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社名等を変えた場合、保安規程変更の届出が必要になります！

安全エレちゃんの「電気設備の更新」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　切っても切れない開閉器

自家用電気工作物における最近の電気事故について

好奇心いっぱい！ 小トラベル　北茨城市漁業歴史資料館よう・そろー

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識
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南総里見まつり　千葉県
　館山市の秋の風物詩となっている南総里見まつり。第37回を迎える今年は10月20日
（土）に開催されます。
　かつて房総半島を治めていた里見氏の歴史を題材とした、曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」
をモチーフにしたお祭りです。公募で決まった「伏姫」や「八犬士」らが、槍隊、鉄砲隊
など約200人の武者行列とともにパレードします。その後、北条海岸特設会場で行われる
戦国合戦絵巻では、八犬士などの勇壮な演武を見ることができます。
　このほか、市内各地から集結する山車やお船、神輿、祭りのフィナーレを飾る打ち上げ
花火なども見どころです

保安規程は、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、電気事業

法に基づき自家用電気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。また作成した保安規程は、

法令に基づき国に届け出ることになっています。

保安規程の届出後も内容に変更があった場合、国に届出が必要となります。この届出以外にも社名

や住所、電気設備等に変更がある場合に、各種手続きが必要なケースがあります。当協会にご相談

いただくとともに適切な手続きをお願いします。

社名等を変えた場合、

保安規程変更の届出が必要になります！

安全エレちゃんのQ&A 電気の単位がいろいろあってよくわかりません。
電気代を下げるには何を減らせばいいのでしょうか？

21

お客さまこんにちは　富弘美術館

ちょっとひと息 道の駅保田小学校

・9 102018No. 549

社名、事業場名等の変更

使用区域の変更
（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の発電設備を
新設（廃止）

【こんなときは要確認】

●社名（設置者名称）の変更
●事業場名の変更
●本社の移転
●企業の合併・分割
●事業場の譲渡・廃止
●代表者名の変更

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備

等に変更がある場合は、担当検査員、またはお近くの協会事業所までご相談

ください。各種手続きのご支援をさせていただきます。

各種手続きが必要なケースの例



地絡継電器付高圧気中負荷開閉器　GR付PAS

架空引込み方式の場合に構内１号柱
上に設置される開閉器です。
責任分界点の直近に設置し、お客さ
ま構内で地絡事故が発生すると保護
継電器と連動して開閉器が開放して
波及事故を防ぎます。ＶＴ（制御電源用
変圧器）、ＬＡ（避雷器）内蔵のものが
あります。

地中線用高圧負荷開閉器　ＵＧＳ

地中引込み方式の場合に設置される開閉器で
す。GR付PAS同様に構内地絡事故を検出し開閉
器が開放して波及事故を防ぎます。

計器用変流器　ＣＴ

高圧回路に流れている電
流を変流し、電流計への表
示や過電流継電器を動作
させます。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　お客さまの電気設備で発生した事故が原因で、電
力会社等の配電系統まで止めてしまう、いわゆる“波
及事故”は社会的影響も大きく、万が一にも起こさ
ないよう最大限配慮する必要があります。配電線か
らの引込み口に設置するGR付PASやUGSは、波
及事故を防ぐための重要な機器であり、故障すると
波及事故につながる可能性が高くなります。早めの
更新をお願いします。
　なお、PASやUGSは蓄勢（SO）機能が付いてい
るものが一般的です。これは、構内で短絡事故が発

生した場合に電力会社の配電用変電所の遮断器が開
放された後、無電圧の状態で自動的に開閉器を開放
し、電力会社による再送電に支障を及ぼさないよう
にする機能です。

こんにちは、エレちゃんです。
夏も終わりが近づいていますが、まだまだ暑い日が続きますね。
この夏も多くの電気設備がフル稼働状態だったのではないでしょうか。
一見順調に稼働しているように見える電気設備でも、気づかないうちに劣化は
進んでいきます。そこで、今回は電気設備の役割と更新時期の目安を
紹介しますので、更新計画の参考にしていただければと思います。

Ⅰ 責任分界点付近の保護装置・高圧ケーブル

Ⅱ 受電設備・主遮断装置

　キュービクル式高圧受電設備は主遮断装置の形式
により、比較的小規模（300kVA以下）の施設で用
いられるPF・S形と、より大きい容量に対応できる
CB形に分けられます。

　PF・S形は、高圧交流負荷開閉器（LBS）と
LBSに取り付けられる電力ヒューズ（PF）の組み
合わせで構成されています。

　CB形は、断路器、避雷器、計器用変圧器および
計器用変流器、遮断器などの高圧機器で構成されて
います。避雷器は、雷などの異常電圧が侵入した時
に地面に逃がし高圧機器を守る機器で、計器用変圧
器・変流器は、受電電圧および負荷電流等を計測す
る計器・継電器用に変圧および変流する機器です。
　また、高圧受電設備の遮断器としては、一般的に
真空遮断器（VCB）が使用されています。

電気設備の更新

　主な保護継電器には、地絡継電器（GR）と過電流
継電器（OCR）があります。
　GRは零相変流器（ZCT）と組み合わせて使用し、
PAS、UGSにも内蔵されています。構外で発生した
地絡事故の影響で誤動作しないためには、地絡方向
継電器（DGR）を取り付けます。DGRは地絡電圧
と地絡電流の位相を比較して、自構内で発生した地
絡事故の時だけ動作し遮断器や開閉器を開放して事

故を防止します。
　OCRは、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時に
動作します。CTで変流された電流が設定値を超える
と、遮断器や開閉器を開放して事故を防止します。

　変電設備やその他の主な高圧機器としては、変圧
器（電灯用、動力用および兼用等）、進相コンデンサ、
直列リアクトルおよび保護装置などがあります。

　保護装置の高圧カッ
トアウト（PCS）は、
前述のLBSとともに変
圧器等の一次側に設置
されますが、300kVA
以下の機器に限定され
ます。開閉器とともに
PCS内にヒューズ等を
入れて過負荷・短絡保
護に使用します。

　低圧用開閉器類には、配線用遮断器、漏電遮断
器やナイフスイッチなどの種類があります。複数
の開閉器を１つの箱に収納したものを分電盤とい
います。
　また、屋外で使用される
分電盤や電気機器などは、
風雨にさらされ錆や腐食等
が発生しやすい状況のもの
が多く、施設環境によって
寿命が大きく変わります。
早めの改修・更新を心がけ
ましょう。

●　CB形受電設備とその構成

●　PF・S形受電設備

●　保護継電器

　いかがでしたか？
　電気設備機器の経年劣化による事故は、突然の停電で業務などに大きく影響するだけでなく、波及事故へと
拡大して地域に多大な影響を与える恐れがあります。
　しかし、受変電設備の劣化の度合いは、点検・測定・試験だけでは判断できない場合があり、点検で異常が
無くても設置環境の変化によっては急激に劣化が進行することもあります。経済性、安全性の観点からも、定
期的に設備を更新することが必要です。
　電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点やご相談がありましたら、担当検査員またはお近くの協会
事業所までお問い合わせください。

●経年劣化で内蔵のＶＴが内部短絡 ●経年劣化で外箱腐食が進行し内
部に水が浸入して絶縁破壊

PASの事故事例

高圧ケーブル　E-Eケーブル

主にＣＶＴケーブル（架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル）が使用されています。ケーブル事
故となる水トリー※対策として、三層同時押出（Ｅ-
Ｅ）で製造されています。
※水トリーとは、ＣＶＴの絶縁に使われる架橋ポリエ
チレンなどに水と電界の関係で小さな亀裂が発
生し樹枝（tree）状に成長する現象をいいます。

高圧交流負荷開閉器・電力ヒューズ　LBS・PF

ヒューズと地絡保護継電器を組み合わせること
で、受変電設備での短絡・地絡事故時に高圧回
路を遮断します。

ケーブルの事故事例

●経年劣化（水トリー現象）による絶縁破壊

水トリーが原因で高圧ケーブルの
外装にできた穴

水トリー現象

ＬＢＳ・ＰＦの事故事例

●経年劣化でヒューズリン
クが破裂

●老朽化により、ＰＦの一相が遮断し設備
の単相運転

（盤標準化協議会ＨＰ キュービクル式高圧受電設備トラブル・対応事例引用）

更新目安 年25

更新目安 年20

更新目安 年20

更新目安 年15

VTVT

更新目安 年20

断路器　ＤＳ

点検・整備などで断路器負
荷側を区分し停電させるた
めの機器です。

遮断器　ＣＢ

受電設備のおおもとに使わ
れる遮断装置です。保護継
電器と組み合わせ異常が
起きた時に電気を遮断しま
す。

ＶＣＢの事故事例

●経年と塵埃による絶縁低下で焼損 ●経年と湿気による絶縁低下で地
絡

更新目安 年25

更新目安 年20

　進相コンデンサは、電気設備全体の力率を改善す
る機器で、力率を良くすると基本料金が割引されま
す。また直列リアクトルは、進相コンデンサに直列
に接続する機器で、コンデンサへの突入電流や高調
波の流入を抑制して、コンデンサ機器の損傷等を防
止します。



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9・10月号
問　題

ヒント（4～7ページ）

ホームページの応募フォームまたはハガキに
①クイズの答え   ②郵便番号・住所・氏名

  
③勤務先名・勤務先住所
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想
をご記入のうえ右記あてにお送りください。

応募方法

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11月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表

調 光

応募総数…2,559件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

5・6月号正解

平成31年1・2月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

変圧器は損失を低減し高効率化を図るため、○
○○○○○○方式の省エネ基準の対象になって
います。
7文字でお答えください。

◎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。

地絡継電器　GR 地絡方向継電器　DGR
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　お客さまの電気設備で発生した事故が原因で、電
力会社等の配電系統まで止めてしまう、いわゆる“波
及事故”は社会的影響も大きく、万が一にも起こさ
ないよう最大限配慮する必要があります。配電線か
らの引込み口に設置するGR付PASやUGSは、波
及事故を防ぐための重要な機器であり、故障すると
波及事故につながる可能性が高くなります。早めの
更新をお願いします。
　なお、PASやUGSは蓄勢（SO）機能が付いてい
るものが一般的です。これは、構内で短絡事故が発

生した場合に電力会社の配電用変電所の遮断器が開
放された後、無電圧の状態で自動的に開閉器を開放
し、電力会社による再送電に支障を及ぼさないよう
にする機能です。

　キュービクル式高圧受電設備は主遮断装置の形式
により、比較的小規模（300kVA以下）の施設で用
いられるPF・S形と、より大きい容量に対応できる
CB形に分けられます。

　PF・S形は、高圧交流負荷開閉器（LBS）と
LBSに取り付けられる電力ヒューズ（PF）の組み
合わせで構成されています。

　CB形は、断路器、避雷器、計器用変圧器および
計器用変流器、遮断器などの高圧機器で構成されて
います。避雷器は、雷などの異常電圧が侵入した時
に地面に逃がし高圧機器を守る機器で、計器用変圧
器・変流器は、受電電圧および負荷電流等を計測す
る計器・継電器用に変圧および変流する機器です。
　また、高圧受電設備の遮断器としては、一般的に
真空遮断器（VCB）が使用されています。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　主な保護継電器には、地絡継電器（GR）と過電流
継電器（OCR）があります。
　GRは零相変流器（ZCT）と組み合わせて使用し、
PAS、UGSにも内蔵されています。構外で発生した
地絡事故の影響で誤動作しないためには、地絡方向
継電器（DGR）を取り付けます。DGRは地絡電圧
と地絡電流の位相を比較して、自構内で発生した地
絡事故の時だけ動作し遮断器や開閉器を開放して事

故を防止します。
　OCRは、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時に
動作します。CTで変流された電流が設定値を超える
と、遮断器や開閉器を開放して事故を防止します。

　変電設備やその他の主な高圧機器としては、変圧
器（電灯用、動力用および兼用等）、進相コンデンサ、
直列リアクトルおよび保護装置などがあります。

　保護装置の高圧カッ
トアウト（PCS）は、
前述のLBSとともに変
圧器等の一次側に設置
されますが、300kVA
以下の機器に限定され
ます。開閉器とともに
PCS内にヒューズ等を
入れて過負荷・短絡保
護に使用します。

　低圧用開閉器類には、配線用遮断器、漏電遮断
器やナイフスイッチなどの種類があります。複数
の開閉器を１つの箱に収納したものを分電盤とい
います。
　また、屋外で使用される
分電盤や電気機器などは、
風雨にさらされ錆や腐食等
が発生しやすい状況のもの
が多く、施設環境によって
寿命が大きく変わります。
早めの改修・更新を心がけ
ましょう。

電気設備の更新

Ⅲ 変電設備・高圧機器類

Ⅳ 低圧開閉器・分電盤・使用機器等

　いかがでしたか？
　電気設備機器の経年劣化による事故は、突然の停電で業務などに大きく影響するだけでなく、波及事故へと
拡大して地域に多大な影響を与える恐れがあります。
　しかし、受変電設備の劣化の度合いは、点検・測定・試験だけでは判断できない場合があり、点検で異常が
無くても設置環境の変化によっては急激に劣化が進行することもあります。経済性、安全性の観点からも、定
期的に設備を更新することが必要です。
　電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点やご相談がありましたら、担当検査員またはお近くの協会
事業所までお問い合わせください。

変圧器　Tr

変圧器は、高圧の電気（6,600
Ｖ）を低圧（100・200・400Ｖ）に
変換する機器で、油入式と乾式
があります。
損失を低減し高効率化を図るた
め、トップランナー方式の省エネ
基準の対象になっています。

配線用遮断器　ＭＣＣＢ

低圧回路で過負荷や短絡事故が
発生した時に遮断動作して停電さ
せます。

漏電遮断器　ELB

変圧器の事故事例

●経年劣化で高圧ブッシングに亀裂が生じ
絶縁破壊し焼損

MCCBの事故事例

●経年劣化（トラッキング）による端子部焼損

過電流継電器　OCR
誘導型

過電流継電器　OCR
静止型

（総合エネルギー調査会原子力安全・保安
部会第 2回電力安全小委員会資料引用）

（盤標準化協議会HP キュービクル式高圧受電設備トラブル・対応事例引用）

電源側端子拡大

更新目安 年25

更新目安 年20 更新目安 年20

更新目安 年20 更新目安 年20

更新目安 年20 更新目安 年20

低圧回路で漏電が発生した時に遮断動
作して停電させます。多くのELBは、
MCCBの機能も備えています。

　進相コンデンサは、電気設備全体の力率を改善す
る機器で、力率を良くすると基本料金が割引されま
す。また直列リアクトルは、進相コンデンサに直列
に接続する機器で、コンデンサへの突入電流や高調
波の流入を抑制して、コンデンサ機器の損傷等を防
止します。

進相コンデンサ　SC 直列リアクトル　SR

更新目安 年25 更新目安 年25

高圧カットアウト　PCS

更新目安 年25
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茨城事業本部　太田　清隆

の 記 録 から現場
切っても切れない開閉器

　設備の経年劣化は、目に見え
る形で進行するとは限りません。
一見して問題ないようでも、内
部で不具合が起きているという
例は少なくありません。不具合
の内容や発生した設備によって
は、大きな損害や人命にかかわ
るような事故の原因となるおそ
れもあります。

　事故が起きて初めて気がつい
たという事態にならないよう、
保守・点検や予防保全に丁寧に
取り組むことが大切です。今回は、
点検に伴う作業で不具合を発見
し、未然に事故を防ぐことがで
きた事例を紹介します。

◆　　◆　　◆
　数年前の秋の出来事です。こ
の日は天候がよく絶好の年次点
検日和でした。あるお客さま施
設の年次点検を全停電で実施す
るため、まずお客さまにすべて
の電気機器が停止していること

を確認していただき、その後停
電の了解をいただきました。
　受変電設備が入ったキュービ
クルの中に、電気が来ていると
音と光で知らせる「充電表示器」
を取り付けて停電操作を開始し
ました。キュービクル内で行う
作業を終え、続いてそこから約
100メートル離れた構内1号柱で、
PAS（地絡継電器付高圧気中負
荷開閉器）の保護連動試験を実
施しました。PASは電力会社の
設備とお客さま構内設備の境目
（責任分界点）付近に設置する開
閉器で、この装置が切れればお
客さま設備はすべて停電となり
ます。試験は問題なく終了し、
PASは「ガシャ」という動作音
とともに開閉表示が「切」にな
りました。
　構内1号柱付近での停電作業が

終了し、キュービクルへ戻ろう
と移動し始めたところ、近づく
につれて「ピィーッ、ピィーッ、
充電中です」という音が聞こえ
てきました。電気が来ているこ
とを知らせる充電表示器の音で
す。PASの動作音や「切」表示
を確認したので停電しているは
ずなのに、実際はまだ充電中で
あることを示していました。
　キュービクルの扉を開けて検
電すると、確かに電気が来てい
る状態でした。切ったはずの
PASが切れていなかったという
ことになります。開閉表示は「切」
となっているにもかかわらず、
内部の開閉機構が正常に動作せ
ず、「入」のままになっているこ
とが考えられます。
　すぐさまキュービクルを施錠
し、電柱へ戻ってPASを手動で

「入・切」操作しました。表示は
「入・切」が切り替わりましたが、
何度試しても停電させることは
できませんでした。
　PASに不具合が起きているこ
とは明らかです。停電できなけ
れば停電年次点検を実施するこ
とはできません。年次点検は中
止せざるを得ないと判断し、今
度は作業前の状態に戻すための
準備を始めましたが、ここで問
題がありました。PASの不具合
の内容によってはそのまま元の
状態に戻すと電気のバランスを
崩してしまい、お客さまの設備
を壊してしまう要因となる可能
性があります。場合によっては
停電時間を延長して緊急改修を
する必要があると考えていたの
ですが、確認を進めた結果、幸
いにも元の状態に戻す事はでき
ると分かりました。
　すぐにお客さまへ、PASに不
具合があり電気を止めることが
できないことを説明。加えて、

PASが故障しているとお客さま
の設備で事故が発生しても電気
を止めることができず、近隣一
帯を停電させる波及事故につな
がってしまうおそれがあること
から、至急PASの交換が必要に
なると説明し、不具合設備を交
換するご了解をいただいた上で、
設備を停電作業前の状態に戻し
ました。

　PASの交換工事には停電作業
が必要となります。お客さまの
都合の良い日を打ち合わせし、
結果的に今回不具合を起こした
PASと、設置してから25年以上

経過していた引込みケーブルを
新品に交換していただきました。

◆　　◆　　◆
　予定していた年次点検を中止
するというトラブルこそあった
ものの、重大な事故が起きる前
に設備の不具合を発見できたの
は不幸中の幸いといえます。手
順通りにキュービクルに充電表
示器を取り付け、その鳴動で停
電していないことを発見できて
よかったと実感しました。
　また、今回は幸いにも回避で
きましたが、不具合の内容次第
では緊急改修のために長時間の
停電が必要となったり、お客さ
まの設備が壊れる危険性もあり
ました。設備の経年劣化による
さまざまな事故を防止するため、
「予防保全」の重要性を強く感じ
た出来事でした。お客さまにお
かれては、日頃から保守・点検
をしっかり行うことや、定期的
な設備更新を検討していただく
ようお願いいたします。
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道の駅の中にある美術館

　「やさしさにいつでも逢える」と
いうキャッチフレーズの富弘美術館
は、群馬県みどり市内の道の駅に
ある珍しい美術館。1991年、ふる
さと創生事業の一環で、使われな
くなった福祉施設を改築してオープ
ン。その後、現在の美術館が建て
られ、2005年に再オープンしました。
美しい山 と々湖、豊かな緑に囲ま
れた美術館で、勢多郡東村（現
みどり市東町）出身の詩画作家、

星野富弘さんの作品や資料を展示
しています。
　シャボン玉をイメージした正方形
の建物は、角のない丸い大小33の
部屋の集合体で、廊下も柱もあり
ません。部屋と部屋の隙間には心
和む庭があり、星野さんの詩画に
も登場する野の草花たちを目にす
ることができます。

星野富弘さんプロフィール

　ここで星野富弘さんの経歴を紹
介しましょう。星野さんは大学卒

業後、中学校
の教諭として
クラブ活動を
指導中、頸髄
を損傷して首
から下の自由
を奪われてし

まいました。大学では体育科に所
属し、身体を動かすことが何よりも
得意だった星野さんにとって、この
時の絶望感は筆舌に尽くしがたい
ものだったに違いありません。しか
し、9年に及ぶ入院生活の中で、
星野さんは新たな希望の光を見出
します。それが、口に筆をくわえて、
文や絵を制作することでした。
　退院した星野さんは東村に帰郷。
そこで目にしたのは、子どもの頃か
ら自分を見守り育んだ、やさしく厳
しい自然。ふるさとの山々や川の
流れ、四季折々に咲く野の草花を
描くことで、星野さんは絶望の淵
から抜け出すことができました。そ
して現在に至るまで、珠玉の作品
を生み出し続けています。

生きる勇気を与える作品

　ふるさとの自然を透明感溢れる
水彩で描いた星野さんの詩画（中
学校の国語や道徳の教科書にも掲
載されているので、目にしたことが
ある人は多いでしょう）は、何気
ない日常の中に潜む「生きること
の素晴らしさ」や「生きる勇気」
を観る者に教えてくれます。
　そんな星野さんの作品には熱烈
なファンも多く、国内はもちろん、
アメリカ・ニューヨークやハワイ、
ポーランド・ワルシャワなどでも詩
画展が開催されています。同館主
任学芸員の桑原みさ子さんはこう言
います。
　「当初は正直、星野さんの作品
にこれほど多くのファンがいらっし
ゃるとは知りませんでした。ですが、
開館当初の来館者は年間数十万人
にものぼり、現在までに総来館者
数が680万人に達しました。根強
い人気を実感します。その時の精
神状態によって心に響く作品が変

わるので、年に何度も訪れる方も
いますね」

魅力的なさまざまなイベント

　富弘美術館では、星野さんの詩
画作品や貴重な資料を年代に沿っ
て展示しており、星野富弘という
一作家の軌跡を順にたどることが
できます。また、年に4回展示内
容を変更するため、何度でも訪れ
たくなってしまうのでしょう。
　作品の展示だけでなく、富弘美
術館ではさまざまなイベントも開催。
地元ボランティアの協力を得ながら、
星野さんに縁のある場所を散策す
るツアーや、ピアノの演奏にのせて
星野さんの詩やエッセイを朗読する
朗読コンサートが特に好評です。

美術館周辺の観光スポット

　富弘美術館の周りは、来館者が
東村の自然を模した前庭と湖面の
景色を同時に楽しめるように整備さ

れています。また、同美術館が面
している草木湖は一般に開放され
ていて、カヌーや魚釣りなどのレク
リエーション利用ができます。
　来館者の中には近隣の市まで足
を伸ばす人も多く、日光や足尾銅山、
「あしかがフラワーパーク」とセッ
トで訪れるのもお薦め。また、車
で約10分の場所にはトロッコ列車
で有名な「わたらせ渓谷鐵道」が
走っており、春の桜と花桃、秋の
紅葉シーズンには多くの人で賑わい
関東でも有数の観光スポットとして
注目を集めています。

関東電気保安協会への期待

　水彩画は傷みやすく、保存が難
しいことから、照明には細心の注
意を払っているという富弘美術館。
山間に立地していることによる暑さ、
さらには展示室の温度を常に一定

に保たなくてはなら
ないため、電気の

消費量がどうしても増えてしまいま
す。それら２つの問題を解決する
ために、館内展示室の照明をLED
に替えたそうです。
　そんな中、関東電気保安協会に
はどのような役割を期待されている
のでしょうか。同館係長の大豆生
田克巳さんにお話を伺いました。
　「貴重な作品と来館者を守るた
めに、電気の大きなトラブルは
絶対に防がなくてはいけません。
オープンから14年も経つと、建
物の老朽化による漏電の心配も
出てくるところですが、関東電
気保安協会さんの定期的な点検
とメンテナンスのおかげで安心
できるので、これからもお願い
します」
　星野さんの素晴らしい作品を末
永く後世に伝えるために、当協会
も微力ながら尽力してまいります。

富弘美術館の入り口
豊かな自然に囲まれている

富弘美術館

やわらかい雰囲気を感じられる円形の展示室
館内のカフェからは四季折々の
風景を望むことができる

桑原みさ子さん（左）と
大豆生田克巳さん

《カントリーロード》 《小さな実》

こ ん に ち はまさ客お

富弘美術館
〒376-0302　群馬県みどり市東町草木86番地

TEL：0277-95-6333

《折れた菜の花》

お客さま訪問記事に載ってみませんか？
「電気と保安」の誌面に掲載希望のお客さまを募集いたします！
今までに掲載されていないお客さまからのご応募をお待ちして
おります。
なお、当協会と保安管理業務をご契約されているお客さまに限
らせていただきます。

掲載予定ページ

応募方法
お申込みは以下の内容をメールでお送り下さい。
件名「電気と保安、掲載申込み」
①お客さまの会社名・団体名
②取材の際のご担当者さま名
③電話番号
④メールアドレス
⑤保安管理業務のお客さま番号
⑥その他、コメント等
メールアドレス kdh-kouhou@kdh.or.jp にお送
り下さい。採用させていただく場合は、担当者
が取材（1～2時間程度）にお伺いし、原稿を作
成いたします。

おおまめ　う

だ

※「電気と保安」発行部数 93,000 部
　PDF版は当協会ホームページに掲載し全国の皆さまにお読みい
　ただいています。

•お客さまこんにちは
•好奇心いっぱい！ 小トラベル
•ちょっとひと息

左記のいずれ
かのコーナー
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特　集 2

1 はじめに

　平成29年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及び

山梨県並びに静岡県の富士川以
東）において発生した電気事故
について、電気関係報告規則第3
条の規定に基づき、自家用電気

工作物の設置者から提出された
電気事故報告をもとに、その概
要を以下のとおり取りまとめま
した。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自家
用電気工作物の事故件数の推移
です。
　29年度の電気事故総件数は
117件で、前年度に比べ1割程度
増加しました。

3 波及事故

　波及事故は、76件報告されま
した。
　図2のとおり、自然劣化による
事故が最も多く42％、次いで保
守不完全が29％、作業者の過失
が17％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

⑴自然劣化
　自然劣化は、製作、施工及び
保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、
機構等に劣化を生じたものを指
し、29年度は32件発生していま
す。
⑵保守不完全
　保守不完全は、巡視、点検、
手入れ等の保守の不完全による
ものです。
　29年度は22件発生しています。

⑶作業者の過失
　作業者の過失は作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるものを指し、29年度
は13件発生しています。

⑷鳥獣接触
　鳥獣接触は、ねこ、ねずみ、

へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるものを指します。
　29年度は4件発生しています。

⑸その他
　上記⑴～⑷以外の原因による
波及事故は、29年度は5件発生し
ています。
　発生原因としては、公衆の故
意・過失によるものなどがあり
ます。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、29年度は15件の報告
がありましたが、全て負傷であ
り、死亡に至った事例はありま
せんでした。
　事例としては、作業前確認が
適切に行われず、関係者間で認

識共有がされないまま作業を進
めて感電したケースや、高圧活
線作業が危険であることを認識
しながら保護具を着用せずに感
電した等のケースが見られまし
た。

【 事例1 】
　電気管理技術者（被災者）が、
事業場の年次点検を全停電によ
り実施。点検が完了し復電した
後に、高圧プライマリーカット
アウトの蓋の閉まり具合が気に
なり、絶縁性能のない作業用手
袋のままで蓋を叩いた結果、手
に電撃を受けて転倒し、腰を負
傷。
　電気管理技術者は、高圧回路
が停電状態で安全確認の上で操
作するのが原則であることや高
圧回路が活線状態での作業が危
険であることを認識していたも

のの、つい衝動的になり叩いて
しまった。

【 事例2 】
　試験作業者（被災者）は、電
気管理技術者及び監視者ととも
に事業場の竣工試験を実施する
ことになったが、過去に同じ体
制で試験を実施したことがあっ
たため、作業前確認（ＫＹ）が
行われず、試験手順書及び試験
に必要な工具・保護具も用意さ
れないまま、竣工試験が進めら
れることとなった。
　キュービクル機器の耐圧試験
を開始したところ、発電機電源
容量の不足により中断し、試験
作業者が内部状況確認のため
キュービクル内に入った。
　試験の再開準備が整い、電気
管理技術者から試験作業者に試
験を再開する旨を伝えたが、試

験作業者の状況を適切に把握せ
ずに再開した結果、試験作業者
が感電。
　なお、監視者は第三者の立入
りを監視していて試験作業の状
況をよく見ておらず、不安全行
動が見逃されていた。

【 事例3 】
　点検作業者（被災者）が、事
業場の月次点検及び微量ＰＣＢ
分析検査用の絶縁油採油のため、
キュービクル内のＬＢＳ（高圧
交流負荷開閉器）を開放し、絶
縁油の採油作業を開始。（この
時、引込用高圧ケーブルからＬ
ＢＳ一次側までは充電状態。）
　キュービクル後面側にある動
力変圧器から採油するため、
キュービクル内に上半身を侵入
させて採油。その後、キュービ
クル外に出ようとした際に右腕
が高圧充電部に接触し感電。

　点検作業者は、高圧充電部に
近接する危険作業であることを
認識しながらも、注意していれ
ば大丈夫との自己判断により、
全停電作業の計画や保護具の着
用をせずに作業を行っていた。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　29年度は25件発生しています。
本事故における報告は全て発電
設備における事故で、需要設備
においては該当ありませんでし
た。
　なお、需要設備における主要
電気工作物とは、使用電圧1万ボ
ルト以上の受電用遮断器や、5万
ボルト以上のケーブルなどが該
当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。29年度
は1件発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　29年度は電気事故に伴う死亡
事故の発生はありませんでした
が、事故件数全体としては28年

度と比較して増加傾向となって
います。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目に
ついて確認しつつ、電気主任技
術者の監督・指導の下で徹底し
た安全確保に努めていただくよ
うお願いします。

❶点検や工事のための
　停電範囲・時間は十分か
•充電部近接作業が極力生
じないよう停電範囲・時
間を確保した上での作業
計画・実施

❷設備側の安全対策は万全か
•作業者が触れるおそれの
ある充電部の防護対策
（アクリル板カバー等）
•充電範囲を示す作業区域
図や注意標識等の掲示

❸作業者側の安全対策は万全か
•充電部近接作業を伴う場
合、絶縁用保護具の着用
•作業前の確実な検電の実
施

❹設備管理、作業管理は万全か
•電気取扱者以外の者が不
用意に電気室に立ち入ら
ないよう鍵管理の徹底
•充電部近接作業の単独作
業や予定外作業等の禁止

❺マニュアル類は万全か
•分かりやすい作業マニュ
アル・手順書・チェック
リスト等の準備

❻教育訓練により安全意識が
　浸透しているか
•絶縁用保護具着用・検電
実施・予定外作業禁止な
ど、作業安全への理解
•作業関係者へのマニュア
ル類の周知や、訓練によ
る理解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いるようですので、設置者の皆
様には、以下の事故防止対策を
参考に、電気主任技術者と相談
の上で計画的な設備更新をお願
いします。
❶地絡継電装置付き高圧交流
負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、
ＵＧＳ）の設置

❷高経年高圧ケーブルの更新
の際、「Ｅ－Ｅタイプ」
ケーブルの選定

❸受変電設備への小動物侵入
防止対策や風雨・風雪浸入
防止対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

自家用電気工作物における
最近の電気事故について

【図2】　波及事故の原因分類　

【図1】　管内自家用電気事故件数の推移

（注）１．  発電所における事故を含む。
 ２．  １事故でも複数の事故分類にカウントする場合がある。
 ３．  感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
 ４．  平成２８～２９年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
 ５．  平成２８年４月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の事故は事故報告（詳報）
   対象外となっている。
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特　集 2

1 はじめに

　平成29年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及び

山梨県並びに静岡県の富士川以
東）において発生した電気事故
について、電気関係報告規則第3
条の規定に基づき、自家用電気

工作物の設置者から提出された
電気事故報告をもとに、その概
要を以下のとおり取りまとめま
した。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自家
用電気工作物の事故件数の推移
です。
　29年度の電気事故総件数は
117件で、前年度に比べ1割程度
増加しました。

3 波及事故

　波及事故は、76件報告されま
した。
　図2のとおり、自然劣化による
事故が最も多く42％、次いで保
守不完全が29％、作業者の過失
が17％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

⑴自然劣化
　自然劣化は、製作、施工及び
保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、
機構等に劣化を生じたものを指
し、29年度は32件発生していま
す。
⑵保守不完全
　保守不完全は、巡視、点検、
手入れ等の保守の不完全による
ものです。
　29年度は22件発生しています。

⑶作業者の過失
　作業者の過失は作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるものを指し、29年度
は13件発生しています。

⑷鳥獣接触
　鳥獣接触は、ねこ、ねずみ、

へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるものを指します。
　29年度は4件発生しています。

⑸その他
　上記⑴～⑷以外の原因による
波及事故は、29年度は5件発生し
ています。
　発生原因としては、公衆の故
意・過失によるものなどがあり
ます。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、29年度は15件の報告
がありましたが、全て負傷であ
り、死亡に至った事例はありま
せんでした。
　事例としては、作業前確認が
適切に行われず、関係者間で認

識共有がされないまま作業を進
めて感電したケースや、高圧活
線作業が危険であることを認識
しながら保護具を着用せずに感
電した等のケースが見られまし
た。

【 事例1 】
　電気管理技術者（被災者）が、
事業場の年次点検を全停電によ
り実施。点検が完了し復電した
後に、高圧プライマリーカット
アウトの蓋の閉まり具合が気に
なり、絶縁性能のない作業用手
袋のままで蓋を叩いた結果、手
に電撃を受けて転倒し、腰を負
傷。
　電気管理技術者は、高圧回路
が停電状態で安全確認の上で操
作するのが原則であることや高
圧回路が活線状態での作業が危
険であることを認識していたも

のの、つい衝動的になり叩いて
しまった。

【 事例2 】
　試験作業者（被災者）は、電
気管理技術者及び監視者ととも
に事業場の竣工試験を実施する
ことになったが、過去に同じ体
制で試験を実施したことがあっ
たため、作業前確認（ＫＹ）が
行われず、試験手順書及び試験
に必要な工具・保護具も用意さ
れないまま、竣工試験が進めら
れることとなった。
　キュービクル機器の耐圧試験
を開始したところ、発電機電源
容量の不足により中断し、試験
作業者が内部状況確認のため
キュービクル内に入った。
　試験の再開準備が整い、電気
管理技術者から試験作業者に試
験を再開する旨を伝えたが、試

験作業者の状況を適切に把握せ
ずに再開した結果、試験作業者
が感電。
　なお、監視者は第三者の立入
りを監視していて試験作業の状
況をよく見ておらず、不安全行
動が見逃されていた。

【 事例3 】
　点検作業者（被災者）が、事
業場の月次点検及び微量ＰＣＢ
分析検査用の絶縁油採油のため、
キュービクル内のＬＢＳ（高圧
交流負荷開閉器）を開放し、絶
縁油の採油作業を開始。（この
時、引込用高圧ケーブルからＬ
ＢＳ一次側までは充電状態。）
　キュービクル後面側にある動
力変圧器から採油するため、
キュービクル内に上半身を侵入
させて採油。その後、キュービ
クル外に出ようとした際に右腕
が高圧充電部に接触し感電。

　点検作業者は、高圧充電部に
近接する危険作業であることを
認識しながらも、注意していれ
ば大丈夫との自己判断により、
全停電作業の計画や保護具の着
用をせずに作業を行っていた。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　29年度は25件発生しています。
本事故における報告は全て発電
設備における事故で、需要設備
においては該当ありませんでし
た。
　なお、需要設備における主要
電気工作物とは、使用電圧1万ボ
ルト以上の受電用遮断器や、5万
ボルト以上のケーブルなどが該
当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。29年度
は1件発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　29年度は電気事故に伴う死亡
事故の発生はありませんでした
が、事故件数全体としては28年

度と比較して増加傾向となって
います。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目に
ついて確認しつつ、電気主任技
術者の監督・指導の下で徹底し
た安全確保に努めていただくよ
うお願いします。

❶点検や工事のための
　停電範囲・時間は十分か
•充電部近接作業が極力生
じないよう停電範囲・時
間を確保した上での作業
計画・実施

❷設備側の安全対策は万全か
•作業者が触れるおそれの
ある充電部の防護対策
（アクリル板カバー等）
•充電範囲を示す作業区域
図や注意標識等の掲示

❸作業者側の安全対策は万全か
•充電部近接作業を伴う場
合、絶縁用保護具の着用
•作業前の確実な検電の実
施

❹設備管理、作業管理は万全か
•電気取扱者以外の者が不
用意に電気室に立ち入ら
ないよう鍵管理の徹底
•充電部近接作業の単独作
業や予定外作業等の禁止

❺マニュアル類は万全か
•分かりやすい作業マニュ
アル・手順書・チェック
リスト等の準備

❻教育訓練により安全意識が
　浸透しているか
•絶縁用保護具着用・検電
実施・予定外作業禁止な
ど、作業安全への理解
•作業関係者へのマニュア
ル類の周知や、訓練によ
る理解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いるようですので、設置者の皆
様には、以下の事故防止対策を
参考に、電気主任技術者と相談
の上で計画的な設備更新をお願
いします。
❶地絡継電装置付き高圧交流
負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、
ＵＧＳ）の設置

❷高経年高圧ケーブルの更新
の際、「Ｅ－Ｅタイプ」
ケーブルの選定

❸受変電設備への小動物侵入
防止対策や風雨・風雪浸入
防止対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

自家用電気工作物における
最近の電気事故について

【図3】　月別感電等事故件数（過去3年分）　
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第146 回

茨城県◎北茨城市
北茨城市漁業歴史資料館よう・そろー
茨城県最北端に位置する北茨城市。
古くから漁業が盛んな大津港には、漁業の歴史や海の生物を学んだり
漁業体験ができる施設があると聞き、さっそく訪れてみた。

　2007年、漁業と観光を結びつけたブルー・ツーリ
ズムの拠点として北茨城市大津港にオープンした
「よう・そろー」。
　漁港の番屋をイメージした施設は、2階建ての展
示棟と、平屋の体験研修棟からなる。「ようそろ」とは、
航海用語で船を直進させることを意味し、転じて「了
解」「問題なし」の掛け声として使われているとの
こと。
　入口の扉を開け「ようそろー！」と歩を進めると
……、まず目に飛び込んでくるのは巨大な木造船。
5年に1度開催される「常陸大津の御船祭」で使われ
る船で、全長15メートル、幅4メートルもの大きさ

DATA: 北茨城市漁業歴史資料館よう・そろー

がある。お祭りのときには、神輿と囃子方を乗せ、
重さ10トンほどになるそうだが、それを500人で引
っ張りながら町を練り歩くという。しかし、船底に
は車輪らしきものは見当たらない。どうやって引っ
張るのかというと、“そろばん”という井桁状に組
んだ木枠を敷き、現役の漁師さんを含む20 ～ 30人
の若者が船の両脇にしがみつき、左右に揺すりなが
ら木枠の上を滑らすように曳いていくのだとか。移
動距離は約1キロだが、5時間もかかるそうだ。当日
の様子を撮影したVTRを見ると、迫力満点！　国
重要無形民俗文化財に指定を受けたのもうなずけ、
お祭りファンならずとも行ってみたくなるだろう

（次回開催は来年5月を予定）。
　北茨城市は東日本大震災で大変な被害を
受けた場所でもある。津波では1階天井付近
まで浸水し、展示物の多くが損失。「よう・
そろー」は2年4カ月休館していたが、2013
年のリニューアルオープンをきっかけに、
震災を伝える展示室を新設した。そこでは、
当時の様子や復興までの軌跡、市民37人の
体験談を映像で紹介している。なかには、
大津出身のミュージシャン石井竜也氏のイ
ンタビューもあるので、ぜひ見ておきたい。

　北茨城市の歴史や海の生物について学べる展示も
豊富だ。床に群れる魚の映像を踏んだりタッチする
と、魚が反応する「映像体験空間」は子どもたちに
大人気。壁面のモニターで海や魚に関するクイズが
出題され、床面映像で答えるコーナーは大人も夢中
になってしまうほど。展示内容はスタッフが丁寧に
説明してくれるので、とても分かりやすく来場者の
評判も上々だ。
　さらに大津漁業協同組合とタイアップし、近海で
船びき網漁業を楽しむ「漁業体験」ツアーも人気。
船一艘（3万5000円）につき定員は12名まで（所要
時間は約1時間）。とれた魚は参加者がすべて持ち帰
ることができる。主にはシラス漁だが、時期によっ
てはさまざまな魚がとれる。今まで網にかかったの
は、コウナゴ、ヒラメ、真鯛、黒鯛、スズキ、ホウボウ、

サメなど。何がとれるかはお楽しみだ。もちろん、
海の状態によってはボウズということもあるが、漁
師が行う作業を目の前で見るのは、きっと貴重な体
験となるはずだ。
　調理室があるので別途、魚のおろし方や調理法を
教わる「魚さばき体験」も用意されている（材料の
値段により料金は変動。要問合せ）。できた料理を
その場で頂くことができるのもうれしい。　
　隣接施設には水産加工品を販売する物産館「大津
港センター」や、旬の地魚を頂ける大津漁協直営「市
場食堂」もある。大津港までも歩いて5分ぐらいな
ので、のんびり散歩をしながら海を感じるのも一興。
ぜひ天気の良い日を狙って、訪れてみてはいかがだ
ろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

茨城県北茨城市関南町仁井田789-2
［TEL］0293-46-8600

： 常磐自動車道北茨城I.C.より約15分。
： JR常磐線大津港駅より車で約5分。
： 9:00～17:00（入館は16:30まで）。
： 一般300円、児童・生徒・学生100円、65歳以上200円。
： 毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始。
： 一艘3万5000円。12名まで。利用する1週間前までに要予約。　
　出漁時間や休漁期間はHP参照

車 の 場 合
電車の場合
開館時間
入館料
休館日
漁業体験

立ち寄り観光名所

● 茨城県天心記念五浦美術館
TEL： 0293-46-5311
1997年に開館した岡倉天心や五浦の作家たちの優れた作品を鑑賞できる美術館。建物のある五浦海岸
は、入江と美しい松林は「日本の渚100選」に、海岸の波音は「日本の音風景100選」に選ばれた景勝地な
ので、美術鑑賞後の散策も楽しい。9:00～17:00（10～3月は9:30～）入館は16:30まで。月曜休館。

● 五浦六角堂
TEL： 0293-46-0766
明治時代の思想家で日本美術院を結成したメンバーのひとり岡倉天心が設計し、住居とした六角形の建
物。太平洋岸に突き出した岩場にあり、東日本大震災で一度流失したが2012年に再建し一般公開してい
る。青い海と白い波、赤い建物のコントラストが実に美しい。天心記念五浦美術館とセットで鑑賞したい。

5年に1度行われる「常陸大津の御船祭」の
シンボルである木造船

北茨城市の伝統文化、漁業、震災記録などが
展示された「よう・そろー」

東日本大震災の記録室では当時の映像や復興の様子、
市民のインタビューなどが上映されている

（記事提供　電気新聞）

1

2

3

4
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人の動きに反応する映像体験空間。床の魚が逃げたり、群れ
たりする様子に子どもたちは大興奮
あんこうで有名な北茨城市。その生態を学ぶことができるゲー
ムにチャレンジしてみよう
「よう・そろー」から歩いて10分の大津港。美しい景色や船をな
がめてリラックスするのもいい
お土産探しは、しらす、いわし、さばなどの加工品が売られている
物産館で
大津港近海で実施される「漁業体験」。海上で約1時間楽しん
だあと、とれた魚は持ち帰ることができる
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301大津港駅
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五浦六角堂五浦六角堂

天心記念五浦美術館天心記念五浦美術館

漁業歴資料館
よう・そろー
漁業歴資料館
よう・そろー
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─接地─

第 回

電気事業法と各種手続き（9）

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9回目は、異常が発生したときに感電や火災などを防ぐ役割を果たす
接地について、考え方や工事の種類などを解説します。

A 　接地は「アース」ともいい、異常が発生した

ときに電気を地面（大地）に逃がすため、電気

設備などと地面を接続しておくことをいいます。例

えば漏電が起きたとき、対策をしていないと感電や

火災につながるおそれがあります。しかし、人体な

どよりも電気を通しやすい方法で接地しておけば、

漏電電流は人体よりも接地の方に流れるため被害を

防ぐことができます。こうした目的で行われる接地

を「電気保安用接地」といいます。家庭で洗濯機など

のアース線をアース端子につなげることが身近な事

例といえます。

　このほか、雷害から機器や建物を保護する目的で

行う「雷保護接地」や、電子機器・通信機器に外部か

ら電磁波や静電気が侵入するのを防ぐ「ノイズ対策

用接地」などの接地があります。

（記事提供　電気新聞）

61
　電気設備技術基準（電技）および電技解釈では、主に電気機械器具に対して行う A～D 種のほかに、
電路の接地についても規定があります。電路は大地から絶縁しておくことが原則ですが、接地によって
保護継電器の確実な動作や異常電圧の抑制などができる場合は、接地を施すことが認められています。
　電路の接地で代表的なものが中性点接地工事です。電路の中性点と大地を抵抗器やリアクトルを介し、
または直接接続します。施工法としては、故障の際に近傍の大地との電位差で人畜・他の工作物に危険
を及ぼさないよう接地極を施設することや、接地線の材質、太さなどが電技解釈第 19 条で規定されて
います。

電路の接地

▶用語解説

　関東電気保安協会で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

ております。機器の新設・改修の際など、接

地を含む電気設備の保安にお悩みがございま

したら、担当検査員かお近くの事業所にご相

談ください。

A 　電気設備技術基準の解釈（電技解釈）第

17条には、A種、B種、C種、D種の4種の

接地工事が規定されています。このうちA、C、D

種接地工事は主に機械器具の鉄台や金属製外箱など

に施すもの、B種接地工事は高圧・特別高圧の電路

と低圧電路を結合する変圧器に施すものです。

　接地には必要なときに安全かつ確実に電気が通ら

なければなりませんから、十分に電気抵抗が小さく、

容易に腐食・劣化しない方法で施工する必要があり

Q 2 電気保安用の接地工事には
どのような種類がありますか？

Q 1 「接地」とは何ですか？

A 　一例として、D種接地工事の施工例を図1

に示します。銅板、銅棒などの接地極を接地

線（主に銅線）と接続し、地中に埋め込む、または

地面に打ち込みます。その後、接地線を接地目的物

に接続します。接地する地面は、電気抵抗が小さく

なるよう水分を含み、かつ金属を腐食させる成分を

含まない場所が理想的です。接地抵抗が十分小さく

できない場合は、接地極を複数設置することなどが

必要になります。

　このほか、ビルなどの建物では、鉄骨・鉄筋など

の構造体を各種接地の共通接地極として使用できる

場合があります。

Q 3 接地工事は具体的に
どのような方法で行いますか？

A 　A種は主に高圧・特別高圧の機械器具、C

種は300Vを超える低圧、D種は300V以下の

低圧の機械器具に施します。加えて、A種は特別高

圧計器用変成器の二次側電路や高圧・特別高圧電路

に施設する避雷器、D種は高圧計器用変成器の二次

Q 4 A、C、D種接地工事の
違いは何ですか？

A 　高圧・特別高圧の電路と低圧の電路を結合

している変圧器で巻線が接触するなどの事故

が起こった場合（混触）、低圧電路に高い電圧が加

わることになり非常に危険です。この対策として変

圧器の低圧側に施す接地がB種接地工事です。混触

が起こった時、接地を通じて高圧・特別高圧電路の

1線地絡電流を大地へ流すことで、低圧電路の電位

上昇を安全な範囲に抑えます。

A 　原則として機械器具の金属製外箱などには

使用電圧に応じた接地工事を施さなければな

りませんが、人が触れるおそれがないように柵など

を設けるか、絶縁台を設ける場合はこの限りではな

いとされています。また、漏電しても危険が少ない

と考えられる以下の場合については、接地の省略が

認められています。

①交流対地電圧150V又は直流300V以下の機械器具

を乾燥した場所に施設する。

②低圧用の機械器具を絶縁性のものの上で取り扱う

ように施設する。

③電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機

械器具を施設する。

④低圧用機械器具の供給電路の電源側に絶縁変圧器

を設け、その負荷側の電路を接地しない。

⑤水気のある場所以外に施設する低圧用機械器具の

供給電路に漏電遮断器を施設する。

⑥金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける。

⑦外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂などの

絶縁物で被覆されている。

⑧低高圧用の機械器具、35,000V以下の特別高圧電

線路に接続する配電用変圧器などを、木柱など絶

縁性のものの上に、人が触れるおそれがない高さ

に施設する。

Q 5 B種接地工事とは
どのようなものですか？

Q 6 接地工事の際に注意することは
ありますか？

A 　接地線に故障電流が流れたとき、特にA種・

B種接地工事では接地線や接地極付近の電位

が大きく上がり、感電するおそれがあります。よっ

て接地線・接地極を人が触れるおそれがある場所に

施設する場合は、①接地極を十分な深さに埋設する

こと②接地極を近接する金属体（鉄柱など）から十

分離すこと③接地線には絶縁性能の高い電線・ケー

ブルを使うこと④地表付近では接地線を合成樹脂管

で覆うこと──が必要です。具体的な施設方法は電

技解釈第17条に示されています。

ます。電技解釈では各種工事について接地抵抗値の

上限や接地線の材質、太さなどを規定しています。

Q 7 対象となる機械器具には、
必ず接地を施さなければ
いけませんか？

側電路にも使用します。A種は特に高電圧で危険度

が大きい機器、D種は広く一般的に使われている機

器を主に対象にするものといえます。

図1　D種接地工事の施行例

手元開閉器

金属配管線

接地極 D種接地工事

接地線

接地面

電動機



食堂では数量限定の給食スタイルが人気

校長（駅長）
大塚　克也さん
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

環境省、太陽光の環境アセス対象化や
使用済みパネル処理について検討

EV向け全固体電池開発へ
オールジャパンのプロジェクト始動

　環境省は、太陽光発電を環境アセスメント対象事業

とするための検討を開始します。太陽光発電所建設時

の大規模な森林伐採で、土砂流出のほか、景観や生態

系への影響が懸念されており、有識者検討会を立ち上

げて大規模太陽光発電に関する制度を整備する方針で

す。また、今後大量発生が見込まれる使用済み太陽光

パネルの処理も並行して議論する予定です。

　環境省はこれまでに「太陽光発電のリサイクル・

適正処理に関する検討チーム」を設置し、課題など

を議論。検討結果を①リユース②有害物質に関する

情報提供③処理能力の確保④資源の有効利用⑤最終

処分場の残余容量⑥撤去・廃棄費用の積み立て⑦導

入に当たっての環境配慮の推進――の7つの視点で

整理しました。

　このうち⑦について、環境影響評価法では一定規

模以上の風力発電や石炭火力発電などを環境アセス

の対象事業に定めています。太陽光発電も環境保全

などを理由に建設反対運動が起きている例があるこ

とから、環境アセス実施は「自然環境に配慮し地域

と共生するために有効」と結論付けました。

　パネルのリユース・リサイクル・適正処分の課題

については、環境省の調査によると、2017年は年間

約4,400トンの使用済み太陽光パネルが発生。この

うち約3,400トンがリユース、約1,000トンがリサイ

クル・最終処分されています。2030年代後半には年

間約50万～80万トンが使用済みとして排出される見

通しです。

　同検討チームが取りまとめた対応方針では、将来

にわたり太陽光パネルのリサイクル・適正処分を推

進するため、製造業者からの有害物質の含有情報提

供など、円滑に処理する体制を整備することが重要

だとしています。リユース品に関しては、判断基準

の整備や物流・診断にかかるコスト低減に向けた取

り組みの必要性を強調しています。

　電気自動車（EV）向けの次世代電池として期待さ

れる「全固体リチウムイオン電池」の早期実用化に

向けた産官学のプロジェクトが始動しました。今回

立ち上がった「オールジャパン」の研究開発体制は、

将来的なEVの進化に対応するとともに、激化する

国際競争で日本企業が勝ち抜くための戦略でもあり

ます。

　現在のリチウムイオン電池で使っている液体の電

解質は80度以上で分解してしまうため、電池パック

内に冷却機構を設ける必要があります。固体電解質

は分解温度が200度以上と高く、冷却機構を簡素化

できるためパックに搭載する電池セルを増やせる可

能性があります。加えて、固体電解質はより急速な

充放電に対応できるとも言われています。

　EVの航続距離はかなり伸びてはいますが、ガソリ

ン車にはまだまだ及びません。トラックやバスと

いった大型車両のEV化を考えても、より大容量で

急速充電が可能な次世代電池は必須といえます。

　こうした背景の下、新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）は次世代電池の中でも全固体リ

チウムイオン電池に焦点を絞った新研究開発プロ

ジェクトを発表しました。従来は材料系が中心だっ

た参加企業に自動車・電池など最終製品のメーカー

が加わり、大学や研究機関も連携する「オールジャ

パン」の体制となっています。

　NEDOの想定によると、全固体リチウムイオン電

池は2020年代前半から一部の先行メーカーが市場投

入を開始。同年代後半以降に車載用電池の主流とな

ると見込んでいます。プロジェクトではこうした時

間軸を見通し、電池セルの構造や材料構成、製造プ

ロセスといった共通の基盤技術を開発する方針。試

験評価方法の開発や、日本主導で国際規格化するこ

とも念頭に置いています。次世代電池はVPP（仮想

発電所）やV2G（車から系統への給電）で利用でき

る可能性もあり、今後の成果に期待がかかります。
（記事提供　電気新聞）

【道の駅保田小学校】　千葉県安房郡鋸南町保田724　
[TEL] 0470-29-5530　[URL] http://hotasho.jp/

千葉県安房郡鋸南町

　千葉房総半島の南に位置し、町の
北端には鋸山があります。山頂から
の眺望は素晴らしく、晴れていれば
東京から伊豆大島まで見渡すことが
できます。海岸線には、保田、勝山な
どの漁港があるほか、広い砂浜が人
気のビーチもあり、夏は海水浴客で
にぎわいます。

道の駅保田小学校

　時代とともに少子化が進み廃校
となってしまった保田小学校。創
立から126年の歴史を受け継ぎ、
2014年に「道の駅保田小学校」とし
て生まれ変わりました。その結果、
今では町民約8,000人に対して年間
60万人の訪問客を迎えるまでにな
りました。しかし、小学校廃校から
道の駅への転身は当初から容易な
ことばかりではありませんでした。
　改修費用の総額は約13億円、こ
れは町の一般財源が年間40億円で
あることを考えると大変な出費に
なるため、市民からは、赤字続きの

不採算事業となり市の財政が悪化
するのではないかと反対意見も少
なくなかったとききます。そうし
た状況の中で、それでも「道の駅保
田小学校」をつくるという町の存
続をかけた一大プロジェクトを決
断した背景には、首都圏からのア
クセスの良さ、そして小学校の雰
囲気を残した道の駅というコンセ
プトへの勝算がありました。その
結果、文部科学省管轄の小学校か
ら国土交通省管轄の道の駅へと見
事な転身を遂げ、初年度から黒字
続きとなりました。
　町の活性化という観点からする
と、当初の目標である訪問者数は
達成できたと言えますが、町人口
の回復成長という面ではまだまだ
未達です。今後は、第二の人生の居
住地として選ばれるような町づく
りを進め、発展を続けていければ、
と鋸南町は日々努力しています。

楽しみ方

　道の駅保田小学校校長（駅長）の
大塚克也さんに、道の駅保田小学校

の見どころな
どをお伺いし
ました。
　廃校になっ
た小学校をも
とにした道の
駅ということで、

かつて小学校
に残っていたも
のをなるべく有
効活用し、小学
校の面影を残し

ながらつくりました。校舎はもちろん、
体育館とその渡り廊下、教室の黒板、
椅子や机などの備品等、あらゆるとこ
ろに小学校の雰囲気が感じられると
思います。

　道の駅としては個性的な施設が豊
富にあり、体育館を使った直売所、
教室を使った宿泊部屋、温泉施設や
和洋中取り揃った食堂（数量限定の
給食スタイルもあり！）など、都市交
流施設として複合的なサービスをご
用意しています。レジャーとして館山
方面に行く際もスルーすることなく、
富津館山道路のI.C.で下車し休憩を
兼ねて一度お立ち寄りください。小学
校の教室を改築した宿泊部屋に泊ま
れば、誰しもが懐かしいような童心に
帰れることでしょう。
　鋸南町は自然豊かな環境にあり、
海、山、星空、四季折々の草花なども
魅力的ですので、滞在型観光として
もお楽しみいただけるはずです。ぜ
ひ一度、道の駅保田小学校で、小学
校時代の気持ちに立ち返ったような
懐かしい体験をしてみませんか？

道の駅保田小学校

第

回
47 道の駅保田小学校

千葉県

開館時間：9:00～18:00
定　休　日：年中無休　　

※テナントごとに営業時間・定休日が異なります

アクセス：JR内房線保田駅から徒歩約16分。富津館山道路、鋸南保田I.C.下車、信号を左折してすぐ

きょなん

直売所となっている体育館へ続く渡り廊下

のこぎりやま
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

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

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気の単位がいろいろあってよく
わかりません。電気代を下げるには
何を減らせばいいのでしょうか？

電力量〔Wh（ワット時）〕があ

ります。

　電気について説明するとき、

よく水道管を流れる水が比喩に

使われます。電流は流れる水の量、

電圧は水を押し出す圧力に相当

します。

　電力は、流れる電気から得ら

れるエネルギーです。水で水車

を回す場合、水の量が多いほど、

また水の圧力が高いほど、重い

水車を回したり回転速度を上げ

たりできます。電気も同様に電

流や電圧が大きいほど電力も大

きくなります。式で表すと「電

力＝電流×電圧」という関係で

す（※直流の場合。交流では若

干異なります）。電力量は、その

エネルギーを一定時間出し続け

たときの総量です。1Wを1秒続

ければ1Ws（ワット秒）、1000W 

=1kW（キロワット）を1時間続

ければ1kWhになります。

　日本では家庭で使われる電圧

は一部の機器を除けば100Vです。

各機器の消費電力は、機器本体

や説明書などに記載されていま

す。よって、消費電力〔W〕÷

100〔V〕で、その機器を使うと

きの電流〔A〕が大まかにわかり

ます。同時に使う可能性がある

機器の電流値を足し合わせれば、

必要な契約アンペア数の目安に

なります。

　また、消費電力量は消費電力

と使用時間の掛け算で決まりま

す。例えば電子レンジは比較的

消費電力が大きい機器ですが、

使用時間が長くないので、電気

代全体に及ぼす影響はそれほど

大きくありません。逆に、長時

間つけ続けることが多い冷蔵庫、

照明、エアコンなどは電気代へ

の影響が大きくなりやすいため、

節電するときは優先的に対策し

たほうがいいでしょう。

　電力小売全面自由化

以降、家庭用の電気料

金メニューも多様にな

ったため、どうすれば電気代が

下がるか一概には言えません。

ここでは、「基本料金＋電力量料

金」で構成される最も一般的な

タイプの料金を例に解説します。

　毎月定額の基本料金は、「契約

アンペア数」で決まるのが一般

的です。検針票やブレーカーに

「40A」などと書いてあるのが契

約アンペア数。一度にどれだけ

の電気を使えるかを表し、数字

を大きくすれば基本料金も上が

ります。電力量料金は、各月の

消費電力量によって増減する料

金です。消費電力量は検針票に

は「○kWh」と記載されています。

　電気料金について考えるとき

に知っておきたい単位としては、

電流〔A（アンペア）〕、電圧〔V（ボ

ル ト）〕、電 力〔W（ワ ッ ト）〕、

受変電設備の清掃



電気の子メーターの
有効期限が過ぎていませんか？

電気の子メーターの
有効期限が過ぎていませんか？

検定ラベル等に表示している有効期限を今一度確認してください。

2  0 1   
4

年4月

2  0 1   4

年4月

2  0 2   4

年4月

もう期限
切れだよ！

そんなあなたも
もうすぐですヨ！

ラベル

キャップ

あぁ！検定を受けなきゃ！！

　証明用電気計器（子メーター）とは，貸しビル，アパートなどでオーナーが一括して支払った電
気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
　計量法では「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使
用してはならないことになっています。（計量法第16条）
　これを使用した場合は計量法で罰則規定（計量法第172条）がありますが，当事者間のトラブル
を未然に防ぐためにも，計量法を遵守されることをお願いします。

検定ラベル（検定に合格したもの）

有効期限
平成 年4月を示す。

平成23年4月から

平成23年4月から
適合ラベル（基準適合検査に適合したもの）

基準適合証印
有効期限

平成 年4月を示す。

検定票

有効期限平成32年4月を示す。

封印キャップ（検定ラベルの場合）

検定証印

検定
証印

32 4
（ファイバー）

変成器付計器の有効期限は検定票に
表示してあります。

封印キャップ（適合ラベルの場合）

平成21年1月から

　立入検査についてのお知らせ
　立入検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所、計量検査所）によって行われます。民間その他の機関が経
済産業省や日本電気計器検定所の委託を受けて調査や立入検査を行うことはありませんのでお知らせします。

─関東地区証明用電気計器対策委員会─
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電 気 計 器 検
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年
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　　4

有効期限

年

月

0000000
3
33    4

平成28年4月以降は、検定証印のみの表示。

6 7 6

28 29 38

38

38

平成28年3月以前は、有効期限を元号で表示。

38.3

38

38

この用紙は再生紙を使用しています。
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