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裏表紙

こいのぼりの里まつり　群馬県
　3月下旬から5月上旬にかけて館林市で開催されており、2019年は18回目となります。
　この時期、メイン会場である桜の名所・鶴生田川では、川岸に満開の桜が見られます。
同時に鶴生田川には、数え切れないほどのこいのぼりの群れが泳ぐ姿が見られます。2005
年には市内合計5283匹で掲揚数世界記録に認定されました。
　夜にはボンボリの点灯とライトアップも行われます。桜に誘われて雄大に泳ぐこいのぼり
は圧巻です。

安全エレちゃんのQ&A 電気代が急に高くなったのですが、心当たりがありません。
漏電しているのでは？
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ご不明な点がございましたら担当検査員またはお近くの当協会事業所までお問い合わせください。

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

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

電気事業法に基づく手続きについて
電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について
設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、
電気保安を確保することが法律で義務付けられております。
その他にも国への各種手続き(申請・届出・報告)が必要な場合があります。

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

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

　など

自家用電気工作物とは 自家用電気工作物設置者とは

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

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

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

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

せるため電気主任技術者を選任し国に届け出ること」と定められております。

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

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

と規定しています。

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

ます。

　次の場合には手続きが必要になります。
ちょっとひと息 2k540 AKI-OKA ARTISAN
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　電気・電子技術は社会を支える重要な役割を果た
しており、近年は省エネルギーや環境問題などにも
大きく貢献しています。その中でも日本の電気・電
子技術は学術・産業において非常に高い実績や成果
を挙げています。しかし、そのことに対する認識と
理解は必ずしも高いとはいえず、また、若い世代が
電気・電子分野を志向する傾向が低くなってきてい
るともいわれます。
　こうした状況を改善するため、関係する諸団体が
「でんきの月連絡協議会」を構成し、電気記念日の
ある3月を「でんきの月」と定めました。月間中に
はさまざまな啓発活動や電気記念日との連携企画行
事などを実施し、日頃気にせず見過ごしがちな電気
について、見つめなおしていただくことを目指して
います。
　「でんきの月連絡協議会」には、電気保安協会全
国連絡会（電気保安協会の全国組織）も委員として

ーク灯を点灯させました。アーク灯からは目もくら
むような青白い光が放たれて講堂をくまなく照ら
し、その場にいた大臣や各国公使の来賓は「不夜城
に遊ぶ思い」と驚嘆の声を上げたといわれています。
　これが、日本で電気の「あかり」が公の場で点灯
された初めての瞬間でした。これを記念するため、
1927（昭和2）年に開催された日本電気協会の総会
で3月25日を「電気記念日」と定め、翌年から全国
各地で記念行事が開催されるようになりました。

　1776年、平賀源内がオランダ製の医療器具とし
て用いられていた「エレキテル」を修理・復元し、
見世物として実演しました。エレキテルは摩擦によ
って静電気を発生させる摩擦起電器でした。しかし、
この成果は当時の人や幕府にはあまり理解されなか
ったようです。
　それから100年以上がたった1882年11月1日、
東京・銀座2丁目の東京電燈の仮事務所前に設置さ
れたアーク灯が点灯され、日本で初めて一般の人が
電気による光を目にしました。
　1890年11月には東京・浅草の凌雲閣（通称「浅
草十二階」）に日本初のエレベーターが設置され、
その動力源として電気が供給されました。また、電
気鉄道としては、1895年に京都伏見線が初めて営
業運転を行いました。
　日本で最初の電灯会社・東京電燈は1883年に設
立許可を受け、4年後の1887年に東京の日本橋茅場
町から送電を開始しました。開業当時は直流で供給

3月は「でんきの月」です。
電気は今や、空気と同じように私たちの生活になくてはならないもので、
また「あるのが当たり前」と感じられるようになっています。
その分、電気の大切さやありがたさを実感する場面は少ないかもしれません。
今回は「でんきの月」にちなんで、電気とはどのようなものか、
どのようにして利用されるようになってきたのかをご紹介します。
これを機に、改めて電気についてちょっと考えてみてください。

Ⅰ「でんきの月」とでんきの月連絡協議会

Ⅱ 3月25日は電気記念日

Ⅲ 日本の電気の歴史

していましたが、広域供給と需要の増大に対応する
ため、交流へと変更されました。
　1889年に大阪電燈はアメリカ製（ゼネラル･エレ
クトリック社）の発電機（60Hz）、1895年に東京
電燈はドイツ製（AEG社）の発電機（50Hz）をそ
れぞれ導入しました。このことが、今日に至るまで
日本の電気が静岡県の富士川を境にして、50Hzと
60Hzの異なる電源周波数を使用している起因とな
っています。
　発電所が登場してから、電灯は東京を中心に急速
に普及します。さらに、工場などの機械を動かすた
めの動力用エネルギーとしても利用され、次々に発
電所が建設されていきました。1912年には東京の
多くの家庭に電灯が普及しました。
　ちなみに、1879年10月21日に米国のエジソンが
40時間点灯する白熱電球を実用化したことから、
10月21日は「あかりの日」となっています。その後、

でんきの月
を説明しています。
❷フランクリン…………………………………………
　ベンジャミン・フランクリンは、有名な凧を用い
た実験で雷が電気現象であることを証明しました。
金属棒を付け湿った麻紐を凧糸とし、糸の終端にか
ぎ状の金属をつけた凧を建物にくくりつけて嵐の中
で揚げたところ、凧が雷雲の中に入ると、不意に凧
糸が糸の繊維同士が反発しているように膨れまし
た。かぎ状の金属に指を近づけると、ライデン瓶（電
気を蓄える装置）のときと同様にビリビリと感電し、
雷が電気であることが明らかになりました。
　なお、この実験は非常
に危険であり、後日ロシ
アで同じ実験をした科学
者は誤って感電死したと
伝えられています。決し
てまねしないようにして
ください。
　また、フランクリンは先端のとがった金属を近づ
けると離れていても放電することを発見し、これを
利用して避雷針（当時はフランクリンの棒と呼ばれ
ました）を発明しました。どこの町でも高い位置に
ある教会にまず設置されたことから、避雷針は教会
の目印となっていました。
❸ボルタ…………………………………………………
　アレッサンドロ・ボルタが作った電池（ボルタ電
池）は、銅と亜鉛の板の間に電解液として硫酸を含
ませた厚紙を挟んだものです。これを直列に接続す
ると、直列数に比例して効果が高まることを発見し
ました。この世界初の化学電池の発明は、静電気か
ら動電気の時代への幕開けとなり、ボルタは電気学
の始祖と呼ばれるようになります。

Ⅳ 電気に関する世界の偉人

コイルなどの電線に電流が流れると、磁界と電流の
方向に対して一定の方向に運動力が発生します。こ
の3つの方向を左手の親
指、人差し指、中指で示
したのが「フレミングの
左手の法則」です。左手
の法則はモーターの原理
を表しています。

　対になる「フレミングの右手の法則」は、磁界の
中を導体が運動したとき、磁界と運動の方向に対し
て導体に発生する起電力（電流）の方向を右手の指
で示したものです。こちらは発電機の原理を表して
います。
❻テスラ…………………………………………………
　ニコラ・テスラは、早くから当時の主流だった直
流発電機に代わる交流発電機の研究を進め、1888
年に市販できる多相電力システムを開発しました。

参加しています。

　1878（明治11）年3月25日、工部省電信局は万
国電信連合に加盟する準備として電信中央局を設
け、その開局祝賀会を東京・虎ノ門の工部大学校（東
京大学工学部の前身）で開催しました。
　この講堂会場で電気灯を使用するよう工部卿伊藤
博文から特命を受けた英国人エアトン教授は、グロ
ーブ電池50個を用い、夕方6時に天井に設置したア

エジソンはフィラメント
に京都の八幡村の竹を採
用して白熱電球を改良し、
一説には1,200時間の連
続点灯を可能にしました。
これにより、白熱電球は
アーク灯に取って代わる
ようになりました。

　紀元前580年頃、ギリシャのターレスという人物
が、ホコリのつきやすい琥珀（コハク）を磨いてい
て羽毛を吸い寄せる現象（今で言う静電気現象）を
発見したようです。琥珀を古代ギリシャ語でエレク
トロン（elektron）といい、英語のelectricity（電気）
の語源となっています。

これが現在の発電所などで使用されている発電機の
原型となっています。
　テスラは1884年に渡米してエジソン電灯の研究
室に勤めましたが、直流による電力事業を展開する
社内にあって、交流による電力事業を提案したため
エジソンと対立し退社。独立してテスラ電灯社を設
立しました。交流は直流に比べ電圧の変化が容易と
いった利点があり、変圧器の普及に伴って交流での
送配電が主流になり現在に至っています。　実験②-1、2のように身近な材料を使って、ボル

タ電池の原理を再現することができます。
❹アンペール……………………………………………
　2本の平行に置かれた導線に電流が流れるとき、
電流の向きが同じであれば導線間に反発力が、逆で
あれば吸引力が生じます。その相互作用の大きさは、
電流の大きさと導線間の距離で決まります。この法
則は、電流とその周囲に発生する磁場との関係を表
しており、発見したアンドレ＝マリ・アンペールの
名を取って「アンペールの法則」といいます。
　また、「右ネジの法則」は、電流と磁力線（磁束）
の方向を右ネジに例えて
わかりやすく表現したも
のです。右ネジの進む方
向を電流の流れる方向と
したとき、右ネジの回る
方向が磁力線の向きにな
ります。
❺ファラデーとフレミング……………………………
　マイケル・ファラデーは、磁石をコイルに近づけ
たり離したりすると、その速さに比例した大きさで
コイルに電流が流れることを発見しました。これを
「ファラデーの電磁誘導の法則」といいます。また、
この法則を基に、U字型の磁石の間で金属円盤を回
転させ、連続的に電気を発生させる一種の発電機を
考案しました。このように電磁誘導の法則は発電機
やモーター（電動機）の基礎理論となり、機械エネ
ルギーと電気エネルギーを相互に変換することを可
能にしたことで、その後の社会の発展に大きな影響
を与えました。
　ジョン・フレミングはこの電磁誘導をわかりやす
く説明するため、人間の手で方向を示した「フレミ
ングの法則」を考案しました。磁石の周りにはN極
からS極に向かって磁界が発生しており、その中で
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書籍「磁石について」を発
刊
凧による雷の実験、1753
年避雷針の発明

「クーロンの法則」を発見
（荷電粒子間に働く吸引・
反発力は電荷量に比例し
相互距離の2乗に反比例
する）

「ボルタ電池」を発明

「アンペールの法則」を発
見

「オームの法則」を発見
（抵抗＝電圧÷電流）

「電磁誘導の法則」を発
見、1833年には「電気分
解の法則」を発見
「レンツの法則」を発見
（コイルを貫く磁力線が変化
するとき、これを妨げる方向
にコイルに誘導起電力が発
生する）
「ジュールの法則」を発表
（電線に流れる電流による
発熱量は、電流の2乗と電
線の抵抗に比例する）
トースター、電気アイロンな
ど電気製品を発明、「エジソ
ン電球」の事業化
「フレミング（右手・左手）の
法則」を考案、1904年に
「二極真空管」を発明
電磁誘導モーターの開発
に成功

磁気学の父

電荷の単位C（クーロン）
の由来

電圧の単位V（ボルト）の
由来
電流の単位A（アンペ
ア）の由来

抵抗の単位Ω（オーム）
の由来

静電容量の単位F（ファ
ラド）の由来

仕事・熱量・電力量の単
位J（ジュール）の由来

発明王、ゼネラル・エレク
トリック社（GE）の創業
者

磁束密度の単位T（テス
ラ）の由来

人名 国西暦年 電気関係の
主な発見・発明等 備考

表1　電気に関する主な発明等の歴史

　その後2,000年以上の年数を経てからいろいろな
発見がなされ、電気が人類にとって身近な存在にな
っていきました。そうした発見を行った多くの「電
気の偉人」の中から、代表的な人物を紹介します。

❶ギルバート……………………………………………
　ウィリアム・ギルバートは、実験により琥珀と同
様にダイヤモンド、サファイア、ルビー等でも摩擦
により羽毛を吸い付ける現象があることや、金属で
はこの現象が起きないことを発見しました。また、
ヨーロッパ史上で最初に発刊された科学書とされる
「磁石について」の中では、磁針が北を向く理由や
地球が大きな磁石であること、磁石のN・S極が同
極同士では反発し、異極同士では吸引することなど

実験①　白熱電球の仕組み

白熱電球の仕組みを炭化した竹のフィラメ
ントの代わりに、シャープペンの芯を使用し
て再現することができます。乾電池を接続してシャープペンの芯に電圧を
かけると赤く光ります。（実験される際、芯は高温になります。ご注意く
ださい）



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 
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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

2019年5月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表
ア ー ス

応募総数…3,464件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

11・12月号正解

2019年7・8月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100
人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、当選
者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

エジソンは○○○○○○に京都の八幡村の竹を採用して白
熱電球を改良しました。○に入る6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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　電気・電子技術は社会を支える重要な役割を果た
しており、近年は省エネルギーや環境問題などにも
大きく貢献しています。その中でも日本の電気・電
子技術は学術・産業において非常に高い実績や成果
を挙げています。しかし、そのことに対する認識と
理解は必ずしも高いとはいえず、また、若い世代が
電気・電子分野を志向する傾向が低くなってきてい
るともいわれます。
　こうした状況を改善するため、関係する諸団体が
「でんきの月連絡協議会」を構成し、電気記念日の
ある3月を「でんきの月」と定めました。月間中に
はさまざまな啓発活動や電気記念日との連携企画行
事などを実施し、日頃気にせず見過ごしがちな電気
について、見つめなおしていただくことを目指して
います。
　「でんきの月連絡協議会」には、電気保安協会全
国連絡会（電気保安協会の全国組織）も委員として

ーク灯を点灯させました。アーク灯からは目もくら
むような青白い光が放たれて講堂をくまなく照ら
し、その場にいた大臣や各国公使の来賓は「不夜城
に遊ぶ思い」と驚嘆の声を上げたといわれています。
　これが、日本で電気の「あかり」が公の場で点灯
された初めての瞬間でした。これを記念するため、
1927（昭和2）年に開催された日本電気協会の総会
で3月25日を「電気記念日」と定め、翌年から全国
各地で記念行事が開催されるようになりました。

　1776年、平賀源内がオランダ製の医療器具とし
て用いられていた「エレキテル」を修理・復元し、
見世物として実演しました。エレキテルは摩擦によ
って静電気を発生させる摩擦起電器でした。しかし、
この成果は当時の人や幕府にはあまり理解されなか
ったようです。
　それから100年以上がたった1882年11月1日、
東京・銀座2丁目の東京電燈の仮事務所前に設置さ
れたアーク灯が点灯され、日本で初めて一般の人が
電気による光を目にしました。
　1890年11月には東京・浅草の凌雲閣（通称「浅
草十二階」）に日本初のエレベーターが設置され、
その動力源として電気が供給されました。また、電
気鉄道としては、1895年に京都伏見線が初めて営
業運転を行いました。
　日本で最初の電灯会社・東京電燈は1883年に設
立許可を受け、4年後の1887年に東京の日本橋茅場
町から送電を開始しました。開業当時は直流で供給

していましたが、広域供給と需要の増大に対応する
ため、交流へと変更されました。
　1889年に大阪電燈はアメリカ製（ゼネラル･エレ
クトリック社）の発電機（60Hz）、1895年に東京
電燈はドイツ製（AEG社）の発電機（50Hz）をそ
れぞれ導入しました。このことが、今日に至るまで
日本の電気が静岡県の富士川を境にして、50Hzと
60Hzの異なる電源周波数を使用している起因とな
っています。
　発電所が登場してから、電灯は東京を中心に急速
に普及します。さらに、工場などの機械を動かすた
めの動力用エネルギーとしても利用され、次々に発
電所が建設されていきました。1912年には東京の
多くの家庭に電灯が普及しました。
　ちなみに、1879年10月21日に米国のエジソンが
40時間点灯する白熱電球を実用化したことから、
10月21日は「あかりの日」となっています。その後、
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を説明しています。
❷フランクリン…………………………………………
　ベンジャミン・フランクリンは、有名な凧を用い
た実験で雷が電気現象であることを証明しました。
金属棒を付け湿った麻紐を凧糸とし、糸の終端にか
ぎ状の金属をつけた凧を建物にくくりつけて嵐の中
で揚げたところ、凧が雷雲の中に入ると、不意に凧
糸が糸の繊維同士が反発しているように膨れまし
た。かぎ状の金属に指を近づけると、ライデン瓶（電
気を蓄える装置）のときと同様にビリビリと感電し、
雷が電気であることが明らかになりました。
　なお、この実験は非常
に危険であり、後日ロシ
アで同じ実験をした科学
者は誤って感電死したと
伝えられています。決し
てまねしないようにして
ください。
　また、フランクリンは先端のとがった金属を近づ
けると離れていても放電することを発見し、これを
利用して避雷針（当時はフランクリンの棒と呼ばれ
ました）を発明しました。どこの町でも高い位置に
ある教会にまず設置されたことから、避雷針は教会
の目印となっていました。
❸ボルタ…………………………………………………
　アレッサンドロ・ボルタが作った電池（ボルタ電
池）は、銅と亜鉛の板の間に電解液として硫酸を含
ませた厚紙を挟んだものです。これを直列に接続す
ると、直列数に比例して効果が高まることを発見し
ました。この世界初の化学電池の発明は、静電気か
ら動電気の時代への幕開けとなり、ボルタは電気学
の始祖と呼ばれるようになります。

コイルなどの電線に電流が流れると、磁界と電流の
方向に対して一定の方向に運動力が発生します。こ
の3つの方向を左手の親
指、人差し指、中指で示
したのが「フレミングの
左手の法則」です。左手
の法則はモーターの原理
を表しています。

　対になる「フレミングの右手の法則」は、磁界の
中を導体が運動したとき、磁界と運動の方向に対し
て導体に発生する起電力（電流）の方向を右手の指
で示したものです。こちらは発電機の原理を表して
います。
❻テスラ…………………………………………………
　ニコラ・テスラは、早くから当時の主流だった直
流発電機に代わる交流発電機の研究を進め、1888
年に市販できる多相電力システムを開発しました。

参加しています。

　1878（明治11）年3月25日、工部省電信局は万
国電信連合に加盟する準備として電信中央局を設
け、その開局祝賀会を東京・虎ノ門の工部大学校（東
京大学工学部の前身）で開催しました。
　この講堂会場で電気灯を使用するよう工部卿伊藤
博文から特命を受けた英国人エアトン教授は、グロ
ーブ電池50個を用い、夕方6時に天井に設置したア

エジソンはフィラメント
に京都の八幡村の竹を採
用して白熱電球を改良し、
一説には1,200時間の連
続点灯を可能にしました。
これにより、白熱電球は
アーク灯に取って代わる
ようになりました。

　紀元前580年頃、ギリシャのターレスという人物
が、ホコリのつきやすい琥珀（コハク）を磨いてい
て羽毛を吸い寄せる現象（今で言う静電気現象）を
発見したようです。琥珀を古代ギリシャ語でエレク
トロン（elektron）といい、英語のelectricity（電気）
の語源となっています。

これが現在の発電所などで使用されている発電機の
原型となっています。
　テスラは1884年に渡米してエジソン電灯の研究
室に勤めましたが、直流による電力事業を展開する
社内にあって、交流による電力事業を提案したため
エジソンと対立し退社。独立してテスラ電灯社を設
立しました。交流は直流に比べ電圧の変化が容易と
いった利点があり、変圧器の普及に伴って交流での
送配電が主流になり現在に至っています。　実験②-1、2のように身近な材料を使って、ボル

タ電池の原理を再現することができます。
❹アンペール……………………………………………
　2本の平行に置かれた導線に電流が流れるとき、
電流の向きが同じであれば導線間に反発力が、逆で
あれば吸引力が生じます。その相互作用の大きさは、
電流の大きさと導線間の距離で決まります。この法
則は、電流とその周囲に発生する磁場との関係を表
しており、発見したアンドレ＝マリ・アンペールの
名を取って「アンペールの法則」といいます。
　また、「右ネジの法則」は、電流と磁力線（磁束）
の方向を右ネジに例えて
わかりやすく表現したも
のです。右ネジの進む方
向を電流の流れる方向と
したとき、右ネジの回る
方向が磁力線の向きにな
ります。
❺ファラデーとフレミング……………………………
　マイケル・ファラデーは、磁石をコイルに近づけ
たり離したりすると、その速さに比例した大きさで
コイルに電流が流れることを発見しました。これを
「ファラデーの電磁誘導の法則」といいます。また、
この法則を基に、U字型の磁石の間で金属円盤を回
転させ、連続的に電気を発生させる一種の発電機を
考案しました。このように電磁誘導の法則は発電機
やモーター（電動機）の基礎理論となり、機械エネ
ルギーと電気エネルギーを相互に変換することを可
能にしたことで、その後の社会の発展に大きな影響
を与えました。
　ジョン・フレミングはこの電磁誘導をわかりやす
く説明するため、人間の手で方向を示した「フレミ
ングの法則」を考案しました。磁石の周りにはN極
からS極に向かって磁界が発生しており、その中で

←ムギ球

電流 電線電線

レモン果汁
（電解質）

亜鉛イオン

＋ －

亜
鉛銅 ⊕

⊖ ⊖⊖

⊕
⊕
⊕

電子

実験②-1　レモン電池

プラス極に銅板、マイナス極に亜鉛板、電解質にレモンを使用してレモ
ン電池を作ることができます。

実験②-2　金属板電池

↑銅板とアルミ板 電子オルゴール

プラス極に銅板、マイナス極にアルミ板、電解質にキッチンペーパーに
浸み込ませた食塩水を使用して金属板電池を作ることができます。

　いかがでしたか。
　電気が本格的に研究・利用されるようになったの
はここ200 ～ 300年のことで、この短期間に世界を
変えてしまうほどの影響を与えました。今では、災
害や事故でもなければその恩恵を意識するまでもな
いほど、私たちの周囲には電気があふれています。
しかしここまで到達するには、さまざまな努力や試
行錯誤の積み重ねがあったのです。
　今回紹介している各種の実験は、簡単な装置で電

気の基本的な原理を体感できます。当協会が開催し
ている電気教室や出前教室でも実施していますの
で、ご要望がありましたら当協会までお問い合わせ
ください。

　その後2,000年以上の年数を経てからいろいろな
発見がなされ、電気が人類にとって身近な存在にな
っていきました。そうした発見を行った多くの「電
気の偉人」の中から、代表的な人物を紹介します。

❶ギルバート……………………………………………
　ウィリアム・ギルバートは、実験により琥珀と同
様にダイヤモンド、サファイア、ルビー等でも摩擦
により羽毛を吸い付ける現象があることや、金属で
はこの現象が起きないことを発見しました。また、
ヨーロッパ史上で最初に発刊された科学書とされる
「磁石について」の中では、磁針が北を向く理由や
地球が大きな磁石であること、磁石のN・S極が同
極同士では反発し、異極同士では吸引することなど

フレミングの左手の法則

力

電流

磁界

電流の方向

磁
力
線
の
方
向

右ネジの法則

実験③　クリップモーター
モーターの回転する仕組みや原理を学ぶことができます。

コイルと磁石の間に発生す
る反発と吸引でコイルが回
転します。

でんきの月

磁界の方向磁界の方向
じかいじかい

電流の方向電流の方向
でんりゅうでんりゅう

力の方向力の方向
ちからちから
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千葉事業本部 茂原事業所　前田　真宏

の 記 録 から現場
主幹ブレーカーを切ると漏電？ 
誤配線の発見！
　設備の点検は、故障や事故が
起きる前に異常・異変を発見す
ることが目的です。月次点検や
年次点検を行っているとさまざ
まな異常を発見しますが、中に
は一見して原因がわからない場
合もあります。

　しかし、そのまま異常を放置
すれば取り返しのつかない事故
につながりかねません。今回は、
注意深い調査によって異常の原
因を特定し、事故を未然に防ぐ
ことができた事例を紹介します。

◆　　◆　　◆
　あるお客さま施設の年次点検
を実施していた時の話です。
　キュービクルでの高圧設備の
点検を終了し送電した後、各使
用設備の点検に移りました。事
務室電灯分電盤の主幹ブレーカ
ーを点検する作業にとりかかり、
ブレーカーを開放した後、絶縁
抵抗測定をしたところ、測定値

が0.01メグオーム未満を指しま
した。これは明らかに絶縁不良
となっていることを意味します。
　事前に行ったキュービクルで
の低圧絶縁抵抗測定値は、全て
の回路が良好で、絶縁不良の回
路はありませんでした。それな
のになぜここでの測定は0.01メ
グオーム未満を指したのか、と
疑問に思いました。測定方法の
間違いなのか、それとも分岐回
路に絶縁不良があるのか、と原
因を推測しました。そこで、追
跡調査のため、分岐回路をすべ
て開放し、個々に絶縁測定を実
施しましたが、すべて値は良好
なものでした。しかし、分岐回
路をすべて開放したのにもかか

わらず、主幹ブレーカー負荷側
においては、まだ絶縁不良値を
示し続けていました。
　こうなると分電盤内部のさら
なる調査が必要です。しかし、
この電灯分電盤はネジ留めされ
た外枠カバーで覆われていたた
め、外から配線確認ができない
状態でした。内部を確認するた
めには外枠カバーを外す必要が
ありますが、外枠カバーは金属
製で充電中に取り外すと充電部
に接触し短絡事故になる恐れが
あるため、非常に危険です。し
たがって、キュービクルにおい
て当該回路のブレーカーを開放
し、停電してから実施すること
としました。

　ブレーカーを開放後、外枠カ
バーを取り外して分電盤内の配
線を確認したところ、外枠カバ
ーで見えなかった部分に主幹ブ
レーカーの電源側と負荷側にま
たがって接続されている分岐回
路（AC100V増設回路）を発見
しました。この分岐回路には、
送り出し用のブレーカーが無く、
直接負荷につながっていました。
主幹ブレーカーの電源側ライン
端子より1線、負荷側中性線ブス
バー末端より1線が直接接続され
ていました。この配線状態では
事務室主幹ブレーカーの保護機
能は働かず、送り出し用のブレ
ーカーもないため、過負荷によ
り配線が焼損する恐れがありま
す。電気工事を実施した方がど
のような意図で施工されたか分
かりませんが、誤った配線とな
っていました。
　また、この接続では事務室分
電盤で主幹ブレーカーを開放し
ても、分岐回路の配線によって
バイパスされ負荷側に電気が流
れて感電する恐れがあり、非常

に危険な状態となっていました。
実際に今回の点検では、本来は
停電して絶縁抵抗測定を行うと
ころ、充電中の回路を測定する
ことになったために0.01メグオ
ーム未満という異常値が現れた
のでした。
　図面や配線を見るとすぐにわ
かりますが、実際の盤は内部配
線が見えず、既設・増設回路が
入り混じり、判断が困難な状態
でした。
　お客さまに状況と原因をご報
告し、併せてブレーカーの役割
や電線の許容電流の説明を行い、
安全のために配線の変更と送り
出し用ブレーカーを設置してい
ただくことにしました。

◆　　◆　　◆
　今回の誤配線は、電気のこと
を分かっている人であれば、す
るはずのないミスに思えますが、
それだけになかなか原因として
思い至るのは簡単ではありませ
ん。先入観を持たず、一つ一つ
丁寧に原因を探っていくことが
大切です。

　点検の中で異常・異変があっ
た場合は、必ず原因が存在します。
今回は、たまたま事故が発生し
ませんでしたが、場合によって
は大きな事故につながってしま
う可能性がありました。お客さ
まに電気を正しく安全に使用し
ていただくため、異常をそのま
ま放置せず、
原因を特定
し解決する
ことの重要
性を改めて
感じました。

ON

OFF

6600V
キュービクル
電灯変圧器
100/200V

キュービクル
MCCB
投入中

B種接地

事務室主幹
MCCB
開放

◉事務室主幹を開放してもAC100V増設回路
　を経由して主幹負荷側につながってしまう。
◉キュービクルMCCBを開放した場合は、電
　源が完全に切り離される。

負
荷

負
荷 負

荷

T

S

電源側

負荷側

※MCCB：配線用遮断器（ブレーカー）

MCCB

MCCB
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特　集 2

1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
とは、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体であり、電気製品
の安全性を示す目印としてS
マーク（図1）を推奨するとともに、
Sマーク認証制度の普及のための
諸活動を行っています。

2 Sマーク認証制度とは

　Sマーク認証制度とは、認証を

希望される製品とその製造工場
を公正中立な第三者が専門的立
場で検査し、安全基準への適合
性を客観的に証明するもので、
自己責任原則に基づく事業者の
自己確認を補完する役割を担っ
ています。
　Sマークを製品に表示するため
には、指定の認証機関≪一般財
団法人電気安全環境研究所
（JET）、一般財団法人日本品
質保証機構（JQA）、株式会社
UL Japan、テュフ・ラインラン
ド・ジャパン株式会社≫で製品
試験を行い、それに合格し認証
を取得しなければなりません。
また、一度合格した製品に対し

ても継続的に安全性を維持して
いるかを確認するため、工場で
の検査を年に1回受けなければな
りません。
　このように製品そのものの試
験（感電・火災・ケガ・電波障
害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の品質の
調査を継続して実施することで、
市場に出ているSマーク付き電気
製品が消費者にとって安心して
購入・使用できる電気製品と
なっています。
　特定の電気製品には、事業者
自身で安全性を確認することが
法律で義務付けられております。
そのような製品にはPSEという
マークが表示されています。し
かしSマークには、製品の制限が
ありませんのであらゆる家電製
品を対象とし認証が可能となっ
ています。
　加えてSマークでは、最近市場
で起こっている事故等を監視し
て、必要に応じて試験の追加基
準を制定し、製品試験に追加要
求しております。例えば、電気
ケトルが倒れてお湯で子供がや

けどする事故が発生しているこ
とを受けて、通常の評価基準に
加えて電気ケトルの転倒試験を
追加基準として制定しておりま
す。

3 Sマークの市場普及率

　Sマークは、その制度を開始し
て20数年経ており、市場におけ
る電気製品に対するSマークの普

及率は、おかげさまで約70%ま
でになっております（図2）。
　特に家庭で使用されている冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テ
レビ、掃除機等に、Sマーク付き
の製品が多いです（図3）。主に
電気製品についている品番や電
圧などを記した銘板の中にＳ
マークが表示されています。
　最近は、海外から国内市場に
進出している電気製品や、新興
企業による製品で安全性を確認
していない製品も数多く出回っ
てきております。安全で安心し
て使えるSマーク付き電気製品を
購入の際の目印にしていただけ

ればと思います。

4 電気製品の安全性
　 確保体制の経緯

　電気製品の安全性確保体制は、
昭和36年に公布された電気用品
取締法に始まり、政府による強
制認可によって安全性確保を
図ってきました。
　しかし、時代の変遷と共に、
諸外国からの要望等を受け入れ
た規制緩和政策の実施によって
取り締まり行政の国際化が図ら
れ、電気用品取締法についても、
国際規格（IEC規格）採用等の改

正が行われました。
　その後、製造物責任法（PL
法）の導入等を契機とする自己責
任原則への移行等の情勢を踏まえ、
政府認証を基調とする安全性確保

体制から欧米先進国で既に一般化
している民間機関による第三者認
証制度を有効に活用する体制への
変革が求められました。それらに
伴い、平成13年4月に電気用品取

　マーク認証制度を
ご存知ですか？

電気製品認証協議会（SCEA）

締法から電気用品安全法への改正
が行われました。
　第三者認証制度の発足に当
たっては、通商産業省（現：経
済産業省）からの検討依頼によ
り電気用品調査委員会でその在
り方を検討した後、電気用品安
全検討会の審議を経て「第三者
認証制度の公平な運営及び普及
等について認証機関に提言を行
い、我が国の電気製品等の安全
性向上に貢献することを目的と

する」電気製品認証協議会（略
称：SCEA）が平成6年12月に発
足。翌年よりSCEAに参加して
いる認証機関によって第三者認
証（Sマーク認証）業務が開始さ
れました（図4）。

5 Sマークをより
　 知っていただくために

　Sマークについてより詳しく
知っていただくために、下記PC

サイト、消費者サイト、モバイ
ルサイトを開設しております。
また電気製品に付いているSマー
ク、認証機関による試験の様子
などの動画をYouTubeでご覧い
ただけますので、ぜひ一度アク
セスしてみてください。

【図2】 Ｓマーク付き電気製品の店頭普及率（推移）
全国電機商業組合連合会、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、家電量販店、日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
および日本通信販売協会の各団体・店舗の協力を得て毎年実施

【図1】 Sマーク
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特　集 2

1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
とは、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体であり、電気製品
の安全性を示す目印としてS
マーク（図1）を推奨するとともに、
Sマーク認証制度の普及のための
諸活動を行っています。

2 Sマーク認証制度とは

　Sマーク認証制度とは、認証を

希望される製品とその製造工場
を公正中立な第三者が専門的立
場で検査し、安全基準への適合
性を客観的に証明するもので、
自己責任原則に基づく事業者の
自己確認を補完する役割を担っ
ています。
　Sマークを製品に表示するため
には、指定の認証機関≪一般財
団法人電気安全環境研究所
（JET）、一般財団法人日本品
質保証機構（JQA）、株式会社
UL Japan、テュフ・ラインラン
ド・ジャパン株式会社≫で製品
試験を行い、それに合格し認証
を取得しなければなりません。
また、一度合格した製品に対し

ても継続的に安全性を維持して
いるかを確認するため、工場で
の検査を年に1回受けなければな
りません。
　このように製品そのものの試
験（感電・火災・ケガ・電波障
害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の品質の
調査を継続して実施することで、
市場に出ているSマーク付き電気
製品が消費者にとって安心して
購入・使用できる電気製品と
なっています。
　特定の電気製品には、事業者
自身で安全性を確認することが
法律で義務付けられております。
そのような製品にはPSEという
マークが表示されています。し
かしSマークには、製品の制限が
ありませんのであらゆる家電製
品を対象とし認証が可能となっ
ています。
　加えてSマークでは、最近市場
で起こっている事故等を監視し
て、必要に応じて試験の追加基
準を制定し、製品試験に追加要
求しております。例えば、電気
ケトルが倒れてお湯で子供がや

けどする事故が発生しているこ
とを受けて、通常の評価基準に
加えて電気ケトルの転倒試験を
追加基準として制定しておりま
す。

3 Sマークの市場普及率

　Sマークは、その制度を開始し
て20数年経ており、市場におけ
る電気製品に対するSマークの普

及率は、おかげさまで約70%ま
でになっております（図2）。
　特に家庭で使用されている冷
蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テ
レビ、掃除機等に、Sマーク付き
の製品が多いです（図3）。主に
電気製品についている品番や電
圧などを記した銘板の中にＳ
マークが表示されています。
　最近は、海外から国内市場に
進出している電気製品や、新興
企業による製品で安全性を確認
していない製品も数多く出回っ
てきております。安全で安心し
て使えるSマーク付き電気製品を
購入の際の目印にしていただけ

ればと思います。

4 電気製品の安全性
　 確保体制の経緯

　電気製品の安全性確保体制は、
昭和36年に公布された電気用品
取締法に始まり、政府による強
制認可によって安全性確保を
図ってきました。
　しかし、時代の変遷と共に、
諸外国からの要望等を受け入れ
た規制緩和政策の実施によって
取り締まり行政の国際化が図ら
れ、電気用品取締法についても、
国際規格（IEC規格）採用等の改

正が行われました。
　その後、製造物責任法（PL
法）の導入等を契機とする自己責
任原則への移行等の情勢を踏まえ、
政府認証を基調とする安全性確保

体制から欧米先進国で既に一般化
している民間機関による第三者認
証制度を有効に活用する体制への
変革が求められました。それらに
伴い、平成13年4月に電気用品取

　 マーク認証制度を
ご存知ですか？

締法から電気用品安全法への改正
が行われました。
　第三者認証制度の発足に当
たっては、通商産業省（現：経
済産業省）からの検討依頼によ
り電気用品調査委員会でその在
り方を検討した後、電気用品安
全検討会の審議を経て「第三者
認証制度の公平な運営及び普及
等について認証機関に提言を行
い、我が国の電気製品等の安全
性向上に貢献することを目的と

する」電気製品認証協議会（略
称：SCEA）が平成6年12月に発
足。翌年よりSCEAに参加して
いる認証機関によって第三者認
証（Sマーク認証）業務が開始さ
れました（図4）。

5 Sマークをより
　 知っていただくために

　Sマークについてより詳しく
知っていただくために、下記PC

サイト、消費者サイト、モバイ
ルサイトを開設しております。
また電気製品に付いているSマー
ク、認証機関による試験の様子
などの動画をYouTubeでご覧い
ただけますので、ぜひ一度アク
セスしてみてください。

【図3】 Ｓマークの製品別普及率（2017年11月調査）
調査は高知県地域電器店、百貨店、総合量販店、家電量販店、ホームセンター、通信販売の計33店舗で、データ提供方式と店頭訪問形式にて実施
（調査対象製品は上記17品目、総数9,827製品）

電気製品認証協議会（SCEA）事務局
〒105-0001　東京都港区虎ノ門1丁目8番10号　セイコー虎ノ門ビル5階

TEL：03-5510-3211　FAX：03-5510-3213
URL:http://www.s-ninsho.com/【図4】 マークの変遷

PCサイト：「SCEA」で検索
（http://www.s-ninsho.com/）

消費者サイト：「Sマークってなあに？」で検索
（http://www.s-ninsho.com/sp/index.html）

モバイルサイト：上記QRコードでアクセス YouTube：上記QRコードでアクセス
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第149 回

山梨県◎山中湖村
山中湖文学の森公園
富士五湖のなかでも最大の面積を誇る山中湖。
その湖畔には自然を楽しみながら、文学と触れ合える
公園があると聞き、さっそく訪れてみた。

　「山中湖文学の森公園」は約26,100坪を有し、多
くの樹木、山野草、野鳥などが生息する自然豊かな
公園。落ち着いた雰囲気のなかで、文学も一緒に楽
しんでほしいという趣旨から、いくつかの文化施設
が点在している。その中心となるのが「三島由紀夫
文学館」と「徳富蘇峰館」だ。
　「三島由紀夫文学館」は、同氏唯一の文学館とし
て1999年にオープン。今年でちょうど20周年を迎
える。三島は東京出身だが、執筆の取材や自衛隊に
体験入隊した際の訓練で、たびたび山梨を訪れてい
たこともあり、この地に建てられたそうだ。
　館内には直筆原稿、創作・取材ノート、書簡、写

DATA: 山中湖文学の森公園

真資料、雑誌、映画・演劇資料……彼に関する国内
外のあらゆる資料が展示されている。
　最初に目にするのが「花ざかりの森」「仮面の告白」
「潮騒」「金閣寺」「豊饒の海」を含む初版本99冊の展示。
三島は文章だけでなくビジュアル面でもアイディア
を出し、トータルで自身の作品をコーディネイトし
ていたそうだ。それを聞き、改めてずらりと並んだ
装丁を見ると、確かに色づかいやデザインがタイト
ルごとで全く異なり、思い入れの深さが伝わってく
る。ひとつひとつ眺め、装丁に込められた作家の意
図を想像してみるのも楽しいだろう。
　その先は、時計回りに彼の生涯が各資料とともに

紹介されている。作家・三島由紀夫だけでなく、人間・
三島由紀夫を知ってほしいという同館の意向から、
幼少期の写真や、小学生時代の習字や作文なども数
多く見られる。どれも保存状態がよく、感心させら
れるものばかりだ。
　作家デビュー後は執筆活動だけでなく、映画出演
や写真集のモデルなどマルチに活躍していた三島。
書斎を再現したコーナーでは、鏡張りになっている
扉や、文豪らしからぬ事務机に、“彼らしさ”を垣
間見ることができるだろう。
　しかし、なんといっても印象に残るのが、生原稿
の数々。作家の原稿は草書で判読不明というイメー
ジだが、三島のそれは全く違う。綺麗な楷書で訂正
箇所も少ないため、とても読みやすい。これを見る
ために、わざわざ海外からやってくるコアなファン
も少なくないとのこと。特に、当時45歳だった三島が、
自ら命を絶った1970（昭和45）年11月25日の日付が
記された原稿はファンならずとも感慨深い。
　館内はさほど広くはないが見ごたえは十分ある。

改めて気になる作品を読んでみたい……そんな思い
に駆られながら、隣接した「徳富蘇峰館」へと向う。
　徳富蘇峰はご存じの通り、明治から昭和にかけて
活躍したジャーナリスト。富士山をこよなく愛し、
夏場は山中湖畔の別荘に滞在し、ライフワークの「近
世日本国民史」を執筆していたこともあり、1998年
にこの地に徳富蘇峰館がつくられた。展示室は「蘇
峰と山中湖」「蘇峰の生涯」「蘇峰四人の師」「蘇峰
の多彩な交友」のコーナーに分かれている。見どこ
ろは、彼が1890年に創刊した「国民新聞」（現在の
東京新聞の前身）に関する資料、そして弟の徳富蘆花、
親交のあった伊藤博文にまつわる品々。また、直筆
の絵画、趣味で作っていた杖や印鑑などは実にクオ
リティが高く、器用で凝り性な一面が伝わってきた。
　ぜひ「三島由紀夫文学館」と合わせて鑑賞するこ
とをおすすめしたい。これからの季節は、園内の散
策路をブラブラするにも丁度良い。ぜひ山中湖を訪
れた際は足を運び、自然と文学を思う存分、楽しん
でみてはいかがだろう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

山梨県南都留郡山中湖村平野506-296［TEL］0555-20-2655（三島由紀夫文学館）

： 山中湖I.C.より国道138号を御殿場方面へ約10分
： JR御殿場駅より約40分／富士急行富士山駅より約25分 文学の森公園前下車徒歩5分
 
： 10:00～16:30（入館は16時まで）
： 三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館共通／
　一般500円、高・大学生300円、  小・中学生100円、小学生未満無料
： 月曜日（祝祭日の場合はその翌日）、
12/29～1/3、資料点検日（不定期）

車 の 場 合
バスの場合
▶三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館
営 業 時 間
入 館 料

休 館 日

立ち寄り観光名所
● 紅富士の湯　TEL： 0555-20-2700
美しい日本庭園とさまざまな趣向を凝らしたお風呂が楽しめる日帰り温泉。目玉は眼前に富
士山が望める露天風呂。極めて高い値を有したアルカリ性単純温泉。古い角質を取り除く
“美肌の湯”として人気だ。
10:00～21:00。火曜定休。大人800円、学生600円、小学生300円

● 水陸両用　KABA BUS　TEL： 0555-73-8181
観光バス＆遊覧船の「KABA　BUS」。山中湖畔の森を爽快にドライブしたあとは、その
まま湖にザブーン。山中湖をクルーズしながら、雄大な富士山を満喫しよう。1周約30分
（運行ダイヤはHPでご確認を）。
大人2,200円、子ども1,100円、乳幼児400円

公園の目の前は山中湖。絶景ポイントがいっぱいの湖畔を散歩してみよう 

園内には山中湖に
ちなんだ俳人、歌人の
句碑、歌碑が19基
点在している

時代を超えて愛され続ける偉大な作家・
三島由紀夫唯一の文学館。
「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン2009」
において2つ星を獲得（写真提供：山中湖文学の森）

処女作「花ざかりの森」から最後の「蘭陵王」までの
貴重な初版本99冊を展示（写真提供：山中湖文学の森）

三島は書斎に設えた鏡に映る執筆している自分を
見るのが好きだったようだ（写真提供：山中湖文学の森）

近代日本史を語るうえで
欠かすことができない
徳富蘇峰の資料を展示
（写真提供：山中湖文学の森） 

山中湖畔の別荘「双宜荘」の書斎を再現した
コーナー（写真提供：山中湖文学の森）

三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館以外にも、俳句に関する資料が展示されている
「俳句の館風生庵」、富士山関連の資料が豊富に揃う図書館「情報創造館」などがあり、
 散策路には文学の香りが漂っている

（記事提供　電気新聞）

山中湖山中湖東
富
士
五
湖
道
路

413
138

紅富士の湯紅富士の湯

水陸両用
KABA BUS
水陸両用
KABA BUS山中湖

文学の森公園
山中湖

文学の森公園
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

電気の契約変更、悪質な電話勧誘に注意を
個人情報の慎重な扱いなど
監視委と国民生活センターが呼び掛け

政府／自然災害の続発受け
重要インフラの緊急対策決定
3年で7兆円、エネ分野に3,000億円

　電力・ガス取引監視等委員会と国民生活センタ

ーは、2016年4月の電力小売り全面自由化から2年

半以上が経過したことを受け、電話勧誘でのスイ

ッチング（供給者変更）について、消費者に注意

喚起を行っています。顧客番号などを誤って伝え

てしまい、切り替えの意思がないにもかかわらず、

知らない間に契約手続きが進むといった悪質な事

例があったためで、検針票に記載の個人情報を電

話で安易に知らせないよう呼び掛けています。

　具体的な事例としては、大手電力をかたる小売

電気事業者からの電話に対し顧客番号を伝えたと

ころ、当該事業者との契約に勝手に切り替わって

いたり、資料請求のつもりが本契約扱いとなり、

解約のための手数料を請求されたといった例があ

りました。

　電力・ガス監視委と国民生活センターでは、ス

イッチングに関連した電話勧誘があった場合には、

事業者名を確認するとともに、自らの意思を明確

に伝える必要性を強調しています。また、切り替

えの意思がなければ、顧客番号や供給地点特定番

号といった検針票の記載情報を不用意に知らせな

いようにともアドバイスしています。

　小売電気事業者の営業活動が本格化した2016年

1月以降、国民生活センターと消費生活センターに

は電力小売り全面自由化関連で計6,836件（2018年

11月30日時点）の相談が寄せられています。この

うち、2018年7 ～ 9月には相談の63.5％を電話勧誘

のトラブルが占めました。また、電力・ガス監視

委にも計2,642件（同）の相談がありました。

　政府は、2020年度までの3年間で集中実施する

重要インフラの緊急対策と、国土強靱化基本計画

の改定を閣議決定しました。緊急対策の事業規模

は、財政投融資を含め総額7兆円程度を見込んでい

ます。このうち、電力などエネルギー分野には

3,000億円を投じる方針で、約55万kW分の分散型

電源の導入、燃料供給の要となる製油所での非常

用発電機の整備・増強などを進めるとしています。

　緊急対策は、2018年に相次いだ西日本豪雨や台

風21号、北海道胆振東部地震といった自然災害を

踏まえ、各府省庁が実施した重要インフラの点検

結果を踏まえて策定。インフラ機能を「防災」と「経

済・生活基盤」に大別し、計160項目を盛り込みま

した。

　具体的には、河川氾濫を防ぐため堤防の強化対

策やかさ上げを実施。非常時でも診療機能を維持

できるよう、病院の耐震化率の引き上げや電源の

配備も行います。

　エネルギー関連では、分散型電源の導入、製油所・

油槽所への非常用発電機の配備に加え、自家発電

設備を備えた「住民拠点SS（サービスステーショ

ン）」を全国約8,000カ所へと拡大することも記載

しました。

　2014年の策定以来、今回が初の改定となった国

土強靱化基本計画の中でも、緊急対策は特に優先

度の高いものが対象です。2018 ～ 20年度にかけて

集中的に取り組み、進捗状況は定期的にフォロー

アップする考えです。総事業費約7兆円のうち、防

災分野で3.6兆円程度、経済・生活基盤分野で3.4

兆円程度を見込んでいます。

　緊急対策と基本計画の改定は、閣議に先立って

開かれた国土強靱化推進本部と関係閣僚会議で決

定されました。安倍晋三首相は「災害が激甚化す

る中、防災・減災や国土強靱化は喫緊の課題。スピー

ド感を持って進めていく必要がある」と話しまし

た。

（記事提供　電気新聞）

名前の由来

＜2k540＞　鉄道用語では東京駅を
起点とした距離「キロ程」で場所を示
すことがあります。当施設は東京駅か
ら2km540m付近にあるため「2k540」
とし、呼びやすく親しみやすいように読
み方を「ニーケーゴーヨンマル」としま
した。
＜AKI-OKA＞　秋 葉 原 駅（AKI- 
HABARA）と 御 徒 町 駅（OKA- 
CHIMACHI）の中間に位置している
ことを表しています。同駅間の高架下
に人の流れをつくりたいという思いを
込めて作り上げた造語です。
＜ARTISAN＞　フランス語で「職人」
を意味しています。
　この3つを合わせて、2k540 AKI- 
OKA ARTISANと名付けました。

2k540 AKI-OKA ARTISAN

　かつてのJR山手線、秋葉原～御徒
町駅エリアは、靴・鞄等の革製品およ
び傘などのメーカーが集まっており、
そのためデザイナー、職人、関連材料
の問屋などが点在していました。そ
の地域特性を生かし、「ものづくり」
をテーマにした「つくり手」と「買い
手」が触れ合える商業施設を作ろう
と考えました。
　それまでの同駅間の鉄道高架下
は、主に駐車場、倉庫等の利用に

とどまり、商業需要が非常に低く、
また高架沿いの道路は人通りが少な
くにぎわいの乏しいエリアでした。
このエリアに「ものづくり」をテー
マにした商業施設を作り、地域に昔
から根づいている産業を軸に、「ヒ
トを結ぶ」「モノを結ぶ」「コトを結
ぶ」など様 な々「結び」により、鉄
道高架下空間を有効活用しつつ、
高架下のみならず、周辺エリアの人
の流れやモノへの付加価値創出など
に結びつけることができたらと考え、 
2010年12月10日に2k540 AKI-OKA 
ARTISANはオープンしました。

楽しみ方

　株式会社ジェイアール東日本都市開
発 開発事業本部 開発課の白坂英里子
さんに、2k540 AKI-OKA ARTISAN
の見どころなどをお伺いしました。
　日本の伝統的なモノ作りを感じられ
るこだわりのお店が揃っています。工
房（職人）とショップがひとつになった
クラフトショップのスタイルを取っていま
す。ここでしか買えない商品、オー
ダーメイド品、ものづくりが体験できる
ワークショップ、テーマ性の高いカフェ
など、単にモノを売るだけではなく生
活スタイルまでも提案していきます。靴、
鞄、帽子などのファッション製品はもち
ろん、アクセサリー、インテリア、雑貨な
ど、職人の手作りは品質が確かなの

で、プレゼントとしてご利用されている
方が多くいらっしゃいます。
　職人が実際に店舗にいる形は珍し
く、さらにそのようなお店が多く集まっ
ている施設は日本広しといえども、ここ
だけではないでしょうか。お客さまもや
はりこだわりの心をお持ちの方が多く、
リピーターも多いです。品物によって
は修理も当然、手で行うので、そういっ
た意味でもただ単に買うにとどまらず、
足を運んでくださっており、職人とお客
さまとの結びの接点は多いです。
　品質は確かとわかっていてもハン
ドクラフト製品となると敷居が高く感
じている方もいらっしゃると思います
が、そうした方でも、一度足を運んで
みてはいかがでしょうか？ 店舗の外
からでも中の様子がわかりやすい開
放的な店構えが多く、店舗の種類が
豊富なので、お気に入りのお店、職人、
品物など、新たな出会いがあるかも
しれません。宝探しのような楽しみ
がありますよ。
　またこの辺りは、「御徒町らーめん
横丁」や日本全国から選りすぐりの
美味いものが集まった「ちゃぱら」な
どがあり、食も豊富です。こちらもあ
わせてお楽しみください。

第

回
49 2k540 AKI-OKA ARTISAN

東京都

【2k540 AKI-OKA ARTISAN】　東京都台東区上野5－9　
[TEL]  03-6806-0254　[FAX]  03-6806-0250（2k540運営推進センター）　[URL]  http://www.jrtk.jp/2k540/
営業時間：11:00～19:00（一部店舗により異なる）
定 休 日：水曜日（祝日は営業。一部店舗により定休日が異なる）
アクセス：JR山手線秋葉原駅から徒歩6分、御徒町駅から徒歩4分。東京メトロ末広町駅から徒歩3分。

個性的なクラフトショップ
などがそろっている

高架下に新たな
人の流れをつくり
だしている
2k540 AKI-OKA 
ARTISAN

白坂　英里子さん
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

小動物の侵入

　受電設備の老朽化に伴う腐食や錆などにより穴や隙間ができたり、ケーブル引込
口が閉塞されていないと、蛇やネズミなどが侵入することがあります。
　これらの隙間から侵入した小動物が高圧設備に触れることで、高圧機器の故障や
停電事故の発生につながります。
　腐食などでできた穴やケーブル引込口の開口部を塞ぐことによって、小動物の侵
入を防ぎ電気事故を予防しましょう。

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気代が急に高くなったのですが、
心当たりがありません。
漏電しているのでは？

物で漏電遮断器やそれに類する

ブレーカーが設置されています。

地絡を検知して遮断器が切れる

ため、長時間漏電し続けること

はありません。

　ただし、ブレーカー・分電盤

が故障していたり、接地（アース）

がしっかり施工されておらず漏

電遮断器が正しく動作しない場

合などは、地絡が続く可能性が

あります。

　第二の理由として、電気代が

急増するほどの地絡電流が気付

かれずに流れ続けることは考え

にくいことが挙げられます。

　仮に100mA（0.1A）の地絡が

起きているとします。これは人

が感電すると短時間でも致命的

といわれるレベルの電流です。

100Vの回路であれば、消費電力

は0.1×100＝10W。24時 間、30

日 続 い た と し て、1カ 月 で

10×24×30＝7200Wh＝7.2kWh

の消費電力量になります。東京

電力エナジーパートナーの「従

量電灯B」という料金プランの場

合、最も高い区分の料金で1kWh

あたり30.02円ですから、電気代

にすると7.2×30＝216円程度と

なります。

　もし地絡だけで数千円～数万

円増えるとすると、数A～数十A

の地絡電流が1カ月流れ続けるこ

とになり、あまり現実的ではあ

りません。早急に対策しなけれ

ば火災になるでしょう。

◆　　◆　　◆

　では、電気代が急に増えた要

因は何が考えられるでしょうか。

大半は、当たり前のようですが

電気の使いすぎです。特に冷暖

房機器などの消費電力が大きい

機器を気付かずにつけっぱなし

にしていた、といったことが考

えられます。

　また、外壁に設置したコンセン

トを勝手に使われるといった盗電

の可能性もありえますので、注意

してください。

　漏電は、電気が本来

流れてはいけない経路

で外部へ流れ出ている

状態です。電気の配線や電気機

器が水に濡れたり、絶縁体が破

損・劣化したときなどに起こり

地面に電気が漏れる地絡と、電

線間が電気的につながる短絡に

わかれます。ここでは、地絡に

よる漏電についてお話しします。

　地絡（漏電）によって電気代

が目に見えて跳ね上がるという

ことはほとんどありません。第

一の理由として、今は多くの建

小動物の侵入
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　当協会では、一般のお客さまを対象に電気に関する各種講習会を開催しております。
　ご好評をいただいております労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験講習会を、下記の
日程で開催します。なお、お申込みおよび最新の日程は、当協会のホームページをご覧ください。
　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。

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

2019年度

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
●当日の講習会に関するお問い合わせ
●下記受講料については、税制改定により料金を変更する場合があります。

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

保護継電器（ＧＲ，ＤＧＲ，ＯＣＲ）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器での各種保護継電器の動作試験などを行います。
■受講料　17,800円（税込・テキスト代含む）
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土浦
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さいたま
技術研修所
千葉
横浜
湘南

甲府
沼津

■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【高圧（2日）】

■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（2日）】■2019年度　電気安全特別教育講習会日程表【低圧（1日）】

※各日程につきましては、変更及び中止する場合があります。2019年2月25日現在

■2019年度　保護継電器試験実務（初級）講習会日程表

4月
9,10

11,12
25,26
11,12

17,18
18,19

25,26

4,5

8,9
24,25

18,19
15,16
10,11

5月
22,23
9,10
13,14
23,24
16,17
23,24

22,23

23,24

23,24

16,17

13,14
22,23
15,16

16,17
15,16

6月
11,12

6,7
20,21
6,7
12,13

19,20

20,21

6,7

6,7

10,11
20,21

13,14
17,18
12,13

7月
4,5

11,12
25,26

17,18

25,26
4,5
18,19

18,19

18,19
18,19
10,11

8月
20,21

8,9
22,23
22,23

22,23

28,29

22,23
19,20
7,8

2019年
9月
10,11

12,13
26,27
12,13
18,19

19,20

26,27

5,6

9,10

18,19
10,11
19,20
11,12

10月
8,9

10,11
24,25
10,11

23,24

16,17

17,18
10,11

3,4

2,3
17,18
23,24
15,16
17,18
9,10

11月
12,13

11,12
21,22
7,8

20,21

21,22

7,8

13,14

12,13
21,22
13,14
13,14

12月
10,11
19,20
5,6
19,20
5,6
12,13

18,19

19,20

5,6

5,6

18,19

12,13
10,11
11,12

1月
14,15

9,10
23,24
16,17
22,23

9,10

9,10

14,15
29,30

21,22
23,24
15,16

2月
13,14

6,7
20,21
13,14

19,20

20,21

20,21

23,24

19,20

12,13
17,18
13,14

2020年
3月
10,11
24,25
5,6
18,19
12,13
18,19

12,13

10,11

5,6

11,12
25,26
18,19
10,11
16,17
11,12

●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）


