット
ワークで結びつけて一括制御を
行うことも一般化した。その制
御システムを組む上でも、機器
そのものを熟知した電機メー
カーの知見が欠かせない。機器
そのものと制御システムを納め
られるZEBは新たな商機となっ
ている。
　加えて、自然採光や自然空調
を取り入れるなどし、極力電気
を使わずに過ごせる工夫を施す。
機器側と建物側の工夫の両輪に
よってZEBが実現する。
　住宅やオフィスビルでの省エ
ネの取り組みは非常に重要だ。
石油危機以降、日本では工場な
ど産業部門のエネルギー消費は
着実に減ってきたものの、逆に

住宅やビルは増加の一途をた
どっているからだ。「パリ協
定」を通じた国際的な温暖化対
策の約束も果たさねばならない。
その意味でも住宅やビルの省エ
ネを進める上でIoT活用は待った
なしといえる。

3 街

　街に目を向けてみると、広い
敷地に大量に敷き詰められた太
陽光発電パネルや風力発電を目
にする機会も珍しくなくなって
きた。しかし、これらが電力会
社の送配電網につながると課題
も浮かび上がる。
　太陽光発電や風力発電は、日
照や風の強さといった環境の影
響を受けてどうしても出力が不
安定。その一方で、電力会社が
届ける電気は、必要としている

総量と、発電して届ける総量を
常に一致させ続けなければなら
ない大原則がある。需給の量が
一致していないと、電圧や周波
数が乱れて電気の質が悪くなり、
コンセントにつながる機器の故
障や大規模な停電へと至ってし
まう。
　それだけに、需給を一致させ
て安定した電気を届けるのは電
力会社にとって至上命題。従来
は自社が持つ火力や水力発電所
の出力を上手にコントロールす
ることで一致させてきたが、
時々の環境に左右される“気まぐ
れ”な太陽光発電や風力発電が増
えてくるとそれも難しくなる。
それでも需給を一致させて電力
の安定供給を続ける上で、IoTは
大きな力を発揮している。
　住宅やビル、工場など様々な
場所に散らばる発電設備や蓄電
池などの電源をネットワークで
結び、ひとまとめで束ねる制御
をして、あたかも一つの発電所
のように扱うことができるから
だ。供給量のほうが多くなりそ
うなときには、蓄電池の空き容
量に充電してもらうようにすれ
ば、需給の量を一致させること
ができる。逆に足りないときに
は、蓄電池にたまっている電気
をかき集めて一つの大きな電源
として扱ったり、複数の需要家
に節電を要請したりして調整す
る。これが「VPP（バーチャル
パワープラント）」と呼ばれる
取り組みだ（図１）。

IoTと電気の身近な関係
～家で、オフィスで、街で広がる最新活用事例～

川崎市にある東芝インフラシステムズの本社が入居するビル。省エネな機器や
制御設備をふんだんに取り入れており、東芝がZEB技術を検証してPRする施設と
しての機能も持つ

　複数の住宅やビル、工場の電
源を集約する役割の「リソース
アグリゲーター」「親アグリ
ゲーター」と呼ばれるVPP事業
者が活躍することが想定されて
いる。電力会社は支援しても
らったVPP事業者に、VPP事業
者は協力してくれた太陽光発電
や蓄電池などを持つユーザーに
それぞれ何らかの対価を与えれ
ば、事業として成り立つ。
　現在は、VPPの実用化に向け
て経済産業省が実証事業を展開
中。実証にはメーカーや電力会
社、不動産会社といった様々な
企業などが参加している。富士
通やNECなど従来ICTで名を馳
せてきた企業の存在感も光る。

散在するどの太陽光発電や蓄電
池を束ねるかという制御の部分
には、ICT技術が欠かせないから
だ。IoTは多様な業種が協力し

合って実現していくものだとい
う指摘がよく聞かれるが、VPP
への取り組みはその好例といえ
そうだ。

集中電源を制御して
需給バランスを調整

多数の分散型
エネルギーリソースを
統合制御

集中電源（上流側）

【図1】　VPP事業のイメージ

バーチャルパワープラント

放電

充電湯沸かし

放電

充電

アグリゲーター

需要家側エネルギーリソース（下流側）

サービス提供

電 力 会 社
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千葉県◎千葉市緑区ホキ美術館
千葉市緑区は公園が多く、自然環境に恵まれた街である。
そのなかでもシンボル的な「昭和の森」は、素敵な美術館が隣接していると聞き、
さっそく訪れてみた。

　ホキ美術館は日本では唯一、世界でもまれな、写
実絵画美術館として2010年11月に開館した。医療
用製品等の会社を経営する実業家、保木将夫氏が収
集した約450点のコレクションのなかから、選りす
ぐりの作品を紹介している。
　美術館は建物からしてとてもモダンで、入る前か
ら期待が募る。聞くところによると、首相官邸や東
京スカイツリーを手掛けた会社が設計し、2011年に
日本建築大賞を受賞したという。ゆるやかなカーブ
を描いた回廊型ギャラリーを地下2階、地上1階に5
本組み合わせた構造で、美術館にしては珍しく、自

DATA: ホキ美術館

然光が入る場所もあり全体的に明るい印象だ。天井
には作品を立体的に見せるため、2色のLEDを約
8,000灯設置している。ピクチャーレールをなくし、
鉄板の壁に磁石で絵画を掛けるなど工夫も随所にみ
られ、とても鑑賞しやすい。
　絵画は大小9つのギャラリーに、約140点が展示
されている。ギャラリー 1では企画展（5月20日ま
では「理想の風景画」）、ギャラリー2では人気作家・
森本草介氏の描くセピアトーンの女性像、ギャラリ
ー 3では写実界のリーダー・野田弘志氏の作品を中
心に展示が行われている。

　作風はそれぞれだが、どの作品も細密なタッチで、
その技術力に驚かされる。ガラスの透明感、髪の毛、
肌、血管の表現は見事のひとこと。人物の体温や息
づかい、果物の香り、川のせせらぎなどが感じられ
るほどリアルだ。若い女性の肌は、あまりにもみず
みずしく、思わず手で触れたくなってしまうほど（も
ちろん禁止）。ロープがないので、可能な限り顔を
近づけてみるが、なかには写真にしか見えないもの
もあり、ため息が出る。
　ただ、単眼のカメラとは違い、人間の眼はふたつ
あり、その視差でモノを見るため、立体感があること。
そして、眼で見たのと同様、すべてに焦点が合って
いることなどが、写真と異なり独特の雰囲気を醸し
出している。
　コレクション作品だけでなく、描き下ろし作品が並
んでいるのも美術館の魅力のひとつ。ギャラリー 8に
は、3年に1度、ホキ美術館所蔵の約50作家のなかか
ら14～ 15人が選ばれ、自由なテーマで制作した100
号以上の大作が並ぶ。内容は3年ごとに替わるため、
それらの作品は、いわば写実絵画のトレンド。それま
で白かったギャラリーの壁や床を黒に一転させた演出
からも、特別な空間であることが分かる。個別音声ガ
イドが設置されているのもここだけなので、作家の制
作意図などを聞きながら、じっくり鑑賞したい。
　絵画には抽象、具象などいろいろな区分があるが、
写実絵画の魅力はとにかく現実がリアルに表現され
ていること。作品から実物以上のパワーを感じられ
るのは、作家がそれだけ時間をかけ、一筆一筆思い
を込めた証拠だ。時代背景や技術的な知識がなくて

も、すんなりと心に入り、率直に驚きと感動を得ら
れるのが写実絵画のいいところ。難しいことは考え
ずに鑑賞することをおすすめしたい。
　お洒落なミュージアムカフェやイタリアンレスト
ランも併設されているので、鑑賞後に美味しい料理
を食べながら余韻に浸るのも一興。そして、帰り際
に建物の裏手に回り、一部が宙に浮いたユニークな
造りをチェックすることも忘れずに。
　絵画、建物、ともに見どころたっぷりの「ホキ美
術館」。都心からはやや離れているが、一見の価値
は十分ある。ぜひ一度訪れてみてはいかがだろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

千葉県千葉市緑区あすみが丘東3-15
［TEL］ 043-205-1500

： JR外房線土気駅からバスで5分、あすみが丘東4丁目下車、徒歩1分。 
： 千葉東金道路中野ICより約15分。
： 10:00～17:30（入場は閉館の30分前まで。6月30日は16:30分閉館）。
： 大人1800円、高・大学生・65歳以上1300円、中学生900円。
： 火曜日。そのほか年末年始、展示替え時（詳しくはHP参照）。

電車の場合
車の場合
開館時間
入館料
休館日

立ち寄り観光名所

● 昭和の森
TEL： 043-294-2884
東京ドーム23個分の敷地面積を誇る、千葉市の総合公園。一部が県立九十九里自然公園に指定され、良好
な自然環境が残されているため、四季を通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多くの植物や生き物が見られ
る。展望台からは九十九里平野と太平洋の水平線が望め、開放感満点だ。

● ターザニア
TEL： 0475-35-0071
リゾート施設「リソル生命の森」内にあるアドベンチャースポーツ＆パーク。専用のハーネスを着用して、樹
から樹へとターザンのように空中移動するアクティビティほか、さまざまな形で森の冒険を満喫できる。
9:00～日没まで（夏季は8:30～）。原則木曜定休。料金はHP参照。

先端30メートルが宙に浮いたユニークな外観。建物もコレクションの一部として鑑賞したい

森本草介
《未来》 2011年
ホキ美術館所蔵
制作中に東日本大震災があり、明るい
未来や希望の願いを込めて《未来》と
名づけられた作品

（記事提供　電気新聞）

1

2

3 4

ギャラリーの床は、足
腰の負担を軽減して
くれるゴムチップを使
用。長時間鑑賞して
も疲れにくいのがうれ
しい
黒い壁の展示室、
ギャラリー8では、人
気作家の最新作品
が鑑賞できる
併設のイタリアンレス
トラン「はなう」（左）は
ワインも豊富で地元
のファンも多い。デザ
イナーズチェアでお
茶を飲めるミュージア
ムカフェ（右）も観賞
の合間にぜひ

1 2

3 4

野田弘志
《蒼天》 2010年
ホキ美術館所蔵
北海道の有珠山が
噴火した2 0 0 0年 3
月末の風景。空のブ
ルーを再現するた
め3日徹夜したとい
う500号の大作だ

島村信之
《夢の箱》 2017年
ホキ美術館所蔵
子どもの頃から昆虫
や 甲 殻 類 が 好 き
だったという島村
氏。こちらは美術館
のために描き下ろし
たものだ

JR外房線
土気駅

板倉

桂

茂原北

千
葉
外
房
有
料
道
路

首
都
圏
中
央連絡自動車道

ホキ美術館

昭和の森

ターザニア

128

132
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─定期点検─

第 回

電気事業法と各種手続き（7）

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7回目は、電気設備を安全に使用していく上で重要な
定期点検について解説します。

A 　事業用電気工作物の設置者は、電気事業法

第42条により「保安規程」を定めなければな

りません。保安規程は電気工作物の自主保安体制の

要であり、保安管理体制や保安業務の具体的な手順

などを記載します。この保安規程に基づき、電気主

任技術者が定期的に実施する点検が定期点検です。

Q 1 「定期点検」とは何ですか？

Q 2 保安規程には、定期点検について
どのようなことを記載する
必要がありますか？

Q 3 定期点検を省略しては
いけませんか？

A 　月次点検と同じ内容に加えて、設備を停止

して内部の点検を行います。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、蓄電池試験などです。

　事業所全体を停電するなど大掛かりなものになる

ので、設置者・連絡責任者と電気主任技術者で早い

うちから打ち合わせを行い、計画を立てましょう。

Q 6 年次点検はどんな内容ですか？

A 　外観点検と、各種測定器による検査を行い

ます。外観点検は、引込設備（区分開閉器、

引込線、支持物、ケーブルなど）、受電設備（遮断器、

負荷開閉器、変圧器、避雷器など）、受・配電盤、

接地工事、構造物（キュービクルの金属製外箱など）、

発電設備、蓄電池設備、負荷設備が対象です。目で

見て損傷・汚損がないか確認するほか、異音・異臭

A 　電気を止め機器の内部まで調べることで異

常を発見しやすくなりますから、停電検査を

行うのが原則です。ただ、社会の情報化が進んで電

気に依存する機器が増え、1日の停電でも影響が大

きくなっているのも事実です。

　現在では、特定の条件を満たしている場合に限り、

停電年次点検を3年に1回とし、間の2年を無停電年

次点検とすることが認められています。対象の機器が信

頼性の高いものと認められること、無停電でも停電点

検と同等レベルと認められる点検を実施できることが必

要です。詳しい条件については上記「用語解説」およ

び産業保安監督部ホームページなどを参照してください。

Q 8 年次点検で毎年事業所を
停電させるのは、現場の負担が
大きいのですが……。

Q 5 月次点検はどんな内容ですか？

A 　月次点検に含まれる検査でも、設備や内容

によっては隔月や3カ月に1回など、異なる

Q 7 定期点検は月次と
年次だけですか？

（記事提供　電気新聞）

59

　2009 年に「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」が改正され、無停電年次点
検を行うことが可能になりました。可能な要件は本文の通りですが、具体的な適用
に関しては各産業保安監督部が判断します。
　関東東北産業保安監督部の場合、まず「信頼性が高い機器」の条件として「信頼
性が高い事業場であること」を求めており、構外にわたる高圧電線路がないこと、
柱上に設置した高圧変圧器がないこと、高圧負荷開閉器に可燃性絶縁油を使用して
いないことなど、複数の条件を設定しています。
　「停電年次点検と同等と認められる点検」の条件としては、委託先の電気管理技術
者や電気保安法人が年次点検マニュアルを整備するなど、停電年次点検と同等の点
検を行えると認められることを求めています。
　加えて、設置者が「長期年次点検計画」を策定することが必要です。計画には、
波及事故防止対策上特に重要な機器（GR付 PAS、引込みケーブル、主遮断装置など）
について、今後 20 年間の停電年次点検・無停電年次点検の実施時期、取り替え時期
などを記載します。

無停電年次点検

▶用語解説

A 　保安規程には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

る必要があります。点検箇所、点検項目、点検要領

なども明示しなければなりません。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む

必要があります。

　これらの内容は定期点検だけでなく、従業員が日

常的に行う巡視についても記載します。

A 　事業用電気工作物の設置者やその従業員は

保安規程を守らなければいけませんから、保

安規程に記載された点検頻度も順守する必要があり

ます。

　日常的に使用している電気設備・機器について、

異常やその予兆がないか確認するために行うのが定

期点検です。設備トラブルで死傷事故や大きな経済

的損失、近隣一帯が停電する波及事故など、万一の

事態を起こしてしまってからでは取り返しがつきま

せん。事故や故障を未然に防止するため、定期点検

は必要不可欠です。

A 　大きく分けると、1カ月に1回実施する月

次点検と、1年に1回実施する年次点検があ

ります。月次点検は設備が運転中の状態で、年次

点検は停電状態で実施するのが一般的です。また、

単に「定期点検」と言った場合、年次点検のことを

指すことが多いです。

Q 4 具体的にはどのくらいの
周期で点検しますか？

周期で行うものもあります。同様に年次点検につい

ても、隔年や3年に1回実施する検査もあります。

のチェック、電線からの離隔距離のチェック、器具

や配線の取り付け状態のチェックなどを行います。

　測定は、変圧器などの電圧値・電流値の測定、B

種接地工事の接地線の漏えい電流測定、機器本体や

接続部の温度測定などを行います。

　保安管理業務を外部委託している場合、受託して

いる電気管理技術者や電気保安法人の主任技術者は、

上記の点検に加えて日常巡視などで異常がなかった

かの問診を行い、異常があった場合は専門家として

の観点から点検を行います。

　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おり、

定期点検についても各種アドバイスを行ってい

ます。お困りの際は担当検査員かお近くの事業

所にご相談ください。
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電気保安・工事、
中長期の担い手不足懸念
認知度向上の取り組み強化へ／経産省

無電柱化推進の機運高まる
国交省が推進計画の素案公表、
京都・東京など自治体も動き活発化

　経済産業省は、電気保安・電気工事に携わる人材

についての実態調査を委託事業として行いました。

これによると、第三種電気主任技術者は2045年に想

定需要に対して4,000人不足する見通し。電気工事

士は一種が20年前半に同20,000人、二種が45年に

同3,000人程度不足することが分かりました。ただ、

有資格者自体は一定量を確保できる見通しで、今後

は業界の認知度を高めるとともに、実務経験のない

有資格者を活用できる仕組みを民間と協力しながら

つくるなど、中長期にわたる人材確保の取り組みを

強化していく方針です。

　ビルや工場など幅広い施設の電気保安を担う電気

主任技術者の有資格者は、中長期的にも十分に確保

できる見込みです。ただ、業務用ビルの増加と人材

の減少に伴い、保安管理の外部委託を受ける保安業

界の三種有資格者が、45年には想定需要の約18,000

人に対し4,000人程度不足すると推計されています。

加えて、二種有資格者の選任が必要となる大規模な

再生可能エネルギー設備が今後増加するため、二種

も地域によっては担い手不足に陥る可能性がありま

す。

　また、電気工事士は高齢者層の退職が影響し、一

種は20年前半の想定需要204,000人に対し、20,000

人程度が不足する見込み。二種も45年の長期では同

86,000人に対し、3,000人が不足すると見積もられま

した。

　人材不足の要因としては保安・工事業界に対する

認知度不足が指摘されています。特に電気主任技術

者は、養成する認定校が減少し、入職率も低下。実

務経験が不足している有資格者が採用されにくいと

いう実態もあります。

　経産省では認知度向上に向け、関係団体との連携

を強化するとともに、実務経験に乏しい人材も積極

的に採用・育成できるよう制度的なインセンティブ

を設ける方向で検討するとしています。認定校など

の減少には、通信教育・オンラインによる資格取得

制度の創設などで対応する考えです。

　2016年12月に「無電柱化の推進に関する法律」が

施行され、国土交通大臣に「無電柱化推進計画」の

策定が義務付けられました。国交省は同計画策定の

準備として、17年1 ～ 8月に「無電柱化推進のあり

方検討委員会」を開催。18年度予算案には緊急輸送

道路での電柱新設禁止措置の拡大や、低コストの無

電柱化手法の推進などを明記しています。

　また、国交省は2月に同計画の素案を公表しまし

た。期間は18 ～ 20年度の3カ年。緊急輸送道路や

世界遺産周辺などの景観地区を重点分野に定め、約

1,400kmの無電柱化を目指すとしています。

　地方自治体でも無電柱化推進の機運が高まってい

ます。無電柱化の最大の障壁となっているのが費用

の高さですが、コスト低減に積極的に取り組んでい

るのが京都市です。京都有数の花街、先斗町の電線

類地中化工事では、これまで一般的だった「電線共

同溝方式」ではなく「小型ボックス活用埋設方式」

を国内で初採用。さらに「直接埋設方式」の実証実

験も行っています。低コストな手法の実現に向け、

新方式の課題抽出などが期待されます。

　無電柱化推進を公約の一つに掲げる小池百合子知

事を擁する東京都の動きも見逃せません。17年9月、

都道で新たな電柱設置を禁じる無電柱化推進条例を

施行。今年2月には同条例に基づき今後10年間の方

針を示した「東京都無電柱化計画」の素案を公表し

ました。素案では28年度までに、環状7号線（環7）

の内側にあり、一定幅の歩道を持つ都道全ての無電

柱化に着手。東京五輪・パラリンピックに向けて、

競技会場予定地周辺の区市道の無電柱化を19年度ま

でに完了することも明記しています。
（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

ご注意ください
当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、
電線の盗難が多発しています !!
当協会へ寄せられた電話での勧誘事例

「近々、○○保安協会は株式公開するため事前にご連絡をさせていただい
ております。株の販売について近日中に説明に伺います」

➡当協会はこれら株式を販売する法人とは、一切関係ありません。

事例1

事例2 「現在、○○保安協会の協力的な立場の方に連絡しています。近い将来に
○○○○協会が株式上場して株を販売しますが、あなたに優先的にお売り
します」

「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの
 電力調査に関する事例

「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電力の容量を見直すことで、
電気の基本料金が安くなります。そこで、現在使用している低圧動力の容
量を測定するためにお伺いします」

➡当協会では、電線路維持運用者からの委託を受け、4年に1回、各ご家庭を訪問し、電気設備の
　安全点検を行っておりますが、その際に上記の行為は行っておりません。

事例1

事例2 「現在契約している動力の基本料金を見直して電気料金を安くするための装
置を取り付けるよう○○保安協会から委託されている○○○○協会といいま
す。現在の電気料金が知りたいので検針票・請求書を用意してください」

事例3 「○○○○協会ですが、200Vの料金約款が変更になりましたので、分電
盤に装置を取り付けると電気料金が安くなります。それを確認しますの
で、電力会社の検針票・請求書を用意してください」

事例4 「○○保安協会から分離して生まれた○○○○協会ですが、電気料金を安
くすることができますので、お宅の電気使用量の測定に伺います」

電線の盗難事例
お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないとの事で対応要請が
あったため、協会職員が確認したところ、キュービクルから引き出されて
いる低圧動力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

➡電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

事例1

事例2 お客さまより太陽電池発電所が発電していないと連絡を受け急行したとこ
ろ、集電箱のパネル側ケーブルが切断されなくなっていた。
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

トラッキング
　長年清掃をしていないコンセントにささっているプラグにホコリが溜まり、
そこに湿気が含まれることで電流が流れることがあります。
　ホコリが発火すると火災の原因となるので定期的に清掃を行いましょう。
　特にコンセント部に黒いすすが付着していた場合はトラッキング現象等
により炭化した可能性が大きいことから、使用を中止して新しいものへ取
り替えるなどの対応をしてください。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

スマートメーターを
設置すると何が
変わるのですか？

どの手続きなどもスムーズに行

えるようになります。

　スマートメーターは30分単位

で電気の使用量を計測し、発信

します。これまでの月1回に比べ、

格段に詳しく電気の使用状況が

わかります。電力需要が多い時

間帯は電気料金を高く、少ない

時間帯は安くするようなきめ細

かい料金設定が可能になります。

　また、電力使用量のデータは

電力会社だけでなく、お客さま

自身も利用できます。電気をど

のように使っているかを「見え

る化」することで省エネを促進

したり、最適な料金メニュー選

びを助けたりするサービスが広

がっています。「見える化」は電

力会社がサービスを提供してい

る場合と、HEMS（家庭用エネル

ギー管理システム）機器など宅

内端末をスマートメーターと直

接連携させる場合があります。

このほか、電力使用状況を活用

した高齢者宅の見守りサービス

など、新しい活用法も幅広く模

索されています。

　スマートメーターの設置は東

京電力パワーグリッドなど大手

電力会社の送配電部門が行って

おり、お客さまの費用はかかり

ません。2024年度までに日本の

全世帯・事業所の約7,800万台を

交換する計画です。交換は順次

進められていきますが、電力小

売全面自由化に伴って電力会社

を変更する場合などはスマート

メーターが必要となるため、優

先的に交換されます。

　電気料金を確定する

ために電気の使用量を

計測する「電力量計」

の進化版がスマートメーター（次

世代電力量計）です。従来品と

の最大の違いは、メーター自体

に通信・制御機能を持たせてい

ることです。

　スマートメーター設置による

わかりやすい変化としては、検

針業務の自動化があります。こ

れまでは検針員が毎月現地に出

向き、電力量計の数値を読み取

って使用量を確定していました。

スマートメーターは通信で使用

量がわかるので、電力会社の大

幅な業務効率化が期待されます。

また、遠隔制御ができるので、

引越しに伴う電気の開通・使用

停止や契約アンペア数の変更な

トラッキング



詳しくは「ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイト」をご確認ください
PCB早期処理http://pcb-soukishori.env.go.jp/

※ 昭和52年（1977年）３月より以前に
　 建てられた工場やビルを指します 

古い工場やビルを
お持ちの皆様へ！

※

PCB使用製品・PCB廃棄物の確認、あなたは大丈夫ですか？

健康被害が出る
おそれがあります！

まもなく
処分できなくなる！処分しないと罰則！

ってなに？
PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定

器等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、有害であることが

判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。

このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物に

なったものはPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。

●PCB廃棄物はPCBの漏洩が生じないように適正に保管・管理してください。

●保管及び処分の状況について都道府県知事（政令で定める市にあっては
市長）に毎年届け出なければなりません。

●収集運搬や処分するときは許可業者に委託しなければなりません。

●PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則禁止されています。

PCB ポリ塩化ビフェニル

注意点

!

ご注意

ランプ

反射板

本体

高圧コンデンサー高圧変圧器 業務用・施設用蛍光灯の安定器

蛍光灯安定器の
劣化により
蛍光灯機器から
PCB油が
漏れ出した例

高圧引き込み線が
ある建物は要注意!

今すぐ
ご確認
ください！

［高濃度PCB廃棄物の処分期間］ 北海道（室蘭）事業エリア
変圧器・コンデンサー等

照明器具の安定器*

平成34年3月31日まで
平成3５年3月31日まで

大阪事業エリア
変圧器・コンデンサー等

照明器具の安定器*

平成33年3月31日まで
平成33年3月31日まで

北九州事業エリア
変圧器・コンデンサー等

照明器具の安定器*

平成30年3月31日まで
平成33年3月31日まで

東京事業エリア
変圧器・コンデンサー等

照明器具の安定器*

平成34年3月31日まで
平成3５年3月31日まで

豊田事業エリア
変圧器・コンデンサー等

照明器具の安定器*

平成34年3月31日まで
平成33年3月31日まで

※低濃度PCB廃棄物の処分期間は平成39年３月31日まで

＊安定器及び汚染物等（小型電気機器の一部を除く）
※　マークは処理施設の場所です。

この用紙は再生紙を使用しています。
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