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鵺ばらい祭　静岡県
　伊豆の国市で1月下旬に新年の厄払いとして開催されるお祭りで、2019年には第54回を
迎えます。平安時代に妖怪・鵺（ぬえ）を退治したと伝えられる源頼政の妻・あやめ御前が、
市内の古奈地区の生まれという故事にちなんで行われるようになりました。
　地元中学生がこの日のために練習を重ね、鵺や頼政公に扮して舞う「鵺踊り」が祭りの
ハイライト。大鵺1匹、中鵺2匹、小鵺4匹が猛々しく、またかわいらしく踊る様は、「奇祭」
として人気があります。
　このほか、弓道家による弓のデモンストレーションや、福を呼ぶ豆まき・餅まきなども好
評を博しています。

新年のご挨拶

一般財団法人　関東電気保安協会

理事長　山口　博

　新年あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、ご家族お揃いでお健やかに新しい年をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。
　平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　さて、電気は現代社会に不可欠なエネルギーで、利便性も高いですが、その反面、的確に電気
設備を保全し、正しく使用しなければ、感電や火災、また、お客さまの事業活動に大きな支障を
引き起こす危険性があります。このため、お客さまが安心して事業活動に専念できますよう、小
さな異常も見逃さず事故を未然に防ぐこと、突然のトラブルや非常災害に素早く対応することを
旨として電気設備の安全を確保することが必要であり、職員一同、このことを、関東電気保安協
会の第一の使命と肝に銘じ、日々の保安活動に従事しております。
　昨年は、台風・集中豪雨、大規模地震など激甚化する自然災害に見舞われましたが、地球温暖
化のために異常気象が多発し、地震も活動期に入ったといわれる今日、大規模災害へ適切に備え
ることが喫緊の課題と広く認識されました。　　
　産業保安の分野では、多くの産業施設・設備の老朽化、熟練技術者の高齢化が進む中、IoT、
AI、ロボティクス等の活用により、安全性・生産性を維持・向上させる“保安のスマート化”の
取り組みが進んでいますが、これに加え、大規模災害時の事業継続に必要な設備の強靭化や災害
対応の強化の必要性が指摘されています。
　弊協会も、これまで蓄積してきました電気設備に関する技術をベースに、IoT等を活用した設
備診断の高精度化など“保安のスマート化”に取り組むとともに、大規模災害を想定した訓練を
強化するなど電気保安技術・技能の向上をはかり、“まかせて安心 確かな技術”という看板に恥
じないサービスをご提供できるよう職員一丸となって取り組んで参ります。
　本年もお客さまの声を真摯にお伺いし、お客さまにご満足頂けるよう協会を挙げて努めて参り
ますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりましてよい年になり、益々ご繁栄されますことを心からお祈り申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

安全エレちゃんのQ&A アースは電気機器の感電事故防止のために取り付けると聞きましたが、
その仕組みを教えてください。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　冬季（11～3月）は経済産業省・資源エネルギー
庁が定める「冬季の省エネルギーの取組について」
実施期間です。暖房などでエネルギー消費が増える
季節であり、特に厳冬期の2月は、盛夏期と並んで
電力需要が増加する時期になります。そこで、国民
一人ひとりに生活の中で省エネルギーを実践しても
らうよう、さまざまな活動を通じて意識高揚を図っ
ています。
　住宅・ビル等の分野については、政府が決定した
「冬季の省エネルギーの取組について」で、次のよ
うな項目が具体的な取り組み内容として挙げられて
います。（一部抜粋）
①住宅・ビル等の省エネルギー対応
●新築、増改築、改修などの際、断熱材の利用や
熱負荷低減を考慮した設計・施工を通じてエネ
ルギー消費性能向上を図る。

●販売・賃貸事業者は、建築物のエネルギー消費

●適切な電気料金メニューや、エネルギー管理シ
ステム（BEMS、HEMS等）を活用する。

②エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
●家電機器やOA機器を購入する際は、省エネル
ギーラベル（図1）や国際エネルギースターロ
ゴ（図2）などを参考に、省エネ性能の高いも
のを選ぶ。

●特に家庭用エアコン、冷蔵庫、テレビなどは、
統一省エネラベル（図3）の5段階性能表示に
留意して製品を選ぶ。

●機器の製造・輸入・小売事業者は、これらのラベル
やロゴを利用しきめ細かい情報提供に努める。

③機器の効率的な利用
●冷蔵庫はむだな開閉を控え、開閉は手早く行う。
適切な温度設定をする。周囲に放熱スペースを
確保する。

●不要な照明はこまめに消灯する。
●テレビは適切な明るさで視聴し、視聴しないと
きはこまめに消す。

●空調は適切な温度設定（暖房の場合は室温が20

私たちが利用するエネルギーの中でも、特に電気は快適で便利な生活に不可欠です。
しかし使いすぎれば二酸化炭素（CO2）排出が増えますし、電気料金もかさみます。
また、東日本大震災以降、全国的に発電所の発電能力に余裕が少ないという問題もあり、
エネルギー消費が増える冬季にも省エネに取り組むことが重要になっています。
そこで今回は、国内のエネルギー消費の現状と、省エネの実践ポイントを紹介します。

Ⅰ 冬の省エネルギー対策

Ⅱ 国内エネルギー消費の動向

℃前後を目安）とし、フィルターをこまめに掃
除する。

　「冬季の省エネルギーの取組について」ではこの
ほかに、工場・事業場分野や運輸分野の取り組み、
政府としての取り組みも掲げています。

　資源エネルギー庁「エネルギー白書2018」によ
ると、2016（平成28）年度の国内の最終エネルギ
ー消費は、前年度に比べ1.3％減少しました。実質
GDP（国内総生産）は同1.2％増加しており、それ
だけ省エネが進展していることがわかります。
　部門別に最終エネルギー消費の動向を見ると、家

でした（図6）。これらの点から、家庭の電力消費を
抑えることが、省エネ全体の中でも重点的に取り組
むべき課題といえるでしょう。

　冬季のエネルギー消費の特徴として、一日のうち
消費量が最も多い時間帯は夕方（17～19時頃）に

冬の省エネ対策 なります。気温の低下と帰宅、夕食の準備などが重
なり、暖房、照明、テレビなどが一斉に使用される
からです。これに対し、夏季は気温が高い14～15
時頃の消費量が最も多くなります。寒冷地などで冬
のピークに合わせて契約容量を設定している工場・
事務所など自家用のお客さまの場合は、この時間帯
のエネルギーの使い方を見直すことで電気の基本料
金を下げられる可能性があります。
　家庭においてこの時間帯にもっとも電気を消費し
ている機器は、暖房用にエアコンを使用しているご
家庭はエアコンです。エアコン暖房の省エネ方法と
しては、まず室温は20℃を目安に温度設定しましょ
う。暖かい服装をする、ドアや窓の開閉を減らす、
断熱効果の高いカーテンを使用する、といった工夫
でエアコンの温度設定を抑えることができます。ま
た、扇風機などを併用して暖気を循環させたり、フ
ィルターをこまめに掃除して効率低下を防ぐことも
有効です。
　また、暖房用にガス・石油ファンヒーターなどを
使用しているご家庭は、電気を最も多く消費してい
る機器は照明、次いで冷蔵庫、テレビの順になるの
が一般的です。昼が短い冬季は照明による電力消費

が増えます。不要な照明はこまめに消して省エネを
心がけましょう。LED照明などの電力消費が小さい
器具に交換することも効果的です。
　これらのほかに、無視できないのが待機時消費電
力です。内蔵時計やメモリー機能、リモコンの受信
待ちなどで、使用していない間にも微量の電力を消
費している機器は少なくありません。合計すると待
機時消費電力は家庭の全消費電力の5％程度を占め
るといわれています。便利さを損なわない範囲で、
長時間使わない機器は主電源を切ったりプラグを抜
いたりしておきましょう。また、待機時消費電力が
非常に小さい省エネ製品も出てきています。
　以下に家庭でできる冬の節電メニューをまとめて

Ⅲ 家庭の省エネチェック

　いかがでしたか。
　家庭ではライフスタイルの変化とともに電化製品
などが増え、快適さや便利さが高まる一方で電力消
費が増加しました。省エネ・節電に取り組むことは

大切ですが、そのために我慢を
強いられるのでは長続きしませ
ん。上手な省エネの方法や効率
のいい製品などの情報を活用
し、無理なく省エネに取り組ん
でいただければと思います。

ニングキッチン・浴室やトイレの部屋別の省エネの
ポイントについて、具体的に解説しています。
●電気de省エネ●
　オフィスや工場などの省エネ手法を紹介している
冊子です。デマンド監視装置を導入して契約電力を
下げる仕組みを解説しているほか、照明のLED化、
空調管理の見直し、建物の遮熱・断熱といった方法
を取り上げています。これらのパンフレットは当協
会ホームページでもお読みいただけます（https:// 
www.kdh.or.jp/safe/cm_panf.html）。
【ホームページ】
　関東電気保安協会のホームページ内でも、家庭
でできる省エネお役立ち情報を発信しています
（https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/）。

性能表示に努める。

庭部門は全体の14.4％でした（図4）。企業・事業所
等と運輸部門の消費は前年度から減少しているのに
対し、家庭部門は微増となっています。家庭のエネ
ルギー効率も機器の進化や省エネ意識の浸透で改善
していますが、業務用・産業用の分野に比べるとま
だ省エネできる余地が大きいと考えられます。

　家庭用エネルギー消費を用途別に分けると、冷房、
暖房、給湯、厨房、動力・照明他（家電の使用等）
の5つに分類できます。これらのうち伸びが著しい
のが、家電の普及・大型化やライフスタイルの変化
などによって増加している動力・照明他で、3分の1
以上を占めるようになりました（図5）。
　エネルギー源の種類別では、かつて（1965年頃
まで）は石炭が約3分の1を占めていましたが、そ
の後急減。灯油、電気、ガス（都市ガスおよびLPガス）
が約3分の1ずつを占める時期を経て、今では電気
がシェアを大きく伸ばしています。2015年度には
初めて電気の割合が5割を超え、2016年度は50.6％

　省エネ対策を行ったときに電気料金やCO2がどれ
くらい削減できるかなど、より詳しい内容を掲載し
ています。ぜひ参考にしてください。

います。どれくらい実行しているかチェックしてみ
ましょう。

【パンフレット】
●家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー●
　家庭での電気の安全な使い方や省エネの方法を紹
介しています。夏・冬の季節別や、リビング・ダイ

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

図1　省エネルギーラベルの例 図3　統一省エネラベルの例図2　国際エネルギースターロゴ 図4　最終エネルギー消費の構成比
（2016年度）

図5　家庭の用途別エネルギー消費 図6　家庭のエネルギー源別消費

13,321×1015J
2016年度
33,357×
106J/世帯

2016年度
33,357×
106J/世帯

電気
50.6％

石炭0.0％太陽熱他0.6％冷房2.3％

給湯
28.3％厨房

9.3％

　動力・照明他
（家電の
使用等）
35.9％

暖房
24.1％

家庭部門
14.4％

企業・事業所等
62.2％

運輸部門
23.4％

都市ガス
21.3％

LPガス
10.2％

灯油
17.4％

出典：経済産業省・資源エネルギー庁「エネルギー白書2018」　（注）構成比は端数処理（四捨五入）の関係で合計が100％とならないことがある。
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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
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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

2019年3月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表
ト ッ プ ラ ン ナ ー

応募総数…2,500件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

9・10月号正解

2019年5・6月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100
人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、当選
者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

右の図は統一○○○ラベルの例です。○に入る
3文字をお答えください。

◎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。

◎ご応募につきましては、お一人様 1件でお願いいたします。
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　冬季（11～3月）は経済産業省・資源エネルギー
庁が定める「冬季の省エネルギーの取組について」
実施期間です。暖房などでエネルギー消費が増える
季節であり、特に厳冬期の2月は、盛夏期と並んで
電力需要が増加する時期になります。そこで、国民
一人ひとりに生活の中で省エネルギーを実践しても
らうよう、さまざまな活動を通じて意識高揚を図っ
ています。
　住宅・ビル等の分野については、政府が決定した
「冬季の省エネルギーの取組について」で、次のよ
うな項目が具体的な取り組み内容として挙げられて
います。（一部抜粋）
①住宅・ビル等の省エネルギー対応
●新築、増改築、改修などの際、断熱材の利用や
熱負荷低減を考慮した設計・施工を通じてエネ
ルギー消費性能向上を図る。

●販売・賃貸事業者は、建築物のエネルギー消費

●適切な電気料金メニューや、エネルギー管理シ
ステム（BEMS、HEMS等）を活用する。

②エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
●家電機器やOA機器を購入する際は、省エネル
ギーラベル（図1）や国際エネルギースターロ
ゴ（図2）などを参考に、省エネ性能の高いも
のを選ぶ。

●特に家庭用エアコン、冷蔵庫、テレビなどは、
統一省エネラベル（図3）の5段階性能表示に
留意して製品を選ぶ。

●機器の製造・輸入・小売事業者は、これらのラベル
やロゴを利用しきめ細かい情報提供に努める。

③機器の効率的な利用
●冷蔵庫はむだな開閉を控え、開閉は手早く行う。
適切な温度設定をする。周囲に放熱スペースを
確保する。

●不要な照明はこまめに消灯する。
●テレビは適切な明るさで視聴し、視聴しないと
きはこまめに消す。

●空調は適切な温度設定（暖房の場合は室温が20

Ⅵ 当協会が提供する省エネ情報

℃前後を目安）とし、フィルターをこまめに掃
除する。

　「冬季の省エネルギーの取組について」ではこの
ほかに、工場・事業場分野や運輸分野の取り組み、
政府としての取り組みも掲げています。

　資源エネルギー庁「エネルギー白書2018」によ
ると、2016（平成28）年度の国内の最終エネルギ
ー消費は、前年度に比べ1.3％減少しました。実質
GDP（国内総生産）は同1.2％増加しており、それ
だけ省エネが進展していることがわかります。
　部門別に最終エネルギー消費の動向を見ると、家

でした（図6）。これらの点から、家庭の電力消費を
抑えることが、省エネ全体の中でも重点的に取り組
むべき課題といえるでしょう。

　冬季のエネルギー消費の特徴として、一日のうち
消費量が最も多い時間帯は夕方（17～19時頃）に

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

なります。気温の低下と帰宅、夕食の準備などが重
なり、暖房、照明、テレビなどが一斉に使用される
からです。これに対し、夏季は気温が高い14～15
時頃の消費量が最も多くなります。寒冷地などで冬
のピークに合わせて契約容量を設定している工場・
事務所など自家用のお客さまの場合は、この時間帯
のエネルギーの使い方を見直すことで電気の基本料
金を下げられる可能性があります。
　家庭においてこの時間帯にもっとも電気を消費し
ている機器は、暖房用にエアコンを使用しているご
家庭はエアコンです。エアコン暖房の省エネ方法と
しては、まず室温は20℃を目安に温度設定しましょ
う。暖かい服装をする、ドアや窓の開閉を減らす、
断熱効果の高いカーテンを使用する、といった工夫
でエアコンの温度設定を抑えることができます。ま
た、扇風機などを併用して暖気を循環させたり、フ
ィルターをこまめに掃除して効率低下を防ぐことも
有効です。
　また、暖房用にガス・石油ファンヒーターなどを
使用しているご家庭は、電気を最も多く消費してい
る機器は照明、次いで冷蔵庫、テレビの順になるの
が一般的です。昼が短い冬季は照明による電力消費

が増えます。不要な照明はこまめに消して省エネを
心がけましょう。LED照明などの電力消費が小さい
器具に交換することも効果的です。
　これらのほかに、無視できないのが待機時消費電
力です。内蔵時計やメモリー機能、リモコンの受信
待ちなどで、使用していない間にも微量の電力を消
費している機器は少なくありません。合計すると待
機時消費電力は家庭の全消費電力の5％程度を占め
るといわれています。便利さを損なわない範囲で、
長時間使わない機器は主電源を切ったりプラグを抜
いたりしておきましょう。また、待機時消費電力が
非常に小さい省エネ製品も出てきています。
　以下に家庭でできる冬の節電メニューをまとめて

　いかがでしたか。
　家庭ではライフスタイルの変化とともに電化製品
などが増え、快適さや便利さが高まる一方で電力消
費が増加しました。省エネ・節電に取り組むことは

大切ですが、そのために我慢を
強いられるのでは長続きしませ
ん。上手な省エネの方法や効率
のいい製品などの情報を活用
し、無理なく省エネに取り組ん
でいただければと思います。

ニングキッチン・浴室やトイレの部屋別の省エネの
ポイントについて、具体的に解説しています。
●電気de省エネ●
　オフィスや工場などの省エネ手法を紹介している
冊子です。デマンド監視装置を導入して契約電力を
下げる仕組みを解説しているほか、照明のLED化、
空調管理の見直し、建物の遮熱・断熱といった方法
を取り上げています。これらのパンフレットは当協
会ホームページでもお読みいただけます（https:// 
www.kdh.or.jp/safe/cm_panf.html）。
【ホームページ】
　関東電気保安協会のホームページ内でも、家庭
でできる省エネお役立ち情報を発信しています
（https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/）。

性能表示に努める。

庭部門は全体の14.4％でした（図4）。企業・事業所
等と運輸部門の消費は前年度から減少しているのに
対し、家庭部門は微増となっています。家庭のエネ
ルギー効率も機器の進化や省エネ意識の浸透で改善
していますが、業務用・産業用の分野に比べるとま
だ省エネできる余地が大きいと考えられます。

　家庭用エネルギー消費を用途別に分けると、冷房、
暖房、給湯、厨房、動力・照明他（家電の使用等）
の5つに分類できます。これらのうち伸びが著しい
のが、家電の普及・大型化やライフスタイルの変化
などによって増加している動力・照明他で、3分の1
以上を占めるようになりました（図5）。
　エネルギー源の種類別では、かつて（1965年頃
まで）は石炭が約3分の1を占めていましたが、そ
の後急減。灯油、電気、ガス（都市ガスおよびLPガス）
が約3分の1ずつを占める時期を経て、今では電気
がシェアを大きく伸ばしています。2015年度には
初めて電気の割合が5割を超え、2016年度は50.6％

　省エネ対策を行ったときに電気料金やCO2がどれ
くらい削減できるかなど、より詳しい内容を掲載し
ています。ぜひ参考にしてください。

います。どれくらい実行しているかチェックしてみ
ましょう。

【パンフレット】
●家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー●
　家庭での電気の安全な使い方や省エネの方法を紹
介しています。夏・冬の季節別や、リビング・ダイ

 □ 夕方に電気製品の使用が重ならないよう、家事の段取りを工夫する。

 □ 室温は 20℃前後を目安に設定し、暖房器具以外の方法でも暖かさを保つ工夫をする。
 □ こたつは上掛けなどを活用し、暖気を逃さないようにする。
 □ 電気カーペットは部屋の広さや用途に合ったものを選び、温度設定をこまめに調節する

 □ 人のいない部屋の照明はこまめに消す
 □ 明るさが落ちないようカバーや反射板などを掃除する

 □ 扉の開閉を少なくし、開けている時間を短くする
 □ 庫内にものを詰め込みすぎないようにする

 □ つけっぱなしにしたまま他の用事をしない
 □ 省電力設定を活用する

 □ 温度設定をこまめに調節し、使わないときはふたを閉める

 □ 容量の 8割程度を目安にまとめ洗いをする

 ライフスタイル

暖 房 器 具

照　　　明

冷 蔵 庫

テレビ、パソコン

温水洗浄便座

洗 濯 機

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

Check▶

冬の省エネ対策

家庭でできる冬の節電メニュー
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沼津事業本部 沼津事業所　山﨑　健

の 記 録 から現場
碍子破損により、あわや波及事故？

　波及事故は、構内電気設備
の事故が原因で付近一帯を停
電させてしまう事故のことを
いいます。社会的な影響が大
きいだけでなく、巨額の賠償
を請求されたりするおそれも
あり、電気事故の中でも特に
注意して避けなければならな
いものの一つです。

　とはいえ、どれだけ丁寧に点
検や保守を行っていても、突発
的な事故を完全に防ぐのは難し
いものです。そんなときに最後
の砦となるのが、電力会社とお
客さまとの責任分界点付近に設
置 す るGR（地 絡 継 電 器）付
PAS（高圧気中負荷開閉器）や
GR付UGS・UAS（地中線用高
圧負荷開閉器）です。今回は、
あわや波及事故という中で、こ
れらの重要性を再確認した事例
を紹介します。

◆　　◆　　◆
　お客さまから「設備が一時的
に停電した」との連絡をいただき、
現場へ急行しました。

　到着して構内の変電所内を点
検したところ、外観点検・電圧
のバランス共に問題ないことが
確認できました。そこで、お客
さまに停電時の状況を確認した

ところ、付近一帯が停電（広域
停電）していたとのことでした。
私は別のお客さまで電気事故が
発生したために、波及事故には
至らなかったが一時的に停電に
なったのだろうと考えました。
　しかし念のため、お客さま構
内1号柱は確認しておこうと、そ
の方向へ歩いていくと、構内1号
柱の真下に白い破片が散乱して
いるのを発見しました。「何だろ
う？」と思い見上げましたが周
辺は樹木があり、構内1号柱上部
の状況が確認できませんでした。
人工物のように見えるその破片
がどうしても気になり、構内1号
柱に登って確認することにしま
した。
　昇柱する事をお客さまに説明

したのち、一旦車両へ戻り、柱
上用の安全帯を準備し昇柱を開
始しました。充電中のため、屋
外ケーブル端末の碍子部が確認
できるところまで登って止まり
ました。その位置からよく見ると、
碍子全体が黒く変色し大きく破
損していることがわかりました。
1号柱の真下に落ちていたものは、
屋外ケーブル耐塩端末の碍子の
破片だったのです。この1号柱に
はPASが設置されておらず、私
はこれが広域停電の事故原因だ
と確信しました。
　端末部の碍子が大きく破損し
ているということは、絶縁劣化
等によるものではなく、何らか
の飛来物の衝撃による碍子破損
と考えられます。飛来物によっ
て碍子付近で短絡状態になり一
時的に広域停電になったものの、
飛来物が離れ短絡原因が無くな
ったことで再送電されたと思わ
れます。
　すぐにお客さまに現状を確認
していただき、緊急改修の必要

性を説明したところ、お客さま
から緊急改修工事の要請があり、
すぐに事務所へ連絡。電力会社
へ区分開閉器の開放依頼と、建
設課へ緊急改修の応援を要請し
ました。

　関係各所の協力により屋外ケ
ーブル端末部の応急対策工事を
行いました。仮復旧後、お客さ
まに波及事故になっても不思議
ではなかったことを説明し、改
めて設備更新の提案を行いまし
た。お客さまは、自分の設備が
一時的でも広域停電の原因にな
ったことに強い衝撃を受けられ
たようで、電気設備の老朽化な
どによる不意の停電の可能性や、

波及事故を防止するためのPAS
取り付けの必要性を改めて認識
していただけました。本改修で
は当該設備のPAS新規設置・ケ
ーブル交換工事に加え、お客さ
まが所有している他の設備につ
いても設備更新のご理解をいた
だき、PAS新規設置・ケーブル
交換工事を実施させていただき
ました。

◆　　◆　　◆
　碍子の破損状況や一時は広域
停電になったことを考えると、
よく波及事故にならなかったと
私自身胸をなで下ろしました。
同時に、電気設備は経年劣化に
限らず思いもよらない問題が起
きてしまうことを改めて体感し
た事例でした。皆さまも、もし
まだPASやUGS・UASを設置
されていない
場合は、速や
かに導入を検
討していただ
けるよう強く
お勧めします。

がい　し
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世界的な評価を受ける
ブルワリー

　ビール市場が縮小傾向にあ
る中、近年人気が高まってい
るクラフトビール（地ビール）。
那須高原ビールは、家具屋の
三代目である小山田孝司氏が
1996年に創業したクラフトビール
のブルワリー（ビール醸造所）です。
日光国立公園の森の中に位置し、
まるで美術館のような佇まい。醸
造施設の隣にはレストランとショッ
プも併設されています。
　家具職人だった祖父と父親の
DNAを受け継ぎ、子どものころか
らものづくりが好きだったという小
山田社長。その精神はビール事業
でもいかんなく発揮されています。
まったく未知の分野への参入だっ

たにもかかわらず、那須の澄んだ
空気と那須深山の雪解け水が育ん
だ那須高原ビールは、今や世界的
な評価を受けるまでになりました。
那須高原ビールのロゴやビールの
ラベルも小山田社長が自らデザイ
ンを手がけているそうです。

那須高原ビールの特徴

　那須高原ビールを一口飲んだだ
けで、これまで飲んだビールとの
違いに驚くでしょう。通常、ビール

の製造工程では酵母をろ過します
が、同社のビールはすべて無ろ過。
そのため、賞味期限は樽詰めから
わずか60日しかありません。
　その口あたりはまるで果汁100％
フレッシュジュースのよう。しかも、
「究極の大人の健康ドリンク」と言
っても過言ではないほど、おいしさ
と健康・美容に良いエキスがたくさ
ん含まれています。このエキスは
常温では保つことができないことか
ら、同社のビールは、お客さまの
口に入るまでずっと冷蔵管理されて
います。
　無ろ過ビールとの出会いを小山
田社長に伺いました。「創業前にビ
ールの本場であるドイツのブルワリ
ーを40カ所巡った時のことです。
私はもともとお酒が強くありません
が、勉強のために1日3～4リットル
ものビールを試飲していました。と
ころが、無ろ過ビールを飲むと、
翌日二日酔いになるどころか体調
が良かったんですね。せっかくなら、
おいしいだけでなく、体に負担を
かけないビールを造りたいと思いま
した」

主な商品

❶愛
　那須御用邸がある那須町は皇室
とゆかりが深い土地です。愛子さ
まの誕生を記念して造られたのが
この「愛」。金色のラベルには愛子
さまのお印であるゴヨウツツジが描
かれています。那須高原ビールで
一番人気の商品で、後に皇太子さ
まの目に留まり、「宮内庁御用達」
になりました。
❷スタウト
　クリーミーな泡と香ばしい苦みが
特徴の黒ビール。本場イギリスの
黒ビールが物足りなく感じるほどず

っしりとした味わいで、黒ビール愛
好家の心をがっちりつかんでいま
す。2016年にブルワーズカップ（ビ
ール職人が審査を行うビール審査
会）で金賞を受賞しました。
❸ヴァイツェン
　独特のフルーティーな味と香りが
特徴のドイツ・バイエルン地方のビ
ール。ヴァイツェンとは「小麦」の
意味で、その名の通り、小麦麦芽
が使われています。かつてはドイツ
の王侯貴族しか飲めない大変貴重
なビールでした。一度飲んだらそ
のおいしさにはまってしまいます。
❹ナインテイルドフォックス
　那須に伝わる伝説「九尾の狐」
が名称の由来。アルコール度数は
12％、ボトル詰めしたものは熟成
期間が25年というヴィンテージビー
ルです。これだけ長期的な熟成を

実現したビールは
世界初。2016年ワ
ールド・ビア・カ
ップ金賞など、国
内外で数々の賞を
受賞している逸品
です。
　これら定番ビー
ル以外にも、那須
高原産のとちおと
めを使った「いち
ごエール」など、
季節限定商品も人
気です。

今後の展望

　「今後は原料が
すべて那須産のビ
ールを造り、那須をますます盛り
立てていきたい」と小山田社長は
熱を込めて話します。また、世界
初のヴィンテージビールであるナイ
ンテイルドフォックスを100年熟成
させるという、壮大な夢も実現し
たいとのこと。今後も同社の動向
から目が離せません。

当協会へのメッセージ

　繊細な温度管理が求められるビ

ール造り。とりわけ那須高原ビー
ルはすべての工程で冷蔵管理され
ているため、万が一電気系統のト
ラブルが起こった場合、致命的な
ダメージを受けます。また、森の
中という立地から、漏電の心配も
尽きないそうです。
　「何よりも優先されるのは、食と
設備の安全です。それがあっては
じめて、おいしさを追求できると
考えています。ビール造りでは大
量に電気を使いますが、関東電気
保安協会さんが定期的に点検して
くださるおかげで、当ブルワリー
の電気の安全が守られていると感
じますね」（小山田社長）
　環境問題にも関心が高く、ゆく
ゆくは太陽光発電の設備を導入し
たいとのこと。時代の変化に柔軟
に対応しながら、世界品質のビー
ルを造り続ける那須高原ビール。
当協会は今後も、同社のビール造
りを陰ながらサポートできればと思
っています。

那須高原ビールが誇る商品の一部。
左からイングリッシュエール、ヴァイツェン、愛、もみじエール（季節限定）、スコティッシュエール

那須の豊かな自然に囲まれた那須高原ビール

繊細な温度管理でフレッシュなビールを生み出す
醸造設備

併設されたレストランでは、ビールとよく合う料理も楽しめる

代表取締役小山田孝司さん

こ ん に ち はまさ客お

那須高原ビール株式会社
〒325-0001　栃木県那須郡那須町大字高久甲3986

TEL：0287-62-8958

たたず
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特　集 2

　地震や台風といった自然災害
等に起因して発生する停電にお
いて活躍するものの一つが、非
常用自家発電設備（以降，自家
発電設備という）です。一般的
に自家発電設備の1年あたり運転
時間は点検のための数十分～ 2
時間程度であり、設置年数が30
年を超えるものでも自家発電設
備が撤去されるまでの総運転時
間は30～ 60時間程度となって
います。

　このため、電気事業法をはじ
め消防法及び建築基準法による
点検が義務付けられているもの
の、運転時間が短いことから部
品交換や点検整備の重要性が十
分認識されていなかったり、様々
な制約等から、法令に定める点
検や製造者等が推奨する点検整
備、部品交換等が必ずしも適切
に実施されていない設置先が散
見されています。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は表1に示すよう
に、関係法令により保守点検の
基準等が定められ、点検が義務
づけられています。
①電気事業法
　非常用であるか否かにかかわ
らず、事業用電気工作物に該当
する自家発電設備の設置者に対
して、設備の維持管理を行うた

めに保安規程を作成し、保安規
程の中で定める基準により設備
の保全を図ることを義務づけて
います。
②消防法
　消防用設備等の非常電源とし
て設置される自家発電設備の保
全に関し、点検基準（告示）及
び点検要領（通知）が定められ、
これにより定期的（6カ月と1年）
に設備を点検し、その結果の報
告（1年又は3年）を義務づけて
います。
③建築基準法
　特定の建築設備の予備電源と
して設置される自家用発電装置
について、点検とその結果の報
告を義務づけています。

2 自家発電設備の
　 経年劣化

　一方、自家発電設備は稼働時
間が極めて短いことから、摩耗、
疲労、熱影響等による劣化は限
られているものの、環境による
影響や材料の特性に起因する経
年劣化が見受けられる場合があ
ります。このため、これらの要
因により始動できない自家発電
設備、もしくは始動は可能でも
連続した負荷運転が困難である
自家発電設備が一部に確認され
ています。
　このような背景から、
（一社）日本内燃力発
電設備協会（以降内発
協という）では平成
23年度から28年度ま
での期間で「防災用自
家発電設備の経年劣化
調査」を実施し、設置

後長期間経過した自家発電設備
の経年劣化状況を調査し報告書
としてまとめました。以下に調
査で顕在化された自家発電設備
の経年劣化の代表的な例を示し
ます。法令に基づく点検とともに、
このような部位についても点検
することが望まれます。
①キュービクル等の発錆
　キュービクル式の自家発電設
備において、外箱の腐食、破孔
による内部への雨水浸入などが
見られました。雨水の浸入は電
気系統の重大な不具合発生の原
因となります。
　また、自家発電設備を取り付
けているアンカーボルト周辺や
キュービクル強度部材に発錆が
見られ、地震発生時に破損もし
くは転倒が懸念されます。
　写真1に発錆により破孔した
キュービクル外箱の例、写真2
にアンカーボルト固定部の腐食
の例及び写真3にキュービクル
強度部材の腐食の例を示します。
②ゴム製品等の経年劣化
　シール類、ホース類、防振ゴム、
出力継手などゴムを用いている
部品において，材料の経年劣化
による部品の機能低下及び損傷
が見られました。また、ゴムホー
スの経年劣化による冷却水、潤
滑油など流体の漏れが確認され
ました。これらの不具合は自家

発電設備の運転に支障をきたし
ます。
　写真4にゴムホース内面剥離
の例，写真5にゴムホースの破
孔の例及び写真6にVベルトの
亀裂の例を示します。
③ラジエータの経年劣化、
　冷却水管理不良
　（冷却水の劣化）
ラジエータ冷却フィンの汚損及

び腐食が見られました。冷却水は、
通常防錆剤を添加したり、ロン
グライフクーラントと混合して
使用します。しかし一部設置先
では長年交換していないことに
よる冷却水系統の著しい発錆が
見られ、破孔している例もあり
ました。
　このため冷却機能の低下の懸
念があります。このような状態
で運転すると放熱性能が悪化し、
オーバーヒートする可能性があ
ります。冷却水の定期的な分析
と交換が望まれます。
　写真7ラジエータの腐食によ
る冷却フィン脱落の例、写真8
ラジエータ冷却水通路の夾雑物
による閉塞の例、写真9劣化し
た冷却水及び鉄錆の沈殿物の例
を示します。
④燃料管理及び
　燃料タンク保守不良
　燃料中に微量に含まれている

水分や凝縮水によりタンク内壁
が発錆し、腐食による破孔が生
じている事例がありました。また、
燃料は長期間タンク内に放置さ
れることによりスラッジが発生
し、底部に堆積している場合が
あり、これが原動機に燃料とと
もに送油されるとフィルタ閉塞
により燃料供給量が不足する可
能性があります。特に地震発生
時には燃料タンク内の燃料が攪
拌され原動機側に夾雑物が燃料
とともに送油され、フィルタや
燃料流量計閉塞により発電機が
停止した事例があったことから、
定期的に燃料タンクのドレイン
コックから底面近傍の燃料を排
出し、水の混入やスラッジの堆
積がないことを確認することが
必要です。
　写真10に燃料タンク底部の堆
積物及び発錆の例及び写真11燃
料タンク底部の腐食による破孔

の例を示します。
⑤潤滑油管理の不良による損傷
　長時間無負荷確認運転により
生じた未燃燃料、もしくはディー
ゼル機関が停止中に燃料噴射ポ
ンプ内部で燃料が潤滑油側に混
入し希釈されることで、潤滑油
粘度が著しく低下した事例があ
りました。このような例では
ディーゼル機関の各しゅう動部
損傷が確認されており、負荷運
転が困難な状態のものも見られ
ました。
　特に燃料タンクがディーゼル
機関より高い位置に設置されて
いる場合、機関停止中に燃料噴
射ポンプ内部で燃料が潤滑油側
に混入しやすくなります。潤滑
油は定期的に性状分析及び必要
に応じて交換が必要です。
　写真12に潤滑油粘度低下によ
るピストンしゅう動部スカッ
フィング（注）の例、写真13に潤
滑油粘度低下よるシリンダライ
ナしゅう動部スカッフィングの
例及び写真14に潤滑油粘度低下
による軸受けしゅう動部損傷の
例を示します。
⑥蓄電池の保守点検不良
　蓄電池は通常6～8年程度で交
換を要しますが、それ以上年数
が経過した蓄電池の約80％に端

非常用自家発電設備の
メンテナンス

一般社団法人　日本内燃力発電設備協会

子部の硫酸塩析出、封口部の膨
れ・亀裂、電槽内極板等の経年
劣化などが見られ、使用不可又
は部品交換を必要とするレベル
の機能不良が確認されました。
蓄電池は製造者の推奨する交換
時期を目安に交換及び日常の点
検において外観の目視点検等が
必要です。
　写真15に蓄電池正極格子の腐
食劣化の例を、写真16に電槽部
ふたの亀裂の例及び写真17に蓄
電池端子部への硫酸塩の析出の

例を示します。
⑦発電機、制御装置の
　電気系統不良
　電気系統の損傷は目視での確
認が難しく、実際に発電設備を
稼働させないと確認できない場
合があります。発電機本体にお
いては、回転子巻線部及び鉄心
部における過度の塵埃堆積、発
錆が確認されました。制御基板
においては緑青や制御装置内部
への著しい塵埃堆積例がありま
した。このように発電機や制御

盤等の内部の点検が必要です。
　写真18に回転子巻線及び鉄心
部の塵埃堆積・発錆の例、写真
19に制御基板の緑青（発錆）及
び写真20に制御装置への著しい
塵埃堆積の例を示します。

　このように、自家発電設備に
はさまざまな形で経年劣化が発
生するおそれがあります。非常
時に確実に運転できるようにす
るため、点検やメンテナンスを
怠らないよう心がけてください。

建　築　基　準　法

（選任された電気主任技術者）

自家用発電装置

建築士又は建築設備等検査員

―

点　検

1年以内毎

検査及び点検の項目、事項、方法
並びに判定基準（告示）

―

消　　　防　　　法電気事業法

電気工作物
（需要設備）

非常用予備
発電装置

日常巡視
日常点検
定期点検
精密点検

対象建物

対象設備

点検の種類

保安規程
（自主）

保安規程
（自主）

―

技術基準適合
命令

【表1】　電気事業法、消防法及び建築基準法による非常用自家発電設備の点検

国、都道府県又は
建築主事を置く
市町村の建築物の
特定建築設備等

検　査

特定行政庁が
定める期間

（概ね6カ月～1年）

定期検査報告違反
（100万円以下の
 罰金又は拘留）

国、都道府県又は
建築主事を置く
市町村の建築物の
特定建築設備等

自家発電設備

消防設備士 又は
消防設備点検資格者 関係者

1年に1回
（特定防火対象物）

3年に1回
（左記以外の防火対象物）

点検基準（告示）
点検要領（通知）

防火対象物で
消防長又は
消防署長が
指定するもの

左記以外の
防火対象物

機器点検
総合点検

6カ月（機器点検）及び
1年（総合点検）

点検結果報告違反
（30万円以下の罰金又は拘留）

特定防火対象物で
延べ面積が

1,000㎡以上のもの

―

監　督

点検者

期　間

報　告

基　準

罰　　則

点
　
　
　
　
　
　
検

写真4
ゴムホース内面剥離の例

写真5
ゴムホースの破孔の例

写真6
Vベルトの亀裂の例

写真1　
発錆により破孔したキュービクル外箱の例

写真2
アンカーボルト固定部の腐食の例

写真3
キュービクル強度部材の
腐食の例
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　地震や台風といった自然災害
等に起因して発生する停電にお
いて活躍するものの一つが、非
常用自家発電設備（以降，自家
発電設備という）です。一般的
に自家発電設備の1年あたり運転
時間は点検のための数十分～ 2
時間程度であり、設置年数が30
年を超えるものでも自家発電設
備が撤去されるまでの総運転時
間は30～ 60時間程度となって
います。

　このため、電気事業法をはじ
め消防法及び建築基準法による
点検が義務付けられているもの
の、運転時間が短いことから部
品交換や点検整備の重要性が十
分認識されていなかったり、様々
な制約等から、法令に定める点
検や製造者等が推奨する点検整
備、部品交換等が必ずしも適切
に実施されていない設置先が散
見されています。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は表1に示すよう
に、関係法令により保守点検の
基準等が定められ、点検が義務
づけられています。
①電気事業法
　非常用であるか否かにかかわ
らず、事業用電気工作物に該当
する自家発電設備の設置者に対
して、設備の維持管理を行うた

めに保安規程を作成し、保安規
程の中で定める基準により設備
の保全を図ることを義務づけて
います。
②消防法
　消防用設備等の非常電源とし
て設置される自家発電設備の保
全に関し、点検基準（告示）及
び点検要領（通知）が定められ、
これにより定期的（6カ月と1年）
に設備を点検し、その結果の報
告（1年又は3年）を義務づけて
います。
③建築基準法
　特定の建築設備の予備電源と
して設置される自家用発電装置
について、点検とその結果の報
告を義務づけています。

2 自家発電設備の
　 経年劣化

　一方、自家発電設備は稼働時
間が極めて短いことから、摩耗、
疲労、熱影響等による劣化は限
られているものの、環境による
影響や材料の特性に起因する経
年劣化が見受けられる場合があ
ります。このため、これらの要
因により始動できない自家発電
設備、もしくは始動は可能でも
連続した負荷運転が困難である
自家発電設備が一部に確認され
ています。
　このような背景から、
（一社）日本内燃力発
電設備協会（以降内発
協という）では平成
23年度から28年度ま
での期間で「防災用自
家発電設備の経年劣化
調査」を実施し、設置

後長期間経過した自家発電設備
の経年劣化状況を調査し報告書
としてまとめました。以下に調
査で顕在化された自家発電設備
の経年劣化の代表的な例を示し
ます。法令に基づく点検とともに、
このような部位についても点検
することが望まれます。
①キュービクル等の発錆
　キュービクル式の自家発電設
備において、外箱の腐食、破孔
による内部への雨水浸入などが
見られました。雨水の浸入は電
気系統の重大な不具合発生の原
因となります。
　また、自家発電設備を取り付
けているアンカーボルト周辺や
キュービクル強度部材に発錆が
見られ、地震発生時に破損もし
くは転倒が懸念されます。
　写真1に発錆により破孔した
キュービクル外箱の例、写真2
にアンカーボルト固定部の腐食
の例及び写真3にキュービクル
強度部材の腐食の例を示します。
②ゴム製品等の経年劣化
　シール類、ホース類、防振ゴム、
出力継手などゴムを用いている
部品において，材料の経年劣化
による部品の機能低下及び損傷
が見られました。また、ゴムホー
スの経年劣化による冷却水、潤
滑油など流体の漏れが確認され
ました。これらの不具合は自家

発電設備の運転に支障をきたし
ます。
　写真4にゴムホース内面剥離
の例，写真5にゴムホースの破
孔の例及び写真6にVベルトの
亀裂の例を示します。
③ラジエータの経年劣化、
　冷却水管理不良
　（冷却水の劣化）
ラジエータ冷却フィンの汚損及

び腐食が見られました。冷却水は、
通常防錆剤を添加したり、ロン
グライフクーラントと混合して
使用します。しかし一部設置先
では長年交換していないことに
よる冷却水系統の著しい発錆が
見られ、破孔している例もあり
ました。
　このため冷却機能の低下の懸
念があります。このような状態
で運転すると放熱性能が悪化し、
オーバーヒートする可能性があ
ります。冷却水の定期的な分析
と交換が望まれます。
　写真7ラジエータの腐食によ
る冷却フィン脱落の例、写真8
ラジエータ冷却水通路の夾雑物
による閉塞の例、写真9劣化し
た冷却水及び鉄錆の沈殿物の例
を示します。
④燃料管理及び
　燃料タンク保守不良
　燃料中に微量に含まれている

水分や凝縮水によりタンク内壁
が発錆し、腐食による破孔が生
じている事例がありました。また、
燃料は長期間タンク内に放置さ
れることによりスラッジが発生
し、底部に堆積している場合が
あり、これが原動機に燃料とと
もに送油されるとフィルタ閉塞
により燃料供給量が不足する可
能性があります。特に地震発生
時には燃料タンク内の燃料が攪
拌され原動機側に夾雑物が燃料
とともに送油され、フィルタや
燃料流量計閉塞により発電機が
停止した事例があったことから、
定期的に燃料タンクのドレイン
コックから底面近傍の燃料を排
出し、水の混入やスラッジの堆
積がないことを確認することが
必要です。
　写真10に燃料タンク底部の堆
積物及び発錆の例及び写真11燃
料タンク底部の腐食による破孔

の例を示します。
⑤潤滑油管理の不良による損傷
　長時間無負荷確認運転により
生じた未燃燃料、もしくはディー
ゼル機関が停止中に燃料噴射ポ
ンプ内部で燃料が潤滑油側に混
入し希釈されることで、潤滑油
粘度が著しく低下した事例があ
りました。このような例では
ディーゼル機関の各しゅう動部
損傷が確認されており、負荷運
転が困難な状態のものも見られ
ました。
　特に燃料タンクがディーゼル
機関より高い位置に設置されて
いる場合、機関停止中に燃料噴
射ポンプ内部で燃料が潤滑油側
に混入しやすくなります。潤滑
油は定期的に性状分析及び必要
に応じて交換が必要です。
　写真12に潤滑油粘度低下によ
るピストンしゅう動部スカッ
フィング（注）の例、写真13に潤
滑油粘度低下よるシリンダライ
ナしゅう動部スカッフィングの
例及び写真14に潤滑油粘度低下
による軸受けしゅう動部損傷の
例を示します。
⑥蓄電池の保守点検不良
　蓄電池は通常6～8年程度で交
換を要しますが、それ以上年数
が経過した蓄電池の約80％に端

非常用自家発電設備のメンテナンス

子部の硫酸塩析出、封口部の膨
れ・亀裂、電槽内極板等の経年
劣化などが見られ、使用不可又
は部品交換を必要とするレベル
の機能不良が確認されました。
蓄電池は製造者の推奨する交換
時期を目安に交換及び日常の点
検において外観の目視点検等が
必要です。
　写真15に蓄電池正極格子の腐
食劣化の例を、写真16に電槽部
ふたの亀裂の例及び写真17に蓄
電池端子部への硫酸塩の析出の

例を示します。
⑦発電機、制御装置の
　電気系統不良
　電気系統の損傷は目視での確
認が難しく、実際に発電設備を
稼働させないと確認できない場
合があります。発電機本体にお
いては、回転子巻線部及び鉄心
部における過度の塵埃堆積、発
錆が確認されました。制御基板
においては緑青や制御装置内部
への著しい塵埃堆積例がありま
した。このように発電機や制御

盤等の内部の点検が必要です。
　写真18に回転子巻線及び鉄心
部の塵埃堆積・発錆の例、写真
19に制御基板の緑青（発錆）及
び写真20に制御装置への著しい
塵埃堆積の例を示します。

　このように、自家発電設備に
はさまざまな形で経年劣化が発
生するおそれがあります。非常
時に確実に運転できるようにす
るため、点検やメンテナンスを
怠らないよう心がけてください。

写真9
劣化した冷却水及び鉄錆の沈殿物の例

写真7
ラジエータの腐食による冷却フィン脱落の例

写真8
ラジエータ冷却水通路の夾雑物による閉塞の例

写真10
燃料タンク底部の堆積物及び発錆の例

写真11
燃料タンク底部の腐食による破孔の例

写真14
潤滑油粘度低下による軸受けしゅう動部損傷の例

写真12
潤滑油粘度低下によるピストン
しゅう動部スカッフィングの例

写真13
潤滑油粘度低下によるシリンダライナしゅう動部
スカッフィングの例

写真17
蓄電池端子部への硫酸塩の析出
の例

写真15
蓄電池正極格子の腐食劣化の例

写真16
電槽部ふたの亀裂の例

写真18
回転子巻線及び鉄心部の
塵埃堆積・発錆の例

写真19
制御基板の緑青(発錆)の例

写真20
制御装置への著しい塵埃堆積の例

きょうざつ

かく

はん

（注）ピストンリングとライナーで生じる、焼き付きに代表される引っかき傷のようなもの
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第148 回

埼玉県◎東秩父村
東秩父村和紙の里
埼玉県のほぼ中央に位置する秩父郡東秩父村は古くから
和紙の産地として有名な場所。その技術を伝承する
「和紙の里」では紙漉き体験ができるときき、訪れてみた。

　埼玉県秩父郡東秩父村及び、比企郡小川町――こ
の地域における和紙の歴史は8世紀に遡ると言われ
ている。時がたち、経済の中心が江戸に移るととも
に紙の消費も増加。江戸から遠くないこの地域に、
紀州細川村（現在の和歌山県高野町）で漉かれてい
た細川奉書という良質な紙の技術が伝承された。そ
れは「細川紙」と呼ばれ、今もなおこの地に根付い
ている。
　1978（昭和53）年に制作技術が国の重要文化財に
指定。さらに2014年にはユネスコ無形文化遺産とし
て登録され、海外からも注目されるようになった。

DATA: 東秩父村和紙の里

　そんな「細川紙」の歴史に触れられるのが、1984
年に建てられた「和紙の里」で、2年前には道の駅
も併設し、一層人々に親しまれている。
　敷地内にはまるで江戸時代にタイムスリップした
かのような茅葺屋根の家屋や日本庭園が、訪れた人
の心を和ませる。メインの和紙製造所では和紙づく
りの工程を見学したり、実際に紙漉きを体験したり
することができるというので、迷わず挑戦してみる
ことに。
　体験は数種類あるサンプルから、作りたいものを
選ぶスタイルで、筆者は葉書をチョイスした。その後、
絵柄となる草花を敷地内から採取する。他の体験施
設では用意されたパーツを使うことが多いが、こち
らのように、自分で見つけてくるのは実に楽しい。
この日は紅葉やコスモスなどが旬だったが、季節に
よっては蝋梅、桜、福寿草、つつじなども美しく咲
き誇る。
　紙漉きには、「流し漉き」と「溜め漉き」の手法
があるが、ここでは後者を体験。職人さんの丁寧な
指導のもと、和紙の原料であるパルプ、水、そして
トロロアオイから抽出された粘りのある液体が入っ

た大きな水槽（漉き舟）に、網が張られた四角い木
枠（漉き枠）を入れる。それを下からすくい上げたら、
木枠を水平にし、前後左右に揺すり、液体に含まれ
た紙の繊維を絡み合わせる。勢いよく動かしすぎた
り、傾けたりすると、厚さが均一にならないので、
細かく揺するのがコツだ。ムラになっても何度かや
りなおすことは可能だし、職人さんも手助けしてく
れるので、失敗を恐れず楽しみたい。
　漉き終えたら台に移し、次は採取した草花を、思
い思いに配置しオリジナルの絵柄をつくる。はみ出
したり、重ねすぎるのはおすすめしないが、それ以
外は自由な発想でOK。花は厚みがあるため、花び
らを解体してから再度、花の形に再生するのがよい
と教わった。強く押すと紙が破けてしまうので、そ
の辺は注意しつつ、なんとか10枚分をデザインし終
えた。そこに、薄く漉いた和紙を乗せて草花を挟み、
最後に加熱した鉄板に張りつけて乾燥を待てば出来

上がりだ。
　作品は後日、郵送にて手元に届く。「細川紙」と
呼ぶにはいくつかの指定基準があるので、出来上が
ったものは、いわゆる「和紙」ではあるが、手作り
の温かみを感じるそれは、親しい方へのお便りにも
ってこいである。
　敷地内はそのほかに、そば・うどん打ち体験がで
きる施設や庭園を眺めながら頂ける食事処、地元の
特産品やお土産が揃う農産物直売所、宿泊施設も完
備されている。宿泊者が利用するお風呂は、楊枝で
お馴染みの黒文字の木を粉砕して煮出したお湯。香
りがよくリラックス効果が期待できるそうだ。
　周辺にはハイキ
ングコースもある
ので、帰りに立ち
寄るのもおすすめ。
ぜひ、一度足を運
び、和紙のすばら
しさを再確認して
みてはいかがだろ
うか。

小トラベル好奇心
いっぱい！

埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂441番地［TEL］0493-82-1468

： 関越自動車道嵐山小川I.C.より約15分
： 東武東上線・JR八高線小川町駅よりバスで約15分。和紙の里下車すぐ
： 9:00～16:00（体験は15時まで）
： 無料
： 年末年始

：
 葉書1組（10枚）900円、ミニタペストリー1組（2枚）700円ほか。
 15名以上の団体は無地280円、模様入り1枚700円で要予約

車 の 場 合
電車の場合
開 館 時 間
入 場 料
休 館 日
手漉き和紙
体 験 料

立ち寄り観光名所

● 彩の国ふれあい牧場　TEL： 0493-82-1500
関東平野が一望できる小高い丘の上にある、空気よし、景色よしの牧場。放牧されたヤギ、
ひつじ、うさぎなどに直接触れることができる「ふれあいコーナー」は子どもたちに大人気
だ。3～11月の土日祝はアイスクリーム、バターといった乳製品の手作り体験が可能。月曜
休、9:00～16:30

● 松岡醸造　TEL： 0493-72-1234
全国新酒鑑評会において連続金賞を受賞した酒蔵。隣接している直売所では、看板商品
の「帝松」のほか、最高級大吟醸を使用した「大吟醸ソフト」、米麹からつくりだした「オー
ガニックコスメ」などが購入可能。また、製造過程が分かる“見学ツアー”もあるので、興味
のある方はご予約を。直売所は9:00～17:00

紙漉きの技術を見学、体験できる「和紙の里」。
世界にひとつだけのオリジナル和紙をつくってみよう

採れたての野菜や果物、
農産加工物が並ぶ直売所。
秩父名産の“しゃくし菜”が
入ったおやきが人気

江戸時代末期に建てられた紙漉き家屋を移築・
復元した建物。手入れされた日本庭園とともに見学したい

（記事提供　電気新聞）

1
2
3
4

紙漉き体験では、敷地内から四季折々の草花を採取。和紙の絵柄として使用する
和紙がよく絡むように、漉き枠を前後左右にリズミカルに揺する
漉いた紙の上に、草花を配置しオリジナルの絵柄をつくる
こちらが完成した葉書10枚。丈夫な和紙は飾ってもよし、お便りに使ってもよし

1

4

2 3

東秩父村
和紙の里
東秩父村
和紙の里

彩の国
ふれあい牧場
彩の国

ふれあい牧場
松岡醸造松岡醸造

嵐山小川I.C.小川町駅

東武東上線

J
R
八
高
線

関
越
自
動
車
道

254

かみ す

かやぶき

ろうばい
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─近年の法令改正─

第 回

電気事業法と各種手続き（11）

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11回は、電気事業法施行規則や電気設備技術基準など
電気保安関連で近年（2013～18年度）行われた主な法令改正について解説します。

（記事提供　電気新聞）

63

　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。各種法令に基づく届出、報告な

どについてもご相談をお受けしておりますの

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。

電気事業法施行規則の一部改正
（2013年6月施行）

○太陽電池、風力発電設備等の外部委託承認範囲を
2,000kW未満まで引き上げ（第52条第2項）

　事業用電気工作物の設置者は原則として電気主任

技術者を選任しなければなりませんが、一定の条件

で、自前の主任技術者の代わりに外部の電気管理技

術者や電気保安法人に保安業務を委託する「外部委

託承認」を受けることができます。

　外部委託できる条件の一つとして「自家用電気工

作物のうち出力1,000kW未満の発電所」がありまし

たが、再生可能エネルギーの普及拡大に伴ってこの

要件を緩和し、水力、火力、太陽電池、風力発電所

に限り「出力2,000kW未満」まで認められることに

なりました。

電気関係報告規則の一部改正
（2016年4月施行）

①事故速報の報告期限を「48時間以内」から「24
時間以内」に変更（第3条第2項）
　自家用電気工作物で電気事故が起きたとき、設置

者は速やかに「電気事故速報」を管轄の産業保安監

督部に報告しなければなりません。この報告は「事

故の発生を知ったときから24時間以内可能な限り速

やかに」と改正され、期限が短縮されました。事故

電気主任技術者の外部委託

電気事業法施行規則の一部改正
（2016年11月施行）

○太陽電池発電設備に対する使用前自己確認制度の
導入（第78条、別表第6、別表第7）
　近年、技術進歩などにより電気保安の水準が向上

していることから、一部の電気設備については工事

計画の届出に代わり、設置者が設備使用前に検査を

行って結果を国に届け出る「使用前自己確認制度」

が新設されました。

　一方、近年急増している太陽電池発電設備の中に

は、特に中小規模の設備で突風や台風などによりパ

ネルが飛散し近隣に被害を及ぼすなど、保安に対す

る知見が不足している事例が見られます。そこで、

出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設

備に使用前自己確認制度を導入しました。なお、

2,000kW以上の設備はこれ以前から、工事計画の届

出や施工後の検査などが義務付けられています。

使用前自己確認制度

電気工事士法施行規則の一部改正
（2016年4月施行）

○電気工事士以外が施設できる電気柵を「電気柵用
電源装置を利用したもの」に限定（第2条第1項
第1号）
　2015年7月に静岡県で起きた電気柵による感電死

傷事故を受けて、電気工事の知見を持たない人が不

適切な方法で設置しないよう改正されました。電気

工事士でなくても作業できるの

は、電気柵用に安全対策が施さ

れた電源装置を利用しているも

ののみになり、それ以外は電気

工事士が技術基準に適合するよ

うに施設する必要があります。

電気柵の施設

電気設備の技術基準の解釈の一部改正
（2013年5月施行）

○金属製水道管を利用した接地工事の規定廃止（第
18条・第19条）

電気設備の技術基準の解釈

電気事故の報告

の概要や原因などについて、知りえた範囲で速やか

に第1報を報告しましょう。

②報告対象として新たに「発電支障事故」を規定（第
3条第1項の表第6号）
③報告対象として新たに「電気工作物に係る社会的
に影響を及ぼした事故」を規定（同第13号）

　発生した際に報告しなければならない電気事故と

して、第3条第1項内の表に2項目が新設されました。

②は「水力、火力、燃料電池、太陽電池または風力

発電所に属する出力10万kW以上の発電設備に係る

7日間以上の発電支障事故」と定められています。③

は、同表中の他の項目（感電事故、電気火災事故、

波及事故など）に該当しない事故でも、社会的影響

のあったものは報告の必要があると定めたものです。

④自然現象が原因の場合、事故詳報を省略できる範
囲の拡大（第3条第2項）

　事故発生を知った日から30日以内に「電気関係事

故報告」（詳報）を産業保安監督部に提出する必要

がありますが、一部の事故は原因が自然現象である

場合、提出が不要になります。自家用電気工作物の

設置者の場合、自然現象が原因で発生した波及事故

については提出不要の対象に加えられました。

電気関係報告規則の一部改正
（2016年9月施行）

○事故報告の対象となる太陽電池、風力発電所の要
件拡大（第1条第2項および第3条第1項の表第4
号）
　報告が必要な電気事故の一つに、主要電気工作物

の破損事故があります。近年、再生可能エネルギー

発電所の普及拡大に伴ってその設備破損による事故

が増加しており、発生状況を把握して再発防止を図

　金属製水道管を接地極として利用した接地工事は

実施が確認されておらず、また近年は接地極として

利用できない絶縁性の水道管が増加していることか

ら、廃止されました。

電気設備の技術基準の解釈の一部改正
（2013年10月施行）

○太陽電池発電用直流ケーブルの太線化の追加（第
46条）
　導体断面積が大きいケーブルを利用できると、配

線本数が減り、経済性の向上と施工時の安全性向上

が期待できます。これまでは導体断面積38mm2まで

のケーブルについて性能と施設条件を規定していま

したが、より太いケーブルでも保安水準は維持でき

ると考えられるため、60mm2以下についての規定を

追加しました。

電気設備の技術基準の解釈の一部改正
（2016年5月施行）

○低圧の配線に使用可能な絶縁電線の種類の追加
（第65条、第110条、第157条、第179条、第
180条、第185条）

　低圧の配線に使用できる絶縁電線の一つに引込用

ビニル絶縁電線（DV電線）がありますが、日本電

気技術規格委員会（JESC）において引込用ポリエ

チレン絶縁電線（DE電線）もDV電線と同等の安全

が確保できると判断されたことから、DV電線につ

いて規定している項目にDE電線の規程を追加しま

した。

る必要性が高まりました。そこで、報告の対象とな

る発電所の出力要件を、太陽電池発電所は500kW以

上から50kW以上に、風力発電所は500kW以上から

20kW以上に、それぞれ引き下げました。



館内中央に鎮座する土俵は迫力満点

両国江戸NOREN
営業所所長
高橋　一利さん

20 21電気と保安 2018年 7・8月号 電気と保安 2018年 7・8月号

N E W S C L I P ニュース
クリップ

安全帯、「フルハーネス型」義務化
高所作業の墜落防止で新ルール
／厚労省

東電F&P横浜火力内に
イチゴのテーマパークがオープン

　厚生労働省は、高所作業中の墜落事故を防ぐ安全

帯について、「フルハーネス型」の着用を義務付け

る労働安全衛生法に基づく新ルールを2019年2月か

ら適用することを決めました。2022年1月からは、

現行の腰に巻く「胴ベルト型」の着用・販売を全面

的に禁止します。

　厚労省の調査によると建設業における死亡災害、

死傷災害はともに減少傾向にありますが、依然とし

て建設業における死者数が他産業と比べて一番多い

状況は変わっていません。その中でも、事故の型別

では死亡・死傷災害ともに「墜落・転落」が最も多く、

対策が急務となっています。

　高所から落ちて安全帯で宙吊りになった際、胴ベ

ルト型は衝撃が集中しやすく、胸部へずり上がり圧

迫して死亡する事例などが報告されていました。一

方フルハーネス型は、もも、胴、肩で分散して衝撃

荷重を受けるタイプで、欧米諸国では広く普及して

います。新ルールでは、高さ6.75m以上の場所での

フルハーネス型安全帯着用を義務化。建設現場では

5m以上の場所での着用を求めています。

　厚労省によると、この建設現場に電気工事は含ま

れていないとのこと。ただ、日常的に安全帯が使用

されている電柱上での作業は、高さが5mを優に超

えます。昇柱時に途中でフルハーネスにつけ替える

ことも現実的ではなく「低い箇所からフルハーネス

を使うことを検討している」（厚労省）といいます。

　これを受け、電力各社は施工者の意見も聞きなが

ら検討を進めるとともに、電力間での意見交換も行

い、検討状況を電気工事会社に伝えています。意見

交換では「夏場に着用する空調服のファンがふさが

れないようなもの」「胸や背中部分にＤ環（命綱に

当たるロープとベルトの結束部）が来ないようなも

の、もしくはＤ環を（感電しやすい）金属製ではな

いものにしてほしい」などの意見が上がっています。

　電気事業連合会は「鉄塔

や電柱上など電力業界特有

の作業がある」ことから「国

の規格やJIS（日本工業規

格）の動向を確認しつつ、

安全性確保のためにどのよ

うな機能・構造が必要とな

るかを検討している」とし

ています。

　東京電力フュエル＆パワー（F&P）の横浜火力発電

所（横浜市）構内に、「東京ストロベリーパーク」が

オープンしました。首都圏で初となるイチゴ狩りを

一年中楽しめるハウス栽培施設「ストロベリー

ファーム」のほか、スイーツショップ「イチゴラボ」

やレストラン「パークサイドキッチン」などを設け

ています。

　東電 F&Pは既存の電気事業だけでなく、保有資産

を活用した新規事業に挑戦する方針を掲げており、

その第 1弾となります。東日本大震災後に公開を中

止し遊休地となっていた、同発電所のPR館と野球場

を活用しました。ハウス内の温度や湿度、明るさの

自動制御には、発電所運営で培った技術を生かして

います。

　イチゴ狩りは完全予約制で、予約はインターネッ

トで 1カ月前から受け付けています。料金は季節で

変動し、中学生以上は 1～6月が 2,000円、7～12月が

2,980円となっています。

　初年度は6万人の来場と2億円の売り上げを目標に

掲げており、安定した集客を確保するため、インバ

ウンド需要の獲得や旅行会社との提携に向けた検討

も進めているとのことです。発電所と地域が共生す

る新しい形を実現した施設として発展が期待されま

す。
（記事提供　電気新聞）

【-両国- 江戸NOREN】　東京都墨田区横網1-3-20　
[TEL]03-6658-8033　[URL] http://www.jrtk.jp/edonoren/

東京都墨田区横網

　墨田区は東京都の東部にあり、西
側は隅田川、東側は荒川および中川
といった河川に挟まれています。JR
両国駅を中心にしている横網は、隅
田川をはじめ豊かな水辺と緑に恵ま
れ、江戸からの歴史や文化が薫る町
です。

-両国- 江戸NOREN

　両国駅旧駅舎を改装し、2016年
11月25日に複合飲食施設「-両国- 江
戸NOREN」が開業しました。かつ
て江戸最大級の庶民の街であり、
江戸前の握り寿司が広まった原点
でもある両国で、この地ならでは
の文化・歴史を活かし「粋な江戸の
食文化を楽しむ」をコンセプトに
しています。活気や粋・遊び心があ
り、様々な食文化が成熟した江戸
をテーマに、和食の魅力を伝え、堪
能することができる情報発信基地

としての役割を担っています。食
だけではなく両国が持つ観光資源
を活かすため、観光案内所を設置
するなど、街中を歩き回ってもら
う拠点として地域の活性化に貢献
しています。

楽しみ方

　両国江戸NOREN営業所所長
の高橋一利さんに、-両国- 江戸
NORENの見どころなどをお伺いしま
した。
　ロケーションについてですが、JR
両国駅周辺を見渡すと、国技館はも
ちろん、江戸東京博物館、すみだ北
斎美術館、旧安田庭園、回向院、東京
水辺ライン（東京オリンピック開催に

向けて現在改修工事中）など魅力あ
る施設が目白押しです。そんな両国
をゆっくり観光したい場合は、大相
撲の国技館での本場所開催期間を
避けると良いとのことです。
　-両国- 江戸NORENに入ると最
初に目に飛び込んでくるのは、館内
中央に構えた原寸大の「土俵」です。
日本相撲協会監修のもと実際に呼
出さんに作っていただいたもので、土
などの材料も全て同じものを使用し
ているというこだわりようです。その
土俵の周りには、忠実に再現された
江戸の町屋空間が広がります。お食
事処は11店舗あり、有名な老舗店が
一堂に会していますので、いろいろな
場所に出向く手間が省け、ここ
-両国- 江戸NORENに揃っている
便利さも魅力的です。ぜひ一度、江
戸文化に浸りながら、和食を楽しむ
粋な体験をしてみませんか？

JR両国駅に隣接した「-両国- 江戸NOREN」

第

回
46 -両国- 江戸NOREN

東京都

開館時間：10:00～23:30　※店舗により営業時間が異なります
休　館　日：1月1日、2日　施設点検日（不定）
開館時間：JR総武線両国駅西口隣接、都営地下鉄大江戸線両国駅下車徒歩7分

【店舗一覧】
東京商店

月島もんじゃ もへじ

かぶきまぐろ
ちゃんこ霧島
両国橋茶房
つきぢ神楽寿司
根津　鶏はな
天ぷら食堂　ひさご
門前茶屋　成る口
日本ばし　やぶ久
築地食堂　源ちゃん
観光案内所
「両国観光案内所」

酒・角打ち
もんじゃ焼き・
お好み焼き
海鮮料理
ちゃんこ・季節料理
甘味処・茶
寿司
鶏・軍鶏
天ぷら
深川めし・純米酒
日本そば
海鮮総合和食・宴会

観光案内

よこあみ
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

自然災害での損壊や斜面崩落など受け
太陽光の技術基準見直し検討／経産省

ミドリムシ由来のバイオ燃料
製造実証プラントが竣工
大型車、航空機で実用化目指す／ユーグレナ

　経済産業省は、昨年の西日本豪雨や台風21号など

の自然災害で太陽光発電設備の損壊が相次いだこと

から、技術基準の見直しに向けた検討を本年度中に

始めます。斜面設置時の要件をより厳しくしたり、

FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）導入

後に新規参入した事業者の保安面での理解不足を踏

まえ、部材・設置方法などの仕様を定めたりする方

針です。発電事業者自らが安全確保を担う意識を醸

成し、長期安定的に発電できるよう促す考えです。

　傾斜地への設置は平地と比べてリスクが高く、十

分な技術的検討が必要です。電気事業法に基づく現

行の技術基準でも、周辺に一定規模以上の人家や病

院などの施設が立地する「急傾斜地法」が定める斜

面では、崩壊を助長しないよう特別な配慮を求めて

います。

　ただ、昨年7月の西日本豪雨では、同法の指定を

受けていない斜面に設置された太陽光発電設備が崩

落しました。このため、経産省では同法の指定を受

けていない場合にも、技術基準の対象となるよう改

める方針です。

　一方、技術基準では地震や風圧への耐力など安全

上必要な性能を国が定めており、事業者はこれらを

満たす設備を設計・施工しなければなりません。ま

た、50kW以上の太陽光発電設備では主任技術者の

選任、500kW以上では使用前の自己確認、2,000kW

以上では工事計画の届け出が義務付けられていま

す。

　しかし、50kW未満の太陽光発電設備については

大部分をFIT開始以降に発電事業に参入した事業者

が占め、電気保安の専門性を有していないことから、

構造強度が不十分な恐れがあります。今後は設計図

や材料、接続具などに技術基準が定めた性能を満た

す「仕様」を定め、原則化する方針です。

　自治体にも規制強化の動きが広がっています。太

陽光発電設備を設置したのり面が崩れ、鉄道の運行

に支障が生じた神戸市では、全国に先駆けて条例制

定に踏み切ります。10kW以上の設備には届け出を

義務付け、設置禁止区域も設定できるようにします。

　微生物のミドリムシを活用した事業を展開する

ユーグレナ（東京都港区、出雲充社長）が、横浜市

内に建設していた国内初のバイオジェット・バイオ

ディーゼル燃料の製造実証プラントが11月に竣工し

ました。年産125kℓで、12月からいすゞ自動車が運

用するシャトルバスで消費します。2020年までには

日本初となる旅客機への適用を目指します。竣工式

で出雲社長は「25年には年産25万kℓに拡大したい」

と意気込み、生産コストも「生産拡大と技術革新で、

現在の100分の1となる1ℓ当たり100円を目指す」

と展望を話しました。

　実証プラントは約58億円を投じて建設。航空機向

けのバイオジェット燃料とバスやトラック向けの次

世代バイオディーゼル燃料は、ユーグレナが培養す

るミドリムシ油脂と廃食油が原料となります。実証

プラントは、それらの原料からバイオ燃料を製造す

る反応装置棟やバイオ燃料タンクなどで構成。計器

を監視する事務所棟も設置しています。

　従来のバイオディーゼル燃料は酸素を含んでいた

ため、制度上の問題で軽油に5％しか混ぜられませ

んでした。この実証プラントで製造する次世代バイ

オディーゼル燃料は酸素を取り除く製造手法を採用

し、軽油を完全に置き換えられるため、バスやトラッ

クなどで存分に活用できます。いすゞ自動車のシャ

トルバスで品質が確認できれば、19年夏から一般向

けに販売を開始する見通しです。

　旅客機への適用に向けては、ジェット燃料の規格

となるASTM規格の認証を19年春にも取得する見込

みです。
（記事提供　電気新聞）

発行部数は首都圏を中心に約93,000部。

当協会のホームページにPDF版で同時掲載、

お客さまの費用は一切かかりません。

お客さまの業務・製品を

多くの方に知ってもらいましょう。
※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。

ご関心がおありの方は、

E-MAIL: kdh-kouhou@kdh.or.jp
　　または

TEL: 03-6453-8896
までお問い合わせください。

●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
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第142 回

山梨県◎身延町

甲斐黄金村・湯之奥金山
　　　　　博物館

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

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

DATA: 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館

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

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

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

小トラベル好奇心
いっぱい！

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

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

電車の場合
車の場合

開園時間

休園日
入園料

山間の自然豊かな下部温泉郷に位置する「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」

1

2

3 4

5

6

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

（記事提供　電気新聞）

戦国時代に栄えた「湯之奥・中山金山」の当時の生活をジオラマで紹介している

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

1 2 3

5 6

52

300

9

805

415

下部温泉駅

下部温泉郷

身延山

富士川
クラフトパーク

身
延
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

甲斐黄金村・
湯之奥金山博物館

至新東名高速道路

至中央自動車道

4
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ベントナイトとは？

　ベントナイトという鉱石をご
存知でしょうか？　ベントナイ
トは粘土の一種で、モンモリロ
ナイトを主成分とする天然由来
の素材。日本では、今から数千
万年前の火山噴火で堆積した火
山灰や凝灰岩などが風化して、
鉱床ができたといわれています。
日本では主に、山形県、宮城県、
新潟県、群馬県、島根県などか
ら産出されます。
　主成分のモンモリロナイトは、
水を吸収すると体積が増える（こ
れを膨潤といいます）という特
性を持っています。この特性を
活かして、ベントナイトは多岐

にわたる分野で産業利用されて
おり、その用途の多さから「千
の用途を持つ粘土」とも呼ばれ
るほどです。

トップメーカーとしての誇り

　クニミネ工業は1943年に創業
され、その6年後にベントナイト
事業に参入しました。当初は、
創業者である國峯宏保氏が自分
の足でベントナイトの鉱床を探
していたと
いうから驚
き で す。現
在 は、国 内
に3カ 所 の
営業拠点、7
カ所の工場、

2カ所の研究所を持つまでになり
ました。
　創業以来、クニミネ工業はベ
ントナイトの採掘から製造・販
売までを一貫して行ってきまし
た。ベントナイトの国内需要は
年間40万～ 50万トンですが、同
社の出荷量は12万～ 13万トンと、
国内トップを誇っています。
　クニミネ工業の強みは、日本
国内に自社の鉱山を山形県、宮
城県、新潟県の3カ所に所有して
いること。産出地によってベン
トナイトの性質は異なるため、
お客さまの要望に合わせて、最
適なベントナイトを提供するこ
とが可能です。また、鉱山の近
くには自社工場があり、採掘し
たベントナイトをすぐさま加工
できる体制が整っています。
　「当社が所有する鉱山から採取
されるベントナイトは、世界一
の品質だと自負しています」と、

黒磯研究所長の新野さん。その
言葉から、業界トップメーカー
のプライドを垣間見ることがで
きました。最高品質のベントナ
イトを自社で製造加工している
こと。これがクニミネ工業のブ
ランド力を高めている大きな要
因になっているのです。

ベントナイトの用途

　「千の用途を持つ粘土」である
ベントナイトは、実際にどんな用
途で使用されるのでしょうか。こ
こでは、クニミネ工業が展開して
いる事業の一部を紹介します。
❶鋳物分野
　ベントナイトの需要が最も多
いのは鋳物分野です。溶融した
金属を型枠に流し込むことで、
自動車や建設機械などの部品を
製造する鋳造。この型枠にベン
トナイトが使われています。砂
と水に粘結性の高いベントナイ
トを加えることで、型枠をきっ
ちり固めることができます。

❷土木建築分野
　ビルなど大きな建物の基礎を
造るとき、杭を造成するための
穴を掘らなくてはなりません。
穴の壁が崩れるのを防ぐために
安定液が使われますが、この安
定液にベントナイトが含まれて
います。
❸ペット関連分野
　ペット用トイレ砂の主原料は
いくつかありますが、その一つ
がベントナイトです。ベントナ
イトが尿を素早く吸収し、消臭
効果も抜群です。
❹化成品分野
　ベントナイトは天然物のため、
人の肌に安心。その主成分は微
細でなめらかであり、高い保湿
力を有するため、さまざまな化
粧品に昔から使われています。
❺農業分野
　農薬にもベントナイトは使わ
れています。クニミネ工業は原
料供給から、農薬の受託製造に
事業転換を図り、今ではさまざ

まな農薬の量産化に取り組んで
います。
　このように、ベントナイトは
無限の可能性を秘めています。
クニミネ工業では、ベントナイ
トの新たな用途を求めて、研究
開発にも力を入れてきました。
お客さまから依頼された課題を
解決して、オンリーワンの商品
を提供することで、ベントナイ
トの応用分野を開拓し続けてい
ます。

保安協会に対する厚い信頼

　当協会とのお付き合いも長い
クニミネ工業。
　「当社には電気の専門資格を有
する者がいません。そのため、
電気の安全を守るプロフェッシ
ョナルである関東電気保安協会
さんには、電気に関することは
何でも相談させてもらっていま
す。過去には漏電箇所を見つけ
てもらったりと、深刻な事態に
なる前に対処してくれるのは、
本当に助かっています」とのお
言葉を頂き、責任の重さに改め
て身が引き締まる思いでした。
当協会に対する厚い信頼を裏切
らないように、これからもクニ
ミネ工業の電気の保安に、全力
で取り組んでまいります。

研究室内部 鋳物分野 土木建築分野 ペット関連分野 化成品分野 農業分野

黒磯研究所入口

ベントナイト採掘の様子

黒磯研究所の（左から）古和口典明さん、新野正明さん、成瀬康子さん

こ ん に ち はまさ客お

クニミネ工業株式会社
黒磯研究所

〒325-0013　栃木県那須塩原市鍋掛1085番地454
TEL：0287-64-1981
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GR付PAS・UGSの取り付け
　工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点にGR（地絡継電器）付のPAS（高
圧気中負荷開閉器）やUGS（地中線用高圧負荷開閉器）を設置しましょう。
　設置されていないと、お客さま構内で電気事故が発生した時に構内だけでは収まらず、地域
一帯を停電させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。
　電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会
社側の遮断器等が作動して事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお
客さますべてが停電することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。
　架空引込みの場合はGR付PAS、地中引込みの場合はGR付UGS・UASを設置します。波及事
故を起こさないためにも必ず設置するようにしましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

アースは電気機器の感電事故防止
のために取り付けると聞きましたが、
その仕組みを教えてください。

が地面へと流れ出し、感電して

しまうのです。

　このとき人体を流れる電流は

どのくらいでしょうか。家庭の

冷蔵庫や洗濯機の場合、電圧は

100V。人体の抵抗値は乾燥して

いる状態では2000～5000Ω程度

なので、オームの法則（電流

〔A〕＝電圧〔V〕÷抵抗〔Ω〕）より、

0.02～0.05Aが流れます。小さな

数値に見えますが、重篤な被害

にもなりうるレベルの電流です。

　さらに、体表が濡れていると

人体の抵抗値は数百Ω程度に下

がります。0.1A以上という、短

時間でも生命の危険があるレベ

ルの電流が流れます。よって、

水周りの機器は特に漏電対策が

重要です。

　では、機器にアース（接地）

が施してあるとどうなるでしょ

うか。機器の絶縁が下がったとき、

既に電気が流れる道が用意され

ていますから、漏電電流はアー

ス線を通って地面へ流れます。

　この状態で人間が機器に触れ

ても、漏電電流の大半はアース

側に流れます。300V以下の機器

の場合、D種接地工事（100Ω以

下）が義務付けられています。

仮に接地抵抗が50Ω、人体の抵

抗が500Ωだった場合、人体の方

が10倍電流が流れにくいですか

ら、漏電電流はアース：人体＝

10：1の割合で流れることになり、

人体側の電流をかなり低減でき

ます。

　さらに、アースに加えて漏電

遮断器を設置していると、漏電

したときにその電流を検知して

速やかに電気を止めることがで

きます。アースなどの感電対策

は万一の事故時に生死を左右す

るものですので、確実に取り付

けましょう。

　電気の配線や電気機

器の中の電気は、導電

体から漏れ出さないよ

うに絶縁という処理がされてい

ます。電気抵抗の大きい（電気

を通しにくい）絶縁体で配線や

機器を覆ったりすることが一例

です。この絶縁体が傷ついたり、

経年劣化や水濡れが原因で絶縁

能力が失われると、電気が導電

体から漏れ出すことがあります。

これが漏電です。

　ところで、電気は閉回路（電

気が流れる経路が確立している

回路）ができていなければ流れ

ることができません。機器の絶

縁が悪化しても、そこに何も触

れていなければ電気は漏れ出し

ません（空気はとても抵抗が大

きいので、空中に漏れ出すこと

は普通ありません）。その漏電し

た機器に人間が触れると、人体

が回路の一部となって漏電電流

GR付PAS・UGSの取り付け

【アースなし】 【アースあり】

漏電した
洗濯機

電気の流れ

漏電した
洗濯機

柱上変圧器
の

B種接地

柱上変圧器
の

B種接地

D種接地

電気の流れ
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