
一年の終わりに電気用品の
点検や清掃をしましょう！

特　集 1

電気火災を防ごう
特　集 2

2018No. 550 11・12

安全エレちゃんの



3電気と保安 2018年 11・12月号

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

写真提供： さいたまつり（https://www.saitamatsuri.jp/）

【表紙の写真】

・11122018No. 550

平成30年度 電気取扱者特別教育・保護継電器試験実務（初級）講習会開催予定

安全エレちゃんの「一年の終わりに電気用品の点検や清掃をしましょう！」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　絶縁監視装置で見えない危険を発見

電気火災を防ごう

好奇心いっぱい！ 小トラベル　三島市立公園楽寿園

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

ニュースクリップ

エレちゃん6コマ電気安全　電気設備の更新

11月11日は配線器具の日
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鉄砲まつり　埼玉県
　小鹿野町の飯田八幡神社の例大祭である鉄砲まつりは、秩父地方で行われる祭の一年間
の締めくくりとしても知られます。起源は江戸時代に遡り、豊猟祈願などで始まったと考え
られています。今年は12月8日（土）、9日（日）に開催されます。
　祭のメインは2日目に行われる「お立ち神事」。参道の両側から火縄銃と猟銃の空砲が撃
ち鳴らされる中、2頭の御神馬が社殿への石段を駆け上ります。前座の火縄銃演武も含め、
とどろく銃声と煙は迫力満点です。
　また、そのほかにも歌舞伎・神楽の上演や笠鉾・屋台の曳き回しなど、見どころが詰ま
ったお祭となっています。

安全エレちゃんのQ&A 住宅の配線に単相2線式、単相3線式という種類があるそうですが、
違いは何ですか？

21

お客さまこんにちは　神保電器株式会社

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10月31日現在

　当協会では、一般のお客さまを対象に電気に関する各種講習会を開催しております。
　ご好評をいただいております労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験講習会を、下記の
日程で開催します。なお、お申込み及び最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　当協会の職員が分かりやすく講習させていただきますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
　なお、一団体で10名以上の受講をご希望される場合には、日程表とは別日程で開催することも可能ですので、最寄りの事業所
へご相談ください。
　詳細につきましては当協会ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
●当日の講習会に関するお問い合わせ

関東電気保安協会　広報部  ［TEL］03-6453-8896
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

電気取扱者特別教育講習会
●低圧電気取扱者特別教育講習会（１日コース）
※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
■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）
※各種測定器を使用した業務を行う方
■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
■受講料 22,000円（税込・テキスト代含む） 　ただし、当協会と保安管理業務のご契約をいただいている場合は 20,000円（税込・テキスト代含む）

※各日程につきましては、変更及び中止する場合があります。

保護継電器（ＯＣＲ,ＧＲ，ＤＧＲ）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）

11月
2

12月
26

1月
28

2月 3月
平成30年 平成31年開催事業所

技術研修所

■平成30年度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表

開催事業所
技術研修所

平成30年
11月

5,6／27,28
12月
4,5

1月
22,23

2月
平成31年

3月
7,8

開催事業所
荒川
江東
芝浦
国分寺
宇都宮
下野
佐野
群馬
水戸
土浦

さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南
甲府
沼津

平成30年
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
26,27

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

■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）】

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

技術研修所
千葉
茂原
柏
市川
君津
横浜
湘南
川崎
甲府
都留
沼津

平成30年
11月
6／20

15
7

15
9

20

7

20

26
13

8

8
16

8

13
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5／18
14
13
5／12
6

6
5

5
20

17

13
21
10

11／19
6
6

11

1月
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17
16

10

18

23

11
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16
24
15

10

22
11

22
8

2月
6／19
15
14
13
7

8

20

6

21

27
5

14

19
7

7

12

平成31年
3月
6／19

14
13

7

15
7
6

6
20

13

5
26
14

15
7
12

12

■平成30年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

ちょっとひと息 群馬県馬事公苑

平成30年度
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

①コンセントや差込みプラグを点検する
　破損しているコンセントやプラグをそのまま使用
すると、感電やショート（短絡）の原因となり危険
です。すぐに交換しましょう。

を使っているご家庭は多いと思いますが、テーブル
タップは正しく使用しないと思わぬ事故につながる
ことがあります。

皆さんのお宅で、毎日頑張って生活を快適にしてくれている電気用品。
ですが知らないうちに不適切な使い方をしていたり、
不具合を起こしたりしているかもしれません。
年末の大掃除は、つい後回しにしがちなそれらのチェックを行う良い機会。
電気用品の点検や清掃の主な手順を紹介しますので、ぜひ確認してみてください。
事故などが起きる前にその芽を発見し、修理・交換することが大切です。

Ⅰ コンセント、コード等のチェック

Ⅱ 家電製品の清掃③コンセントや差込みプラグを清掃する
　冷蔵庫や家具の裏のコンセント周辺には、チリや
ホコリが溜まっていることがあります。このチリや
ホコリが湿気を帯びて電気の通り道になる「トラッ
キング現象」で発火することがありますので、注意
が必要です。定期的に掃除するようにしましょう。

②冷蔵庫
　一年中働きっぱなしの冷蔵庫にもメンテナンスが
必要です。大掃除の機会に点検・清掃しましょう。
　清掃中に食材を傷めないよう気をつけて行ってく
ださい。また、食材の詰め込み過ぎは冷蔵庫の能力
を低下させます。あわせて食材の整理をしましょう。

一年の終わりに電気用品の
　　　点検や清掃をしましょう！

③洗濯機
　全自動洗濯機は縦型やドラム式、乾燥機能付きの
ものなどさまざまな種類があります。取扱説明書を
確認し、その機種に合ったお手入れをしましょう。

④掃除機
　紙パック式だけでなくサイクロン式の掃除機も一
般的になっており、形状もキャニスター型、スティ
ック型、ロボット型など多様です。形式に合ったお
手入れをすることで、吸引力の維持などが期待でき
ます。

⑤照明器具
　ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れたりす
ると明るさが落ちます。清掃すると見違えるように
明るくなることも。照明器具の形状に合った掃除を
しましょう。電球等は、使用直後は熱くなっている
場合があるので注意しましょう。

　いかがでしたか。電気用品のこまめな点検や清掃は安全性を確保するとともに、製品の寿命を伸ばし、消費
電力を減らすことにもつながります。もし不具合などが見つかった場合は、早期に交換や修理を行ってください。
コンセントプレートの交換といった電気工事は専門の資格を持った人が行う必要がありますので、注意してく
ださい。
　大掃除の機会に電気の不安を解消し、明るい気持ちで新年をお迎えください。「電気と保安」では来年も電気
の安全や上手な使い方についての幅広い情報を掲載してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

す。画面は傷がつきやすいので、取扱説明書を読み
推奨された方法で優しく掃除してください。

●機器の電源を切り、コンセントから抜いた状態で点検しましょう。

●水気は電気用品の大敵です。拭き掃除は固く絞った雑巾で行い、乾くまで通

電しないように。

●おかしいな？と思ったら取扱説明書をよく読み、それでもダメなら購入店や

メーカーの窓口に相談しましょう。

□　コンセントプレートが
割れたりしていません
か？　中身が見えるよ
うなら非常に危険です。

□　差込みプラグがグラグラしませんか？　
刃受けが緩んでいるかもしれません。

□　差込みプラグに焦げたような痕がありま
せんか？　短絡が起きている可能性があ
ります。

□　タコ足配線になってい
ませんか？　使用でき
る電気の容量には制限
があります。

□　振ってみて音がしませ
んか？　中で部品が外れているかもしれ
ません。

□　配線を束ねて縛っていませんか？
□　コードをステップルなどで固定していま

せんか？
□　コードが家具などの下敷きになっていま

せんか？
　　配線類に無理な力がかかって破損すると、
漏電や火災などの原因になります。

□　長い間差さったままの
プラグはありません
か？

□　ホコリが溜まっている
プラグはありませんか？

□　アース付きコンセント
のアース端子に、緑色
のアース線がしっかり
と固定されていますか？

□　エアコンの室外機にアース線が取り付け
てありますか？（室外機のアース線が室
内機のアース付きコンセントにつながっ
ている場合もあります）

□　食材を取り出し、外せる
パーツは水洗いします。

□　ドア内側のゴムパッキン

□　掃除機でフィルター部
分のスリットのホコリ
を吸いましょう。

□　吹き出し口のホコリを
掃除しましょう。

□　外したフィルターを水洗いしましょう。水
は空気の流れる方向の逆から流しましょう。

□　洗ったフィルターはよく乾燥させてから
本体に取り付けましょう。

②テーブルタップを点検する
　複数の電気製品を使用するため、テーブルタップ

④アース線を確認する
　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、衣類乾
燥機などはアース線を取り付けましょう。万が一こ
れらの機器が漏電した場合でも、アース線を通じて
電気を大地に逃がすことで感電や火災などの被害を
防ぐことができます。

①エアコン
　エアコンは室内の空気を吸い込み、その空気を冷
媒の入った内部を通して吹き出しています。吸い込
み口に設置されているフィルターがホコリなどで汚
れると空気の流れが妨げられ、エアコンの能力が低
下してしまいます。

⑥テレビ
　テレビの画面もホコリや指紋などで汚れると明る
さが落ち、見えにくくなることがあります。特にテ
レビは静電気でホコリがつきやすい家電でもありま

を清掃します。異物が挟まっていませんか？
□　庫内が軽くなったら冷蔵庫を移動させ、

裏面やプラグに溜まったホコリを清掃しま
しょう。

始める前に注意！
安全に点検するための
ポイント

点検のポイント

点検のポイント

点検のポイント

点検のポイント

清掃のポイント

清掃のポイント



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11・12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31年1月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表

1

応募総数…2,099件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

7・8月号正解

平成31年3・4月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

洗濯機、冷蔵庫、エアコンなどは○○○線を取り付けましょう。
万が一漏電した場合でも、○○○線を通じて電気を大地に逃
がすことで感電や火災などの被害を防ぐことができます。
○○○に共通する言葉を3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。
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①コンセントや差込みプラグを点検する
　破損しているコンセントやプラグをそのまま使用
すると、感電やショート（短絡）の原因となり危険
です。すぐに交換しましょう。

を使っているご家庭は多いと思いますが、テーブル
タップは正しく使用しないと思わぬ事故につながる
ことがあります。

③コンセントや差込みプラグを清掃する
　冷蔵庫や家具の裏のコンセント周辺には、チリや
ホコリが溜まっていることがあります。このチリや
ホコリが湿気を帯びて電気の通り道になる「トラッ
キング現象」で発火することがありますので、注意
が必要です。定期的に掃除するようにしましょう。

②冷蔵庫
　一年中働きっぱなしの冷蔵庫にもメンテナンスが
必要です。大掃除の機会に点検・清掃しましょう。
　清掃中に食材を傷めないよう気をつけて行ってく
ださい。また、食材の詰め込み過ぎは冷蔵庫の能力
を低下させます。あわせて食材の整理をしましょう。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

③洗濯機
　全自動洗濯機は縦型やドラム式、乾燥機能付きの
ものなどさまざまな種類があります。取扱説明書を
確認し、その機種に合ったお手入れをしましょう。

④掃除機
　紙パック式だけでなくサイクロン式の掃除機も一
般的になっており、形状もキャニスター型、スティ
ック型、ロボット型など多様です。形式に合ったお
手入れをすることで、吸引力の維持などが期待でき
ます。

⑤照明器具
　ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れたりす
ると明るさが落ちます。清掃すると見違えるように
明るくなることも。照明器具の形状に合った掃除を
しましょう。電球等は、使用直後は熱くなっている
場合があるので注意しましょう。

一年の終わりに電気用品の
点検や清掃をしましょう！

　いかがでしたか。電気用品のこまめな点検や清掃は安全性を確保するとともに、製品の寿命を伸ばし、消費
電力を減らすことにもつながります。もし不具合などが見つかった場合は、早期に交換や修理を行ってください。
コンセントプレートの交換といった電気工事は専門の資格を持った人が行う必要がありますので、注意してく
ださい。
　大掃除の機会に電気の不安を解消し、明るい気持ちで新年をお迎えください。「電気と保安」では来年も電気
の安全や上手な使い方についての幅広い情報を掲載してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

す。画面は傷がつきやすいので、取扱説明書を読み
推奨された方法で優しく掃除してください。

□　食材を取り出し、外せる
パーツは水洗いします。

□　ドア内側のゴムパッキン

□　本体の電源コードが傷
んでいないか確認しま
しょう。

□　吸い込み口の回転ブラ
シについている毛髪やゴミなどを取り除
きます。

□　フィルターやダストカップを掃除します。
取扱説明書に従って分解し、水洗いでき

□　画面のホコリを拭き取
ります。

□　テレビ裏面のホコリも
拭き取ります。

□　ペンダント式照明は、
フードを外しホコリを
拭き取ります。

□　蛍光灯タイプの器具は
蛍光灯を外し、乾拭きします。

□　ダウンライトは光の拡散フードのホコリ
を拭き取ります。

□　洗剤投入ケースを掃除
します。

□　給水ホースのフィルタ
ーを掃除して目詰まり
をなくします。

□　乾燥機能付き全自動洗濯機では、乾燥フ
ィルターや糸くずフィルターも掃除します。

②テーブルタップを点検する
　複数の電気製品を使用するため、テーブルタップ

④アース線を確認する
　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、衣類乾
燥機などはアース線を取り付けましょう。万が一こ
れらの機器が漏電した場合でも、アース線を通じて
電気を大地に逃がすことで感電や火災などの被害を
防ぐことができます。

①エアコン
　エアコンは室内の空気を吸い込み、その空気を冷
媒の入った内部を通して吹き出しています。吸い込
み口に設置されているフィルターがホコリなどで汚
れると空気の流れが妨げられ、エアコンの能力が低
下してしまいます。

⑥テレビ
　テレビの画面もホコリや指紋などで汚れると明る
さが落ち、見えにくくなることがあります。特にテ
レビは静電気でホコリがつきやすい家電でもありま

を清掃します。異物が挟まっていませんか？
□　庫内が軽くなったら冷蔵庫を移動させ、

裏面やプラグに溜まったホコリを清掃しま
しょう。

るものは洗浄後、十分乾燥させてから取
り付けます。

□　紙パックやダストカップがゴミで一杯に
ならないよう、こまめにチェックしまし
ょう。

清掃のポイント

清掃のポイント

清掃のポイント

清掃のポイント
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東京北事業本部荒川事業所　山本　健二

の 記 録 から現場
絶縁監視装置で見えない危険を発見

　絶縁監視装置は、24時間・
365日、お客さまの電気設備の
漏電を監視します。
　関東電気保安協会の漏電監視
サービスでは、万が一漏電が発
生した際、絶縁監視装置からの
警報が総合監視指令センターに
送られてきます。異常時には、
技術者が迅速に対応しお客さま
の電気の安全を守ります。

　巡視や点検など、人の目で定
期的に行う検査ももちろん重要
ですが、それだけではすべての
異常に気付くのは難しいもので
す。常時監視する装置は、見落
としがちな些細な異常や人の目
が届きにくい場所の異常を見つ
けるのに威力を発揮します。今
回ご紹介するのは、そうした「隠
れた漏電」を発見した事例です。

◆　　◆　　◆
　保安管理業務を受託している
お客さまから新たに漏電監視サ
ービスをご契約いただいたため、
お客さまの現場に伺い、月次点
検を実施するとともに絶縁監視
装置を設置しました。その日の
月次点検は、特に異常なく無事
に完了しました。
　そして絶縁監視装置の運用を
開始したまさにその日の夜、指
令センターがお客さまの施設か
ら漏電警報を受信しました。連
絡を受け直ちに技術者が現場に
急行し調査したところ、電灯設
備に漏電が発生していることが
判明しました。さらに詳しく原
因を調べてみると、屋外の壁に
設置している外灯の一つから漏

電していることがわかりました。
長く風雨にさらされることで絶
縁が低下していたようです。該
当する器具を交換し、漏電を解
消することができました。

　この漏電を日中の月次点検で
なぜ確認できなかったのかと、
不思議に思われるかもしれませ

ん。この外灯は、タイマーで日
中は電気回路を切り離し、夜に
なると電気回路が繋がって点灯
させる設定になっていました。
このようにタイマーで入り切り
を行う電気回路の場合、電気を
使用していない時間帯に人の目
や測定器等を用いた通常の点検
では漏電箇所を発見するのは困
難です。
　このような事例を聞くと、自
分のところは大丈夫かと心配に
なるお客さまもおられると思い
ます。しかし絶縁監視装置を設
置すれば、24時間・365日監視
していますので、今回のように
異常を早期に発見できて安心で
す。当協会は関東一円に40カ所
以上の拠点を設置しており、異
常が発生したときは経験豊富な
技術者が現場に急行し素早く対
処いたします。

◆　　◆　　◆
　今回の事例では、絶縁監視装
置で電路を常時監視することで、
「見えない危険」が「見える危険」
になることを実感できました。

異常が小さいうちに発見できれ
ば対処するのも比較的容易です
し、被害が発生・拡大するのも
防ぐことができます。今回のケ
ース以外にも絶縁監視装置が設
置されていたことにより異常を

発見でき、大きな事故にならず
にすんだ事例はたくさんありま
す。例えば電気工事を実施した
際の誤配線による漏電や、人が
普段立ち入らないところでの軽
微な漏水による漏電などがあり
ます。
　なお、当協会では絶縁監視装
置と併用して漏電を抑制する装
置を開発しました。万が一漏電
が発生した場合でも、漏電によ
り流れる電流を小さな値に抑え、
お客さま設備や電気をお使いに
なっている皆さまを感電や火災
といった漏電被害から守ること
ができます。詳しくは担当検査
員またはお
近くの当協
会事業所へ
お問い合わ
せください。
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会社の成り立ち

　自宅や職場などで毎日目にする
照明のスイッチやコンセントがどこ
で作られているか、皆さんはご存
知でしょうか？　今回訪問した神
保電器は、そうしたスイッチやコ
ンセントなどの配線器具を100年
にわたり作り続けている老舗メー
カーです。

　創業は1918年。当時の国産の
配線器具は外国製品に比べ脆弱な
ものでした。創業間もない同社は
その問題を解決すべく、フェノー
ル樹脂（ベークライト）を使用し
たソケットを日本で初めて開発する
ことに成功します。1952年には、
一つのボックスにスイッチが3個つ
いた連用配線器具を製造・販売。
今ではすっかりおなじみとなったこ
の配線器具ですが、日本で初めて
商品化したのも同社でした。
　配線器具のパイオニアとして、
大正・昭和・平成の三代にわたり
業界を牽引してきた神保電器。国
産の配線器具が今日のように世界
レベルの水準まで達したのは、同
社の功績が大きいと言っても、決
して言い過ぎではないでしょう。

ニーズに合わせて常に改善

　同社は「常に改善、すべてに工
夫」の精神を変えることなく継承し、
時代やお客さまのニーズを的確に
捉えながら、新しい製品を世に送
り出し続けています。電気に関係
する配線器具は安全性が何よりも
優先されますが、同社は製品とし
ての基本性能を確保した上で、ワ
ンランク上の付加価値も追求してい
ます。
　配線器具は一度設置されれば長
期間使われるものなので、同社の
製品は将来もずっと快適に使用で
きることを前提にしています。操作
性に優れていることはもちろん、現
代人の多様なライフスタイルに対応
できるようにデザイン性にもこだわ
っています。2009年にはグッドデ
ザイン大賞を受賞するなど、その
シンプルで飽きのこないデザインは
高く評価されています。
　技術が生かされているのは住空
間だけにとどまりません。同社の
製品は、新幹線をはじめとする、
各種鉄道車両内の車内コンセント
にも数多く採用されています。さら
に、光回線でのインターネット接続
を可能にする光コンセントなど、常
に未来を見据えた製品を生み出し
ています。

神保電器の強み

　同社は業界でいち早く自社仕様
の自動組立機・製品検査機を導入
し、設計、部品加工、製品組立、
品質チェックまでを一貫して社内で
行っています。どの製造現場でも
品質のばらつきを最小限に抑えるこ
とは課題ですが、同社は一つの製
品にトータルにかかわることのでき
る体制を整えているため、細部に

わたって品質管理を徹底すること
が可能です。
　製品が将来にわたって同じ機能
を保ち続けられるように、耐久性
には特に強いこだわりを持っている
とのこと。例えば電源スイッチの
場合、国が定めた基準である通常
1万回のテスト回数に対して8倍多
い回数耐えられる基準を独自に設
定し、オン・オフの切り替え検査
を24時間実施します。この厳しい
耐久試験をクリアした製品だけ出
荷するという徹底ぶりです。

　専業メーカーならではのきめ細
やかなサービスを提供できることも
強みとなっています。ハウスメーカ
ーがマンションや戸建の配線工事
を行う際、同社は図面の段階で製
品個数を洗い出し、必要な数だけ
世帯ごとに箱に分けて納品してい
ます。箱を開ければそのまま配線
ができるようになっているため、施
工者からも大変喜ばれているそう
です。

世の中のためのものづくり

　世界的に環境への意識が高まる
中、2006年 に は
本社・第二工場
でISO14001を取
得。環境に関する
法規制を遵守しな
がら事業活動を行
っています。また、
超高齢社会を迎え、
高齢者に配慮した
配線器具を開発す
るなど、100周年
という区切りの年
を迎え、さらなる
進化を遂げようと
しています。
　その根底にある
のは「世の中のた

めになるものづくり」の信念です。
この先どんなに時代が変わっても、
同社の信念は決して変わることが
ないでしょう。

長年の信頼関係を大切に

　一部の工場は24時間稼働し、
プラスチック成形の際にはヒーター
を使うことから、電気の使用量は
比較的多い同社。漏電による大き
なトラブルが起こると生産ラインが
停止する恐れもありますが、当協
会が24時間監視していることで大
きな安心感を得られているそうで
す。第二工場工場長の江澤昭人さ
んはこう話します。
　「少しでも異常を検知したら、関
東電気保安協会さんの技術者がす
ぐに駆けつけてくれるのは、本当
にありがたいですね。素人の私た
ちが見てもよくわからない異常でも、
原因をちゃんと特定してくれます」
　当協会と神保電器のお付き合い
は長く、30年近くにもなります。「電
気器具を製造している会社が電気
の事故を起こすわけにはいきませ
んから。これからもお願いします」
と笑う製造部部長の本田雅則さん。
長年にわたる信頼を決して裏切ら
ないように、今後も全力で業務に
取り組んでまいります。

スイッチのオン・オフを繰り返す耐久試験の様子（上）。
連続で打撃を与えて耐久性を確認する試験も行っている（下）

本社外観

創立
100周年
の記念誌

神保電器のスイッチやコンセントは
長年にわたり人々の暮らしの中で使われている

（左から）藏野透さん（総務部次長）、本田雅則さん（製造部部長）、
江澤昭人さん（製造部第二工場工場長）

こ ん に ち はまさ客お

神保電器株式会社
〒298-0203　千葉県夷隅郡大多喜町森宮438番地1

TEL：0470-82-4121
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特　集 2

　電気は、私たちの日常生活に
おいて必要不可欠なエネルギー
として社会の隅々まで深く浸透
しています。その一方、電気や
電気機器にかかわる火災は、東
京消防庁管内で、毎年1,000件前
後発生しています。
　これらの火災の主な原因は、
使用者の維持管理の不適や、取
扱いの不注意によるものなどが
あげられます。
　東京消防庁では、電気や電気
機器にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。電気や電気製品
の安全な取扱いの知識を深めま
しょう。

1 電気火災の実態

　平成29年中、東京消防庁管内
では4,204件（治外法権火災1件

を除く）の火災が発生していま
す。そのうち電気機器などによ
る火災（以下「電気火災」とい
う）は1,152件で、前年と比べて
100件増加し、全火災件数の
27.4％を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成29年中の電気火災による
死者は13人で、前年と比べて2人
増加し、負傷者は171人で、前年
と比べて21人減少しています
（表参照）。

3 電気火災の
　 出火要因別発生状況

　平成29年中の電気火災1,152件
の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が520件、｢取扱方法不良｣
が250件、「取扱位置不適」が

58件、「構造機構不良・改悪す
る」が56件などとなっており、
使用者の取り扱いに起因する火
災がほとんどです（グラフ1参
照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書
などを良く読み、正しく使用し
ましょう。

4 身近な家庭電器製品
　 の火災

　平成29年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
電気ストーブが100件、コードが
73件、差込みプラグが64件、コ
ンセントが59件、リチウムイオ
ン電池が56件、電子レンジが45
件などとなっています（グラフ2
参照）。

5 電気ストーブ火災を
　 防ごう

　グラフ2で分かるように、主な
家庭電気製品の出火件数トップ
である電気ストーブについてで
すが、これからの季節、電気ス
トーブを使用する機会が増えま
す。電気ストーブ火災の9割は、
11月から3月にかけて発生してい
ます（平成29年中）。

　見た目には直火（炎）がなく
安全に思えますが、暖房器具で
あり、高熱を発することに変わ
りありません。電気ストーブの
使用に際しては、周囲に燃えや
すいものを置かない、外出時や
就寝時には必ず消す、ストーブ
の近くで洗濯物を乾かさない等、
注意が必要です。
　また、電気製品は長時間の使
用によって、内部の部品に劣化
や摩耗が生じ、発火の原因とな
ることがあります。使用中不具
合を感じたときは、使用を中止
し専門の業者に点検してもらい
ましょう。

6 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先
でも充電できる「モバイルバッ
テリー」などが急速に普及し、
これらに使用されているリチウ
ムイオン電池、リチウムポリ
マー電池などの火災が増加して
います。

　平成29年中、モバイルバッテ
リー、スマートフォン、タブ
レット、電子たばこ、ノートパ
ソコンなどに使用されているリ
チウムイオン電池関連から出火
した火災は56件で、前年と比べ
て1件増加し、最近5年間で最も
多い件数となっています。
　発生した56件を製品用途別で
みると、「モバイルバッテ
リー」が11件で前年の15件から
4件の減少、次いで「ノートパソ
コン」が9件、スマートフォンな

どの「携帯電話機」が8件などと
なっており、いずれも前年より
増加しています。
　また、発生した56件のうち、
18件が使用を誤って出火してお
り、具体的には、「充電方法を
誤った」、「分解しようとして
外部から衝撃を与えた」、
「誤って穴を開けた」などがあ
ります。
　リチウムイオン電池関連の製
品から出火する火災は年々増加
しており、誤った方法により出
火するのはもちろんのこと、通
常の使用方法でも出火する場合
もあるので注意が必要です。

7 トラッキング現象
　 による火災

　トラッキング現象とは、コン
セントに差し込んだプラグの差
し刃間に付着した綿ぼこり等が
湿気を帯びて微小なスパークを
繰り返し、やがて差し刃間に電
気回路が形成され出火する現象
を言います。
　トラッキング現象による火災
は、隠れた部分で発生すること

から、発見が遅れて思わぬ被害
に繋がる場合があります。
　平成29年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラ
グや電気機器の電源プラグのト
ラッキング現象による火災が34
件発生し、前年の28件から6件増
加しています。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。長時間差
したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。
　特に、ほこりや湿気の多い環
境で使われているものや、家具
等の陰に隠れているものには注
意しましょう。

8 平成29年中の
　 電気火災事例

■事例1
フロアコンセントの蓋に電源
コードを挟み込んで出火した
火災

（出火階・箇所）
14階・会議室

（被害状況）
建物ぼや1棟
サーキュレータ1
フロアコンセントカバー
カーペット各若干焼損
　この火災は、複合用途建物の
14階事務所内の会議室から出火
したものです。
　出火原因は、サーキュレータ
の電源コードをフロアコンセン
トボックスのふたで挟み込んだ
ままふたを踏んだため、電線被

覆が損傷して、地絡し出火した
ものです。
　社員が会議室を使用中にフロ
アコンセント付近から火花が出
るのを発見しました。

■事例2
電子レンジで冷凍ごはんが過
熱され出火した火災

（出火階・箇所）
1階・台所

（被害状況）
建物ぼや1棟　
食材若干焼損

　この火災は、複合用途建物の1
階台所から出火したものです。
　出火原因は、社員（20歳代女性）
が、冷凍ごはんを電子レンジに
入れて800Ｗ5分に設定して加熱
を始めましたが、設定時間が長
かったため、時間の経過ととも
に冷凍ごはんが過熱され出火し
たものです。
　社員が朝食準備で冷凍ごはん
を電子レンジに入れ加熱開始し
たあと、他の作業をしていると
自動火災報知設備のベルが鳴動
したため台所に向かうと、電子
レンジから煙が上がっているの
を発見しました。

■事例3
電気ストーブに可燃物が接触
して出火し、死者が発生した
火災

（出火階・箇所）
1階・居室

（被害状況）
建物半焼1棟　90㎡等焼損
死者1人、負傷者2人

　出火原因は、1階の居室で使用
していた電気ストーブに何らか

電気火災を防ごう
【グラフ１】　出火原因別状況 【グラフ2】　主な家庭電気製品の出火件数の推移
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電気ストーブに布団が接触し出火した
実験の様子

電気ストーブにパジャマが接触し出火した
実験の様子

リチウムポリマー電池を他機器の充電器で
充電し出火

1,152件 　維持管理不適
 520件
45.1％

取扱方法不良 
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21.7％

取扱位置不適 58件 5.0％

構造機構不良・改悪する
56件 4.9％

設置（取付）工事
方法不良

55件 4.8％
可燃物の取扱不適

32件 2.8％火気の取扱不適 26件 2.3％

設置（取付）位置不適
20件 1.7％
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の原因で衣類等が接触し出火し
たものです。
　出火した際に地下の事務所に
は5人の従業員、住宅の1階部分
には1人、2階と3階には各1人
（火元者と妻）の計8人が建物内
にいました。
　事務所の従業員が屋外に出た
際に1階のドアから煙が出ている

のを発見したため他の従業員に
通報を依頼し、近隣の駅の消火
器や付近の住宅の散水栓を借り
るなどして初期消火を行いまし
たが、火の勢いが強く消火でき
ませんでした。
　3階にいた火元者は階段から上
昇してきた煙で下階に降りるこ
とができず屋上に避難し、2階に

いた妻も下階への避難をあきら
め、窓から外壁に設置されてい
るネットをつたい避難しました。
1階にいた火元者の母親は火災に
気がつき2階へ避難した後に消防
隊により救助されましたが、病
院で死亡が確認されています。
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特　集 2

　電気は、私たちの日常生活に
おいて必要不可欠なエネルギー
として社会の隅々まで深く浸透
しています。その一方、電気や
電気機器にかかわる火災は、東
京消防庁管内で、毎年1,000件前
後発生しています。
　これらの火災の主な原因は、
使用者の維持管理の不適や、取
扱いの不注意によるものなどが
あげられます。
　東京消防庁では、電気や電気
機器にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、電気に起
因する火災の予防対策の普及に
努めています。電気や電気製品
の安全な取扱いの知識を深めま
しょう。

1 電気火災の実態

　平成29年中、東京消防庁管内
では4,204件（治外法権火災1件

を除く）の火災が発生していま
す。そのうち電気機器などによ
る火災（以下「電気火災」とい
う）は1,152件で、前年と比べて
100件増加し、全火災件数の
27.4％を占めています。

2 電気火災による
　 死傷者の状況

　平成29年中の電気火災による
死者は13人で、前年と比べて2人
増加し、負傷者は171人で、前年
と比べて21人減少しています
（表参照）。

3 電気火災の
　 出火要因別発生状況

　平成29年中の電気火災1,152件
の出火要因をみると、｢維持管理
不適｣が520件、｢取扱方法不良｣
が250件、「取扱位置不適」が

58件、「構造機構不良・改悪す
る」が56件などとなっており、
使用者の取り扱いに起因する火
災がほとんどです（グラフ1参
照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書
などを良く読み、正しく使用し
ましょう。

4 身近な家庭電器製品
　 の火災

　平成29年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
電気ストーブが100件、コードが
73件、差込みプラグが64件、コ
ンセントが59件、リチウムイオ
ン電池が56件、電子レンジが45
件などとなっています（グラフ2
参照）。

5 電気ストーブ火災を
　 防ごう

　グラフ2で分かるように、主な
家庭電気製品の出火件数トップ
である電気ストーブについてで
すが、これからの季節、電気ス
トーブを使用する機会が増えま
す。電気ストーブ火災の9割は、
11月から3月にかけて発生してい
ます（平成29年中）。

　見た目には直火（炎）がなく
安全に思えますが、暖房器具で
あり、高熱を発することに変わ
りありません。電気ストーブの
使用に際しては、周囲に燃えや
すいものを置かない、外出時や
就寝時には必ず消す、ストーブ
の近くで洗濯物を乾かさない等、
注意が必要です。
　また、電気製品は長時間の使
用によって、内部の部品に劣化
や摩耗が生じ、発火の原因とな
ることがあります。使用中不具
合を感じたときは、使用を中止
し専門の業者に点検してもらい
ましょう。

6 リチウムイオン電池
　 関連による火災

　近年、携帯端末などを外出先
でも充電できる「モバイルバッ
テリー」などが急速に普及し、
これらに使用されているリチウ
ムイオン電池、リチウムポリ
マー電池などの火災が増加して
います。

　平成29年中、モバイルバッテ
リー、スマートフォン、タブ
レット、電子たばこ、ノートパ
ソコンなどに使用されているリ
チウムイオン電池関連から出火
した火災は56件で、前年と比べ
て1件増加し、最近5年間で最も
多い件数となっています。
　発生した56件を製品用途別で
みると、「モバイルバッテ
リー」が11件で前年の15件から
4件の減少、次いで「ノートパソ
コン」が9件、スマートフォンな

どの「携帯電話機」が8件などと
なっており、いずれも前年より
増加しています。
　また、発生した56件のうち、
18件が使用を誤って出火してお
り、具体的には、「充電方法を
誤った」、「分解しようとして
外部から衝撃を与えた」、
「誤って穴を開けた」などがあ
ります。
　リチウムイオン電池関連の製
品から出火する火災は年々増加
しており、誤った方法により出
火するのはもちろんのこと、通
常の使用方法でも出火する場合
もあるので注意が必要です。

7 トラッキング現象
　 による火災

　トラッキング現象とは、コン
セントに差し込んだプラグの差
し刃間に付着した綿ぼこり等が
湿気を帯びて微小なスパークを
繰り返し、やがて差し刃間に電
気回路が形成され出火する現象
を言います。
　トラッキング現象による火災
は、隠れた部分で発生すること

から、発見が遅れて思わぬ被害
に繋がる場合があります。
　平成29年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラ
グや電気機器の電源プラグのト
ラッキング現象による火災が34
件発生し、前年の28件から6件増
加しています。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。長時間差
したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。
　特に、ほこりや湿気の多い環
境で使われているものや、家具
等の陰に隠れているものには注
意しましょう。

8 平成29年中の
　 電気火災事例

■事例1
フロアコンセントの蓋に電源
コードを挟み込んで出火した
火災

（出火階・箇所）
14階・会議室

（被害状況）
建物ぼや1棟
サーキュレータ1
フロアコンセントカバー
カーペット各若干焼損
　この火災は、複合用途建物の
14階事務所内の会議室から出火
したものです。
　出火原因は、サーキュレータ
の電源コードをフロアコンセン
トボックスのふたで挟み込んだ
ままふたを踏んだため、電線被

覆が損傷して、地絡し出火した
ものです。
　社員が会議室を使用中にフロ
アコンセント付近から火花が出
るのを発見しました。

■事例2
電子レンジで冷凍ごはんが過
熱され出火した火災

（出火階・箇所）
1階・台所

（被害状況）
建物ぼや1棟　
食材若干焼損
　この火災は、複合用途建物の1
階台所から出火したものです。
　出火原因は、社員（20歳代女性）
が、冷凍ごはんを電子レンジに
入れて800Ｗ5分に設定して加熱
を始めましたが、設定時間が長
かったため、時間の経過ととも
に冷凍ごはんが過熱され出火し
たものです。
　社員が朝食準備で冷凍ごはん
を電子レンジに入れ加熱開始し
たあと、他の作業をしていると
自動火災報知設備のベルが鳴動
したため台所に向かうと、電子
レンジから煙が上がっているの
を発見しました。

■事例3
電気ストーブに可燃物が接触
して出火し、死者が発生した
火災

（出火階・箇所）
1階・居室

（被害状況）
建物半焼1棟　90㎡等焼損
死者1人、負傷者2人

　出火原因は、1階の居室で使用
していた電気ストーブに何らか

電気火災を防ごう

トラッキング（再現）

トラッキング図解

差込みプラグ

コード
壁付コンセント

屋内線

トラッキング

9 電気火災を防ぐポイント

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

◆故障した場合は、自分で分
解せず、専門の業者に修理
を依頼しましょう。

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

◆普段から、使用後は電気器
具のスイッチを必ず切ると
ともに、差込みプラグをコン
セントから抜く習慣を身につ
けましょう。

◆地震後、避難する前にアン
ペアブレーカーを切り、電気
に起因する火災の発生を防
止しましょう。

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

◆差込みプラグは、コンセント
と緩みがないか点検しま
しょう。
◆コードが家具などの下敷き
になったり、押しつけなどに
より傷ついたりしないように
注意しましょう。

◆コードを束ねたり、ねじれた
ままの状態で使用したりし
ないようにしましょう。

◆物置きやクローゼット内の白
熱電球の近くに、衣類や寝
具を置かないようにしま
しょう。
◆点灯中の白熱電球の温度は
高温となっているので、接
触によるやけどに注意しま
しょう。
◆クリップ式の白熱電球は、傾
きや緩みでずれていないか
点検しましょう。

◆こんろの上方など、コードが
加熱されるような場所での
使用はやめましょう。

◆コードを柱などにステップル
止めをするのはやめましょう。

◆コンセントやコードには、使
用できる電気の容量に制限
があります。表示されている
容量を確認して使用しま
しょう。
◆心線（コードなどの中心部に
ある銅線）同士をねじり合わ
せて、直接つなげて使用す
ることは危険です。コードに
不具合が生じた時は、専門
の業者に点検を依頼し、修
理してから使用しましょう。

◆コード短絡保護機能付分電
盤を設置しましょう。

コンセント・プラグ・コード 白熱電灯・蛍光灯

電気製品全般

地震、風水害時の火災等防止対策

◆蛍光灯の安定器は、定期的
に点検や交換を行いま
しょう。
◆照明器具に衣類やタオルな
どの物をのせたり、覆いかぶ
せたりしないようにしましょう。

◆照明器具を使用した後は、
スイッチを必ず切り、安全を
確認しましょう。

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

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

◆断線したり、垂れ下がったり
している電線には、絶対に
触れないようにしましょう。

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

!

OFF

MAINTE-
NANCE

OFF

OFF

の原因で衣類等が接触し出火し
たものです。
　出火した際に地下の事務所に
は5人の従業員、住宅の1階部分
には1人、2階と3階には各1人
（火元者と妻）の計8人が建物内
にいました。
　事務所の従業員が屋外に出た
際に1階のドアから煙が出ている

のを発見したため他の従業員に
通報を依頼し、近隣の駅の消火
器や付近の住宅の散水栓を借り
るなどして初期消火を行いまし
たが、火の勢いが強く消火でき
ませんでした。
　3階にいた火元者は階段から上
昇してきた煙で下階に降りるこ
とができず屋上に避難し、2階に

いた妻も下階への避難をあきら
め、窓から外壁に設置されてい
るネットをつたい避難しました。
1階にいた火元者の母親は火災に
気がつき2階へ避難した後に消防
隊により救助されましたが、病
院で死亡が確認されています。
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第147 回

静岡県◎三島市
三島市立公園楽寿園
静岡県の玄関口でもある三島駅。
その南に位置する「楽寿園」では、富士山からの湧水、四季折々の植物など
美しい自然を満喫できるときき、さっそく訪れた。

　三島駅南口から徒歩3分のところにある「楽寿園」
は明治維新で活躍した小松宮彰仁親王が明治23年に
別邸として造営されたもので、昭和27年から市立公
園として三島市が管理運営している。その美しさか
ら昭和29年には国の「天然記念物及び名勝」に指定
された。75,474㎡もの広さを誇る園内は樹々が鬱蒼
と茂っていて、“エキチカ”とは思えないほど自然
が豊かだ。
　園内を散策していると、いたるところに露出した
溶岩を見ることができる。それらは約1万7000年前、
富士山噴火の際に噴出した溶岩（三島溶岩流）が、
約40km流れ下り、たどりついたもの。溶岩の表面
が押し上げられてできた「溶岩塚」や、流動しなが

DATA: 三島市立公園楽寿園

ら固まり縄を並べたような模様となった「縄状溶岩」
なども間近に目にすることができるため、地質学上
貴重な場所だという。パワフルな火山活動の痕跡で
もある溶岩の上に根を張り、育っている樹木も生命
力に満ち溢れている。
　三島が「水の都」と言われているのは、そんな溶
岩流の中を流れてきた富士山の雪解け水が市内のあ
ちこちに湧き出しているから。楽寿園の「小浜池」
もそのうちのひとつだ。富士山の積雪量や雨量で水
位が異なるため、季節によって多様な表情を見せる
のが魅力だ。水をたたえているときは、もちろん美
しいが、渇水時は池の底にあるゴツゴツした溶岩が
顔を出すため、それもまた一興である。

　そんな池とともに美しい景色を作っているのが
「楽寿館」。昭和49年、三島市の文化財として指定さ
れた京間風の高床式数寄屋造りの建物だ。内部は1
日6回（時間はDATAを参照）行われるガイドつき
の見学ツアーで見ることができるので、ぜひ時間を
合わせて参加したい。
　邸内は「小浜池」に突き出すように建てられた「楽
寿の間」をはじめ、「不老の間」「柏葉の間」「ホール」
など、いくつかの部屋が中庭を囲むようにあり、そ
れぞれ廊下でつながっている。建築材は全国から上
質なものを吟味して集めただけあり、床柱、欄間、
障子など、ひとつひとつが味わい深い。ふすま、杉
板戸、天井に描かれた装飾絵画も見事だ。作者は野
口幽谷、滝和亭など帝室技芸員（現在の人間国宝に
あたる）6人を含む、明治を代表する日本画家たち。
彼らが競って腕を振るった作品は、どれも素晴らし
く、美術に詳しくなくても感動するはずだ。宮様は

「不老の間」のいざよい窓から臨む池の景色を好ん
だらしく、これを見ると「年をとるのを忘れてしま
う」とおっしゃったそう。せっかくなので腰をかがめ、
宮様になった気分で眺めてみよう。
　メリーゴーランドや豆汽車に乗ることができる
「のりもの広場」、ワラビーやレッサーパンダなどが
飼育されている「どうぶつ広場」が併設されている
ので、子どもと一緒に出掛けるのも楽しいだろう。
土・日・祝日には与那国馬・ポニーの乗馬体験も可
能だ（4歳～小学校6年生まで、詳細はDATA参照）。
それ以外にも三島の歴史文化を学ぶことができる
「郷土資料館」、無料で休憩できるお休み処もあるの
で、時間の許す限り満喫したい。
　毎年10月30日～11月30日までの約1カ月間は、
開園当初から60年以上続いている「菊まつり」が行
われる予定。約6,000鉢の菊で彩られた園内は見ご
たえ十分なので、ぜひ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！

静岡県三島市一番町19-3［TEL］055-975-2570

： 東名高速沼津ICより約30分。
： JR三島駅南口より徒歩3分。
： 9:00～16:30（4～10月は9:00～17:00。最終入園は閉園30分前まで）
： 個人300円、学生は学生証提示にて無料。
： 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始。

：
 9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30（各30分）ツアー開始時間
 前に建物入口に集合。
： ポニーと与那国馬は隔週で交代。土日祝日11：00、14；00。各回先着10名

車 の 場 合
電車の場合
開 園 時 間
入 園 料
休 園 日
楽寿館見学
ツアー
乗 馬 体 験

立ち寄り観光名所

● 伊豆フルーツパーク　TEL： 055-971-1151
2013年にオープンした伊豆フルーツパーク。館内は季節に応じたフルーツの体験狩り、えびせ
ん工場見学、お土産コーナーなどの施設がある。10月からはみかん狩りが旬（料金はHP参照）。
レストランでは、天気がよければ富士山を眺めながらの食事も可能だ。8:30～18:30。年中無休

● 三島スカイウォーク　TEL： 055-972-0084
日本一長い（全長400ｍ、高さ70.6ｍ）歩行者専用の大吊橋。橋の上からは富士山はもちろん、
駿河湾、箱根の山々を堪能することができる。併設された全面ガラス張りのスカイガーデンも
必見。9:00～17:00（チケット販売は30分前まで）。大人1,000円ほか。悪天候の場合は渡橋制
限あり

溶岩の間から流れ出た湧水でできた「小浜池」。
水位は時期によって変化する

JR三島駅のすぐそばにある緑豊かな公園。
数多くの樹木や富士山の湧水が美しい

「楽寿館」のガイド付きツアーは、開始時間前に、この場所（建物入口）に集合

（記事提供　電気新聞）

1

2
3

4

約1万7,000年前、富士山噴火の際に流れた溶岩、いわゆる“三島溶岩
流”を園内のいたるところで見ることができる
溶岩が押し流されながら固まり、縄のような模様となった“縄状溶岩”
土日祝日はポニーの乗馬体験実施中！　おだやかで大人しい与那国馬が
待っている
開園当初からつづく人気のイベント「菊まつり」。今年は10月30日から11月
30日まで開催予定だ（期間中閉園日なし）

楽寿の間の次の間から望む小浜池

1

4

2
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電路の保護装置─

第 回

電気事業法と各種手続き（10）

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10回目は、機器・設備を過電流や地絡などから守るため
電路に設置する保護装置の役割や施設方法を解説します。

A 　電路は、電気設備技術基準（電技）で「通常

の使用状態で電気が通じているところ」と定

義されています。故障時のみ電流が流れる接地線や、

誘導により副次的に電位が生じる金属などは電路と

はみなされません。

　電路に似た単語に「電線路」があります。これは、

発電所、変電所、電気使用場所などを結ぶ電線とそ

の支持物などを指します。

（記事提供　電気新聞）

62
　一般住宅などの低圧電路でよく使用される保護装置に配線用遮断器と漏電遮断器があります。配線用
遮断器が短絡や過負荷による過電流からの保護を目的としているのに対し、漏電遮断器は地絡による感
電の防止を目的としています。漏電遮断器は地絡遮断装置の一種といえます。ただし、多くの漏電遮断
器は配線用遮断器の機能も内蔵しています。
　漏電遮断器を正確に動作させ感電事故を防ぐには、接地をしっかり施設しておくことが大切です。漏
電電流が接地線を通って大地へ流れることで、漏電遮断器が確実に検知できるようになります。

配線用遮断器と漏電遮断器

▶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。各種保護装置の施設についても

さまざまなアドバイスを行っておりますの

で、お悩みの際は担当検査員かお近くの事業

所にご相談ください。

A 　電路に過大な電流が流れたり地絡が発生し

たりすると、電線や電気機械器具が損傷する

ほか、火災や感電事故の原因となるおそれがありま

す。また、事故が起きた施設構内だけでなく外部に

影響が波及する場合もあります。

　それらを防ぐために保

護装置が必要であり、電

技や電気設備技術基準の

解釈（電技解釈）でその

施設について定めていま

す。具体的な保護装置と

しては、過電流遮断器、

地絡遮断装置、避雷器な

どがあります。

Q 2 電路にはなぜ保護装置が
必要なのですか？

Q 1 「電路」とは何ですか？

A 　電技第14条では「電路の必要な箇所には、

過電流による過熱焼損から電線及び電気機械

器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、

過電流遮断器を施設しなければならない」と定めて

います。短絡や過負荷などで大電流が流れたとき、

速やかにそれを止める役割があります。

　過電流遮断器には、ヒューズや配線用遮断器（ブ

レーカー）などの種類があります。ヒューズは大電

流が流れると熱で溶断し、回路を切り離します。基

本的に使い切りで、作動したら交換する必要があり

ます。ブレーカーは、過電流が流れると自動でスイ

ッチが切れ電路を開放する機構を内蔵しています。

Q 3 過電流遮断器の
役割と種類を教えてください。

A 　過電流遮断器は、施設する箇所を通過す

る短絡電流を遮断する能力がなければなり

ません。ただし低圧電路では一定の条件下で、当

該箇所より電源側にその短絡電流を遮断できる過

電流遮断器を設ければ、当該箇所にはそれより能

力の小さい配線用遮断器を設置できる場合があり

ます。また、高圧・特別高圧電路に施設する過電

流遮断器は、原則として開閉状態を表示する装置

が必要です。

　過電流遮断器は動作するまでの時間も重要です。

Q 4 過電流遮断器の施設について、
注意しなければいけないことは？

A 　電技第15条では「電路には、地絡が生じ

た場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、

感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施

設その他の適切な措置を講じなければならない」と

定めています。地絡は電線の絶縁劣化や他の工作物

との接触、変圧器の混触などによって起きます。地

絡遮断装置は零相変流器と地絡継電器などで構成さ

れており、地絡による事故電流を検知して電路を開

放し、事故の発生・拡大を防ぎます。

A 　雷による異常電圧で電路および電路に接続

する電気設備が損壊するのを防ぐのが避雷器

の役割です。電技第49条および電技解釈第37条で、

①発変電所等の架空電線引込口及び引出口②架空電

線路に接続する特別高圧配電用変圧器の高圧側及び

特高側③高圧架空電線路から供給を受ける受電電力

容量500kW以上の需要場所の引込口④特別高圧架空

電線路から供給を受ける需要場所の引込口──には

避雷器を施設することが義務付けられています。

　高圧・特高電路に施設する避雷器には、原則とし

てA種接地工事（接地抵抗値は10Ω以下）を施す必

要があります。ただし高圧架空電線路の避雷器は一

定の条件下で、より接地抵抗値が大きくてもよい場

合が規定されています。

Q 5 地絡遮断装置の
役割を教えてください。

Q 6 地絡遮断装置を施設する際の
ポイントは？

A 　電技解釈第36条に地絡遮断装置の施設に

ついて具体的に定められています。低圧電路

では、①金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超え

る低圧の機械器具に電気を供給する電路②高圧また

は特別高圧電路と変圧器で結合される、使用電圧が

300Vを超える低圧電路──には原則として地絡遮断

装置の施設が必要です。ただし装置が省略できる場

合も定められており、例えば①では機械器具に簡易

接触防護を施す場合、機械器具を乾燥した場所に施

Q 7 避雷器の役割と、施設する際に
注意する点は何ですか？

電技解釈第33条では低圧電路に施設するヒューズや

配線用遮断器について、定格電流の大きさごとに、

何分以内に溶断・動作しなければならないか性能が

規定されています。施設する箇所に合った製品を選

んでください。

　また、接地線や多線式電路の中性線などは、遮断

すると接地の意味がなくなったり、過電圧を招いた

りするので過電流保護を設置してはいけません。

設する場合、機械器具がゴム等の絶縁物で被覆され

ている場合などが該当します。

　高圧・特別高圧電路では、①発変電所等の引出口

②他の者から供給を受ける受電点③配電用変圧器

（単巻変圧器を除く）の施設箇所──に施設すること

が定められています。



夏場はナイター乗馬も可能

理事長
青木　孝さん
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

省エネトップランナー制度見直しへ
IoT活用など積極評価／資源エネルギー庁

EV次世代充電規格、日中で統一
チャデモ協議会、世界標準化視野に

　商用製品の省エネルギー性能向上を目的に導入さ

れている「トップランナー制度」について、経済産

業省・資源エネルギー庁は、新たな基準の策定や制

度の運用改善を進める方針です。同制度は、基準値

策定時点で最も効率の高い機器（トップランナー）

の値を目標とし、一定期間内に各社の製品がその値

を超えることを目指す制度です。新基準の策定では、

IoT（モノのインターネット）の活用などを積極的に

評価できる仕組みも取り入れる方針です。

　同制度は、エネルギー消費機器の製造・輸入企

業が対象。省エネルギー法が1998年に改正された

のを機に、自動車や家電などを対象に導入されま

した。現行のトップランナーの効率をベースに製

品開発期間や技術進歩などを勘案し、3～10年程

度先の性能目標値を機器ごとに定め、達成を求め

ます。目標年度になると事業者から報告を徴収し、

国が達成状況を確認。効率改善に向けた努力を怠

っている事業者には勧告・公表などの措置がとら

れます。

　同制度は現在29機器が対象となっています。この

うち目標年度を迎えた機器については、エネルギー

消費量・消費効率の改善余地などを考慮し、優先順

位をつけて次期基準の策定を進めます。

　2018年度は家庭用エアコン、液晶・プラズマテレ

ビ、ヒートポンプ給湯機など7機器について、基準

策定の審議を始める予定です。エネルギー消費性能

のさらなる向上を促す目的から、IoTなど新技術を

活用している製品をより積極的に評価できる仕組み

を新たに設ける方針です。

　エネ庁によると、それぞれの機器で消費性能が向

上している一方、目標年度までに基準に達しなかっ

た事業者が目標をクリアするまでに要する年数は延

びる傾向にあり、事業者間の取り組み具合は差が広

がっているとのことです。このためエネ庁は、勧告

制度の活用を含め、より弾力的な規制を進めていき

たいとしています。

　電気自動車（EV）の急速充電規格「CHAdeMO（チャ

デモ）」を推進するCHAdeMO協議会（会長＝志賀俊

之・日産自動車取締役）は、次世代急速充電規格を

中国の業界団体と連携して開発すると発表しまし

た。2020年をめどに、充電器の出力を現在の約10倍

となる500kW超まで高めることを目指します。急速

充電の規格は日本、中国、欧州などが開発を進めて

おり、日中両国は次世代規格を統一することで世界

標準化も視野に入れています。

　中国の電力業界団体「中国電力企業連合会」は現

在、急速充電規格として出力50kWの「GB/T」を推

進しています。日本で主流のチャデモ規格の急速充

電器も同じく出力50kW。出力を500kWまで高めら

れれば1つの充電器に出力50kWの充電口を10個設

置し同時充電が可能になるため、EV利用者の充電待

ちを回避できます。

　また、出力を高めて充電時間を短縮することも期

待できますが、それには蓄電池の受電性能向上が必

要です。受電性能が高まればフル充電までの時間が

10分以下になる可能性もあります。

　共同開発は主に中国がプロジェクトを進め、チャ

デモ協議会の研究グループが技術と知見を伝達。

日本は研究の進捗と方向性の確認も行う計画です。

　日中で充電規格を統一することで、欧米メーカー

が推奨する急速充電規格「コンボ」にも影響があ

りそうです。現在の急速充電器の設置台数はGB/T

が約22万基でチャデモが約18,000基、コンボが約

7,000基。日中が連携すると、世界に設置してある

急速充電器の95％超を占めることになります。

　チャデモ協議会の吉田誠事務局長は「安全面とコ

スト面も含めて世界レベルの規格にしたい。欧米

メーカーの参画も歓迎する」としています。

（記事提供　電気新聞）

【群馬県馬事公苑】　群馬県前橋市富士見町小暮2425　
[TEL]  027-288-7002　[URL]  http://gunma-bajikouen.jp/

群馬県前橋市富士見町

　県の中部に位置し、赤城山の南西
に広がる町です。四季を通じて豊かな
自然に彩られており、多くの観光客が
訪れます。特に紅葉の季節になると、
前橋市中心から赤城山にかけての国
道4号線沿いは大変にぎわいます。

群馬県馬事公苑

　昭和58年のあかぎ国体の馬術で
総合優勝したのを契機に、群馬県
におけるさらなる乗馬振興のため、
国体の馬術会場跡地を整備し、昭
和61年4月に開苑しました。以来30
年以上にわたって乗馬人口の底辺
拡大に努めています。
　「いつでも、だれでも、手軽に乗
馬」をモットーに一般の誰もが利
用できることが特徴の県有乗馬施
設ですが、全日本大会、関東ブロッ
ク大会、群馬県大会、馬事公苑大会
等々の開催実績のある本格的競技
場でもあります。まさにビジター
からベテランまで、乗馬の醍醐味

を思う存分に楽しめる施設です。
馬事公苑の所有馬は26頭（乗用馬
22頭、ポニー 4頭）で、自馬を持ち込
んでの練習も可能です。ナイター
照明設備も完備し、夏の暑い時期、
夜間練習が可能です。国体の優勝
経験者を含む5名のインストラク
ターがレッスンを承っています。
このような様々な特徴を持つ乗馬
施設は全国的にも珍しいです。

楽しみ方

　理事長の青木孝さんに、群馬県馬
事公苑の見どころなどをお伺いしま
した。
　県有施設で、県有馬が在籍してい
ますが、その中には競走馬上がりの
寄贈馬も何頭かいます。競走馬時代
の名前を変えずにいますので、競馬
ファンの方にはご存知な馬もいるかも
しれません。ご利用者の男女比は、お
よそ男性35％、女性65％ということで、
女性がやや多めです。お子様は3歳
からポニーの引馬を楽しめ、小学3年
生から一般乗馬に参加できます。中

には88歳の元気
な利用者もいて、
まさに老若男女、
幅広く利用されて
います。
　乗馬の魅力は、心身のリラックス
ができ、リフレッシュに最適なこと
です。年齢や性別といった枠がな
く、みんなで楽しめるスポーツです。

体力の低下が気になる方でも無理な
く全身の筋肉を使うことでバランス
感覚が養われます。お子様にとって
の乗馬はスポーツとしての楽しみや、
身体機能の発育・改善がはかれるだ
けでなく、動物への愛情や思いやり
を学ぶことにつながります。乗馬をさ
れている方の多くが自然に姿勢が良
くなります。
　また、馬事公苑独自の魅力といえ
ば、県有施設ということで、価格的に
魅力あるご利用料金の設定となって
おり、ビジターの方にも門戸が広いと
いうことと、ナイター設備があるので
夜間利用が可能という点です。さら
に屋内馬場もあるので雨・雪・風が
強くても乗馬が楽しめます。松林に
囲まれた馬場の中を、ゆったりと楽し
みながら馬に乗って風を切って走る
爽快感を体験してみませんか？

本格的な乗馬を手軽に体験できる群馬県馬事公苑

第

回
48  群馬県馬事公苑

群馬県

受付時間：8:30～17:15　夏場はナイター乗馬あり（要予約）
休 苑 日：火曜日（祝日の場合翌平日）、12月29日～1月3日
利用料金：一般乗馬（1頭45分）　一般指導付き5,000円、高校生以下指導付き4,000円
　　　　　ポニーの引馬乗馬（馬道1周）　一般600円、小学生以下400円　　など
アクセス：JR両毛線前橋駅、上毛電鉄中央前橋駅から関越交通バス、畜産試験場入り口下車、徒歩5分。
　　　　　自動車の場合、関越自動車道赤城I.C.から約20分、北関東自動車道伊勢崎I.C.から約30分、
　　　　　JR前橋駅から約30分

屋内馬場で天候が悪いときでも乗馬できる

ポニーの引馬は3歳から楽しめる



22 23電気と保安 2018年 11・12月号 電気と保安 2018年 11・12月号

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

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

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

住宅の配線に単相2線式、単相3
線式という種類があるそうですが、
違いは何ですか？

本の間の電位差は100Vであり、

使用できる電圧も100V固定です。

また、基本的に契約電力が30A

以下の場合に使用されます。

　以前はよく使われていました

が、家庭でも200Vで動く機器が

増えたことと、家庭内の電気製

品が増え30Aでは容量が足りな

い場合が増えていることから、

現在は次の単相3線式が大半とな

っています。

単相3線式
　3本一組の電線・ケーブルを用

いる方式です。1本の中性線（白

線）と、中性線に対し100Vの電

位差がある2本の電圧線（黒線、

赤線）で構成されます。黒―白

または赤―白間で100V、黒―赤

間で200Vという2種類の電圧を

利用できます。出力の大きいエ

アコンやIHクッキングヒーター

など、200Vの機器を使用するに

はこの方式が必要です。

　気をつけなければいけないこ

ととして、100Vの負荷が黒―白

と赤―白のどちらかに偏って接

続されている場合、何らかの理

由で中性線が欠相すると電圧の

バランスが崩れ、負荷が軽いほ

うの電圧が高く、重いほうの電

圧が低くなります。特に電圧が

高くなった方は、100V機器に

200V近い電圧がかかり、過熱・

焼損するおそれがあります。中

性線欠相時に自動的に回路を遮

断する「中性線欠相保護機能付

遮断器」を幹線に設置しましょう。

三相3線式
　3本の電線を用い、3組の単相

交流の電気を送る方式です。本来、

単相1組につき2本で計6本の電

線が必要なはずですが、交流電

圧が変化するタイミングを相ご

とに適切にずらすことで、3本

で6本分の電気を送ることがで

きます。

　各電線間の電圧は200Vです。

主にモーターやポンプなどの動

力用として利用されます。

　一般的に街中の配電

線には高圧6,600Vの電

気が流れています。そ

れを電柱上の変圧器などで100V

や200Vに下げ、引込み線を通じ

て住宅などに供給します。この

とき、引込み線や宅内配線の方

式として単相2線式と単相3線式

があります。また、ビルや工場

などには三相3線式という方式が

用いられることもあります。

単相2線式
　2本一組の電線・ケーブルを用

いる最もシンプルな方式です。2

電気設備の更新
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● お掃除には、乾いた布をご使用ください。
● コンセント表面やプラグに焦げ痕がある場合は、
早急に交換してください（コンセントの交換はお
近くの電気工事店に、またプラグの交換は購入し
た電気店などにご相談ください）。

点検・交換のおすすめ
配線器具・分電盤
安全点検運動

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

後援　経済産業省・東京消防庁

一般社団法人 日本配線システム工業会

月

日

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

11月11日は配線器具の日

9月1
日～

11月
30

日


