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【表紙の写真】

「電気使用安全月間」にあたって

安全エレちゃんの「波及事故防止対策について」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　年次点検時に絶縁不良調査で誤配線を発見

PCB含有電気工作物の早期処理について

好奇心いっぱい！ 小トラベル　茨城県東茨城郡 大洗町

エレちゃん6コマ電気安全　雨水浸入

8月は電気使用安全月間です。
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大洗サンビーチの海水浴　
茨城県東茨城郡大洗町（16～17ページ参照）

　広大な砂浜と遠浅の海が広がる大洗サンビーチは、北関東最大級の海水浴場。夏には関
東一円から多くの海水浴客が集まります。障害を持った人でも安全に海水浴を楽しめるユニ
バーサルビーチとしても有名です。
　海水浴だけでなくマリンスポーツやキャンプも楽しめます。近隣にもショッピングモールの
大洗シーサイドステーションや大洗マリンタワー、大洗わくわく科学館、苫小牧行きのフェリ
ーが発着するターミナルなど、見どころがたくさんあります。

安全エレちゃんのQ&A
スマートメーターがついた新築住宅に
引っ越したら、アンペアブレーカーがありません。
電気を使いすぎて停電になったらどうすればいいの？ 22

・7 82019No. 554

ちょっとひと息 大森 海苔のふるさと館

お客さまこんにちは　茂原産業株式会社

　元号が平成から令和に代わり、新元号になり初めての
夏を迎えます。
　今年の夏の気象予想では、降水量・気温はほぼ平年
並みの見込みとなっています。
　例年夏は、気候が高温多湿となることから発汗や肌の
露出が多くなり、感電事故などの電気災害が多く発生す
る傾向にあります。（平成30年度関東地域　18件発生）
　そのため、毎年8月は経済産業省の主唱による「電気
使用安全月間」運動が展開され、電気災害の防止活動
が関係諸団体で行われます。
　当協会もこの趣旨に賛同し、お客さまのご理解とご協
力のもと経営理念に掲げる「電気を安全で効率的に、
お使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心で
きる社会の実現に貢献します」を着実に実践してまいり
ます。
　具体的には、運動期間中「電気安全講演会」を開催
するほか、普段の活動に加えて各地で「電気安全出張

相談所」「電気安全講習会」「保安講習会」を開催いた
します。
　ご家庭の皆さまをはじめ、企業経営の皆さまにも、電
気を安全にムダなくお使いいただくための情報をホーム
ページなどに提供させていただきますので、それぞれの
場面でお役立ていただければ幸いです。
　特に8月は夏休みに合わせたイベントも多く開催される
ことから、ご要望により可能な限り当協会でも講習会な
どの開催でお手伝いさせていただくことができます。詳
細はホームページをご覧いただくか、本部広報部または
最寄りの事業本部広報担当に問い合わせいただければ
ありがたく思います。
　いつの時代でも「安心と安全」は人々が暮らす環境に
とって必要不可欠なものです。
　私たち関東電気保安協会は、引き続き社会の電気安
全の確保を推進してまいりますので、今後とも皆さまの
ご理解ご支援のほどよろしくお願いいたします。

「電気使用安全月間」にあたって

一般財団法人　関東電気保安協会

理事　米本　和道

第39回電気安全講演会開催
　当協会では、月間中、安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止に寄与するため、各地で電気安全出張
相談所や電気安全に関する講習会などを開催します。
　電気使用安全月間行事のひとつとして、第39回電気安全講演会を次のとおり開催いたします。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

講演
講師

特別講演
講演者
日時
場所
交通

「最近の電気事故等について」
経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課　安全推進係長　上田　宣孝氏
講演テーマ「危機管理」
エムアンドエス研究所 所長　串田　修一氏
令和元年8月7日(水) 13：00～15：55（入場無料）／12：00から受付開始
北とぴあ  東京都北区王子1-11-1
JR京浜東北線王子駅下車北口より徒歩2分／地下鉄南北線王子駅下車5番出口直結／
都電荒川線王子駅前より徒歩5分

※お問い合わせは関東電気保安協会広報部TEL03-6453-8888（代表）までお気軽にどうぞ。

お客さまのご来場をお待ちしております。
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　お客さまの高圧自家用電気設備には、電力会社の
配電用変電所から配電線を通じて電気が供給されて
います。一つの配電線は平均1,500軒に電気を送っ
ています。
　高圧自家用設備で地絡、短絡、過負荷などの事故
が発生した場合、通常は「主遮断装置」が瞬時に事
故を検出して動作し、電気を遮断します。これによ
って事故の起きた区域を切り離すことで、影響が周
囲に及ばないようにしています。

が「波及事故」です。
　高圧自家用設備の主遮断装置で遮断ができない原
因としては、主に①検出できない範囲で事故が起きた
②主遮断装置が故障していた──ことが考えられます。
このうち①の場合について、図1の電力会社から高圧

あらゆる場面で電気が使用されている現代社会。
もし地域一帯が急に停電になってしまったら、
幅広い領域に甚大な影響を及ぼすことになるでしょう。
「波及事故」はお客さまの自家用設備の事故が原因で
そうした広域停電を起こしてしまうことをいいます。
非常に大きな社会的影響がある波及事故を起こさないため、
その原因と対策をご紹介します。

Ⅰ どうして「波及事故」になるの？

Ⅱ 波及事故の防止策

架空配電線で受電しているケースでご説明します。
　「責任分界点」は、保安上の責任範囲について電
力会社とお客さまの境界を示す点です。また、高圧
受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的に高圧
受電設備（キュービクル）内に設置されています。
　事故が起きたとき、事故点が主遮断装置よりも負
荷側（電気を使う機器などがある側）であれば、主
遮断装置が働いて電気を遮断します。お客さま構内
は停電しますが、波及事故にはならずに済みます。
　しかし事故点が主遮断装置よりも電源側（電力系
統側）かつ責任分界点までの間だった場合、主遮断

波及事故防止対策について

　しかし、何らかの理由で自家用設備の主遮断装置
で遮断ができなかった場合、より上位の遮断装置であ
る配電用変電所の遮断装置が動作します。すると、
事故のあった施設がつながっている配電線が電力系統
から切り離され、その配電線で電力供給を受けている
一帯の需要家すべてが停電することになります。これ

装置では検出できず、配電用変電所の遮断装置が動
作するため、波及事故となります。お客さまの責任
範囲内で起きた事故が原因で周囲に停電を起こすた
め、場合によっては巨額の損害賠償などを求められ
るおそれがあります。

　このような事故の対策として有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）です。
GR付PASは架空引込み方式で受電している場合

に、図2のように責任分界点付近の構内1号柱上に
設置します。事故点が主遮断装置より電源側でも事
故を検出でき、開閉器が遮断、波及事故を防ぎます。
　地中引込み方式の場合に同様の役割をするのが、
地絡継電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付
UGS）です。GR付UGSは、地中引込みで責任分
界点となる高圧キャビネット内に設置します（図3）。
　GR付PASやUGSを適切に設置することで、波
及事故の危険性はかなり抑えることができます。

❶高圧ケーブルの水トリー（図4）

　波及事故の典型的な事故事例として、GR付PAS

やUGSを設置していない施設で高圧引込みケーブ
ルが経年劣化し、地絡事故を起こすケースがありま
す。
　ケーブル被覆の透過吸水などによって水分が内部
に浸入すると、その水分を起点に絶縁体である架橋
ポリエチレンに小さな亀裂が発生します。亀裂が樹
枝（tree）状に成長することから、この現象を「水
トリー」といいます。成長が進むとやがて絶縁破壊
に至ります。
　高圧ケーブルが地中や湿気のあるハンドホール内
に長期間敷設されている環境では、特に水トリーに
注意が必要です。当協会では高圧ケーブルの更新目
安を20年としていますが、敷設環境によって適切な
タイミングで計画的に更新しましょう。また、水ト

リーが発生しにくい「E―Eタイプ（3層同時押出）」
のケーブルを採用することも対策になります。

❷工事作業による損傷

　掘削工事などの作業中に、地中埋設の高圧引込み
ケーブルを損傷させて波及事故となる事例も発生し
ています。
　対策として、埋設箇所への標柱の設置や、ケーブ
ル標識シートの埋設を行いましょう（図5）。作業者
はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルートの確認
を行ってから作業を実施しましょう。

❸GR付PASへの落雷

　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊が起きると、波及事故を防ぐための装置が波及事
故の原因になってしまうおそれがあります。
　これを防ぐため、避雷器内蔵のGR付PASを設置

するか、避雷器を開閉器の負荷側直近に取り付けま
しょう。

　このほか、GR付PAS・UGSも設置して長期間
たつと劣化し、必要なときに正しく動作しない可能
性があります。GR付PASは設置後15年、GR付
UGSは20年を目安に更新をお奨めしております。

図1　架空引込み方式による高圧受電（GR付PASなし） 図2　GR付PASの設置位置

お客さまの設備電力会社の設備

責任分界点
ケーブル

引込開閉器※

主遮断装置

主遮断装置の電源側 主遮断装置の負荷側

保護範囲

キュービクル

構内1号柱

ケーブル

この範囲も保護されるこの範囲も保護される

キュービクル

構内1号柱

地絡継電器付高圧気中負荷開閉器
（GR付PAS）

事故点ガシ
ャ

ガシャ

※設置されていない場合もある

保護範囲
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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。

高圧ケーブルで水トリーが発生しにくい○○○タイプ（3層
同時押出）のケーブルを採用することも事故防止対策となり
ます。○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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　お客さまの高圧自家用電気設備には、電力会社の
配電用変電所から配電線を通じて電気が供給されて
います。一つの配電線は平均1,500軒に電気を送っ
ています。
　高圧自家用設備で地絡、短絡、過負荷などの事故
が発生した場合、通常は「主遮断装置」が瞬時に事
故を検出して動作し、電気を遮断します。これによ
って事故の起きた区域を切り離すことで、影響が周
囲に及ばないようにしています。

が「波及事故」です。
　高圧自家用設備の主遮断装置で遮断ができない原
因としては、主に①検出できない範囲で事故が起きた
②主遮断装置が故障していた──ことが考えられます。
このうち①の場合について、図1の電力会社から高圧

架空配電線で受電しているケースでご説明します。
　「責任分界点」は、保安上の責任範囲について電
力会社とお客さまの境界を示す点です。また、高圧
受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的に高圧
受電設備（キュービクル）内に設置されています。
　事故が起きたとき、事故点が主遮断装置よりも負
荷側（電気を使う機器などがある側）であれば、主
遮断装置が働いて電気を遮断します。お客さま構内
は停電しますが、波及事故にはならずに済みます。
　しかし事故点が主遮断装置よりも電源側（電力系
統側）かつ責任分界点までの間だった場合、主遮断

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅲ 波及事故の原因事例

　しかし、何らかの理由で自家用設備の主遮断装置
で遮断ができなかった場合、より上位の遮断装置であ
る配電用変電所の遮断装置が動作します。すると、
事故のあった施設がつながっている配電線が電力系統
から切り離され、その配電線で電力供給を受けている
一帯の需要家すべてが停電することになります。これ 　いかがでしたか。

　万が一波及事故を起こした場合の影響の大きさを考えれば、普段から対策機器を
設置したり、定期的に機器を更新するなど、備えを万全にしておくことが得策です。
波及事故対策についてのご相談は、担当検査員か最寄りの当協会事業所にお寄せく
ださい。

装置では検出できず、配電用変電所の遮断装置が動
作するため、波及事故となります。お客さまの責任
範囲内で起きた事故が原因で周囲に停電を起こすた
め、場合によっては巨額の損害賠償などを求められ
るおそれがあります。

　このような事故の対策として有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）です。
GR付PASは架空引込み方式で受電している場合

に、図2のように責任分界点付近の構内1号柱上に
設置します。事故点が主遮断装置より電源側でも事
故を検出でき、開閉器が遮断、波及事故を防ぎます。
　地中引込み方式の場合に同様の役割をするのが、
地絡継電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付
UGS）です。GR付UGSは、地中引込みで責任分
界点となる高圧キャビネット内に設置します（図3）。
　GR付PASやUGSを適切に設置することで、波
及事故の危険性はかなり抑えることができます。

❶高圧ケーブルの水トリー（図4）

　波及事故の典型的な事故事例として、GR付PAS

やUGSを設置していない施設で高圧引込みケーブ
ルが経年劣化し、地絡事故を起こすケースがありま
す。
　ケーブル被覆の透過吸水などによって水分が内部
に浸入すると、その水分を起点に絶縁体である架橋
ポリエチレンに小さな亀裂が発生します。亀裂が樹
枝（tree）状に成長することから、この現象を「水
トリー」といいます。成長が進むとやがて絶縁破壊
に至ります。
　高圧ケーブルが地中や湿気のあるハンドホール内
に長期間敷設されている環境では、特に水トリーに
注意が必要です。当協会では高圧ケーブルの更新目
安を20年としていますが、敷設環境によって適切な
タイミングで計画的に更新しましょう。また、水ト

リーが発生しにくい「E―Eタイプ（3層同時押出）」
のケーブルを採用することも対策になります。

❷工事作業による損傷

　掘削工事などの作業中に、地中埋設の高圧引込み
ケーブルを損傷させて波及事故となる事例も発生し
ています。
　対策として、埋設箇所への標柱の設置や、ケーブ
ル標識シートの埋設を行いましょう（図5）。作業者
はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルートの確認
を行ってから作業を実施しましょう。

❸GR付PASへの落雷

　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊が起きると、波及事故を防ぐための装置が波及事
故の原因になってしまうおそれがあります。
　これを防ぐため、避雷器内蔵のGR付PASを設置

するか、避雷器を開閉器の負荷側直近に取り付けま
しょう。

　このほか、GR付PAS・UGSも設置して長期間
たつと劣化し、必要なときに正しく動作しない可能
性があります。GR付PASは設置後15年、GR付
UGSは20年を目安に更新をお奨めしております。

図4　水トリー

◀
実際に水トリーが発生した
ケーブルの断面
（白い部分が水トリー）

▼
水トリーが原因で
損傷した高圧ケーブル

図5　ケーブル埋設表示の方法

標柱標柱

ケーブル
標識シート
ケーブル
標識シート

雷によって絶縁破壊が起きたGR付PAS

波及事故防止対策について

図3　GR付UGSの設置位置

地中配電線

建物
高圧キャビネット

キュービクル

引込みケーブル

事故点

保護範囲

責任分界点

地絡継電器付地中線用
高圧負荷開閉器（GR付UGS）
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茨城事業本部 鹿島事業所　額賀　広文　

の 記 録 から現場
年次点検時に絶縁不良調査で誤配線を発見

　事業用電気工作物の点検には、
日常的に行う巡視や定期的に実
施する月次点検、年次点検など
があります。このうち年次点検
は原則として事業所を停電し、
設備の内部まで調べる大掛かり
なものとなります。
　設備の不具合の中には停電検
査でなければ見つけにくいもの
もあります。目に見える問題が
ないからといって停電検査を怠
ると、ある日突然大きな事故に
見舞われることになりかねませ
ん。今回は年次点検によって、
見つけにくい珍しい不具合を発
見した事例を紹介します。

◆　　◆　　◆
　汚水処理施設で初めての年次
点検をしたときのことです。キ
ュービクルにおいて動力回路の
絶縁抵抗を測定したところ、2系
統で絶縁不良が見つかりました。
新しい設備なのに2カ所も絶縁不
良があり、絶縁抵抗値も同じ点

が少し気にかかりつつ、汚水処
理施設での追跡調査を開始しま
した。
　この施設では図1のように、キ
ュービクルから汚水処置施設に
動力200Vを2系統、同じ容量の
ブレーカーかつ同じサイズの電
線で接続してあり、汚水処理施
設内でも使用設備のブレーカー
は2つ並んで設置してありました。

　絶縁抵抗測定のため、いつも
のように汚水処理施設内のブレ
ーカー①を開放して絶縁抵抗を
測定したところ、絶縁不良を確
認しました。続いてブレーカー
②を開放して測定したところ、
絶縁抵抗値は良好な数値で異常
は認められませんでした。「キュ
ービクルでは間違いなく絶縁不
良だったのに……？」と不思議

に思いながらその他設備につい
ても絶縁抵抗値を測定したとこ
ろ、すべて良好でした。
　汚水処理施設内の絶縁不良は1
カ所だけでした。私は納得がで
きずにもう一度キュービクルで
絶縁抵抗を測定しました。しか
し再測定でも最初の測定と同じ2
カ所で絶縁不良が確認され、私
は「どうしてだろう……」と考
えながら「もしかしたらキュー
ビクルから汚水処理施設までの
電線の絶縁が低下しているのか
もしれない」と思い、作業員に
汚水処理施設内のブレーカー①
と②の開放を指示しました。開
放確認後、キュービクルで再測
定したところ絶縁抵抗値は良好
で、電線の絶縁低下でもないこ
とが分かりました。

　この時、私の脳裏に浮かんだ
答えがありました。「まさかこん
な間違いが」と考えながら作業
員にブレーカー②は切のままブ
レーカー①の投入を指示し、投
入を確認後キュービクルで絶縁
抵抗を測定したところ、結果は
予想通り2カ所とも絶縁不良でし
た。次に私はキュービクル内の
左側ブレーカーを投入し、作業
員にブレーカー①、②の電源側で
の電圧の測定を指示しました。
結果は図2のように電圧に異常が
あり、続いて検電器で電気が来
ているかの確認を指示したとこ

ろ、やはり図2のように充電する
はずのないブレーカー②の電源
側で充電中であることが確認で
きました。
　このことから、新設時に電線
を配線して接続する際、同じ太
さ同じ色の電線を左右間違えて
図3のように接続したことが原因
だとわかりました。

◆　　◆　　◆
　このような誤配線は極めて稀
なことですが、電気を止めて絶
縁抵抗測定を行ったことで絶縁
不良が見つかり、その追跡調査
によって発見することができま

した。無停電で行う平常時の巡
視や点検では見つけることが難
しく、停電検査の重要性をあら
ためて感じた事例でした。
　停電して実施する年次点検で
はお客さまにご負担をおかけし
ますが、万が一の事故を防ぐた
めには欠かすことができません。
今後も年次点検についてはお客
さまにご協力
をいただき実
施出来ますよ
う、よろしく
お願いいたし
ます。

ブレーカー ブレーカー

ブレーカー① ブレーカー②

図 1

キュービクル

汚水処理施設

ブレーカー ブレーカー

ブレーカー① ブレーカー②

図 3

キュービクル

汚水処理施設

図 2
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さまざまなバッテリーを
リフレッシュする会社

　ノートパソコン、各種家電製品、
電気自動車、電動アシスト自転車、
電動工具、ハンディターミナル、医
療機器など、私たちの身近にある
さまざまなものはバッテリーで動い
ています。バッテリーは長年、使
い捨てるものと考えられてきました
が、その常識を覆したのが今回ご
紹介する茂原産業です。同社は古
くなったバッテリーをリフレッシュ
（バッテリーパック内の劣化した電
池を新品と交換）して、新品同様
に復活させる会社です。
　環境問題への関心が高まる昨今、
「3R」という言葉をよく目にします。
3Rとは、「リデュース（廃棄物の
発生の抑制）」「リユース（再利用）」
「リサイクル（資源として再利用）」
の3つのRの総称。リフレッシュは

もちろん、リフレッシュで交換する
バッテリー内部の電池はリサイクル
され、それ以外の部品は全てリユ
ースされるため、茂原産業の事業
そのものが3Rだといえるでしょう。

高度な技術が求められる
リフレッシュ作業

　バッテリーは主に、電池と電池
を制御する基板および外装のケー
スで構成されています。ただ電池
交換するだけでは、劣化したバッ
テリーを復活させることはできませ
ん。制御基板に保存されている劣
化したバッテリー管理データの修正
も行う必要があります。

　とはいえ、メーカーも製造年も
異なる上、中には生産が終了した
製品もあるため、この劣化データ
を修正する作業はそう簡単なことで
はありません。分解して解析する
には、相当な時間とコストがかかり
ます。何よりも、発熱の危険性が
あることから電池の交換には、高
度な技術が求められます。そのため、
実際にこのリフレッシュ作業ができ
るのは、茂原産業だけです。
　同社のリフレッシュ事業がスター
トしてから、今年で18年。その間
に同社は10万台以上のバッテリー
を復活させるとともに、技術とノウ
ハウを培ってきました。今では、
国内外のメーカーを問わず、2,000
を超える製品に対応可能とのこと
です。

国内外から依頼が殺到

　オンリーワンの技術を有する茂原
産業には、日本全国、ひいては海
外からもリフレッシュの依頼が舞い
込むそうです。
　「2007年にテレビ番組『ワールド
ビジネスサテライト』（テレビ東京
系）で当社の事業が取り上げられ
た時は反響が大きかったですね。
その時にバッテリーで困っている方

がこんなにいるのか、と改めて思
いました」
　そう話すのは、同社の代表取締
役社長である雪田康夫氏。
　茂原産業への依頼の中で、特に
多いのが電動アシスト自転車用やノ
ートパソコン用のバッテリーリフレ
ッシュです。
　「電動アシスト自転車で坂道が登
れない（アシストしない）」という
お客さまからは、バッテリーリフレ
ッシュ後に「坂道も快適に登れて
助かりました。新しい自転車は高
価ですし、また新品のように活躍
してくれています。ありがとうござ
いました」、また「車内でノートパ
ソコンを使用する為、バッテリーが
必要でした。DCコンバータ使用で
は電源に不安があった」というお
客さまからはリフレッシュ後に、「満
充電しまして、使用を始めました。
バッテリーの駆動時間がメーカー公
表値とほぼ同じ2時間と表示され、
満足しております」等、たくさんの
感謝の言葉が届いているそうです。
　その他では、ソニーの犬型ロボ
ット「aibo」のバッテリーのリフレ
ッシュも行っています。本物のペッ
トのように可愛がられているaibo。
しかし、古いaiboは修理サポート
期間が終了しており、バッテリー自
体も生産終了になっているため、

バッテリーが原因で動かなくなって
も「飼い主」にはどうすることもで
きませんでした。しかし茂原産業
のリフレッシュ技術によって家族同
然のaiboが生き返るというのだか
ら、依頼が殺到するのは当然のこ
とでしょう。
　同社が支持される理由は、オン
リーワンの技術はもちろんですが、
お客さまに対する真摯な対応にも
あります。安心の6カ月無償修理
保証、保証期間内にトラブルがあ
った場合は何度でも対応。しかも、
新品のバッテリーを購入するよりも
低価格です。「法人から個人のお
客さままで、バッテリー 1個からで
も対応します」と雪田氏は言います。

その他の事業

　同社は、バッテリーのリフレッシ
ュから派生した事業も展開してい
ます。それがリチウムイオン電池の
開発・試作です。お客さまからの
要望からスタートした事業で、1個

から試作品を製作するとのこと。
また、オーダーメイドで電池パック
の製作も行っています。雪田氏は
大手電機メーカー出身で、技術者
としてリチウムイオン電池の開発に
長年携わっていました。目を輝か
せながら自社の事業を語るその様
子からは、ものづくりへの情熱が
今なお変わらないことが伝わってき
ます。

30年以上続く
当協会との信頼関係

　関東電気保安協会と30年以上
お付き合いいただいている茂原産
業。雪田氏は「信頼関係があるので、
保安協会さんのアドバイスには素直
に耳を傾けられます。2年前に波
及事故防止のためにGR付UGS（地
絡継電器付地中線用高圧負荷開閉
器）を設置した時も、それなりに
コストはかかりましたが、説明に納
得できたので迷わなかったです。
そういえば、過去には地元の保安
協会の担当者の方の業務用電動ア
シスト自転車用バッテリーをリフレ
ッシュしたこともありましたね（笑）」
と、当協会に対する厚い信頼を口
にされました。
　長年にわたり築き上げてきた信
頼関係を大切にして、当協会は今
後も茂原産業のお役に立てるよう
努めてまいります。

電動アシスト自転車のバッテリーケースを
一品ずつ丁寧に分解、劣化した電池を取り出す

元のパッケージに新しいリチウムイオン電池を組み込む

当協会が電池リフレッシュを依頼した
電動アシスト自転車

お客さまのご希望の電池や電池パックの
製作も行っている

愛犬aiboの復活を望む
全国の飼い主から
依頼が殺到している

バッテリーは電池、基板、ケースで構成されている
（上はノートPC用、下は電動アシスト自転車用バッ
テリー）

代表取締役社長

雪田 康夫さん

こ ん に ち はまさ客お

茂原産業株式会社
〒297-0029　千葉県茂原市高師52-5

TEL：0475-22-3816
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特　集 2

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）
　 とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に安
定している、熱により分解しに
くい、絶縁性が良い、沸点が高い、
不燃性であるなどの性質をもち、
変圧器・コンデンサーの絶縁油等、
様々な用途で使用されてきた。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律」により、
PCBの製造、輸入等が原則禁止
となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るため、
平成13年にポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法（以下「PCB特
別措置法」という）が制定された。
　その後、環境省は、中間貯蔵・
環境安全事業株式会社（以下
「JESCO」という）を活用して
高濃度PCB廃棄物の処理施設の
整備に着手し、処理施設が立地
する地元地方公共団体等の協力
や地域住民の理解を得て、北九
州事業（平成16年）を皮切りに、
豊田事業（平成17年）、東京事
業（平成17年）、大阪事業（平
成18年）、北海道事業（平成20
年）において、高濃度PCB廃棄
物のうち変圧器・コンデンサー
の処理を順次開始してきた。また、
蛍光灯安定器等を含むPCB汚染
物等の処理についても北九州事
業（平成21年）、北海道事業（平
成25年）において開始された。
ところが、当初予定していた処
理期限（平成28年７月）までの
処理が困難になったことから、
平成26年、期限の再延長をしな
いことを条件に処理期限を延長
した。

3 PCB特別措置法等の
　 改正

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理完了期限）までの高濃度PCB
廃棄物の処分を確実に完了する
ため、平成28年にPCB廃棄物
処理基本計画を閣議決定し、地
元との約束期限を明記するとと

もに、PCB特別措置法を改正し、
計画的処理完了期限の1年前まで
の期間を新たに処分期間として
設定し、この処分期間内に高濃
度PCB廃棄物を自ら処分または
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。
　また、都道府県・政令市によ
る権限の強化を行い、保管事業
者等又は高濃度PCB廃棄物であ

ることの疑いのある物を保管す
る事業者その他の関係者に対し
て、報告徴収・立入検査ができ
ることとなった。また、使用中
の高濃度PCB使用製品（電気事
業法に規定する電気工作物を除
く）を、処分期間を超えて使用
している場合は、高濃度PCB廃
棄物と見なし、同等の規制がか
かることとなった。さらに、処

分期間を超えて高濃度PCB廃棄
物又は高濃度PCB使用製品を保
管している者に対しては改善命
令を発出し、命令に従わなかっ
た場合には行政による代執行が
できることとなった。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措
置法の規定は適用されず、電気
事業法に定めるところによるも
のとされている。電気事業法関
係省令等の改正により、高濃度
PCB含有電気工作物であって
も、処分期間（計画的処理完了
期限の1年前）までに廃止する
ことが義務づけられ、特例処分
期限日（計画的処理完了期限と
同日）までに廃棄されなければ、
これを高濃度PCB廃棄物とみ
なして、PCB特別措置法等に
基づく措置が講じられることに
なった。さらに、全ての事業用
電気工作物について、選任され
ている電気主任技術者に対して、
高濃度PCB含有電気工作物の
有無の確認を行うことが義務付
けられた。

4 高濃度PCB廃棄物等
　 の期限内処理に係る
　 取り組み

　昨年度は、JESCO北九州事業
対象地域に含まれる各県市にお
いて、処分の契約手続等が困難
な事業者に対して改善命令・代
執行等の行政処分も含めた措置
を講じ、計画的処理完了期限ま
でに未処分の高濃度PCB含有変
圧器・コンデンサーの処分が完
了するよう取り組みを進めた。
　他の事業対象地域においても、
都道府県市による掘り起こし調
査が順次開始されており、処分
期間内の高濃度PCB廃棄物の処
分に向けた取り組みが進められ
ている。

5 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
令 和9年3月 末 ま で に、そ の
PCB廃棄物を自ら処分し、又は
他人に委託しなければならない
とされている。また、届出義務、
処分期間内に自ら処分又は処分
を委託しなかった場合に改善命

令の対象になること等が規定さ
れている。
　低濃度PCB廃棄物は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律に
規定する特別管理産業廃棄物処
分業の許可を受けてPCBを処分
する事業者（5社：表1）又は
PCBの処理について環境大臣の
認定を受けている無害化処理認
定業者（34社：表2）に対して
処分委託をすることができる。

6 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の処
理を行っているJESCOの各処
理施設の計画的処理完了期限は、
再延長をしないものとして環境
大臣が施設の立地自治体と約束
したものであり、国として必ず
守らなければならないものであ
る。平成28年のPCB特別措置
法及び電気事業法関係法令の改
正により、期限内の処分を確実
に達成するための制度的な手当
てがなされているが、引き続き、
都道府県市、関係省庁とともに、
掘り起こし調査の支援等、足下
の取り組みを確実に進め、PCB

PCB含有電気工作物の
早期処理について 廃棄物の一日も早い処理に向け

て取り組んでいくこととしたい。
　なお、北九州事業対象地域に
おいて、昨年度一年間で多数の
高濃度PCB廃棄物（変圧器・コ

ンデンサー等）が新たに発掘さ
れたところであるが、これらの
うち一定数が、電気主任技術者
による調査等により発掘された
ものである。各事業場で選任さ

れている電気主任技術者におか
れては、高濃度PCB含有電気工
作物の有無の確認について、引
き続き確実に実施していただく
ことをお願いしたい。

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

渡邉　虹水

北海道（室蘭）・東京
事業エリア
2023年
3月31日まで

安定器及び汚染物等＊

北九州・大阪・豊田
事業エリア
2021年
3月31日まで

安定器及び汚染物等＊

【図1】 PCBが使用された代表的な
　　　電気機器

【図2】 高濃度PCB廃棄物の処分期間（2018年8月版）　

■ 変圧器（トランス） ■

■ 高圧コンデンサー ■

■ 安定器 ■

絶縁油として内部に使用

絶縁油として内部に使用
※コンデンサーでは容器内部全体に
　PCBが染み込んでいる

内部にPCBの入った
コンデンサーケースがある

変圧器・コンデンサー
北海道（室蘭）事業エリア
2022年3月31日まで

変圧器・コンデンサー
東京事業エリア
2022年3月31日まで

変圧器・コンデンサー
豊田事業エリア
2022年3月31日まで

変圧器・コンデンサー
大阪事業エリア
2021年3月31日まで

変圧器・コンデンサー
北九州事業エリア
2018年3月31日まで
（処分期間終了）

＊小型電気機器の一部を除く

出典：環境省パンフレットより抜粋

出典：環境省パンフレットより抜粋



14 15電気と保安 2019年 7・8月号 電気と保安 2019年 7・8月号

特　集 2

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）
　 とは

　ポリ塩化ビフェニル（以下
「PCB」という）は、化学的に安
定している、熱により分解しに
くい、絶縁性が良い、沸点が高い、
不燃性であるなどの性質をもち、
変圧器・コンデンサーの絶縁油等、
様々な用途で使用されてきた。
　しかし、昭和43年にカネミ油
症事件が発生するなどその有害
性が社会問題化し、昭和47年以
降PCBの新たな製造は無くな
り、その後、昭和49年に施行さ
れた「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律」により、
PCBの製造、輸入等が原則禁止
となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、
将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るため、
平成13年にポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法（以下「PCB特
別措置法」という）が制定された。
　その後、環境省は、中間貯蔵・
環境安全事業株式会社（以下
「JESCO」という）を活用して
高濃度PCB廃棄物の処理施設の
整備に着手し、処理施設が立地
する地元地方公共団体等の協力
や地域住民の理解を得て、北九
州事業（平成16年）を皮切りに、
豊田事業（平成17年）、東京事
業（平成17年）、大阪事業（平
成18年）、北海道事業（平成20
年）において、高濃度PCB廃棄
物のうち変圧器・コンデンサー
の処理を順次開始してきた。また、
蛍光灯安定器等を含むPCB汚染
物等の処理についても北九州事
業（平成21年）、北海道事業（平
成25年）において開始された。
ところが、当初予定していた処
理期限（平成28年７月）までの
処理が困難になったことから、
平成26年、期限の再延長をしな
いことを条件に処理期限を延長
した。

3 PCB特別措置法等の
　 改正

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理完了期限）までの高濃度PCB
廃棄物の処分を確実に完了する
ため、平成28年にPCB廃棄物
処理基本計画を閣議決定し、地
元との約束期限を明記するとと

もに、PCB特別措置法を改正し、
計画的処理完了期限の1年前まで
の期間を新たに処分期間として
設定し、この処分期間内に高濃
度PCB廃棄物を自ら処分または
処分委託することが保管事業者
に義務付けられた。
　また、都道府県・政令市によ
る権限の強化を行い、保管事業
者等又は高濃度PCB廃棄物であ

ることの疑いのある物を保管す
る事業者その他の関係者に対し
て、報告徴収・立入検査ができ
ることとなった。また、使用中
の高濃度PCB使用製品（電気事
業法に規定する電気工作物を除
く）を、処分期間を超えて使用
している場合は、高濃度PCB廃
棄物と見なし、同等の規制がか
かることとなった。さらに、処

分期間を超えて高濃度PCB廃棄
物又は高濃度PCB使用製品を保
管している者に対しては改善命
令を発出し、命令に従わなかっ
た場合には行政による代執行が
できることとなった。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措
置法の規定は適用されず、電気
事業法に定めるところによるも
のとされている。電気事業法関
係省令等の改正により、高濃度
PCB含有電気工作物であって
も、処分期間（計画的処理完了
期限の1年前）までに廃止する
ことが義務づけられ、特例処分
期限日（計画的処理完了期限と
同日）までに廃棄されなければ、
これを高濃度PCB廃棄物とみ
なして、PCB特別措置法等に
基づく措置が講じられることに
なった。さらに、全ての事業用
電気工作物について、選任され
ている電気主任技術者に対して、
高濃度PCB含有電気工作物の
有無の確認を行うことが義務付
けられた。

4 高濃度PCB廃棄物等
　 の期限内処理に係る
　 取り組み

　昨年度は、JESCO北九州事業
対象地域に含まれる各県市にお
いて、処分の契約手続等が困難
な事業者に対して改善命令・代
執行等の行政処分も含めた措置
を講じ、計画的処理完了期限ま
でに未処分の高濃度PCB含有変
圧器・コンデンサーの処分が完
了するよう取り組みを進めた。
　他の事業対象地域においても、
都道府県市による掘り起こし調
査が順次開始されており、処分
期間内の高濃度PCB廃棄物の処
分に向けた取り組みが進められ
ている。

5 低濃度PCB廃棄物

　低濃度PCB廃棄物については、
令 和9年3月 末 ま で に、そ の
PCB廃棄物を自ら処分し、又は
他人に委託しなければならない
とされている。また、届出義務、
処分期間内に自ら処分又は処分
を委託しなかった場合に改善命

令の対象になること等が規定さ
れている。
　低濃度PCB廃棄物は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律に
規定する特別管理産業廃棄物処
分業の許可を受けてPCBを処分
する事業者（5社：表1）又は
PCBの処理について環境大臣の
認定を受けている無害化処理認
定業者（34社：表2）に対して
処分委託をすることができる。

6 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の処
理を行っているJESCOの各処
理施設の計画的処理完了期限は、
再延長をしないものとして環境
大臣が施設の立地自治体と約束
したものであり、国として必ず
守らなければならないものであ
る。平成28年のPCB特別措置
法及び電気事業法関係法令の改
正により、期限内の処分を確実
に達成するための制度的な手当
てがなされているが、引き続き、
都道府県市、関係省庁とともに、
掘り起こし調査の支援等、足下
の取り組みを確実に進め、PCB

PCB含有電気工作物の
早期処理について

廃棄物の一日も早い処理に向け
て取り組んでいくこととしたい。
　なお、北九州事業対象地域に
おいて、昨年度一年間で多数の
高濃度PCB廃棄物（変圧器・コ

ンデンサー等）が新たに発掘さ
れたところであるが、これらの
うち一定数が、電気主任技術者
による調査等により発掘された
ものである。各事業場で選任さ

れている電気主任技術者におか
れては、高濃度PCB含有電気工
作物の有無の確認について、引
き続き確実に実施していただく
ことをお願いしたい。

【表1】 廃棄物処理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者

　　　所在地
岡山県　　久米郡美咲町
岡山県　　倉敷市
神奈川県　川崎市
三重県　　伊賀市
富山県　　富山市

　　　事業者名
エコシステム山陽株式会社
水島エコワークス株式会社
東京パワーテクノロジー株式会社
三重中央開発株式会社
日本海環境サービス株式会社

【表2】 廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき環境大臣の無害化処理認定を受けた者

　　　事業者名
一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター
光和精鉱株式会社
株式会社クレハ環境
エコシステム秋田株式会社
神戸環境クリエート株式会社
株式会社富山環境整備
株式会社富士クリーン
株式会社ジオレ・ジャパン
三光株式会社
杉田建材株式会社
J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社）
群桐エコロ株式会社
環境開発株式会社
オオノ開發株式会社
ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
株式会社かんでんエンジニアリング
株式会社ＧＥ
ユナイテッド計画株式会社
エコシステム小坂株式会社
株式会社神鋼環境ソリューション
北電テクノサービス株式会社
ゼロ・ジャパン株式会社
三池製錬株式会社
中国電機製造株式会社
日本シーガテック株式会社
赤城鉱油株式会社
東芝環境ソリューション株式会社
株式会社太洋サービス
株式会社電力テクノシステムズ
北海道電力株式会社
九電産業株式会社
東京鐵鋼株式会社
エコシステム千葉株式会社
J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社）

　　　所在地
愛媛県　　新居浜市
福岡県　　北九州市
福島県　　いわき市
秋田県　　大館市
兵庫県　　神戸市
富山県　　富山市
香川県　　綾歌郡
兵庫県　　尼崎市
鳥取県　　境港市
千葉県　　市原市
神奈川県　横浜市
群馬県　　太田市
石川県　　金沢市
愛媛県　　東温市
北海道　　苫小牧市
滋賀県　　大津市 　　ほか
大阪府　　堺市
秋田県　　秋田市
秋田県　　鹿角郡
兵庫県　　神戸市
富山県　　射水市　　　ほか
香川県　　香川郡　　　ほか
福岡県　　大牟田市
岡山県　　倉敷市
京都府　　福知山市
群馬県　　みどり市
神奈川県　川崎市　　ほか
静岡県　　浜松市
香川県　　坂出市ほか
北海道　　苫小牧市
福岡県　　福岡市ほか
青森県　　八戸市
千葉県　　袖ケ浦市
東京都　　江東区
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　大洗町は茨城県の太平洋岸、南北のほぼ中央に位
置しています。温暖な気候と美しい海岸線、豊富な
海の幸、さらには温泉とリゾートの条件がそろって
おり、県内でも屈指の観光地となっています。
　近年では、2012年放映のアニメ「ガールズ＆パ
ンツァー」の舞台となったことで知名度がさらに上
昇。多くのファンが“聖地巡礼”に訪れるとともに、
町や地元も積極的に盛り上げる活動を展開。アニメ
による町おこしの好例として知られるようになりま
した。

大洗の海

　大洗の魅力の源といえば、なんといってもその海
です。
　海岸線には、美しい砂浜が広がる「大洗サンビー
チ」と、岩礁があって磯遊びも楽しめる「大洗海水

茨城県東茨城郡 大洗町

浴場」があり、毎年夏には多くの家族連れなどが訪
れます。潮干狩り、釣り、サーフィンやヨットなどの
マリンスポーツ、海辺でのキャンプなども盛んです。
　海岸線と打ち寄せる波が見せる表情の変化も魅力
的です。中でも、「大洗磯前神社」の眼前、海岸の
岩場に立つ「神磯の鳥居」は人気のフォトスポット。
同神社とひたちなか市の酒列磯前神社に祀られた2
人の神が降り立った場所とされています。早朝、鳥
居の向こうから昇る朝日を見れば、きっと厳かな気
持ちになるでしょう。
　大洗ではもちろん漁業も盛ん。特産としてはシラ
ス、ハマグリなどが有名です。毎年11月には「大洗
あんこう祭」が開催され、アンコウの吊るし切りや
アンコウ汁の配布といった催しでにぎわいます。ま
た、町の南西部が面する汽水湖・涸沼は日本三大シ
ジミの産地として知られています。
　大洗港からは北海道・苫小牧へ向かう定期フェリ
ーなどが発着しており、海上交通の拠点にもなって
います。

小トラベル好奇心
いっぱい！

朝日を背にする神磯の鳥居

（記事提供　電気新聞）

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線・大洗駅まで
JR常磐線・水戸駅から約15分、JR鹿島線・鹿島神宮駅から約1時間
東京―水戸はJR常磐線特急で約80分
東京から常磐自動車道・友部JCT、北関東自動車道東水戸道路・
水戸大洗I.C.経由で約1時間30分
水戸駅まで高速バス約40分、大洗鹿島線乗車
自動車は高速道路経由約40分、一般道約40分

鉄道の場合

自動車の場合

茨城空港から

： 

：

：

【アクアワールド
　茨城県大洗水族館】
　国内でもトップクラスの規模

を誇る水族館。茨城の海・川を

再現した展示に加え、世界の海

から深海まで、多様な生き物た

ちが待っています。

　水量1,300tの「出会いの海の大

水槽」では、マイワシの大群をは

じめ、約80種2万匹の魚たちが

出迎えてくれます。また、展示

飼育されているサメの種類は約50種で日本一。マンボウ

の専用水槽の大きさも日本一で、見ごたえのある展示を楽

しめます。

　ショーや体験のプログラムも多彩に用意されており、中

でも太平洋を背景にしたオーシャンシアターでイルカ・ア

シカが繰り広げるオーシャンライブは大人気。人数に制限

があるので、観覧希望の方は時間を調べて早めに入場を。
☎ 029（267）5151
●大洗駅からバス15分、水戸駅からバス40分、
　ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅からバス6分・徒歩25分
　東水戸道路水戸大洗I.C.から車で約15分
●9:00～17:00（最終入館16:00）　定休日無し
　（6月、12月に休館日あり）
●大人1,850円、小･中学生930円、幼児（3歳以上）310円　
　年間パスポートあり（2019年6月1日現在）

【大洗わくわく科学館】
　「海」をテーマにした科学館。

海や水にかかわるさまざまな

不思議な現象をわかりやすく

展示・解説しているほか、実

験や工作を体験できるイベン

トも多く、子どもたちの人気

を集めています。

　1階は「海底の世界」をイ

メージした展示で、「泡のお

いかけっこ」「水レンズ」など

水に関する不思議を体験。2

階は「海上の世界」がテーマで、

【大洗町健康福祉センター　
　ゆっくら健康館】
　大洗町は、町

内にお湯が買え

る「温泉スタン

ド」があるほど

の温泉どころ。

観光や海遊びで

疲れたら、帰る

前に日帰り温泉

で汗を流すのもお勧めです。

　町営のゆっくら健康館はスポーツジムやプールを備える

健康施設ですが、日帰り温泉としての設備も充実。通常の

全身浴のほか、薬湯、ジェット浴、気泡浴、サウナなどで

体の芯から温まることができます。

　併設のレストラン「ゆっくら亭」では、地元産の新鮮な海

の幸を使ったお刺身やしらす丼などのメニューが評判です。
☎ 029（267）1126
●大洗駅から徒歩約20分、バス・タクシーで約5分
　東水戸道路大洗I.C.から車で約10分
●10:00～21:00（土曜は21:30まで、最終入館は閉館の1時間前）
　休館日：水曜（祝日の場合は翌日）、年末
●温泉入浴料金：
　一般＝10:00～17:00は700円、17:00～は500円、
　土日祝日は1,000円
　高齢者等＝10:00～17:00および土日祝日は600円、
　17:00～は500円
　子供＝10:00～17:00および土日祝日は300円、
　17:00～は200円

観光スポット観光スポット

日本一となる約50種の
サメが飼育されている

第151 回

茨城県東茨城郡

大洗町

Access┃  アクセス

「浮かぶ石」「ふたごの渦」など海上で起こる不思議現象が見

られます。

　館内の「創る部屋」や「サイエンスラボ」では、毎週のよ

うに体験教室や工作教室が行われています。屋外も、工作

の作品などを試せる芝生広場や、噴水のある「科学と水の

きらきらパーク」があり、一日飽きずに遊ぶことができます。
☎ 029（267）8989
●大洗駅から徒歩約20分、バス・タクシーで約5分
　東水戸道路水戸大洗I.C.から車で約10分
●10:00 ～ 16:30（最終入場16:00）　
　休館日：月・火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、
　展示物定期点検日
●入館料：大人200円、小中学生100円

サーフィンなどマリンスポーツを楽しみに
訪れる人も多い

アンコウの吊るし切りなどが見られる
大洗あんこう祭

海上の不思議現象を体験できる
2階展示室

大洗駅

水戸大洗I.C.

水戸駅

51

6

アクア
ワールド
大洗

アクア
ワールド
大洗

大洗
わくわく
科学館

大洗
わくわく
科学館

大洗町
健康福祉センター
ゆっくら健康館

大洗町
健康福祉センター
ゆっくら健康館

鹿島臨海鉄道
大洗鹿島線

JR常磐線

北関
東自
動車道

東水
戸道
路

至鹿島神宮↓
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気事業法─

第 回

電気事業法と各種手続き（13）

　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。
　今回から、電気保安に関係する各種法令や技術基準を順次紹介します。
　まずはそれらの基本となる「電気事業法」を取り上げます。

（記事提供　電気新聞）

65
　「法律」は、国の立法機関である国会が制定した法規範です。これと、内閣や省庁などの行政機関が
制定した法規範である「命令」を合わせて「法令」と呼びます。命令は法律の範囲内で、法律の施行に
必要な内容などを定めます。命令には内閣が定める「政令」、各省大臣が発する「省令」などがあります。
このほか、公機関が行う告示の一部や、地方公共団体の議会が定める条例、地方公共団体の長が定める
規則などを法令に含める場合もあります。
　また、「通達」は行政機関内部で上級機関が下級機関に対して、法令の解釈などを示すものです。あ
くまで行政機関内の文書ですから法令ではなく、直接的に司法の判断や国民を拘束するものではありま
せんが、行政機関がその内容に基づいて判断するため、実質的には法令に近い影響力を持つことが多い
です。

「法律」と「法令」

▶用語解説

　関東電気保安協会では外部委託承認の形でお

客さまの電気設備の保安管理業務を受託してお

ります。各種法令に基づく届出、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。

A 　1964（昭和39）年に公布された、日本の電

気事業についての基本法です。電力産業の運

営などについて定めるとともに、電気工作物の保安

の確保についても定めています。第1条では、法律

の目的として①電気の使用者の利益保護②電気事業

の健全な発展③公共の安全確保④環境の保全――を

掲げています。

　公布から50年以上が経過しており、時代の変化に

応じて同法も適宜改正されてきました。

A 　第1節「定義」（第38条）で、一般用電気工

作物、小出力発電設備、事業用電気工作物、

自家用電気工作物の各語について定義。第2節「事業

用電気工作物」（第39 ～ 55条）、第3節「一般用電気

工作物」（第56 ～ 57条）で、それぞれの保安確保につ

いて記しています。

Q 1 そもそも電気事業法とは、
どのようなものですか？

A 　第3章第2節では自家用電気工作物を含む

事業用電気工作物の保安について、第1款

「技術基準への適合」、第2款「自主的な保安」、第3

款「環境影響評価に関する特例」、第4款「工事計画

及び検査」、第5款「承継」という広い範囲にわたっ

て記述しています。いずれも把握しておく必要があ

る内容ですが、まず知っておかなければならないの

は第2款の第42条「保安規程」と第43条「主任技術

者」でしょう。

　第42条では、事業用電気工作物の設置者は「保安

規程を定め、（中略）主務大臣に届け出なければなら

ない」、第43条では、同じく「主任技術者を選任しな

ければならない」と定めています。これらは、設置

者自身が電気工作物の保安確保に取り組む「自主保

安」の考え方の中核です。

　なお、一定の条件を満たしている場合は主任技術

者を選任する代わりに、保安管理業務を外部委託す

ることができます。関東電気保安協会は電気保安法

人として、保安管理業務を受託しております。

Q 5 高圧受電の自家用電気工作物を
持っている事業者にとって、
特に深く関わってくるのは
どの部分ですか？

Q 7 電気保安については
電気事業法を理解しておけば
十分ですか？

A 　「総則」では法律の目的と法律内に出てくる

用語の定義を示しています。「電気事業」では

主に電力小売、送配電、発電の各事業について、登録・

許可の要件や業務に関する規制などを定めています。

　第4章は電気事業の業務に伴う私有地・公有地の使

用について規定。5～ 7章は、電気事業の適正な運

営などのために設置されている各種機関について定

めています。

　近年では、電力小売全面自由化や電力会社の発送

電分離などを行う「電力システム

改革」のため、電気事業法の大改

正が行われました。特に第2章、

第5章、第7章などは大きく変更

された箇所となっています。

Q 3 電気工作物以外の章は、
どのような内容ですか？

Q 4 第3章「電気工作物」の詳しい
構成はどうなっていますか？

A 　一般用電気工作物には、家電製品のような

低圧で受電し電気を使用するための機器と、

一定の小出力発電設備が該当します。一般用電気工

作物についても所有者・占有者には技術基準への適

合義務がありますが（第56条）、多くの場合所有者・

A 　基本法である電気事業法は詳細な部分まで

はカバーしていません。実際の業務遂行に当

たっては電気事業法施行令（政令）、電気事業法施行

規則や電気設備の技術基準（省令）などの法令や、告

示、各省庁の内規、通達など、より具体的な内容を

定めたものを参照する必要があります。電気工事士

法や電気用品安全法など他の法律も電気保安に関わ

ってくる部分があります。

　このほか、法令を補完する民間規程として「自家

用電気工作物保安管理規程」「内線規程」「高圧受電設

備規程」などがあります。

Q 6 一般用電気工作物については
注意することはありますか？

A 　全9章、123条から成っています。具体的

には以下のように構成されています。

　第1章　総則（第1～ 2条）

　第2章　電気事業（第2条の2～第37条）

　第3章　電気工作物（第38 ～ 57条）

　第4章　土地等の使用（第58 ～ 66条）

　第5章　電力・ガス取引監視等委員会

 　（第66条の2～16）

　第6章　登録安全管理審査機関、指定試験機関

 　及び登録調査機関（第67 ～ 96条）

　第7章　卸電力取引所（第97 ～ 99条）

　第8章　雑則（第100 ～ 114条）

　第9章　罰則（第115 ～ 123条）

　　　　　附則

Q 2 法律の構成はどのように
なっていますか？

　このうち、電気工作物の保安確保については主に

第3章に記述されています。

占有者には電気保安に関する知識や技能が少ないた

め、電気を供給する者（電力会社）に適合しているか

の調査義務を課しています（第57条）。

　第57条の2ではこの調査業務の委託について定め

ており、関東電気保安協会は委託先となる「登録調

査機関」（第6章第3節）として調査業務を行っており

ます。受託した地域では当協会の調査員が皆さまの

お宅を4年に1回お訪ねし、漏電がないかなどの検

査を行います。
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開館までの歩み

　大田区の大森は、江戸時代から
昭和中期まで海苔の一大生産地で
した。その海苔は質、量ともに全国
トップレベルを誇り、「本場乾海苔」と
称賛されていました。海苔養殖の技
術は大森から全国各地に広まって
いきました。大森が「海苔のふるさと」
と呼ばれるのはこのような歴史から
です。
　最大の転機を迎えたのは、高度
経済成長期。東京港港湾整備計画
が決定し、1964（昭和39）年開催の
東京五輪のためのインフラ整備も急
がれました。水質が悪化したこともあ
り、東京都との交渉の末、東京沿岸
の海苔生産者は1962年12月に漁業
権を放棄。その数は約4,000人にも
上りましたが、半分の約2,000人が大
田区、さらにその半分の約1,000人
が大森の生産者でした。こうして、

300年にわたる大森の海苔づくりの
歴史は幕を閉じたのです。
　その後、海苔づくりの歴史と文化
を後世に伝えたいと考えた元生産
者たちから、自ら海苔の道具を収集
し、保存、展示したいとの要望が出さ
れました。それに応えて、1979年に
大田区立郷土博物館が開館し、
1,000点以上の資料が保存、展示さ
れるようになりました。
　そして2008年、人工砂浜のある大
田区立大森ふるさとの浜辺公園が

開園したのを機に、郷土博物館の海
苔の展示を引き継ぎ、全国的にも珍
しい海苔専門の資料館である「大
森　海苔のふるさと館」が開館しま
した。今ではすっかり大森の観光ス
ポットとして定着しています。

施設案内

　館内は1階から3階まであり、その
うち1階と2階が展示スペースです。
1階で来館者の目にまず飛び込んで
くるのは、全長13メートルの伊藤丸
でしょう。伊藤丸は実際に使われて
いた大田区に唯一残る海苔船。国
の重要有形民俗文化財にも指定さ
れており、大変貴重なものです。伊
藤丸の他にも、「ベカブネ」と呼ばれ
る1人乗りの海苔採り舟も展示され
ています。
　2階の海苔に関する展示物も見応
え十分｡実際に養殖や採取､製造加
工で使われた道具が展示されてい
ます｡1,000点以上のコレクションの
うち、881点が海苔の歴史を伝える
貴重な文化遺産と認められ、「大森
及び周辺地域の海苔生産用具」の
名称で国の重要有形民俗文化財に
指定されています。

さまざまな体験イベント

　「大森　海苔のふるさと館」が特

第

回
51 大森 海苔のふるさと館

東京都

大森　海苔のふるさと館　　
〒143-0005 東京都大田区平和の森公園2-2 
[TEL]  03-5471-0333  [FAX]  03-5471-0347
[URL]  http://norinoyakata.web.fc2.com/

営業時間 ： 9:00～17:00（6～8月は9:00～19:00）
定休日 ： 第3月曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3日
アクセス ： 京急平和島駅から徒歩15分、JR大森駅から平和島循環バスで平和島五丁目下車徒歩3分、
  東京モノレール流通センター駅から徒歩15分。

シンプルだが奥が深い海苔つけ体験

に力を入れているのが、先人の智恵
や歴史を学ぶ体験学習です。開館
当初から、海苔づくりを支えてきた伝
統の手仕事を来館者が体験できる
ような施設を目指しており、年間を通
してさまざまなイベントが開催されて
います。
　毎回、申し込み開始当日に定員に
達するほど人気があるのは、生海苔
の生産時期である冬季限定で行わ
れる海苔つけ体験です。ぬるぬるし
た生海苔を海苔簀の上で薄く広げ
る海苔つけ。シンプルな作業ですが、
一瞬で均等に広げるのは非常に難
しく、職人技のすごさを身をもって知
ることができるでしょう。指導には元
生産者の方 も々参加し、臨場感満
点です。初めての体験に子どもはも
ちろんのこと、一緒に参加したお父
さん、お母さんも大興奮。自分でつ
くった海苔は天日干しされた後に、
受け取ることができるのも人気の秘
密です。
　また、大森が海苔養殖に適してい
たのは、遠浅で波静かな海に面して
おり、多摩川の水と海水が混じり合
うことで栄養分が多い河口付近に
近かったからで、海の恵みなしに海

苔づくりはできませんでした。そのた
め、「大森　海苔のふるさと館」では、
身の回りの自然環境に目を向けること
を目的として、隣接する大森ふるさと
の浜辺公園の人工の海浜で水辺の
生物を観察するなど、自然に親しむ
体験学習・イベントも定期的に開催
しています。
　夏休み期間中も、ペーパークラフト
でベカブネづくり、自然素材でフォトフ
レームづくり、フジツボの観察などの
楽しい企画が目白押しなので、子ども
の自由研究に役立ててみてはいか
がでしょうか。

同館の役割

　大田区から「大森　海苔のふるさ
と館」の運営を
業務委託されて
いる「NPO法人
　海苔のふるさ
と会」の五十嵐
麻子さんにお話
を伺いました。
　「昨年には開
館から10年とい
う節目の年を迎
え、総来館者数

も98万人（5月末現在）に達しました。
当初は地域の方たちだけでしたが、
ここ数年は遠方からの来館者が多
くなりました。寿司などの日本食
ブームを受けて、アジアや欧米から
の観光客も増えています。今後も引
き続き、海苔のふるさとである大田
区大森の歴史と伝統を広く伝えて
いきたいと思っています。
　当館では海苔づくりの歴史や文
化を肌で感じられると思いますの
で、ぜひお越しください。近くには
大森ふるさとの浜辺公園、平和の
森公園、平和島公園と三つの公園
があります。特に大森ふるさとの浜
辺公園は、砂浜や干潟がある都内
でも珍しい区立公園です。浜辺で
水遊びもできますし、全長30メート
ルのローラー滑り台もあるので、あ
わせて訪れてみてはいかがでしょ
うか」

NPO法人 海苔のふるさと会 
五十嵐  麻子さん

展示室1階にある「伊藤丸」は実際に使われていた
大田区唯一の海苔船。国の重要有形民俗文化財

2階展示室には、当時の製造・加工に
使われた道具が約140点展示されている

隣接する人工砂浜がある大森ふるさとの浜辺公園。
休日は多くの子供連れでにぎわうスポット

ほん　ば 　ほし　の　り

　の　り　す

拡 大 版
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

1

2

3 6

5

4

安 全 エ レ ち ゃ ん の
スマートメーターがついた新築住宅に引っ
越したら、アンペアブレーカーがありません。
電気を使いすぎて停電になったら
どうすればいいの？

ん。となると、契約電力を超過し

て電気を使いすぎて停電したとき、

分電盤のアンペアブレーカーを入

れなおすことができません。また、

スマートメーターを開いて内部を

いじることもできません。どうす

ればいいでしょうか。

　スマートメーターのアンペアブ

レーカーが動作して遮断した場合、

しばらくして（東京電力パワーグ

リッドの場合は約10秒後に）自

動で復帰し、電気が通電します。

再び遮断されないよう、同時に使

う電気製品を減らしましょう。

　短時間にスマートメーターの

アンペアブレーカーによる遮断

が繰り返されると（東電PGの場

合30分間に複数回）、ロックされ

自動で復帰しなくなります。そ

うなるとご自身で対処すること

はできませんので、カスタマー

センターなど送配電会社の窓口

に連絡してください。基本的に

遠隔でロック解除の作業を行い

ます（無償です）。

　なお、停電してしばらく待って

も自動復帰しないときは、電気の

使いすぎによる遮断以外の原因と

考えられます。周囲一帯は停電し

ておらずお宅だけが停電している

場合、アンペアブレーカーではな

く分電盤の漏電遮断器が動作した

可能性があります。

　この場合は分電盤の全ての配線

用遮断器を開放（切）した上で漏

電遮断器を入れなおし、配線用遮

断器を一つずつ入れていき、どの

回路に漏電の可能性があるかを調

べます。問題のある回路がわかっ

たらその配線用遮断器は切ったま

まにし、電気工事店に依頼して点

検・修理してください。

　電気料金を計算する

ために電力使用量を計

測するメーターは、全

世帯で順次スマートメーター（次

世代電力量計）に置き換えが進め

られています。検針や開閉、容量

変更などを遠隔で行うことができ

たり、電力使用量データをさまざ

まなサービスで活用できるといっ

たメリットがあります。

　一般的な家庭で使用されるスマ

ートメーターは「アンペアブレー

カー機能」を内蔵しているのも特

徴の一つです。電力会社との契約

容量（アンペア数）を設定して、

それ以上の電気を一度に使うと電

気を遮断、停電させるのがアンペ

アブレーカーです。

　スマートメーターが設置された

新築住宅等では、分電盤にアンペ

アブレーカーが設置されていませ

雨水浸入
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