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【表紙の写真】

社名等を変えた場合、保安規程変更の届出が必要になります！

安全エレちゃんの「受変電設備使用機器の更新について」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　漏電の原因となった冷凍庫のとある動作とは？

平成30年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の電気事故について
好奇心いっぱい！ 小トラベル　栃木県 日光市
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鬼怒川温泉郷　月あかり花回廊　
栃木県日光市（16～17ページ参照）

　日光市の鬼怒川公園周辺で開催される「月あかり花回廊」。和傘や行灯、キャンドルなどの
あたたかな光と、公園の自然やそこかしこに飾られた生け花などが幻想的な風景を作り出し、
散策する人たちを癒してくれます。夜空の下で和楽器を演奏する「月あかりのコンサート」や、
野点の茶席などのイベントも開かれます。
　今年は9月28日から10月7日までの10日間開催。期間中は鬼怒川温泉の入浴施設や飲食店
などでも、連動した「まちなかイベント」を実施します。また、今年で「第10章」を迎えることを
記念して、特別企画「10年のあかりたち」と「みんなの絵手紙行灯展」も開催します。

安全エレちゃんのQ&A
電気を買っている電力会社を変えると、
家に届く電気も変わるのですか？ 22

・9 102019No. 555

ニュースクリップ

お客さまこんにちは　磯蔵酒造有限会社

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備

等に変更がある場合は、担当検査員、またはお近くの協会事業所までご相談

ください。各種手続きのご支援をさせていただきます。

社名等を変えた場合、

保安規程変更の届出が必要になります！

社名、事業場名等の変更

使用区域の変更
（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の発電設備を
新設（廃止）

●社名（設置者名称）の変更
●事業場名の変更
●本社の移転
●企業の合併・分割
●事業場の譲渡・廃止
●代表者名の変更

各種手続きが必要なケースの例

こんなときは要確認   

　保安規程は、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、電気事

業法に基づき自家用電気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。また作成した保安規程は、

法令に基づき国に届け出ることになっています。

　保安規程の届出後も内容に変更があった場合、国に届出が必要となります。この届出以外にも社

名や住所、電気設備等に変更がある場合に、各種手続きが必要なケースがあります。当協会にご相

談いただくとともに適切な手続きをお願いします。

!!

インフォメーション ご注意ください

　 は電気製品の安全マークです
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　お客さまの電気設備で発生した事故が原因で、周
辺一帯を停電させてしまうのが波及事故です。関東
東北産業保安監督部管内の過去5年の波及事故の発
生件数を示したものが図1です。
　2016年度に集計対象範囲が変わったこともあっ
て件数が減少しましたが、その後は毎年70件前後発
生しており、引き続き波及事故対策をしっかり行っ
ていくことが重要です。
　最近の波及事故の原因を分析してみると、1位が
自然劣化で約4割を占めます。以下、保守不完全、
作業者の過失、鳥獣接触と続きます。鳥獣接触は一
見、設備更新とは関係なさそうに思えますが、経年
劣化し発錆・腐食したキュービクルの穴から小動物
が侵入し事故原因となる事例が毎年のように見られ

　高圧引込みケーブルとして広く使われているCV
（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース）ケーブルで
は、経年劣化による水トリー（図2）が原因の事故
が多発しています。内部に浸入した水分を起点に、
絶縁体である架橋ポリエチレンに樹枝（tree）状の
亀裂が発生するのが水トリーです。亀裂が大きくな
ると絶縁破壊に至ります。製造後20年を超えると事

現代社会において、私たちの生活は電気がなければ成り立ちません。
中でもたくさんの電気を消費するビルや工場に欠かせないのが高圧受電設備です。
電力会社から送られてくる高圧の電気を扱いやすい低圧に変換したり、
異常を検出したり、日々稼働しているうちに高圧受電設備の機器も劣化していく
ため、大きな事故になる前に計画的に更新していくことが重要です。
今回はそれらの機器の役割や更新目安をご紹介しますので、ご参考にしてください。

Ⅵ 高圧受変電設備使用機器の更新時期

Ⅰ 波及事故と機器の経年劣化

Ⅱ 高圧引込みケーブルの更新

故が大きく増える傾向にあるため、計画的な更新が
有効です。
　また、CVケーブルの中でも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
ることも対策となります。地中など水気の多い場所
に敷設する場合はもちろん、それ以外の場所でもで
きるだけE-Eタイプを採用することをお奨めします。

　GR付PASは架空引込み方式の場合に電力会社と
の責任分界点直近に設置し、お客さま構内で事故が
発生したときに波及事故となるのを防ぐ機器です。
重要性が広く認識されるようになり、現在では新設
時に架空引込みの場合はほぼ全ての事業場で設置さ
れています。
　一方で、普及が始まってから30年以上が経過し、
経年劣化が進んだGR付PASも増えました。劣化し
たものは必要なときに正しく動作しないだけでな

受変電設備使用機器の

更新について
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ます。経年劣化対策をしっかり行うことが波及事故
防止のためには重要といえます。
　また、原因となった機器別でみると、2016 ～
2017年度は高圧引込みケーブルが62％と最多で、
続いてPAS（高圧気中負荷開閉器）が12％となっ
ています。

く、それ自体が事故の原因となってしまうこともあ
ります。具体的には、筐体が腐食して内部に水分が
浸入して絶縁破壊を起こす、落雷の影響で内部機器
が損傷する、などの例があります（図3）。
　劣化の度合いは設置された環境や開閉動作回数な
どによって変動しますが、設置後10年を超えると事
故の発生が増える傾向にあります。当協会では15年
を更新の目安としていますが、状況に合わせて計画
的に更新してください。また、更新の際は避雷器内
蔵タイプの採用をお奨めします。

　高圧受変電設備使用機器は、時間の経過によって
電気的・機械的性能が低下し、信頼性や安全性を維
持できなくなる時期が来ます。個別の設置環境や稼
働状況などが異なるため、劣化度合いや故障の発生
時期を正確に予測することは困難ですが、計画的な
更新で事故が起きる可能性を最小化することができ
ます。

　以下に各種機器の更新推奨時期をまとめました。
ぜひご使用の機器の経過年数を確認し、更新時期が
近づいていないか、目安の年数を過ぎていないかチ

ェックしてみてください。なお、経過年数の確認や
更新を行う際は、必ず設備担当者や当協会の担当検
査員にご相談ください。

図1　関東東北産業保安監督部管内における過去5年の波及事故発生状況 図2　水トリー

図3　PASの事故例

Ⅲ GR付PAS（地絡継電器付高圧気中負荷
開閉器）の更新

103

114

68
76

71
経年劣化で内蔵制御
装置用変圧器（VT）が
内部短絡

経年劣化で外箱が腐
食し内部に水が浸入し
絶縁破壊

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）



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9・10月号
問　題 ヒント（4～7ページ）

  

応募方法［応募フォームのアドレス］

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

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！ 

ハガキの場合は、　
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
〒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。

QRコードはこちら➡ 

2019年11月15日必着締切期日

発 表 2020年1・2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。

進相コンデンサ（SC）の更新目安は○○年です。
数字2文字でお答えください。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的および寄せられたご意
見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

◎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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　お客さまの電気設備で発生した事故が原因で、周
辺一帯を停電させてしまうのが波及事故です。関東
東北産業保安監督部管内の過去5年の波及事故の発
生件数を示したものが図1です。
　2016年度に集計対象範囲が変わったこともあっ
て件数が減少しましたが、その後は毎年70件前後発
生しており、引き続き波及事故対策をしっかり行っ
ていくことが重要です。
　最近の波及事故の原因を分析してみると、1位が
自然劣化で約4割を占めます。以下、保守不完全、
作業者の過失、鳥獣接触と続きます。鳥獣接触は一
見、設備更新とは関係なさそうに思えますが、経年
劣化し発錆・腐食したキュービクルの穴から小動物
が侵入し事故原因となる事例が毎年のように見られ

　高圧引込みケーブルとして広く使われているCV
（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース）ケーブルで
は、経年劣化による水トリー（図2）が原因の事故
が多発しています。内部に浸入した水分を起点に、
絶縁体である架橋ポリエチレンに樹枝（tree）状の
亀裂が発生するのが水トリーです。亀裂が大きくな
ると絶縁破壊に至ります。製造後20年を超えると事

Ⅴ 高圧受変電設備使用機器の更新推奨時期チェックシート

故が大きく増える傾向にあるため、計画的な更新が
有効です。
　また、CVケーブルの中でも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
ることも対策となります。地中など水気の多い場所
に敷設する場合はもちろん、それ以外の場所でもで
きるだけE-Eタイプを採用することをお奨めします。

　GR付PASは架空引込み方式の場合に電力会社と
の責任分界点直近に設置し、お客さま構内で事故が
発生したときに波及事故となるのを防ぐ機器です。
重要性が広く認識されるようになり、現在では新設
時に架空引込みの場合はほぼ全ての事業場で設置さ
れています。
　一方で、普及が始まってから30年以上が経過し、
経年劣化が進んだGR付PASも増えました。劣化し
たものは必要なときに正しく動作しないだけでな

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

ます。経年劣化対策をしっかり行うことが波及事故
防止のためには重要といえます。
　また、原因となった機器別でみると、2016 ～
2017年度は高圧引込みケーブルが62％と最多で、
続いてPAS（高圧気中負荷開閉器）が12％となっ
ています。

　いかがでしたか。
　機器の劣化は外観からは分からないうちに進んでいることがあります。また、使用環境な
どによっては急激に劣化が進行する場合もあります。巡視や点検、試験を行うことはもちろ
ん重要ですが、それでも経年劣化による事故が起こってしまう可能性は残ります。
　万一の事故による損害や波及事故になってしまうリスクを考えると、経済性、安全性の観
点からも、定期的に設備を更新することが必要です。高圧受変電設備の更新についてご質問
やご相談がありましたら、担当検査員またはお近くの協会事業所までお問い合わせください。

く、それ自体が事故の原因となってしまうこともあ
ります。具体的には、筐体が腐食して内部に水分が
浸入して絶縁破壊を起こす、落雷の影響で内部機器
が損傷する、などの例があります（図3）。
　劣化の度合いは設置された環境や開閉動作回数な
どによって変動しますが、設置後10年を超えると事
故の発生が増える傾向にあります。当協会では15年
を更新の目安としていますが、状況に合わせて計画
的に更新してください。また、更新の際は避雷器内
蔵タイプの採用をお奨めします。

　高圧受変電設備使用機器は、時間の経過によって
電気的・機械的性能が低下し、信頼性や安全性を維
持できなくなる時期が来ます。個別の設置環境や稼
働状況などが異なるため、劣化度合いや故障の発生
時期を正確に予測することは困難ですが、計画的な
更新で事故が起きる可能性を最小化することができ
ます。

　以下に各種機器の更新推奨時期をまとめました。
ぜひご使用の機器の経過年数を確認し、更新時期が
近づいていないか、目安の年数を過ぎていないかチ

ェックしてみてください。なお、経過年数の確認や
更新を行う際は、必ず設備担当者や当協会の担当検
査員にご相談ください。

受変電設備使用機器の更新について

架空引込み方式の場合に、責任分界

点直近の構内1号柱上に設置する開

閉器です。お客さま構内で起きた事

故の電流を検知して電路を開放し、波

及事故になることを防ぎます。

更新目安 15年※

受電設備の主遮断装置として使われ、保護継電器と組み

合わせて異常発生時に電気

を遮断します。高圧受電設

備では真空遮断器（VCB）

が多く使われています。

更新目安 20年

受電設備の高圧側の異常を検

知する装置です。漏電を検知す

るもの、使いすぎやショート（短

絡）を検知するものがあります。

更新目安 20年

電気設備の力率改善を

目的に設置します。電動

機などの負荷で発生す

る遅れ無効電流を進み

電流で打ち消し、力率を

100％に近づけます。

更新目安 25年

コンデンサの突入電流

の抑制や高調波流入抑

制に使用されます。

更新目安 25年

地中引込み方式の場合に、責任分界

点となる高圧キャビネット内に設置す

る開閉器です。GR付PAS同様に、構

内事故時に動作して波及事故を防ぎ

ます。

更新目安 20年※

300kVA以下のキュービクル

の主遮断装置などに使われま

す。ヒューズは事故発生時に短

絡電流を遮断する役割を果た

します。

更新目安 20年

CV（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ

ース）ケーブルが主流です。水トリー

対策としてE-Eタイプ（3層同時押出）

のものも増えています。

更新目安 20年※

低圧回路で過電流や短絡が発生した

ときに電気を遮断します。

更新目安 20年

低圧回路で漏電が発生したときに遮

断して、感電や漏電による火災を防ぎ

ます。多くのELBはMCCBの機能も

備えています。

更新目安 20年

主に300kVA以下の変圧器一次側等

に設置され、過負荷保護を目的に使

用されます。

更新目安 25年

電圧を変換する機器です。高圧受電設備では高圧の電

気（6600V）を低圧（100・200・

400V）に変換します。油入式と乾

式があります。

更新目安 25年

（※）無停電年次点検を適用している設備においては更新目安が異なります。詳しくは担当検査員にお尋ねください。

SR

地絡継電器付高圧気中負荷開閉器
（GR付PAS）

遮断器（CB）

保護継電器（OCR・GR等）

進相コンデンサ（SC）

直列リアクトル（SR）

地中線用負荷開閉器
（UGS）

高圧交流負荷開閉器・電力ヒューズ
（LBS・PF）

高圧ケーブル

配線用遮断器（MCCB）

漏電遮断器（ELB）

高圧カットアウト（PC）

変圧器（Tr）

エ ア コ ン
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

5・6月号正解
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神奈川事業本部 湘南事業所　小澤　健　

の 記 録 から現場
漏電の原因となった冷凍庫のとある動作とは？

　関東電気保安協会の漏電監視
サービスは、お客さまの受電設
備に設置した絶縁監視装置が漏
電を24時間・365日監視します。
漏電が発生した場合は絶縁監視
装置からの警報が総合監視指令
センターに送られ、そこから指
令を受けた技術者が迅速に現場
へ対応いたします。
　漏電は目に見えず、また原因
によっては発生したり消滅した
りする場合も多いため、定期的
な巡視・点検だけでは把握でき
ないこともありえます。今回は
24時間監視することにより漏電
を発見し、迅速な連絡・対応で
原因を特定できた事例をご紹介
します。

◆　　◆　　◆
　ある晴れた穏やかな日のこと。
絶縁監視装置の発報によりその
穏やかさは破られました。私は

発報元である冷凍倉庫のお客さ
まへ急行し、調査をしましたが、
既に漏電は消滅しており原因が
つかめないままこの日は帰所し
ました。
　この日を境に、このお客さま
の絶縁監視装置がほぼ毎日発報
するようになりました。警報を
受けて現場に向かっても、到着
時には警報が消滅しているとい
う日々が続きました。天候は関
係なく、お客さまへ問診しても
「特に電気設備に異常は無く普段
と変わりはない」とのことでした。
　そこで事業所で警報の発生状
況を確認し、発生した時間のデ
ータをお客さまへ提供して、こ
の時間帯に何か電気機器を使用
されていないか確認しましたが、
「特にその時間帯にスイッチを入
れたり切ったりしたものはない」

との回答でした。
　そのような中、ふとした会話
の中で自動でオンオフする電気
機器はないかと尋ねたところ、
「そう言えば霜取り機器があり自
動でオンオフする」とのお話で
した。今なら機器を停止して確
認できるとのことでしたので早
速絶縁抵抗計を使い測定しまし

たが、これも測定値は正常でした。
◆　　◆　　◆

　漏電原因が特定できず困りま
したが、改めて警報発生の状況
を分析してみると、必ず毎日漏
電が発生している時間帯があり
ました。そこで警報発生時にな
るべく早く現場に到着して調査
できるよう、事業所の管理者へ
「警報が発生したら直ちに連絡し
てください」とお願いしました。
　翌日、当該倉庫の近くで他の
事業場の点検をしている時、管

理者より「今、漏電が発生して
いる」との連絡を受けました。
直ちに急行しキュービクルで調
査をしたところ、動力冷凍機系
統でなんと2アンペアもの漏電が
発生していました。
　急いで負荷設備分電盤にて原
因を探査してみると、倉庫内冷
凍機の冷媒を通す配管にできる
氷を溶かすための霜取りヒータ
ーで漏電が発生していたことが
判明しました。ヒーターに絶縁
不良となっている箇所があり、
普段は漏電していないのですが、
霜取り動作中に解凍されてでき
た水が原因で漏電していたので
す。このため霜取り機器がオン
になってしばらくたち氷が溶け
始めてから、機器がオフになる
までの間だけ警報が発生してい
たのでした。
　火災等の危険を伴う大きな電
流の漏電のため、お客さまから
冷凍機業者へ連絡をしていただ
き、早期改修をお願いしました。

感電や火災になることなく、ホ
ッと胸を撫でおろしました。

◆　　◆　　◆
　今回は原因特定に時間がかか
りましたが、お客さまと事業所
管理者の素早い連携で原因を特
定することができました。また、
お客さま設備に絶縁監視装置を
取り付け常時監視していたこと
で漏電を発見でき、重大な事故
になる前に対処することができ
ました。
　今回の事例により、設備を24
時間漏電監視し、お客さまに電
気を安心・安全に使用していた
だく「絶縁監視装置」の必要性
を改めて強く感じました。まだ
設置されていないお客さまへも
こうした実例を交えながら継続
してご説明
し、設置を
お奨めして
いきたいと
思います。
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老舗酒造の大きな決断

　茨城県笠間市は古くから稲作が
盛んな場所です。中でも稲田地区
は良質な地下水が涌いており、お
酒造りには絶好の環境。その稲田
地区にある蔵元が今回ご紹介する
磯蔵酒造です。もともとは米作り
をしていましたが、江戸末期にお
酒造りを開始しました。
　そんな歴史ある磯蔵酒造に転機
が訪れたのは2001年のこと。21
世紀の幕開けとともに、5代目の現
蔵主・磯貴太氏が改革を行いまし
た。目まぐるしく流行が変わる時
代だからこそ、流行にとらわれる
ことなく、自分たちが本当におい
しいと思うお酒だけを造ると決意。
さらに、それまでバラバラだった自
社商品のコンセプトや味、ラベル

デザインなどを丁寧に見直しました。
　「今はもうおいしければ売れると
いう時代ではありません。テレビや
グルメ雑誌に取り上げられて話題に
なった商品の方が売れる時代です。
その中で、このような決断をするの
は、経営者としては非常に勇気が
必要でした」
　当時のことを磯氏はこう振り返り
ます。
　それから約20年。
ぶれずに信念を貫い
た結果、磯蔵酒造
は多くの日本酒ファ
ンから熱烈な支持を
得るようになりました。
また、創業150周年
を迎えた昨年は、全
国新酒品評会、関
東信越国税局酒類

鑑評会、茨城県清酒鑑評会の3つ
の鑑評会で合わせて6部門に出品
し、全部門で賞を獲得するという
快挙を達成しました。

すべては目指す味のため

　磯蔵酒造は今でも、笠間市の良
質な米と水を使い、地元で伝統的
な手法によるお酒造りを行っていま
す。米作りに対する思い入れも強く、
田植えの段階から関わり、米作り
農家の方と議論を繰り返します。
大変なこだわりがあるように見えま
すが、磯氏はこう言います。
　「よくこだわりについて聞かれま
すが、お酒造りで重要なことは、
歴史や伝統や素材、技法などのこ
だわりではないと思います。自分
たちが目指す味を造れたかどうか
です。素材や技法はそのためのも
ので、こだわりがお酒のセールス
ポイントとして独り歩きするのは、
私は違和感を覚えます」
　妥協を許さない「味」への誠実
な向き合い方が、磯蔵酒造を唯一
無二の酒蔵にした大きな理由だと
いえるでしょう。その味を一言で
表すと、「日本酒らしい日本酒」。
米で造る醸造酒らしい、米の味と
香りがする最高の味を実現するた
めに、磯蔵酒造は手間や労力を決

して惜しみません。

「酒は人ありき」

　磯蔵酒造は「酒は人ありき」と
いう考えを大切にしています。米作
り農家、醸造、流通、酒屋、飲食店、
消費者など、お酒造りはたくさんの
人々の支えがなくては成り立ちませ
ん。そしてまた、お酒そのものが
人と人との潤滑油になります。誰
かと酌み交わすことで、楽しい気
持ちは倍に、悲しい気持ちは半減
させるお酒。磯蔵酒造が目指して

いるものは、お酒を
通じて人と人との縁
を深め、新しい縁を
生むことです。その
ために、以下のよう
な取り組みも行って
います。
❶ちょっ蔵◎日本酒
　文化専門店 窖
　2017年、東京浅
草の浅草寺から徒歩

1～2分の所に、直営店「ちょっ蔵
◎日本酒文化専門店 窖」をオープ
ン。磯蔵酒造のすべてのお酒を取
りそろえ、無料試飲も行っています。
笠間市は関東最古の陶芸の里でも
あることから、酒器やお燗器、さ
らにはお酒や酒粕を使ったお菓子
なども販売しています。今や、浅
草は世界中から観光客が訪れる場
所。窖は日本酒文化の素晴らしさ
を世界に発信する拠点になりつつ
あります。
❷ロックフェスへの出店
　ロックフェスは、今の若者たちに
とって昔の「祭り」に代わるものと
言えるでしょう。磯蔵酒造は、茨
城県ひたちなか市で毎年開催され
る「ロック・イン・ジャパン・フ
ェスティバル」に2003年から出店し、
若者に日本酒との出会いを提供し

ています。実際に出店するまでは
「若者に日本酒が受け入れられるか
どうか不安だった」そうですが、
日本酒をベースにしたカクテルなど
工夫を凝らし、予想を大幅に上回
る売れ行きとなりました。今では
音楽好きな若者の間で「茨城の美
味しいお酒」として知られています。
ロック・イン・ジャパン・フェスティ
バルと並ぶ国内最大級のロックフェ
ス「フジロックフェスティバル」に
も2015年から毎年出店しています。
❸ちょっ蔵 新酒を祝う会
　前述した通り、たくさんの人の支
えがなければ、お酒造りはできま
せん。そこで、磯蔵酒造は毎年４
月に「新酒を祝う会」を開催。縁
のある人々が集まり、出会いの大
切さや素晴らしさに感謝して、新
酒を味わう会です。笠間稲荷のお
囃子やダンス、ジャズやブルースの
ライブ、寄席を楽しみながら、仲
間たちと呑む新酒は格別です。創
業150年という節目の年となった昨
年も、2,000人の人々が集まり、み
んなで新酒の出来上がりを祝いま
した。
　私たち関東電気保安協会も、電
気の安全を守るという立場から、
磯蔵酒造のお酒造りを陰ながら支
えていきたいと考えています。

創業150年を超える老舗・磯蔵酒造

「日本酒らしい日本酒」を目指し、手間ひまを惜しまない姿勢を貫いている

❶浅草から日本酒文化を世界に発信している直営店「窖」

5代目蔵主

磯 貴太さん

こ ん に ち はまさ客お

磯蔵酒造有限会社
〒309-1635　茨城県笠間市稲田2281-1

TEL：0296-74-2002

❸昨年は約2,000人が集まった新酒を祝う会❷ロックフェスへの出店が若者と日本酒の縁をつなげた

あなぐら
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特　集 2

1 はじめに

　平成30年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及び
山梨県並びに静岡県の富士川以
東）において発生した電気事故

について、電気関係報告規則第3
条の規定に基づき、自家用電気
工作物の設置者から提出された
電気事故報告をもとに、その概
要を以下のとおり取りまとめま
した。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。

　30年度の電気事故総件数は
116件で、前年度に比べ微減と
なっています。

3 波及事故

　波及事故は、71件報告されました。
　図2のとおり、保守不備による
事故が最も多く65％、次いで故意・
過失が24％、設備不備が4％、他
物接触が4％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

　（１）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手

入れ等の保守の不完全によるも
の（保守不完全）や、製作、施
工及び保守に特に欠陥がなかっ
たにもかかわらず、電気工作物
の材質、機構等に劣化を生じた
もの（自然劣化）等を指し、30
年度は46件発生しています。
　
　（２）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるもの等を指し、30年
度は17件発生しています。
　
　（３）設備不備
　設備不備は、電気工作物の設計、

製作、材質等の欠陥によるもの
（製作不完全）や、建設、補修等
の工事における施工上の欠陥に
よるもの（施工不完全）を指し、
30年度は3件発生しています。
　
　（４）他物接触
　他物接触は、ねこ、ねずみ、へび、
又は鳥類等の接触、営巣等によ
るもの（鳥獣接触）等を指し、
30年度は3件発生しています。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、30年度は16件の報

告がありました（図3）。そのう
ち負傷事故は13件、死亡に至っ
た事例は3件ありました。
　下記に死亡事故に至った事
例 を 挙 げ ま す が、充 電 中 の
キュービクル内に立ち入り、
作業を行い感電したケースや、
適切に絶縁用保護具、絶縁用
防具を使用せず活線近接作業
を行い、感電したケース等が
ありました。

（事例1）
　管理技術者（被災者）が、月
次点検の際に、何らかの理由で
キュービクル高圧受電盤の裏側
扉を開け、アクリルパネルを取
り外し、キュービクル内に入り
込み作業を行った（記録用紙の
記録内容によると、漏洩電流測
定、目視点検が未了であった）。
その際に計器用変圧器（VT）
に触れて感電し、死亡事故と
なった。

（事例2）
　作業者（被災者）が、事業場
の低圧電源の増設工事を行う際、
活線状態の低圧動力母線に絶縁
性能の低いブルーシートで防護
を行い（加えて、シートを固定
しておらず、シート一部がズレ
て充電部が露出した状態だった）、
作業を実施。その作業中に作業
者が充電部に触れ感電（左肩肩
甲骨から右手中指にかけて通電）
し、死亡事故となった。作業者は、

平成30年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の
電気事故について

安全帽は使用していたが、軍手・
半袖だった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　30年度は28件発生しています。
本事故における報告は、発電設
備における事故が26件で、需要
設備における事故が2件でした。
なお、需要設備における主要電
気工作物とは、使用電圧1万ボル
ト以上の受電用遮断器や、5万ボ
ルト以上のケーブルなどが該当
します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。30年度
は1件発生しています。

6 おわりに
 　（事故の防止対策として）

　30年度は29年度と比較し、事
故件数は微減していますが、感
電死亡事故が3件発生しています。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目に

ついて確認しつつ、電気主任技
術者の監督・指導の下で徹底し
た安全確保に努めていただくよ
うお願いします。
①点検や工事のための停電範囲・
時間は十分か

●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か

●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）

●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か

●充電部近接作業を伴う場合、
絶縁用保護具の着用

●作業前の確実な検電の実施
④設備管理、作業管理は万全か

●電気取扱者以外の者が不用
意に電気室に立ち入らない
よう鍵管理の徹底

●充電部近接作業の単独作業
や予定外作業等の禁止

⑤マニュアル類は万全か

●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が浸
透しているか。

●絶縁用保護具着用・検電実

施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解

●作業関係者へのマニュアル
類の周知や、訓練による理
解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いるようですので、設置者の皆
様には、以下の事故防止対策を
参考に、電気主任技術者と相談
の上で計画的な設備更新をお願
いします。
①地絡継電装置付き高圧交流負
荷開閉器（GR付PAS、UGS）
の設置

②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「E－Eタイプ」ケーブル
の選定

③受変電設備への小動物侵入防
止対策や風雨・風雪浸入防止
対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課

【図1】 
管内自家用電気事故
件数の推移

【図2】 波及事故の原因分類

１．発電所における事故を含む。
２．1事故でも複数の事故分類にカウントする場合がある。
３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
４．平成 28 ～ 30 年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
５．平成 28 年 4月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の事故は事故報告
　　（詳報）対象外となっている。

（注）

　　感電・アーク等による死傷
　　電気火災
　　主要電気工作物の破損等
　　波及
合計
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他物接触 4％（3件）
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故意・過失

24％
（17件）
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1 はじめに

　平成30年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及び
山梨県並びに静岡県の富士川以
東）において発生した電気事故

について、電気関係報告規則第3
条の規定に基づき、自家用電気
工作物の設置者から提出された
電気事故報告をもとに、その概
要を以下のとおり取りまとめま
した。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。

　30年度の電気事故総件数は
116件で、前年度に比べ微減と
なっています。

3 波及事故

　波及事故は、71件報告されました。
　図2のとおり、保守不備による
事故が最も多く65％、次いで故意・
過失が24％、設備不備が4％、他
物接触が4％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

　（１）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手

入れ等の保守の不完全によるも
の（保守不完全）や、製作、施
工及び保守に特に欠陥がなかっ
たにもかかわらず、電気工作物
の材質、機構等に劣化を生じた
もの（自然劣化）等を指し、30
年度は46件発生しています。
　
　（２）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるもの等を指し、30年
度は17件発生しています。
　
　（３）設備不備
　設備不備は、電気工作物の設計、

製作、材質等の欠陥によるもの
（製作不完全）や、建設、補修等
の工事における施工上の欠陥に
よるもの（施工不完全）を指し、
30年度は3件発生しています。
　
　（４）他物接触
　他物接触は、ねこ、ねずみ、へび、
又は鳥類等の接触、営巣等によ
るもの（鳥獣接触）等を指し、
30年度は3件発生しています。

4 感電又はアーク等に
　 よる死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、30年度は16件の報

告がありました（図3）。そのう
ち負傷事故は13件、死亡に至っ
た事例は3件ありました。
　下記に死亡事故に至った事
例 を 挙 げ ま す が、充 電 中 の
キュービクル内に立ち入り、
作業を行い感電したケースや、
適切に絶縁用保護具、絶縁用
防具を使用せず活線近接作業
を行い、感電したケース等が
ありました。

（事例1）
　管理技術者（被災者）が、月
次点検の際に、何らかの理由で
キュービクル高圧受電盤の裏側
扉を開け、アクリルパネルを取
り外し、キュービクル内に入り
込み作業を行った（記録用紙の
記録内容によると、漏洩電流測
定、目視点検が未了であった）。
その際に計器用変圧器（VT）
に触れて感電し、死亡事故と
なった。

（事例2）
　作業者（被災者）が、事業場
の低圧電源の増設工事を行う際、
活線状態の低圧動力母線に絶縁
性能の低いブルーシートで防護
を行い（加えて、シートを固定
しておらず、シート一部がズレ
て充電部が露出した状態だった）、
作業を実施。その作業中に作業
者が充電部に触れ感電（左肩肩
甲骨から右手中指にかけて通電）
し、死亡事故となった。作業者は、

平成30年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の電気事故について

安全帽は使用していたが、軍手・
半袖だった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　30年度は28件発生しています。
本事故における報告は、発電設
備における事故が26件で、需要
設備における事故が2件でした。
なお、需要設備における主要電
気工作物とは、使用電圧1万ボル
ト以上の受電用遮断器や、5万ボ
ルト以上のケーブルなどが該当
します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した
火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。30年度
は1件発生しています。

6 おわりに
 　（事故の防止対策として）

　30年度は29年度と比較し、事
故件数は微減していますが、感
電死亡事故が3件発生しています。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目に

ついて確認しつつ、電気主任技
術者の監督・指導の下で徹底し
た安全確保に努めていただくよ
うお願いします。
①点検や工事のための停電範囲・
時間は十分か

●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か

●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）

●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か

●充電部近接作業を伴う場合、
絶縁用保護具の着用

●作業前の確実な検電の実施
④設備管理、作業管理は万全か

●電気取扱者以外の者が不用
意に電気室に立ち入らない
よう鍵管理の徹底

●充電部近接作業の単独作業
や予定外作業等の禁止

⑤マニュアル類は万全か

●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が浸
透しているか。

●絶縁用保護具着用・検電実

施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解

●作業関係者へのマニュアル
類の周知や、訓練による理
解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いるようですので、設置者の皆
様には、以下の事故防止対策を
参考に、電気主任技術者と相談
の上で計画的な設備更新をお願
いします。
①地絡継電装置付き高圧交流負
荷開閉器（GR付PAS、UGS）
の設置

②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「E－Eタイプ」ケーブル
の選定

③受変電設備への小動物侵入防
止対策や風雨・風雪浸入防止
対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです。

【図3】 月別感電等事故件数（過去3年分）
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　栃木県北西部に位置する日光市は、「日光を見ず
して結構と言うなかれ」という言葉でも有名な国内
有数の観光都市。全国、さらには海外からも絶えず
旅行客が訪れています。
　発展の中心となった日光東照宮などの神社
仏閣にとどまらず、市内には数多くの名所が
点在しています。2006年に今市市、日光市、
足尾町、藤原町、栗山村が合併して現在の日
光市となったことで、さらに幅広い観光スポ
ットが日光市内の所在になりました。中禅寺
湖や華厳の滝といった自然の景勝地から、鬼
怒川温泉・湯西川温泉などの温泉地、足尾銅
山などの産業観光、日光江戸村・東武ワール
ドスクウェアといったテーマパークまで、誰

がいつ訪れても楽しむことができます。

世界遺産「日光の社寺」

　「日光の社寺」は1999年にユネスコの世界遺産に
登録されました。登録範囲は日光東照宮、日光二荒
山神社、日光山輪王寺の二社一寺と、これらの建造
物群をとりまく遺跡（文化的景観）です。多くの建
造物や宝物が国宝、重要文化財にも指定されていま
す。江戸時代までは「日光山」として一体的に信仰
されてきましたが、明治の神仏分離を経て今の形に
分かれました。

小トラベル好奇心
いっぱい！

一日中でも見飽きることがないといわれる東照宮陽明門

（記事提供　電気新聞）

東京から東北新幹線・宇都宮まで50分、JR日光線でJR日光まで42分
新宿、浅草から東武日光、鬼怒川温泉まで特急で約2時間
東北自動車道浦和I.C.から宇都宮I.C.まで約1時間、
日光宇都宮道路で今市I.C.まで約15分
成田空港からJR日光駅までリムジンバス約3時間40分
羽田空港から宇都宮駅までリムジンバス約2時間30分、JR日光線乗り換え、
または京浜急行線・都営地下鉄浅草線で浅草まで約42分、東武日光線特急
乗り換え

鉄道の場合

自動車の場合

飛行機の場合

： 

：

：

【日光東照宮】http://www.toshogu.jp/
　徳川家康公を祀るため、1617年に建造された神社です。

現在の主な社殿群は3代将軍家光によって造替されたもの

です。鮮やかな彩色や細かい彫刻などが施された、多数の

壮麗な建築で知られています。

　有名な陽明門は、一日中見ていても飽きないことから「日

暮の門」とも呼ばれています。2017年3月には陽明門の「平

成の大修理」が竣工しました。

【日光二荒山神社】http://www.futarasan.jp/
　東照宮の創建以前から、日光は山岳信仰の盛んな地でし

た。二荒山神社は二荒山（男体山）をご神体として祀ってい

る古社です。日光市山内にある本社と、中禅寺湖畔の中宮祠、

男体山山頂の奥宮からなります。

　本社の参道にかかる「神橋」は、木造朱塗りの美しい姿で

「日光の社寺」の玄関口となっており、日本三大奇橋の一つ

ともされています。

【日光山輪王寺】https://www.rinnoji.or.jp/
　輪王寺も山岳信仰を起源とする古寺です。本堂（三仏堂）

には、三山（男体山・女峰山・太郎山）と同一視される千手

観音、阿弥陀如来、馬頭観音の三仏が祀られています。

　また、徳川家光公の霊廟・大猷院も輪王寺境内にあります。

東照宮をしのがないようにとの遺言により、黒と金を中心

に荘厳で落ち着いた造りとなっています。

【瀬戸合峡】
　深さ100mにもなる岸壁が約2kmにわたって続く峡谷で

す。鬼怒川の上流にあり、凝灰岩が川に浸食されることで

この姿になりました。

　紅葉の名所として知られ「とちぎの景勝100選」に選ばれ

ています。峡谷を見下ろす県道23号線旧道からの景色の

【憾満ヶ淵】
　男体山から噴出した溶岩

が、大谷川の川岸に巨岩と

なって立ち並ぶ奇勝。岩の

間を流れる水は時に激しく

時に穏やかで、周囲の緑と

美しいコントラストを描い

ています。南岸に並ぶ約70体のお地蔵様は、数えるたび

に数が違うと言われており「化地蔵」とも呼ばれます。

　東照宮からも歩いていける距離にありながら、春の新緑

から秋の紅葉、冬の雪景色まで、静かな渓谷の散策を楽し

むことができます。
●JR日光駅・東武日光駅からバス「日光総合会館前」まで約6分、
徒歩約15分

【日光ゆば】
　豆乳からつくられるゆばは、

日光の名産品となっています。

京都の「湯葉」は一重に薄くつ

くるのに対し、日光では「湯波」

の字をあて、何重にも巻き上げ

てつくるためボリュームがある

のが特徴です。

　市内には生ゆばや揚げゆばな

ど、多彩なゆば料理を食べられ

る飲食店が多数点在しています。

また、お土産にはゆばを用いた「揚げゆばまんじゅう」など

も人気を博しています。

観光スポット観光スポット

第152 回

栃木県

日光市

栃木県 日光市Access┃  アクセス

ほか、川俣ダム正面に架け

られた「渡らっしゃい吊橋」

からの眺めも絶景です。
●東武鉄道鬼怒川温泉駅から
日光市営バス「川俣平家塚」
まで約75分、徒歩約10分

●日光宇都宮道路今市I.C.か
ら国道121号線、県道23
号線で約70分

日光山内の玄関口ともなっている神橋

三仏が祀られている日光山輪王寺三仏堂

秋の憾満ヶ淵

揚げゆばまんじゅう

日光ゆば

紅葉と渡らっしゃい吊橋

 紅葉スポット
　日光市内には紅葉の名所が数多く存在しています。見頃

は場所によって異なり、9月下旬から11月下旬まで幅広く

楽しむことができます。今回はその中から2カ所をご紹介

します。

 お土産

東
武
日
光
線

日光
宇都宮道路

JR
日
光
線

東武日光駅
日光駅

中禅寺湖

川俣湖

憾満ヶ淵憾満ヶ淵

神橋神橋

日光東照宮
日光山輪王寺

日光二荒山神社

日光東照宮
日光山輪王寺

日光二荒山神社

瀬戸合峡瀬戸合峡

122

120
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気事業法施行令─

第 回

電気事業法と各種手続き（14）

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。
本年度は電気保安に関係する各種法令や技術基準を順次紹介しています。
2回目となる今回は「電気事業法施行令」を取り上げます。

（記事提供　電気新聞）

66

　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ある電気事業法に対

し、同法に基づいて実際の業務遂行に必要な事項を

内閣が定めた政令が「電気事業法施行令」です。同法

の条文中で「政令で定める。」「政令で定めるところに

より」などと記述している部分について、具体的な

内容を定めています。

　電気事業法の翌1965年に公布、施行され、同法と

同様に時代の変化に応じて適宜改正されてきました。

Q 1 電気事業法と電気事業法施行令
は、どのような関係ですか？

Q 4 電気事業法と電気事業法施行令
を理解すれば、電気保安に
関する法令の理解として
十分ですか？

Q 3 自家用電気工作物の設置者に
とって、特に関係が深い条文の
内容を教えてください。

A 【第1条】

　同法第2条第1項第18条では電気工作物の

定義を定めていますが、同施行令第1条では電気工

作物の範囲から除かれる工作物を定めています。

　車両や船舶、航空機に設置される工作物は、原則

的に電気工作物とはされません。例外的に、車両や

船舶の外部に設置された電気的設備と接続して電気

を供給するための工作物は、電気工作物として扱わ

れます（電源車などが該当します）。

　また、電圧30V未満の電気的設備で、電圧30V以

上の電気的設備と電気的に接続されていないものも、

電気工作物から除外されます。

【第17条】

　事業用電気工作物の設置者は、同法第39条第1項

によりその工作物を技術基準に適合させる義務があ

りますが、他者が設置した電気的設備などによって

技術基準に適合しない状態になってしまう場合があ

ります。同法第41条ではこうした場合に、再び技術

基準に適合させるため必要な措置やその費用負担に

ついて当事者間で協議して決めること、協議が調わ

ない場合は主務大臣に裁定を申請できることなどを

定めています。

　施行令第17条は、次の各法律が適用される場合は、

上記の費用負担の協議などを行う対象から除くと定め

ています。①砂防法 ②道路法 ③都市公園法 ④海

A 　施行令は電気事業法の内容を補足し具体的

に定めるものですが、施行令だけで実際の業

務遂行に必要な事項をすべて規定しているわけでは

ありません。省令である「電気事業法施行規則」や「電

気設備の技術基準」などはより詳細な内容を定めて

いるほか、個別の事象についてもっと具体的に述べ

ている告示や通達、民間規程などもあります。

　関係する法令等をきちんと確認し、電気工作物を

安全に活用してください。

A 　全部で27条から成っています。

　このうち、電気保安と関連のある条文とし

ては、第1条（電気工作物から除かれる工作物）、第

17条（費用の負担の特例等）、第18条（委託の方法）、

第19条（委託することのできない事務）、第20条（環

境影響評価法の適用に当たっての技術的読み替え）、

第21条（環境影響評価法施行令の適用に当たっての

技術的読み替え）、第22条（登録安全管理審査機関の

登録等の有効期間）、第25条（電気工作物検査官の資

格）、第26条（報告の徴収）、第27条（権限の委任）が

挙げられます。

　他の条文では、電気事業者の事業活動に関する事

項や、電気事業者間で契約について係争が起きた際

の解決方法などについて定めています。

Q 2 施行令の構成はどのように
なっていますか？

岸法 ⑤地すべり等防止法 ⑥下水道法 ⑦河川法 ⑧

津波防災地域づくりに関する法律

【第18条・第19条】

　同法第44条の2は、電気主任技術者などの主任技

術者免状に関する事務を経済産業大臣が指定試験機

関に委託できると定めています。施行令第18条はこ

の委託の方法について定めており、①定められた事

項（4項目）を含む委託契約書を作成すること②委託

した旨を公示すること――を求めています。

　また、同法では委託できない事務として「免状の

返納に係る事務」を挙げていますが、施行令第19条

ではそれに加えて「免状の交付の拒否に係る事務」も

委託できないと定めています。

【第25条】

　同法第104条は、経済産業省と原子力規制委員会

に電気工作物検査官をおくことを定めています。経

済産業省の検査官は、公共の安全確保上特に重要な

「特定事業用電気工作物」の使用前検査などに従事し

ます。

　施行令第25条は検査官の資格について、学力・知

識や、電気工作物の工事、維持および運用に関する

行政事務の経験年数などの要件を定めています。

【第26条】

　同法第106条第4項では、法律の施行に必要な範

囲で、経済産業大臣が自家用電気工作物の設置者や

登録調査機関に報告・資料を提出させることができ

るとしています。

　施行令第26条第3項は、具体的に報告・資料を提

出させることができる事項を定めています。自家用

電気工作物の設置者に関係する事項としては以下の

ものがあります。
●  自家用電気工作物

の工事、維持およ

び運用の保安に関

する事項、ならび

に自家用電気工作

物における電気の

使用の状況
●  電力会社の送配電

線に接続する、発

電用の自家用電気工作物における発電またはそ

の発電による電気の供給に関する事項

【第27条】

　同法第114条は、経済産業大臣が一部の権限を委

員会や経済産業局長、産業保安監督部長に委任でき

ると規定しており、施行令第27条は具体的に委任で

きる権限と委任先を定めています。自家用電気工作

物の電気保安に関係する例としては以下のような事

項があり、通常の届出や報告などは産業保安監督部

長や経済産業局長宛てに行われています。
●  電気工作物が技術基準に適合していない場合の、

技術基準適合命令等
●  保安規程の策定、変更等の届出
●  主任技術者の選任等の届出
●  安全上特に重要な事業用電気工作物の工事等に

ついて、工事計画の届出や使用前検査等
●  自家用電気工作物の使用開始の届出
●  自家用電気工作物設置者からの報告徴収や立入

検査
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電力の保安人材不足解消へWG設置
持続可能な保安の在り方や
先進技術活用など検討／経産省

家電から五輪メダルへ変身
都市鉱山の金属回収プロジェクト
達成感謝イベント開催

　経済産業省は、電力の保安人材不足を解消する

ための検討を本格化させています。8月に専門の作

業部会を立ち上げ、議論を開始しました。業務ビ

ルや再生可能エネルギー設備の増加でニーズが増

えるのに加え、高齢化などで将来的に電気主任技

術者が不足するおそれがある中で、保安水準や事

業規律は引き続き維持していく必要があります。

将来にわたって持続可能な保安体制を確立させる

とともに、IoT（モノのインターネット）など先進

技術の活用を含め、効率化の視点も取り入れてい

く方針です。

　8月に「電気保安人材・技術ワーキンググループ

（WG）」を立ち上げ、議論に着手。委員は5人で座

長には電気事業連合会の稲月勝巳工務部長が就任

しました。今秋以降に中間取りまとめを行う見込

みです。

　電気保安人材を巡っては、電気主任技術者の高

齢化が深刻化しています。経産省によると、現時

点で全体の約6割を50歳以上、約4割を60歳以上

が占めています。第三種電気主任技術者は2045年

には全国で4,000人程度不足する見通しで、対策は

急務となっています。

　一方、IoTや人工知能（AI）、ドローンといった

新たな技術を使った「スマート保安」の分野で近年、

進歩がみられており、保安人材不足への対応や知

見の継承などへの活用が期待されています。同WG

でも先進技術の活用を含め、今後の保安体制の在

り方を検討。効率化や持続可能性の観点からも深

掘りを図っていく方針です。

　あなたが使っていた携帯電話が五輪のメダルに

生まれ変わる――。

　携帯電話、パソコン、デジタルカメラなど使用

済みの小型家電を回収し、2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックのメダル製作に必要な金属量

を集める運動の達成感謝イベントが7月、都内で開

催されました。「都市鉱山からつくる！　みんなの

メダルプロジェクト」と題した世界初の取り組み

で、2017年4月から2019年3月にかけて実施。日

本中から約7万9,000トンの小型家電などが集まっ

たことが同イベントで報告されました。既に金属

の精製も終えており、約5,000個のメダル製作に役

立てられる予定です。

　同プロジェクトでは大会パートナー 38社や政府、

東京都をはじめとする全国の自治体などが各所に

回収ボックスを設置。金、銀、銅の各金属がバラ

ンス良く求められることから、一時は達成を危ぶ

む声もあったそうです。

　それでも歴代メダリストらによる積極的なPRも

あり、最終的には国内の全市区町村の9割以上に当

たる1621自治体が参加。国を挙げての取り組みへ

とつながりました。回収量は自治体が回収した小

型家電が約7万9,000トン、NTTドコモが回収した

携帯電話が約621万台に及び、無事にメダル製造に

必要な金約32kg、銀約3,500kg、銅約2,200kgが確

保できました。

　過去大会で前例のない取り組みの推進に当たっ

ては、小型家電リサイクルの定着を東京五輪のレ

ガシー（遺産）とする狙いがありました。SDGs（持

続可能な開発目標）の観点からも取り組みの意義

は大きかったといえます。

　達成感謝イベントであいさつした原田義昭環境

相は「メダルをつくることで終わりではない。こ

の成果を国内外に発信したい」と意気込みを示し

ました。
（記事提供　電気新聞）

nformation インフォメーション

ご注意ください
当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、
電線の盗難が多発しています
当協会の調査員を装って訪問または電話勧誘し、調査手数料を請求したり、不具合
箇所の修理として工事代金を請求するなどの事件が発生しています。
当協会の調査員がお客さまに対し、電気製品などの販売や金銭を請求することは一
切ありません。
なお、調査員は調査員証を常時携帯しております！

●事●例

1
●事●例

2
●事●例

3

「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの
 電力調査に関する事例

「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電力の容量を見直すことで、
電気の基本料金が安くなります。そこで、現在使用している低圧動力の容
量を測定するためにお伺いします」

█➡ 当協会では、東京電力パワーグリッド株式会社（電線路維持運用者）からの委託を受け、
　 4年に1回、各ご家庭を訪問し、電気設備の安全点検を行っておりますが、その際に上記の行為は
　 行っておりません。

「現在契約している動力の基本料金を見直して電気料金を安くするための装
置を取り付けるよう○○保安協会から委託されている○○○○協会といいま
す。現在の電気料金が知りたいので検針票・請求書を用意してください」

「○○○○協会ですが、200Vの料金約款が変更になりましたので、分電
盤に装置を取り付けると電気料金が安くなります。それを確認しますの
で、電力会社の検針票・請求書を用意してください」

「○○保安協会から分離して生まれた○○○○協会ですが、電気料金を安
くすることができますので、お宅の電気使用量の測定に伺います」

電線の盗難事例
お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないとの事で対応要請が
あったため、協会職員が確認したところ、キュービクルから引き出されて
いる低圧動力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

█➡ 電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

お客さまより太陽電池発電所が発電していないと連絡を受け急行したとこ
ろ、集電箱のパネル側ケーブルが切断されなくなっていた。

●事●例

4

●事●例

1
●事●例

2
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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

電気を買っている電力会社を
変えると、家に届く電気も
変わるのですか？

とができるようになりました（ビ

ルや工場などの大口需要家はそ

れ以前から可能でした）。また、

「発電」も既に自由化されており、

大手電力会社以外も電気を作っ

て売ることが可能です。一方、「送

配電」はその公共性の高さなど

から自由化されておらず、今も

各地域の大手電力会社がその役

割を担っています（接続する自

社グループの会社と他の事業者

を公平に扱うよう規制されてい

ます）。

　小売電気事業者は皆さんに電

気を販売するため、自社で発電

設備を持ったり、発電している

事業者と契約したり、電力卸売

市場で購入したりといった方法

で電気を調達しています。

　各発電所からの電気は基本的

に全て大手電力会社の送配電線

に集められ、混じりあいます。

需要家に届くのはこうして均質

化した電気であり、電圧や周波

数といった電気の質はどの小売

電気事業者でも同じです。小売

電気事業者は調達する電気の量

と販売する電気の量を一致させ

ているのであって、特定の発電

所で生まれた電気を切り出して

届けることはできません。

　このことから、「クリーンな電

源で発電しているためきれいな

電気が届く」「安定的な電源を用

いているので周波数や電圧が安

定している」というように、特

別な質の電気を受け取れると誤

解させる説明で小売契約の勧誘

を行うことは法的に許されてい

ません。小売電気事業者を選ぶ

際には注意してください（例外

として「非化石証書」という仕

組みを利用している場合は、CO2

を排出しない電源からの電気の

環境価値をPRすることができま

す）。

　2016年に行われた電

力の小売全面自由化で、

一般家庭を含む全ての

需要家が電気の購入先を自由に

選べることになりました。しかし、

購入先によって家に届く電気そ

のものが変化するわけではあり

ません。

　電気が需要家に届くまでの仕

組みはおおまかに、電気を作る

「発電」、発電所から需要家まで

電気を運ぶ「送配電」、各需要家

に電気を販売する「小売」に分

かれます。送配電はさらに、主

に長距離を結んで大量の電気を

運ぶ送電と、地域の需要家にく

まなく電気を届ける配電に分か

れます（高速道路と一般道路の

ような関係です）。

　さて、前述の通り「小売」の

全面自由化で、一般家庭でも東

京電力や関西電力などの大手電

力会社以外からも電気を買うこ

経済産業省資源エネルギー庁「電力システム改革について」（2015年11月）を元に作成

受変電設備の清掃

受変電設備の清掃
　受変電設備の清掃を怠ると、塵やホコリが内部の機器に溜まります。そのホコリが湿気を含むと
地絡（漏電）や短絡（ショート）などが発生することがあります。
　家庭用のコンセント周りも、プラグを掃除しないと溜まったホコリが湿気を含むことで「トラッキ
ング現象」が発生し、火災などを起こすことがあります。
　家庭用よりも高圧で受電しているキュービクルなどでは、大規模な事故を引き起こすことがありま
すので、当協会では電気事故防止の観点から定期的な清掃をお奨めしています。
　当協会ではお客さまからのご用命により、受変電設備の清掃業務を承っております。清掃は停電
作業となり、ホコリや塵の除去だけでなく、機器の不良箇所の発見にも有効な手段です。詳しくは
担当検査員またはお近くの事業所までご連絡ください。

発電（競争部門）

競争相手

送配電（独占の規制部門） 小売（競争部門）

競争相手

電気が
混じる

届くのは
均質な
電気

大手電力会社A 大手電力会社A

発電事業者B

大手電力会社A

新電力C
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