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小田原フラワーガーデンの春バラ　
神奈川県小田原市（16～17ページ参照）

　温暖な小田原市では四季折々の花を楽しめるスポットが多くありますが、代表的なのが小
田原フラワーガーデンです。5月はアルカディア広場の周囲に広がるバラ園が見頃。様々な種
類のバラが立体的な演出で咲き乱れます。
　見頃は春と秋ですが、真冬を除いて一年中バラを楽しむことができます。

22

・5 62019No. 553

ちょっとひと息 三本珈琲株式会社

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

お客さまの災害時の負担軽減に役立つよう
「受電設備保証保険」に加入しております。

お客さまの受電設備については、細心の注意をはらって点検しておりますが、雷などの偶発的な事
故はなかなか防ぐことができず、その被害も甚大なものとなります。そこで、当協会と保安管理業務
契約を締結しているお客さまの災害時の負担軽減に役立つよう「受電設備保証保険」に加入してお
ります。

1） 保険料は一括して、当協会が負担します。
2） 保証の対象機器は電力会社との責任分界点から受変電設備の低圧開閉器負
荷側端子までの機器です。

3） 保証対象事故は、雷害等の突発的な事故で損害が生じた場合に限ります。
※あらかじめ故障の恐れがあると指摘されているものなど、事故の内容によっては、保証

できない場合がありますのでご了承ください。

4） 保証する被害額のうち、免責額2万円は、お客さまに負担していただきます。

詳細は担当検査員またはお近くの当協会までお問い合わせください。

▶機器の修理や設置などの工事費用も保険請求の対象です。
　（ただし対象とならない工事費用もあります）
▶保険請求に関する手続きは保安協会が行います。
▶復旧に対する調査費用及び仮修理費用等は含まれません。

主な保証内容

受電設備保証保険 について

責任分界点

お客さまの設備電力会社の設備

お客さま構内

キュービクル

構内1号柱

高圧引込み
ケーブル

ＰＡＳ（高圧交流負荷開閉器）

保証対象機器
低圧開閉器
負荷側端子

まで

※お客さま設備によっては上記イラストと異なる場合があります。

保険の
保証対象となる
範囲を　　　で
表しています

お客さまこんにちは　プレジデントリゾート軽井沢
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　夏場の電力使用量が多くなる最大の要因がエアコ
ンです。エアコンの消費電力を減らすことが夏の省
エネの核になります。
　また、冬場ほどではありませんが照明が意外に多
くの電力を使っています。照明器具から発する熱が
室内の温度を上げている場合もあります。ここも工
夫次第で省エネにつながります。
●室温は28℃を目安に
　冷房中の室温は28℃を目安に、無理せず快適に過
ごせるよう適切に調整しましょう。併せて「クール
ビズ」のように服装を工夫することも有効です。

◇省エネルギーラベル
　2000年に導入された制度で、エアコン、冷蔵庫、
テレビ、照明器具など家庭で使用される製品を中心

5月に入ると日差しは徐々に強さを増し、
6月の梅雨を過ぎれば夏はすぐそこに迫っています。
昨年の夏は記録的な猛暑でした。エアコンがフル稼働で、
電気料金の通知額に驚いた方も少なくないのではないでしょうか。
健康や快適さを守りつつも、電力使用量を低減し、
電気料金や二酸化炭素（CO2）排出を抑えることは大切です。
今回は、夏の準備に役立つ節電・省エネ情報をご紹介します。

Ⅰ エアコンの省エネ

Ⅱ 省エネルギーラベリング制度

に21品目が対象となっています。カタログや製品本
体、包装など、見やすいところに製造事業者などが
表示します。
　ラベルには省エネ性マーク、省エネ基準達成率と
その目標年度、エネルギー消費効率が記載されてい
ます。省エネ基準達成率が100％以上の製品はグリ
ーンの省エネ性マーク（例1）、未達成（100％未満）
の製品はオレンジのマーク（例2）になります。
　エネルギー消費効率は製品カテゴリによって表示
が異なり、年間消費電力量や、エアコンのAPFなど
が使われます。
◇統一省エネルギーラベル
　統一省エネルギーラベルは、家電の販売店などが
製品の省エネ情報を表示するものです。省エネルギ
ーラベルに加えて、5つの星で省エネ性能を評価す
る多段階評価制度や、年間の目安電気料金を表示し、
より分かりやすく比較できるようにしています。

夏の節電・省エネのススメ

●必要なときだけつける
　不要なときはこまめに電源を切ることが省エネの
基本です。
●フィルターを月に1～ 2回清掃
　フィルターが目詰まりしているとエアコンが能力
を十分に発揮できず、効率が悪くなります。定期的
に清掃しましょう。

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115％ ○○○kWh/年

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98％ ○○○kWh/年

省エネルギーラベルの表示例

エネルギー消費効率は製品
によって表示が異なります。

白
緑

（黄赤）

（例1）

（例2）
橙
白

図1

統一省エネルギーラベルの例図2

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

❸［省エネルギーラベル］
❹統一省エネルギーラベルの貼り間違えがないようにメー
カー名、機種名を表示しています。

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

p o i n tp o i n t
エアコンの省エネ

室外機 空気の循環
窓からの
熱を遮断

吹き出し口付近などに物を置くと、冷房
効率が低下します。風通しのいいところ
に設置し、周囲は整理整頓しましょう。

扇風機やサーキュレーターを併用し、部
屋の空気を循環させると、少ない消費電
力で体感温度を下げることができます。

カーテンやブラインドで日差しをカット
しましょう。外出時は、昼間でもカーテ
ンを閉めると室温の上昇を抑えられま
す。ドアや窓の開閉は少なくしましょう。

※エアコンの省エネ性能を比較するために使われる数値として、COP（成績係数）とAPF（通年エネルギー消費効率）が
あります。近年はAPFが使われることが多くなっています。
　APFは日本工業規格（JIS）の規格に基づいて一定の運転条件を定め、その条件下で1年間エアコンを運転した場合の効
率です。定格運転時の効率のみを表しているCOPに比べ、より実際の使われ方に近い条件で性能を比較できます。
　COP、APFとも、数字が大きいほうが効率が高いことを示しています。エアコンを選ぶ際は参考にしてください。

　多段階評価制度の対象となっているのは、家電の
中でも比較的エネルギー消費量が大きい冷蔵庫、冷
凍庫、照明器具、テレビ、エアコン、温水洗浄便座
の6品目です。それ以外の製品向けに、多段階評価
を記載しない簡易版の統一省エネルギーラベルもあ
ります。



安 全 エ レ ち ゃ ん の クイズコーナークイズコーナー
電気と保安 
2019年5・6月号
問　題 ヒント（4～7ページ）

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

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

応募方法

ハガキの場合は、〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル7階 
関東電気保安協会 広報部、までお送りください。

ぜひホームページの応募フォームから
お申込みください！

［応募フォームのアドレス］ 

QRコードはこちら➡ 

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

2019年7月15日必着

応 募 先

締切期日

発 表
省 エ ネ

応募総数…2,474件

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

1・2月号正解

2019年9・10月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100
人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。なお、当選
者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

統一省エネルギーラベルの多段階評価制度の対象となる電
気製品は、冷蔵庫、冷凍庫、照明器具、テレビ、○○○○、温
水洗浄便座の6品目です。○に入る4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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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅲ 家庭における節電・省エネ対策

　いかがでしたか。
　夏は気温の上昇とともに電力使用量も多くなる季節ですが、その分節電・省
エネを行った効果も実感しやすくなります。紹介した取り組みの中から、皆さ
まの環境に合わせて、無理のない範囲でできることから挑戦していただければ
と思います。
　技術の進歩で機器の省エネ性能は年々向上していますが、それをうまく活用
できるかは私たちの使い方次第です。普段から省エネ意識を高めていけるよう
心がけたいですね。

c h e c k  s h e e tc h e c k  s h e e t
節電・省エネチェックシート

夏の節電・省エネのススメ

□効率の良くない電気製品を使っていませんか？
　近年の省エネ性能の改善はめざましいものがあり
ます。買い替えることで地球温暖化対策や電気料
金の節約にもつながります。製品を選ぶ際は省エネ
ルギーラベルや統一省エネルギーラベルを参考にし
てください。

□省エネモードを活用していますか？
　テレビやDVDレコーダー、パソコンなど、省エ
ネモードがある製品は設定するようにしましょう。
　「クイック起動」「高速起動」などの機能がある場
合、設定するとスイッチを入れてすぐ使えるようにな
りますが、待機時消費電力が大きくなります。少し
待つゆとりが節電につながります。

□待機時消費電力を減らすようにしていますか？
　電源オフの状態でも、リモコンからの受信待ちな
どで微量の電力を消費している機器は少なくありま
せん。リモコンの電源だけでなく、本体の主電源を
切るよう心がけましょう。長時間使わない機器は、
コンセントから抜くようにしましょう。
　また、最近では待機時消費電力がほぼゼロとい
う省エネ製品も出てきています。

□節電の必要な時間帯に、消費電力の大きな
電気製品を使って家事をしていませんか？

　夏場の特に平日の日中（13:00 ～ 16:00頃）は
電力需要が集中するため、節電が必要な時間帯で
す。消費電力の大きい電気製品を使う家事は、で

□長時間使用する照明に
白熱電球を使っていませんか？

　白熱電球を同じ明るさの蛍光ランプやLED電球
に交換すると、消費電力は1/4～1/6以下になりま
す。発熱が減り冷房の負担が軽くなるほか、製品の
寿命が大幅に長くなるメリットもあります。

□長時間の保温をしていませんか？
　炊飯器や電気ポットは長時間保温し続けるより
も、食べる都度、使う都度温める方が消費電力が
少なくなります。
　炊飯器でごはんを保温する場合は4時間程度ま

□温水洗浄便座の便座暖房が入りっぱなしに
なっていませんか？
洗浄水の温度が高いままではありませんか？

　気温の高い季節は便座暖房を切り、洗浄水の温
度も下げましょう。タイマー機能や節電モードがあ
る場合は活用すると効果的です。
　また、便座暖房を使う季節は、使用しない間は
便座のフタを閉めておくだけでも電力使用量の削減
になります。

□使っていない電気製品のスイッチを
入れっぱなしにしていませんか？

　人のいない部屋のエアコンや照明、見ていないテ
レビなどは、こまめに消すようにしましょう。
※エアコンの頻繁なオン・オフは消費電力の増加に

□効率の悪いエアコンの
使い方をしていませんか？

　4ページの「エアコンの省エネpoint」の内容を
参考に、エアコンの節電に努めましょう。

□まとめられる家事を
細かく分けてしていませんか？

　洗濯機や食器洗い乾燥機は、ある程度まとめて
洗うことで使用回数を減らし、電力使用量を削減
できます。
　ただし詰め込みすぎると逆効果になることもあり
ます。定格容量の8割程度を目安にしましょう。

□冷蔵庫の庫内を冷やしすぎていませんか？
冷蔵庫を壁にくっつけて設置していませんか？

　冷蔵庫の温度設定が「強」になっていたら、「中」
に直してみましょう。食品が十分に冷えるよう、庫
内にものをつめこみすぎないことも大切です。
　また、冷蔵庫と壁や天井の間隔が狭すぎると運
転効率が下がります。適度な距離を開けて設置する
ようにしましょう。

□テレビの画面が明るすぎる設定に
なっていませんか？

　「ダイナミックモード」（※）などの輝度が高い設

電気製品編
　知らず知らずのうちに、電気を
ムダに使っていませんか？　電気
製品の設定や、古くて効率の悪い
製品を一度見直してみましょう。

生活習慣編
　いつもの生活習慣をちょっと見
直すだけでも、電気のムダを減
らせる場面は意外と見つかりま
す。心がけてみてください。

定にしていると、テレビの消費電力が大きくなりま
す。普段は「標準モード」（※）や「リビングモード」
（※）に設定しましょう。また、画面にホコリがつ
いていると暗く見えるので、週に1回程度清掃しま
しょう。
※映像モードの名称はメーカーにより異なります。

なる場合があります。
　パソコンは長時間（90分程度以上）使わないと
きはシャットダウンしましょう。シャットダウンしな
い場合でも省電力モードになるよう設定しましょう。

きるだけこの時間帯を避けるようにしましょう。
〔消費電力の大きい電気製品例〕アイロン、電気ポッ
ト、電子レンジ、ホットプレート、ドライヤー、トー
スター、IHクッキングヒーター、食器洗い乾燥機、
浴室乾燥機、掃除機、洗濯乾燥機　など

でが目安となります。それ以上の場合は十分冷まし
てから冷蔵庫や冷凍庫に保存し、電子レンジなどで
再加熱しましょう。
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東京南事業本部 芝浦事業所　梅川　智道　

の 記 録 から現場
犯人は意外なところに！　～漏電探査24時～

　電気配線の絶縁被覆が傷つい
たりすると、漏電が起こります。
とはいえ、常に一定のペースで
漏電し続けるとは限りません。
状況の変化によって漏電したり、
復旧したりを繰り返すケースも
少なくありません。
　条件が重なったときだけ起き
る漏電は、発見するのも、原因
を特定するのも難しくなります。
しかし、対処しなければ大きな
事故につながるおそれがあるの
は同じです。今回は、粘り強く
丁寧な調査によってついに原因
特定に至った事例を紹介します。

◆　　◆　　◆

　ある日、お客さま施設の月次
点検を行っている最中に、総合
監視指令センターより、私の担
当している他のお客さまの絶縁
監視装置が漏電を検知したので
対応して欲しいとの連絡が入り
ました。

　月次点検終了後、私は想定さ
れる原因を考えながら、直ちに
そのお客さまのところへ向かい
調査を開始しました。到着時も
漏電の警報が継続していたため、
テナントで入居している飲食店
の電灯分電盤の回路で漏電して
いるところまで絞り込むことが

できました。「この調子ならすぐ
に原因は判明する」と思い調査
を進めましたが、調査中に突然、
漏電は消滅してしまい、残念な
がらその日は原因特定までには
至りませんでした。
　その後も、何度か警報は発生
しましたが原因の特定までに至
らないということが繰り返され
たため、お客さまにご了解をい
ただき、飲食店の分電盤に漏電
した時間と電流値が記録できる
「漏電探査器」を取り付けること
にしました。その数日後、再び
漏電の警報が発生。漏電探査器
に記録されていたデータを確認
すると、漏電が発生する時間は

営業前と営業後の時間帯で日時
はまちまちで、特に手掛かりに
なるものはありませんでした。

　その後も警報を受信するたび
に探査する分岐回路を変更し、
探査を進めていったある日の朝、
再び警報を受信したため、お客
さまのところへ伺いました。早
速取り付けた探査器のデータを
確認すると、飲食店入口付近の
回路で漏電が発生したデータが

残されていました。お店の許可
をいただき、一部を停電させ絶
縁抵抗を測定しましたが、規定
値の範囲内で特に問題はありま
せんでした。
　「必ず何か原因があるはず
だ！」と気を取り直し、入口付
近の電気機器や配線を調べたり、
店員の方に問診をしてみました。
すると、特定の店員の方が入口
の自動ドアを開けっ放しにする
ため、ドアを奥に押し込んだと
きだけ、漏電が発生することが
判明しました。この自動ドアは
普通に使用する分には漏電しま
せんが、ドアを固定するために
奥に押し込むと配線がドアのフ
レームに接触し、漏電していた
のです。
　早速お店の方に原因を報告し、
早急に改修していただくよう説
明し帰所しました。

◆　　◆　　◆
　今回は、特定の店員の方の自
動ドアの操作により漏電が発生
した事例ですが、絶縁監視装置
が設置されていなければ発見で
きなかった可能性があり、最悪
の場合、感電や火災の原因にな
ったかもしれません。絶縁監視
装置は24時間365日お客さまの
低圧設備の漏電を監視します。
まだ設置していないお客さま※は
ぜひ設置をご検討いただきます
ようお願い
いたします。
詳しくは担
当検査員に
お声掛け下
さい。

※一部、受電設備の状況等に
より設置できない場合があ
ります。
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充実したアクティビティ

　浅間山や白根連峰の雄大な景観
が広がる軽井沢高原。その標高
1200mの地にあるのが大型リゾー
ト施設、プレジデントリゾート軽井
沢です。2017年8月にはオープン
20周年を迎えました。
　日本屈指の避暑地として知られ
る軽井沢でも、プレジデントリゾー
ト軽井沢ほどアクティビティが充実
しているリゾート施設はそうないで
しょう。ホテルに加えて、ゴルフ
場（プレジデントカントリー倶楽部
軽井沢）、テニスコート、屋内プール、
さらにはスキー場（軽井沢スノー
パーク）があり、一年中いつ訪れ

ても楽しむことができます。

こだわりの食事と天然温泉

　ホテルの客室は100室を超えま
す。敷地内には、愛犬と一緒に泊
まることができるコテージもありま
す。旅行の大きな楽しみといえば

食事ですが、ホテルのレストランで
は地元の旬の食材を使用した和洋
バイキングを提供。雄大な自然の
景色を眺めながら、豊富な種類の
こだわりの料理を堪能できます。
　また、浅間山の大地から湧き出
る天然温泉もプレジデントリゾート
軽井沢の魅力の一つ。軽井沢のホ
テルでは運び湯が多い中、施設内
に源泉があります。無色透明の「美
人の湯」を体験しに、北軽井沢ま
で足を伸ばしてみてはいかがでしょ
うか。

子連れに優しいリゾート

　プレジデントリゾート軽井沢は、
小さなお子さま連れの家族にも大
人気です。「ミキハウス子育て総研」
が認定する小さなお子さま連れが
安心して利用できる施設に、同リ
ゾートのホテルとスキー場が選ばれ
ています。認定基準が非常に厳し
いため、同じ敷地内の施設がダブ
ル認定されるのは極めて稀なこと。
しかし実際に訪れてみると、プレ
ジデントリゾート軽井沢には、小さ
なお子さまとの旅行に不安を感じさ
せないための細やかな工夫や配慮
が、至る所に施されていることが
わかります。
　キッズスペースやランドリーコー
ナーを設け、レストランのメニュー
にアレルギー表示を載せているの

はもちろん、「ウェルカムベビーの
お宿」に認定されたベビールーム
はお子さまがけがをしないように、
客室のコーナーにクッションが使用
されています。スキー場にはソリ専
用のちびっこゲレンデや託児所が
あり、レンタル用のウェアも80cm
から用意されています（道具一式
をフルレンタルできる「手ぶらプラ
ン」もあります）。そのため、子ど
もがゲレンデデビューするには絶好
の場所といえるでしょう。

季節ごとに多彩なイベント

　プレジデントリゾート軽井沢は、
ゴルフやスキーをしない宿泊客でも
時間を持て余すことはありません。
なぜなら、敷地内で開催されるさ
まざまなイベントに参加できるから
です。内容は季節ごとに変わりま
すが、キャンドル作りや野菜の収
穫体験、ガイド同行のトレッキング、
たき火を囲みながら満天の星空を
眺めるイベントなどがおすすめです。

　中でも好評なのが春から秋にか
けて行われるカートツアー。これは、
プレイしない人は滅多に足を踏み入
れられないゴルフ場をカートで巡る
もので、ゴルフ場の豊かな自然を
誰もが体験できます。時にはシカ
やイノシシなどの野生動物の痕跡
が見られることもあり、子どもだけ
でなく大人にとっても、忘れられな
い思い出になるのは間違いありませ
ん。

近隣の観光スポット

　プレジデントリゾート軽井沢から
車で約15分の場所には、浅間山
噴火による溶岩が広がる景勝地、
鬼押出し園があります。すぐ近くに
ある浅間園と合わせて訪れると、
自然の驚異を目の当たりにできるで
しょう。
　また、そこから鬼押ハイウェーを
北に5分ほど進むと、軽井沢おも
ちゃ王国があります。このテーマパ
ークには日本最大級のおもちゃの
部屋があり、子どもが一日中遊ん
でも飽きることはないと評判です。
JR軽井沢駅前にある国内最大規
模のアウトレットモール、軽井沢・
プリンスショッピングプラザも車で
約40分の近さです。

関東電気保安協会の役割

　「2011年の東日本大震災では、
この地域でも計画停電が実施され

ました。その時、うちのような施
設では電気がないと何もできないこ
とを痛感しました。電気は本当に
大切です」
　プレジデントリゾート軽井沢を運
営する鹿島軽井沢リゾートの宿泊
支配人、武井聡さんはこう話します。
　「営業に支障が出ることはもちろ
んですが、お客さまの安全と安心
が第一なので、電気系統の大きな
トラブルは絶対に起こすことはでき
ません。関東電気保安協会さんと、
当社が一丸となって、ちょっとした
異常も見逃さないようにしていま
す」
　電気のプロとして、私たちに何
ができるか。プレジデントリゾート
軽井沢の安全を守るチームの一員
としてその答えを真摯に求め続けな
がら、今後も日々の業務に取り組
んでいく所存です。

プレジデントリゾート軽井沢の
ご予約はこちらから ☟
https://www.presidentresort.jp

雄大な景観や多彩なアクティビティなどが魅力のプレジデントリゾート軽井沢

地元の旬の食材をそろえたホテルの和洋バイキング 露天風呂などで楽しむ天然温泉も魅力

鹿島軽井沢リゾート株式会社宿泊支配人

武井 聡さん

こ ん に ち はまさ客お
プレジデントリゾート

軽井沢
〒377-1412　群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16

TEL：0279-84-1441

ゴルフをしない人でもゴルフ場の自然を満喫できる
カートツアーが好評

お子さま連れでも安心して利用できる配慮が随所に。3世代での家族旅行におすすめ ホテル隣接のプレジデントカントリー倶楽部軽井沢で爽快なプレーを楽しめる
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特　集 2

　作った電気を貯めることがで
きる「蓄電池」。スマートフォン
や携帯音楽プレーヤーなど身近
な製品にも使用されているが、
近年では災害時の活躍でも脚光
を浴びた。蓄電池の電気を停電
した避難所で活用する様子をテ
レビ、新聞が報道。災害対応策
を検討する自治体を中心に、蓄
電池メーカーに問い合わせが相
次いだ。この蓄電池をもっと大
規模に、そしてもっと高機能化
できれば、どういった世の中に
なるのか。最新の研究事例、活
用事例を紹介しよう。

1 活用先の広がり

《再生可能エネルギー》
　蓄電池の大型化で、まず期待
できるのが太陽光発電や風力発
電などの再生可能エネルギーの
導入拡大だ。再生可能エネルギー
の多くは天候などによって発電
量が変動する。適度な日光と風
速があれば安定して電気を使用
できるが、例えば太陽光発電が

大量に導入された場合、急な天
候不順で電線を流れる電力のバ
ランスが壊れ、最悪の場合は停
電を引き起こすおそれがある。
　再生可能エネルギーの電気を
一旦、蓄電池に貯めてしまえば、
使いたいときに安定してクリー
ンな電力を使用できる。蓄電池
が大型化すれば、受け入れる電
力量も増加し、さらなる再生可
能エネルギー電源の導入に役立
つ。大型蓄電池に貯めた電気は1
軒の家庭だけでなく、マンショ
ンやコンビニ、工場などにも使

用できる。このためメーカーは
蓄電池の活躍機会を増やそうと、
安全かつ大規模な蓄電池の開発
に力を注ぐ。
　代表的な蓄電池であるリチウ
ムイオン電池はパナソニックな
どが開発。家庭向けの製品に加え、
電気自動車（EV）にも搭載され、
もっとも開発が進んでいる電池
と言える。大規模向けの製品と
しては、日本ガイシが開発して
いるNAS電池は大容量、高エ
ネルギー密度、長寿命が特長。
安定して電気を蓄えられ、既に

世界200カ所以上で稼働実績を
持つ。また住友電気工業が開発
するレドックスフロー電池は長
寿命であり、発火性の材料を用
いておらず安全性の高さが特長
だ。米国の実証事業でも運用し
ており、信頼性が高く評価され
ている。
　家庭においても蓄電池の導入
例が増えている。屋根などに設
置した太陽光発電の電気を蓄え
るためだ。これまで家庭用太陽
光発電の電気は、再生可能エネル
ギー固定価格買取制度（FIT）で
買い取られていたが、2019年11
月から、買い取り期間が順次終了
する。固定価格で売れる期間が
終了すると、新たに電力会社と
契約を結んで電気を売るほかに、
電気を家庭内で自家消費する選択
肢が生まれる。そこで蓄電池が重
要視され、メーカーは昼間に太陽
光発電で発電した電気を蓄え、夜
間に使用するといったモデルケー

スをPRしている。

《電気自動車》
　家庭に電気を届けるという意
味では「V2H」という概念も広
まりつつある。Vは自動車のビー
クル、2は英語の「to」、Hは家
のホームを指す。要はEVなどの
電動車両が搭載する蓄電池から
電気を家庭に供給する手法だ。
　日産自動車は１月に発表した
EV「日産リーフeプラス」の記
者発表の場で、V2Hの利用を
PRした。蓄電池の容量は従来の
「日産リーフ」と比べ約55％増え
て62kW時に到達。1回の充電で
走行できる航続距離は322kmか
ら458kmに伸びた。
　電池性能が高まったというこ
とは、事業所や家庭に給電でき
る量も増加したといえる。一般
家庭で2～4日分の電力を供給で
きるという。
　記者発表の場で日産自動車の

ダニエレ・スキラッチ副社長は、
「EVは社会と融合する。単なる
移動手段だけにしない」と蓄電
池活用の広がりに期待を示した。

《VPP》
　家庭内やEVなど、あらゆる場
所に蓄電池が設置されれば、ま
とめることで大規模な蓄電設備
として扱える。この分散した電
池容量を生かそうという考えを
VPP（バーチャル・パワー・プ
ラント、仮想発電所）という。
VPPは各家庭や工場が持つ蓄電
池などをあたかも一つの発電所
のように運用させる概念だ。電
力使用量が増加して電気が足り
ない場合、各地の蓄電池を遠隔
操作して放電を開始。足りない
電気を蓄電池で補う。逆に電気
を作りすぎた場合は、蓄電池に
充電することも可能だ。例えば
再生可能エネルギーで作りすぎ
た電気を家庭や工場に設置した

蓄電池に充電することもできる。
蓄電池の稼働がVPP運用のカギ
となるため、メーカーなどは蓄
電池の充放電に関する正確な制
御技術の開発を続けている。

2 車載蓄電池の
　 開発競争

　蓄電池の制御技術が進展する
とともに、EVなどに搭載する車
載蓄電池の開発競争も加速して
いる。中国勢の台頭を受けて、1

月にはトヨタ自動車とパナソ
ニックが車載蓄電池を開発する
合弁会社を2020年までに設立
すると発表した。両社は2017
年から電池事業での協業を見据
えた検討を開始しており、本格
的に国際競争に打ち勝つ姿勢を
見せる。
　車載蓄電池に限っては2017年
に、中国メーカーの寧徳時代新
能源科技（CATL）が出荷量でパ
ナソニックを抜き世界トップに
立った。中国政府の優遇施策の

先行きは不透明なものの、同国
は世界最大のEV市場だけに技術
開発の速度は日本勢として警戒
が必要だ。
　パナソニックは、開発した車
載蓄電池を世界で普及させるだ
けでなく、電池の規格統一に向
けて主導権を握りたい思いもに
じむ。一方のトヨタも、EVの本
格投入を前に、安定的な電池の
供給源確保を狙う。同社は2030
年に現在の3倍となる550万台の
電動車両を販売する目標を掲げ
ており、高性能な電池の確保無
しにこの目標に到達するのは難
しい。パナソニックとともに研
究を加速し、電池業界、電動車
両業界で覇権を握る考えだ。
　このほかにも国内蓄電池メー
カーによる製品開発が進展して
いる。今後も業界をまたいだ連
携など蓄電池を巡る業界変化が
起こっても不思議ではない。

3 次世代電池

　現時点で導入、実証が進む蓄
電池以外にも、次世代を担う高
性能な蓄電池の開発が行われて
いる。日立造船は、「全固体リチ
ウムイオン電池」を開発中。固
体の電解質を陽極と陰極に配置
した電池で、電解液が液体で構
成されるリチウムイオン電池よ
りも安全性で優位と言われてい
る。課題はコストとされるが、
同社は「全固体の優位性を生か

もっと大きく、もっと便利に
～蓄電池の最新事例から～ せば拡販できる」としている。

　液体のリチウムイオン電池は
高温や真空の環境では膨張する
可能性がある。全固体電池は真
空中でも安全な使用が可能。耐
久性、安全性の高さから、他の
電池が参入しにくい宇宙分野で
の採用を目指している。
　さらに研究開発を進め、将来
的には、医療機器や車載用など
にも適用分野を広めたい考えだ。
エネルギー密度の高さも全固体
電池の特徴で、EVの充電時間が
10分以下になる超高速充電の実
現も期待されている。

4 展示会

　2月28日～3月1日に東京・有
明の東京ビッグサイトで開かれ
ていた展示会「二次電池展」「ス
マートグリッドEXPO」では、
国内外の最新の蓄電池が一堂に

会した。各社は蓄電池が災害発
生といった非常時だけでなく、
電力系統の安定化などに貢献で
きる点をPR。次世代電池となる
全固体電池のブースにも多くの
来場者が訪れ、注目を集めた。
　レドックスフロー電池を紹介
する住友電気工業のブースでは、
導入例を写真やパネルで展示。
米国カリフォルニア州では再生
可能エネルギーの導入拡大に向
けて同電池の実証を開始してお
り、余剰電力の充電や周波数調
整用として活用している。
　蓄電池メーカーのエリーパ
ワーは、VPPにも活用できる蓄
電池を展示。通信機能を有して
おり、遠隔操作で複数の蓄電池
の充放電が実現する。同社は屋
内壁掛け蓄電システムも販売し
ており、性能を訴求した。
　日立造船は全固体電池をア
ピール。今後の商用化に向けた

工程をパネルで掲示し、宇宙用
や医療用などで活用すると紹介
した。このほか、東芝エネルギー
システムズは実運用を開始した
VPPサービスの例を展示。蓄電
池をIoT（モノのインターネット）
で制御する仕組みをPRしていた。

5 おわりに

　電気はとても便利なエネル
ギーだが、大規模に貯めておく
のが難しいというのが弱点だ。
しかし災害対策、再生可能エネ
ルギーの有効利用、電動車両の
普及拡大といった時代の要請を
受けて、蓄電池の開発は急激に
加速しつつある。より大規模か
つ安価で、安全性が高く制御も
しやすい、そんな夢のような蓄
電池が登場し、世界を大きく変
えていく日もそれほど遠くない
かもしれない。

電気新聞編集局報道室

湯川　努

【表1】 主な電力系統用蓄電池の特徴

【鉛蓄電池】

【リチウムイオン電池】

●使用実績が多い
●比較的安価で、性能も安定している
●大型で重い
●鉛などの有害物質を含む

●小型機器を中心に使用実績が多い
●エネルギー密度が高く、小型化できる
●充放電効率が良い
●容量あたりの価格が高い
●過熱などの対策が必要

【NAS電池】

【レドックスフロー電池】

●エネルギー密度が高い
●低コストかつ長寿命
●作動温度が高い（300℃程度）
●火災などの対策が必要

●サイクル寿命が長い
●安全性が高い
●エネルギー密度が低い
●大型化が容易だが小型化は困難

九州電力豊前発電所構内で再エネ出力変動調整などの実証が進む
日本ガイシのコンテナ型NAS電池
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特　集 2

　作った電気を貯めることがで
きる「蓄電池」。スマートフォン
や携帯音楽プレーヤーなど身近
な製品にも使用されているが、
近年では災害時の活躍でも脚光
を浴びた。蓄電池の電気を停電
した避難所で活用する様子をテ
レビ、新聞が報道。災害対応策
を検討する自治体を中心に、蓄
電池メーカーに問い合わせが相
次いだ。この蓄電池をもっと大
規模に、そしてもっと高機能化
できれば、どういった世の中に
なるのか。最新の研究事例、活
用事例を紹介しよう。

1 活用先の広がり

《再生可能エネルギー》
　蓄電池の大型化で、まず期待
できるのが太陽光発電や風力発
電などの再生可能エネルギーの
導入拡大だ。再生可能エネルギー
の多くは天候などによって発電
量が変動する。適度な日光と風
速があれば安定して電気を使用
できるが、例えば太陽光発電が

大量に導入された場合、急な天
候不順で電線を流れる電力のバ
ランスが壊れ、最悪の場合は停
電を引き起こすおそれがある。
　再生可能エネルギーの電気を
一旦、蓄電池に貯めてしまえば、
使いたいときに安定してクリー
ンな電力を使用できる。蓄電池
が大型化すれば、受け入れる電
力量も増加し、さらなる再生可
能エネルギー電源の導入に役立
つ。大型蓄電池に貯めた電気は1
軒の家庭だけでなく、マンショ
ンやコンビニ、工場などにも使

用できる。このためメーカーは
蓄電池の活躍機会を増やそうと、
安全かつ大規模な蓄電池の開発
に力を注ぐ。
　代表的な蓄電池であるリチウ
ムイオン電池はパナソニックな
どが開発。家庭向けの製品に加え、
電気自動車（EV）にも搭載され、
もっとも開発が進んでいる電池
と言える。大規模向けの製品と
しては、日本ガイシが開発して
いるNAS電池は大容量、高エ
ネルギー密度、長寿命が特長。
安定して電気を蓄えられ、既に

世界200カ所以上で稼働実績を
持つ。また住友電気工業が開発
するレドックスフロー電池は長
寿命であり、発火性の材料を用
いておらず安全性の高さが特長
だ。米国の実証事業でも運用し
ており、信頼性が高く評価され
ている。
　家庭においても蓄電池の導入
例が増えている。屋根などに設
置した太陽光発電の電気を蓄え
るためだ。これまで家庭用太陽
光発電の電気は、再生可能エネル
ギー固定価格買取制度（FIT）で
買い取られていたが、2019年11
月から、買い取り期間が順次終了
する。固定価格で売れる期間が
終了すると、新たに電力会社と
契約を結んで電気を売るほかに、
電気を家庭内で自家消費する選択
肢が生まれる。そこで蓄電池が重
要視され、メーカーは昼間に太陽
光発電で発電した電気を蓄え、夜
間に使用するといったモデルケー

スをPRしている。

《電気自動車》
　家庭に電気を届けるという意
味では「V2H」という概念も広
まりつつある。Vは自動車のビー
クル、2は英語の「to」、Hは家
のホームを指す。要はEVなどの
電動車両が搭載する蓄電池から
電気を家庭に供給する手法だ。
　日産自動車は１月に発表した
EV「日産リーフeプラス」の記
者発表の場で、V2Hの利用を
PRした。蓄電池の容量は従来の
「日産リーフ」と比べ約55％増え
て62kW時に到達。1回の充電で
走行できる航続距離は322kmか
ら458kmに伸びた。
　電池性能が高まったというこ
とは、事業所や家庭に給電でき
る量も増加したといえる。一般
家庭で2～4日分の電力を供給で
きるという。
　記者発表の場で日産自動車の

ダニエレ・スキラッチ副社長は、
「EVは社会と融合する。単なる
移動手段だけにしない」と蓄電
池活用の広がりに期待を示した。

《VPP》
　家庭内やEVなど、あらゆる場
所に蓄電池が設置されれば、ま
とめることで大規模な蓄電設備
として扱える。この分散した電
池容量を生かそうという考えを
VPP（バーチャル・パワー・プ
ラント、仮想発電所）という。
VPPは各家庭や工場が持つ蓄電
池などをあたかも一つの発電所
のように運用させる概念だ。電
力使用量が増加して電気が足り
ない場合、各地の蓄電池を遠隔
操作して放電を開始。足りない
電気を蓄電池で補う。逆に電気
を作りすぎた場合は、蓄電池に
充電することも可能だ。例えば
再生可能エネルギーで作りすぎ
た電気を家庭や工場に設置した

蓄電池に充電することもできる。
蓄電池の稼働がVPP運用のカギ
となるため、メーカーなどは蓄
電池の充放電に関する正確な制
御技術の開発を続けている。

2 車載蓄電池の
　 開発競争

　蓄電池の制御技術が進展する
とともに、EVなどに搭載する車
載蓄電池の開発競争も加速して
いる。中国勢の台頭を受けて、1

月にはトヨタ自動車とパナソ
ニックが車載蓄電池を開発する
合弁会社を2020年までに設立
すると発表した。両社は2017
年から電池事業での協業を見据
えた検討を開始しており、本格
的に国際競争に打ち勝つ姿勢を
見せる。
　車載蓄電池に限っては2017年
に、中国メーカーの寧徳時代新
能源科技（CATL）が出荷量でパ
ナソニックを抜き世界トップに
立った。中国政府の優遇施策の

先行きは不透明なものの、同国
は世界最大のEV市場だけに技術
開発の速度は日本勢として警戒
が必要だ。
　パナソニックは、開発した車
載蓄電池を世界で普及させるだ
けでなく、電池の規格統一に向
けて主導権を握りたい思いもに
じむ。一方のトヨタも、EVの本
格投入を前に、安定的な電池の
供給源確保を狙う。同社は2030
年に現在の3倍となる550万台の
電動車両を販売する目標を掲げ
ており、高性能な電池の確保無
しにこの目標に到達するのは難
しい。パナソニックとともに研
究を加速し、電池業界、電動車
両業界で覇権を握る考えだ。
　このほかにも国内蓄電池メー
カーによる製品開発が進展して
いる。今後も業界をまたいだ連
携など蓄電池を巡る業界変化が
起こっても不思議ではない。

3 次世代電池

　現時点で導入、実証が進む蓄
電池以外にも、次世代を担う高
性能な蓄電池の開発が行われて
いる。日立造船は、「全固体リチ
ウムイオン電池」を開発中。固
体の電解質を陽極と陰極に配置
した電池で、電解液が液体で構
成されるリチウムイオン電池よ
りも安全性で優位と言われてい
る。課題はコストとされるが、
同社は「全固体の優位性を生か

もっと大きく、もっと便利に
　　　～蓄電池の最新事例から～

せば拡販できる」としている。
　液体のリチウムイオン電池は
高温や真空の環境では膨張する
可能性がある。全固体電池は真
空中でも安全な使用が可能。耐
久性、安全性の高さから、他の
電池が参入しにくい宇宙分野で
の採用を目指している。
　さらに研究開発を進め、将来
的には、医療機器や車載用など
にも適用分野を広めたい考えだ。
エネルギー密度の高さも全固体
電池の特徴で、EVの充電時間が
10分以下になる超高速充電の実
現も期待されている。

4 展示会

　2月28日～3月1日に東京・有
明の東京ビッグサイトで開かれ
ていた展示会「二次電池展」「ス
マートグリッドEXPO」では、
国内外の最新の蓄電池が一堂に

会した。各社は蓄電池が災害発
生といった非常時だけでなく、
電力系統の安定化などに貢献で
きる点をPR。次世代電池となる
全固体電池のブースにも多くの
来場者が訪れ、注目を集めた。
　レドックスフロー電池を紹介
する住友電気工業のブースでは、
導入例を写真やパネルで展示。
米国カリフォルニア州では再生
可能エネルギーの導入拡大に向
けて同電池の実証を開始してお
り、余剰電力の充電や周波数調
整用として活用している。
　蓄電池メーカーのエリーパ
ワーは、VPPにも活用できる蓄
電池を展示。通信機能を有して
おり、遠隔操作で複数の蓄電池
の充放電が実現する。同社は屋
内壁掛け蓄電システムも販売し
ており、性能を訴求した。
　日立造船は全固体電池をア
ピール。今後の商用化に向けた

工程をパネルで掲示し、宇宙用
や医療用などで活用すると紹介
した。このほか、東芝エネルギー
システムズは実運用を開始した
VPPサービスの例を展示。蓄電
池をIoT（モノのインターネット）
で制御する仕組みをPRしていた。

5 おわりに

　電気はとても便利なエネル
ギーだが、大規模に貯めておく
のが難しいというのが弱点だ。
しかし災害対策、再生可能エネ
ルギーの有効利用、電動車両の
普及拡大といった時代の要請を
受けて、蓄電池の開発は急激に
加速しつつある。より大規模か
つ安価で、安全性が高く制御も
しやすい、そんな夢のような蓄
電池が登場し、世界を大きく変
えていく日もそれほど遠くない
かもしれない。

全固体電池をアピールした二次電池展の日立造船ブース。
次世代蓄電池として期待が集まる

通信機能を搭載し遠隔操作できる
エリーパワーの蓄電池

スマートグリッドEXPOでNAS電池の模型を展示した日本ガイシのブース

日産は「リーフeプラス」の発表の場で、V2Hとしての活用を強くPRした
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　神奈川県の南西部に位置する小田原市。中心部に
は酒匂川が流れ足柄平野を形成するとともに、南は
相模湾に面し、西には箱根へと連なる山々が構えて
います。四季を通じて比較的温暖な気候に恵まれ、
さまざまな海産物や農産物が特産となっています。
　小田原はたびたび歴史の表舞台に登場しており、
平安時代末期に挙兵した源頼朝が平家軍に大敗し落
ち延びた「石橋山の戦い」の戦場も小田原市内です。
戦国時代には北条早雲が小田原城を奪取、その後関
東一円を支配する北条氏の拠点となりました。
　江戸時代には小田原城の城下町として、また東海
道の宿場町として大きく発展しました。間近に箱根
の山越えを控えることから、東海道五十三次の中で
も屈指の規模を誇る宿場となりました。
　交通の要衝という位置づけは現代にも受け継がれ
ており、小田原駅にはJRの新幹線・在来線のほか、

神奈川県 小田原市

小田急、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道が乗り入れ、
箱根・伊豆観光の拠点にもなっています。

偉人の愛した地

　小田原は江戸時代の農政改革の指導者、二宮尊徳
（金次郎）の生誕の地としても有名です。彼は貧し
い中でも家計を支えながら勉強を重ね、長じて数多
くの荒廃した農村の復興に尽力しました。小田原市
内には生家や尊徳記念館、報徳二宮神社など、尊徳
ゆかりの施設が点在しています。
　明治期以降、小田原は多くの著名人に好まれる土
地となりました。総理大臣を務めた伊藤博文、山県
有朋、大隈重信など、多数の政治家や軍人、財界人
らが別荘・別邸をかまえました。中でも、電力王と
呼ばれ茶人としても有名だった実業家・松永安左エ
門が晩年をすごした老欅荘は、「松永記念館」とし
て人気のスポットになっています。
　小田原は文学者に愛される街でもありました。小
田原出身の作家として北村透谷、尾崎一雄らがいる
ほか、北原白秋、谷崎潤一郎、三好達治など多くの
著名な文学者が小田原に住み、文学活動に取り組み
ました。

小トラベル好奇心
いっぱい！

小田原城天守閣から眺める市街と相模湾

（記事提供　電気新聞）

東京―小田原
　JR東海道新幹線 約35分
　JR東海道本線 快速で約1時間15分
新宿―小田原
　JR湘南新宿ライン 特別快速で約1時間15分
　小田急小田原線 特急ロマンスカーで約1時間10分
東京から東名高速道路厚木I.C.、小田原厚木道路経由で約1時間

鉄道の場合

自動車の場合

： 

：

【小田原城】
　小田原城は元々室町

時代に造られたものを

北条早雲が奪い、以後、

北条氏が5代約100年

にわたって関東の支配

を広げていく中で、整

備・拡張されていきま

した。後に上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐えた難攻不落

の城といわれています。

　明治に入って廃城となり、関東大震災もあって往時の姿

は失われましたが、1934（昭和9）年に隅櫓、1960（昭和

35）年には天守閣が再建されるなど復興が進みました。城

址公園は最上階から周囲を一望できる天守閣を中心にさま

ざまな施設が立ち並んでいるほか、梅、桜、藤、つつじ、

花菖蒲など季節の花の名所として、市民や観光客を楽しま

せています。
☎ 0465(23)1373
●小田原駅から徒歩10分
●《天守閣》9:00 ～ 17:00（最終入館16:30）、一般500円、小･中
学生200円
●12月第2水曜、12月31日～ 1月1日休館

【石垣山一夜城】
　1590年、豊臣秀吉が天下

統一の仕上げとして小田原城

の北条氏征伐を行った際、本

陣として築いた城の跡です。

小田原城から見えないよう林

の中で建築を進め、木を一晩

で伐採して一夜のうちに城ができたように見せることで、

小田原城内の兵の戦意を失わせたといわれています。

　関東で最初に造られた総石垣の城で、今も南曲輪、井戸

曲輪などの石垣がよく残されています。本丸の物見台から

は、小田原市街と相模湾を一望できます。
●タクシーで小田原駅から15分、JR早川駅、箱根登山鉄道箱根
板橋駅から10分
●徒歩でJR早川駅から50分、箱根登山鉄道入生田駅から60分

【小田原フラワーガーデン】
　『花と緑の生活文化の創造』を

メインテーマに「豊かなライフ

スタイルを築く“楽しい花園”づ

くり」を目指してオープンした

公園です。一年を通じて色とり

どりの花・植物を楽しむことが

できます。

　メイン施設の「トロピカル

ドーム温室」は約300種類の熱

帯・亜熱帯の植物で南国ムード

を味わえます。特に3～ 5月に咲く「ヒスイカズラ」の美し

い花は必見。屋外では梅園や桜並木のほか、5～6月にはバ

ラ園やハナショウブ池が見頃を迎えます。
☎ 0465(34)2814
●小田原駅からバス、「フラワーガーデン」下車すぐ。伊豆箱根
鉄道飯田岡駅徒歩20分

●9:00 ～ 17:00（トロピカルドーム温室入園は16:30まで）
●月曜（祝日の場合は翌日）、祝日直後の平日、年末年始休園
●入園無料、トロピカルドーム温室は大人200円、小・中学生
100円

【小田原かまぼこ通り】
　歴史と自然環境に恵まれさまざまな名産のあ

る小田原ですが、中でも有名なのが小田原蒲鉾

です。相模湾からの豊富な海産物と、箱根水系

の良質な水から作られた蒲鉾

が東海道を通じて全国に広ま

りました。

　御幸の浜海岸近くの小田原

かまぼこ通りでは、江戸～明

治期を再現した街並みに蒲鉾店の本店が軒を連ねており、

食べ比べてみるのも楽しみの一つ。蒲鉾店以外にも干物店、

鰹節店、和菓子店なども並んでおり、散策していて飽きる

ことがありません。また、小田原宿なりわい交流館では、

小田原ちょうちんの製作体験なども開催されています。
●小田原駅から徒歩15分、またはバスにて「幸町」下車すぐ

観光スポット観光スポット

小田原城天守閣

トロピカルドーム温室

南曲輪の石垣

第150 回

神奈川県

小田原市

Access┃  アクセス

「好奇心いっぱい！ 小トラベル」は今回から企画内容を変更し、市町村の魅力や観光情報を発信する
ページになりました。引き続きよろしくお願いいたします。

JR東
海道本

線

JR湘
南新
宿ライ

ン
東海
道新幹

線小田急
小田原線

小田原駅

伊豆箱根
鉄道大雄
山線

箱根登山鉄道

1 135

271

小田原かまぼこ通り小田原かまぼこ通り

小田原城小田原城
石垣山一夜城石垣山一夜城

小田原
フラワー
ガーデン

小田原
フラワー
ガーデン
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─作業安全─

第 回

電気事業法と各種手続き（12）

　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12回は、電気保安の活動に伴って生じる
　様々な作業の安全確保について解説します。

（記事提供　電気新聞）

64

　関東電気保安協会では、豊富な専門知識を持ち

作業手順なども熟知した検査員が保安の監督に当

たり、作業安全を確保しております。また、必要

な保安用具類も完備しております。安全な保安作

業体制の整備や、工事、検査などを実施するに際

しての安全確保でお悩みのときは、担当検査員か

お近くの事業所にお気軽にご相談ください。

A 　事業用電気工作物の工事、維持及び運用に

際しては様々な作業が発生しますが、その多

くは感電をはじめとした危険を伴うため、十分に安

全を確保した上で作業を行う必要があります。

　電気事業法第43条では、事業用電気工作物の工事、

維持及び運用について

○設置者は、保安の監督をさせるため主任技術者

を選任しなければならない

○主任技術者は、保安の監督の職務を誠実に行わ

なければならない

○従事者は、主任技術者が保安のためにする指示

に従わなければならない

と定めています。設置者は、感電などによる労働災

害の発生を防止するため、電気主任技術者の指導・

助言を得て、主任技術者・従事者の安全を確保しな

ければなりません。また、主任技術者・従事者は、

労働災害防止に関して設置者が実施する措置に従う

ことが求められています。

A 　通電したまま行う活線作業や活線近接作業

はできるだけ避けるべきですが、やむを得ず

行わなければならない場合もあります。そのときは、

電気設備の電気的・機械的性能を理解し、十分な作

業知識と技能を有する作業者が実施しなければなり

ません。

　作業時には高圧・低圧、活線作業・活線近接作業と

いう作業内容に応じた感電防止対策を講じる必要が

あります。原則として、充電電路を扱う作業を行う

場合は作業者が絶縁用保護具を着用すること、作業

者が充電電路に接近・接触するおそれがある場合は

電路に絶縁用防具を装着することが必要です。

Q 1 作業安全とは何ですか？

A 　労働安全衛生規則では、停電して作業を行

う場合は、停電させた電路で安全に作業がで

きるよう措置を講じることを定めています。また、

電路に近接する場所で工作物の建設、解体、点検、

修理、塗装などを行う場合は、電路を停電させて行

うよう定めています。

　このとき特に気をつけなければいけないのが、電

Q 5 停電して作業を行う場合に
注意することは？

A 　労働安全衛生規則では、作業時の墜落・転

落防止対策として以下の措置を掲げています。

①高さが2m以上の箇所で作業を行う時は、足場な

どの作業床を設ける。設置困難な場合は、防網、

墜落制止用器具（※）などの墜落防止措置を講じる。

（第518条）

②高さが2m以上の開口部などには囲い、手すり、覆

いなどを設ける。設置不能の場合は防網、墜落制

止用器具などの墜落防止措置を講じる。（第519条）

③墜落制止用器具などの使用を命じられたときは使

用する。（第520条）

④墜落制止用器具を使用するときは、墜落制止用器

Q 3 高所など不安全な施設での
作業時には、どのような
対策が必要ですか？

Q 4 活線状態での作業や充電部の
近くで作業する場合は、
どのような注意が必要ですか？

A 　保安用具には以下のようなものがあります。

①絶縁用保護具
　作業者が直接身に付けて使用するもの。

　電気安全帽（ヘルメット）、低圧ゴム手袋、高圧

ゴム手袋、電気用ゴム袖絶縁衣、電気用高圧ゴム

長靴など。

②絶縁用防具
　電気設備の充電部などに取り付けて作業者の感

電防止を図るもの。

　絶縁シート、防護シート、隔離シート、シート

クリップ、ピラディスコン用開路蓋など。

③検出用具
　電路が停電状態か充電状態かを確認するもの。

　低圧検電器、高圧検電器、充電表示器など。

④その他
　区画ロープ、標識板、短絡接地器具、ディスコ

ン棒、アーク防止面、墜落制止用器具など。

　電気工作物の設置者はこれらの保安用具を用意し

なければなりません。また、交流300Vを超える電

路に使用する用具は、定期的に絶縁性能の自主検査

を行い、その結果を記録・保存する必要があります。

Q 6 作業安全確保に必要な
保安用具には
どのようなものがありますか？

A 　具体的な対策の立案には電気の専門的知識

が必要ですから、設置者は電気主任技術者の

協力の下で対策を検討してください。

　電気保安に関する民間規格「自家用電気工作物保

安管理規程」では、作業を安全に行うための基本的

Q 2 作業安全確保のため、
具体的に何をすべきですか？

遵守事項として以下を挙げています（同規程第250節

より抜粋）。

①労働安全衛生法に定められた事項を遵守し、社内・

当該現場で定められた安全手順を守る。

②作業前打ち合わせを十分に行い、作業に当たって

は、作業責任者の指示に従うとともに、作業前打

ち合わせで確認した作業手順を守る。

③一動作ごとの呼称・復唱を行う。

④万一感電災害などが発生した場合に迅速・的確に

応急措置が行えるよう、救急体制を整備する。

⑤作業に適した服装をする。

⑥作業前打ち合わせでは、作業者の体調も確認する。

⑦公衆の安全確保などのため、作業区域と作業禁止

区域の境界を明示する。

具を安全に取り付ける設備を設ける。墜落制止用

器具と取り付け設備を随時点検する。（第521条）

⑤高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、

大雨、大雪などの悪天候で危険が予想されるとき

は、作業を中止する。（第522条）

⑥高さが2m以上の箇所で作業を行う時は、作業を

安全に行うために必要な照度を保持する。（第523

条）

⑦スレート屋根などの上で作業を行う場合、踏み抜

きの危険があるときは、幅30cm以上の踏み板を

設けるなどの措置を講じる。（第524条）

⑧墜落の危険がある箇所には、関係作業者以外を立

ち入らせない。（第530条）

※2月に法令が改正され、従来の安全帯の名称が墜落制止用器具に
変わりました。

気を止める作業と送電を再開する作業であり、誤っ

た手順で行うと感電や機器の損壊といった事故につ

ながるおそれがあります。従事者は定められた作業

手順に従って停・送電作業を実施しなければなりま

せん。また、電気主任技術者は停電操作や送電操作

に立ち会って作業安全を確保しなければなりません。
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三本珈琲の歴史

　ホッと一息つきたいときに飲みた
くなるのがコーヒーです。「M.M.C.
コーヒー」のブランド名でもおなじ
みの三本珈琲は、戦後復興を遂げ、
高度経済成長期を迎えた1957年に
横浜の地に誕生しました。以来60
年以上にわたり、日本のコーヒー文
化の発展に寄与し続けています。
　当初はロースター（コーヒー豆の
焙煎・加工販売）事業のみでしたが、
現在はコーヒー関連商品の販売、缶
飲料の企画、自動販売機のオペ

レーション、
飲料メーカー
への原料供
給、カフェの
店舗企画・

運営など、多岐にわたる事業を手掛
けています。

社内一貫生産体制の強み

　1杯のコーヒーを消費者が口にす
るまでには、いくつもの段階を経な
くてはなりません。三本珈琲の強み
は、原料の仕入れから製造、販売ま
でを自社で一貫して行う体制が
整っているため、すべての工程で品
質管理を徹底して行うことができ
ることです。
　まず、原料となるコーヒー豆に関
しては、生産国や海外のコーヒーサ
プライヤーと直接コンタクトを取り、
厳しい品質基準を満たした豆を調
達しています。
　コーヒー豆は生鮮食品なので、
時間の経過とともに劣化していきま

す。保管にも細心の注意を払わな
くてはならないため、2017年に完成
したばかりという敷地3,000坪の鎌
倉総合工場には、最先端の定温保
管設備を整えています。
　コーヒーの味と香りを決めるの
が豆の種類と焙煎工程です。焙煎
とはコーヒーの生豆を煎ること。熱
を加えることで豆の中で化学変化
が起こり、香りや苦み、酸味などが
生まれるのです。三本珈琲には長
年にわたり培ってきた優れた焙煎
技術があることに加えて、多種多様
な焙煎機を取りそろえています。同
社のコーヒーが豆の芯からふっくら
煎り上がり、コーヒー本来の風味や
味わいが引き出されているのはこ
のためです。
　焙煎の次の工程がブレンドです。
さまざまなコーヒー豆を組み合わせ
て新しい味をつくり出すブレンドは、
コーヒーロースター会社の腕の見せ
どころ。コーヒーの世界は奥が深く、
消費者一人ひとりの好みも千差万
別ですが、三本珈琲は、その要望
に忠実に応えられるように、カスタ
マイズしたコーヒーを提供すること
に心血を注いできました。
　お客さまが求める味と香りを妥
協せずに追求するその姿勢は高い
評価を受けており、日本や世界を
代表する一流ホテルやレストランが
顧客に名を連ね、同社の商品は東
海道新幹線の社内販売にも採用さ

第

回
50 三本珈琲株式会社

神奈川県

三本珈琲株式会社　[URL]  https://www.mmc-coffee.co.jp
【本社】
　〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6番9  [TEL]  045-461-0111
【鎌倉総合工場】
　〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1  [TEL]  0467-42-9100

2017年に完成、最新の設備がそろう鎌倉総合工場

コーヒー豆の品質管理に重要な定温保管設備

コーヒー豆の焙煎の様子 多彩な焙煎技術と焙煎機を駆使して、
目指す味と香りを実現する

拡大版

れています。また、大手メーカーに
は珍しく、小ロット・多品種の取引
が可能なことも、お客さまからの絶
大な支持を得る理由の一つになっ
ているようです。

三本珈琲の挑戦

　三本珈琲は現状に満足せず、常
にコーヒーの新しい可能性を探っ
ています。パートナー企業や大学と
共同研究や分析を行い､コーヒーの
知られざる効能、新しい飲み方や抽

出方法などのトレンドを研究してい
ます。また、味を数値化、すなわち
見える化できる味認識装置を導入
することで、消費者の嗜好を分析し
たり、目指す味にどうしたら近づけ
るかを考えたりするのに役立てて
います。
　近年は、BtoB（法人向け）だけで
なく、BtoC（一般消費者向け）の領
域にも力を注いでいます。空港など
に直営カフェやレストランを展開し、
目の前にいるお客さまに、出来たて

のおいしいコーヒーと
お食事、心地良い空間
を提供しています。

当協会に
期待される役割

　前述した通り、今回
訪問した鎌倉総合工
場には移転してきたば
かり。そのため、老朽
化による電気設備の
取り替えの問題はまだ
先のことのようですが、
電気使用量をなるべく
抑える取り組みには非
常に関心が高いそう

です。鎌倉総合工場の工場長・藤
井誠一さんはこう話します。
　「電力会社を変えたり、県や市の
補助を受けて太陽光発電の設備を
設置したりして、電気代のコストダ
ウンを図っています」
　言うまでもなく、コーヒーの製造
工程では電気は必要不可欠なもの。
そこで、当協会に対してどのような
役割や期待をされているのかお聞
きしました。
　「工場で万が一停電でもしたら
製造が止まり、お客さまの信用を失
うことになりかねません。電気と水
はいつでも使えて当たり前と思いが
ちですが、もちろんそうではないで
すよね。電気は特に目に見えないも
のなので、異常があっても素人には
感知できませんから、電気の専門
家である関東電気保安協会さんに
しっかり見ていただけると本当に安
心です」
　今回の取材では、当協会への信
頼と期待の大きさを感じるとともに、
職責の重さに改めて身の引き締ま
る思いがしました。今後もその信頼
と期待に応えられるように、誠心誠
意努めてまいります。

徹底した品質管理をクリアした製品だけが出荷される
（写真は「カッピング検査」の様子）

味認識装置などを導入し、さらなるコーヒーの
進化へ研究開発に取り組んでいる

鎌倉総合工場 工場長 
藤井誠一さん
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クリップ

FIT設備の標識・柵塀設置義務
エネ庁が違反取り締まり強化
悪質な場合認定取り消しも

無電柱化推進へ自治体支援充実
共同溝整備に交付金、
民間資金活用も促進へ/国交省

　経済産業省・資源エネルギー庁は、太陽光発電

などFIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）

認定事業者の標識・柵塀設置義務違反に対する取

り締まりを強化します。エネ庁は昨年来、注意喚

起を行ってきたものの、それでもルールを守らな

い事業者には厳格な措置を講じる方針です。口頭

での指導や現場確認を行った上で、必要に応じて

FIT認定の取り消しも視野に入れています。

　改正FIT法（改正再生可能エネルギー特別措置法）

では、FIT認定設備の外側の見えやすい場所に標識

を設け、設備と十分な離隔距離を取ってフェンス・

柵塀で囲うことを義務化しています。未対応の事

業者には口頭指導を行ってきました。しかし、同

法の経過措置期間終了後も改善がみられないとし

て、周辺住民などから情報が寄せられている例が

ありました。

　このため、エネ庁は昨年11月に注意喚起文書を

ホームページに掲載するとともに、基準に不適合

なケースを例示。設備を金属フェンスではなく、

ロープや金属パイプで簡易に囲っただけで、第三

者がその隙間から容易に侵入できてしまう事例な

どを紹介しました。

　注意喚起後もなお未設置の案件が執行強化の対

象になります。まずは認定基準に適合していない

疑いのある設備について、関係者からヒアリング

を実施し、必要に応じて口頭で指導。疑いが明確

なら、立ち入り検査や指導・助言を行います。場

合によって、改善命令を発出し、再度聞き取りを

行った上でFIT認定取り消しの是非を判断します。

　2020年度までに約1,400km分の実施を目指す無

電柱化の推進に向け、国土交通省は自治体への支

援策を充実させます。2019年度予算案で地方公共

団体向けの「防災・安全交付金（無電柱化推進計

画支援事業）」を創設。290億円を計上し、地方が

進める無電柱化事業のうち電線共同溝の整備費用

などに充てる方針です。

　無電柱化事業のうち、道路管理者、電線管理者

などで構成する「地方ブロック無電柱化協議会」

で位置付けられ、都道府県や市区町村の無電柱化

推進計画でも指定される事業が交付対象となりま

す。交付先は緊急輸送道路を中心に「数百件程度

になる見込み」（国交省）です。

　2019年度からはPFI（民間資金活用による社会資

本整備）を活用した共同溝について、整備に要す

る国庫債務負担の年限を現行の15年以内から30年

以内に延長することも掲げました。国交省の直轄

道路が対象です。道路管理者の負担平準化を図る

とともに、民間企業の資金やノウハウの活用を促

すことを狙っています。

　国交省は現在、中国、四国の両地方整備局が所

管する島根県安来市と松山市の国道でPFI方式の無

電柱化を実施中。横浜市が昨年12月に策定した無

電柱化推進計画にも「PFIの採用を検討していく」

と記載されるなど、自治体まで取り組みが波及す

る可能性がありそうです。

　昨年12月に閣議決定した「防災・減災、国土強

靱化のための3カ年緊急対策」では、約1,000kmで

無電柱化を実施すると打ち出しました。市街地の

緊急輸送道路約1万kmのうち、「災害拠点へのアク

セスルートで事業実施環境が整った区間」が対象

とされています。2018年度第2次補正予算では、

国道190号の山口県宇部市内約2.8kmの電線共同溝

整備費として7,000万円を充てています。さらに「そ

の他喫緊の課題への対応」という名目で、国道32

号の高知市高須地区での2km電線共同溝整備に2億

円を配分しました。
（記事提供　電気新聞）
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トラッキング

　コンセント周辺を長年清掃していないとプラグにホコリが溜まり、そこに湿気が含まれるこ
とで電流が流れることがあります。これをトラッキング現象といいます。
　トラッキング現象でホコリが発火すると火災の原因になりますので、定期的に清掃を行い
ましょう。
　特にコンセント部に黒いすすが付着していた場合は、トラッキング現象等で炭化した可能
性が大きいことから、すぐに使用を中止して新しいものへ取り替えるなどの対応をしてください。
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トラッキング



この用紙は再生紙を使用しています。
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