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青梅だるま市　
東京都青梅市（16～17ページ参照）

　毎年1月12日、JR青梅駅前の旧青梅街道で冬の風物詩「青梅だるま市」が開かれます。道
沿いに約200店もの露店が並び、縁起物のだるまを求めて市内はもとより遠方からも多くの
客が訪れます。
　その起源は1500年代とも1400年代ともいわれるほど古く、昔は青梅で盛んだった養蚕の
繁栄を祈って「まゆ玉（米粉を繭の形に団子にしたもの）」を笹の葉にいくつもつけたものが
売られていました。約180年前から縁起物としてだるまも売られるようになり、戦後に養蚕業
が衰退して「まゆ玉」が姿を消した後も、だるま市となって今に続いています。

「瞬低」って何ですか？ 対策は？ 22

・1 22020No. 557

ニュースクリップ

お客さまこんにちは　桐生スケートセンター

広報担当者さま取材先募集

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？

一般財団法人　関東電気保安協会

理事長　山口　博

　新年あけましておめでとうございます。
　皆さまにおかれましては、ご家族お揃いでお健やかに新しい年をお迎えになられたことと
お慶び申し上げます。
　平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申
し上げます。

　さて、電気は現代社会に不可欠なエネルギーです。電気を、安全に効率的にお使い頂くた
めには、感電、火災、故障などお客さまの事業活動に大きな支障を引き起こさないよう、確
実に電気安全を確保するとともに、電気の持つ清潔で制御し易い特性など長所を最大限活か
せるようにすることが必要です。お客さまが安心して事業活動に専念できますよう、電気設
備の安全を確保することは、まさに私どもの最大の使命でございます。

　昨年秋は、大型の台風15号、19号に見舞われ、広域にわたる甚大な被害を受けました。被
災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
　一昨年に続く昨秋の激甚災害は、過酷化する自然災害に対する社会のレジリエンス強化を
喫緊の優先課題に押し上げています。
　従来の経験だけでは通用しない状況に備えるため、弊協会は、過去の教訓を活かし、大規
模災害発生時、お客さま設備の迅速な安全点検・確認、関係機関とも連携した被災設備の早
期復旧により、お客さまの事業活動継続をお手伝いできるよう、災害対応力の強化に努めて
まいります。
　　
　一方、本年夏には、東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されています。注目
度が極めて高い世界的イベントであり、開催期間中の電気の安定供給確保は必須なことから、
近隣などの広い範囲の停電に発展する“波及事故”は、競技会場からの距離にかかわらず事
故を発生させたこと自体が、社会的信用を損なうリスクがあります。これを予防するため、
弊協会は、お客さまとの連携を深め、電気設備の安全・保安確保に万全を尽くしてまいります。
　設置者の皆さまにおかれましても、点検結果を確認・把握頂き、必要な改善措置を講じて
頂きますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
 　
　本年もお客さまの声を真摯にお伺いし、お客さまにご満足頂けるよう役職員一丸となって
取り組んでまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりましてよい年になり、益々ご繁栄されますことを心からお祈り申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

新
年
の
ご
挨
拶

安全エレちゃんのQ&A
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　電力需要は、空調が使われる夏と冬に大きくなり
ます。寒冷地以外では夏の方が一般的に大きくなり
ますが、近年は暖房にもエアコンなどの電気製品を
使うことが増えているため、冬の電力需要のピーク
が夏のピークに近づいたり、場所によっては逆転し
たりしています。
　一日の電気の使われ方をみると、夏は気温が高い
14～15時頃にピークを迎えるのに対して、冬は17
～19時頃の電力需要が最も多くなります。気温の低
下と帰宅、夕食の準備などが重なり、暖房、照明、
テレビなどの電気製品が一斉に使用されるからです
（図1）。
　特に寒冷地域では、暖房や照明を使う時間が長く
なるため、電力消費・電気料金が大きくなりがちで
す。日常的に節電を心がけましょう。

ん。販売店で掲示されている「統一省エネラベル」
などの情報も参考に検討してください。
　加えて、どの機器がどれくらいのエネルギーを消
費しているかを「見える化」することで効果的な省
エネが可能になります。コンセントや分電盤に設置
して電力消費量を測定する装置のほか、さらに発展
したシステムとして、住宅のエネルギー関連設備を
一元的に管理・制御できる「HEMS（住宅エネルギ
ー管理システム）」も徐々に広がりを見せています。

一年の中でも寒さがピークを迎える季節です。
それは同時に、電力消費量がピークの時期ということを意味します。
省エネによって電力消費量を抑えることは、電気代を節約するだけでなく
二酸化炭素（CO2）排出削減など社会的問題の解決に貢献することにもなります。
今回は、家庭で取り組める節電・省エネ対策を紹介しますので
ぜひチャレンジしてみてください。

Ⅰ 冬の電力需要 Ⅱ 節電のポイント

Ⅲ 具体的な節電方法

●待機時消費電力
　テレビなどはリモコンで電源を切っても、リモコ
ンからの操作を受信できるよう微量の電力を消費し
続けています。内蔵時計やメモリー機能などを備え
ているものも同様で、この電力を「待機時消費電力」
といいます。微量とはいえ、合計すると家庭の全消
費電力の6%程度になるといわれています。
　電気製品を便利に使うための電力ですが、可能な
範囲で減らすことが省エネにつながります。長時間
使わない機器は、主電源を切ったり、プラグを抜い
たりしておきましょう。また、待機時消費電力がほ
ぼゼロという省エネ製品も出てきています。
●照明
　基本的なことですが、こまめにスイッチを切るよ
うにしましょう。また、汚れで明るさが低下するの
で、定期的に掃除することも有効です。
　省エネ型の器具として、近年はLED照明が急速に
普及しています。消費電力を大幅に削減できるほか、
寿命が長く頻繁な交換が不要というメリットもあり
ます。（表1）

冬の省エネ対策

と、製品をより効率的なものに交換することの2種
類があります。いずれにしても、電気製品の特徴を
よく理解しておくことで節電の効果を大きくするこ
とができます。
　使い方の工夫による節電は、こまめに、継続的に
行うことがポイントです。一つ一つの効果はささや
かでも、家全体で一年間蓄積すると無視できない差
になります。
　また、電気製品の省エネ性能の進歩は目を見張る
ものがあります。10年以上前の製品を使い続けるの
は環境にやさしいように思えますが、最新の製品に
交換した方がCO2排出量を大幅に減らせるという側
面もあります。初期費用がかかっても、電気代が下
がって数年後にはお得になる場合も少なくありませ

●パソコン
　一定時間操作しないと、自動的に低電力モードに
なる機能を持つものが一般的です。低電力モードに
も複数の種類がある場合があり、利便性と消費電力
を勘案して、自身の使い方に適した設定を選びましょ
う。長時間使わないときは電源を切りましょう（表3）。
　スクリーンセーバーは画面の焼き付き防止を目的
とするもので、省エネの効果はないので注意してく
ださい。

●パンフレット
 （https://www.kdh.or.jp/safe/cm_panf.html）
●家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー
　安全と省エネの両面で、家庭での
適切な電気の使い方を解説していま
す。省エネでは夏・冬や、リビング・
ダイニングキッチン・浴室やトイレ
といった場面ごとに、具体的な省エ
ネ方法を紹介しています。
●電気de省エネ
　主にオフィスや工場向けの省エネ
方策を紹介しています。デマンド監
視を導入することで契約電力を下
げ、電力の基本料金を抑える仕組み
を解説。さらに設備の省エネとして、照明のLED化、

空調管理の見直しや遮熱フィルム・断熱塗装の活用、
モーターのインバーター制御などを挙げています。
●ホームページ
 （https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/）
　当協会ホームページでも、家庭でできる省エネお
役立ち情報を発信しています。今回の記事に掲載し
たもの以外にも、省エネの方法やその効果などを紹
介していますので、家計の節約にご活用ください。

　節電の方法は、電気製品の使い方を工夫すること
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日の入り・気温の低下と
ともに照明や暖房などの
電気の使用が増えてくる活動の開始とともに

電気の使用量が
増えてくる

冬は、経済活動とご家庭での電気使用量が重なる17～19時頃がピークになることが多い

図1　冬の一般的な電力の使用状況

電力使用のピーク電力使用のピーク

出典：東京電力パワーグリッド株式会社
（出典：資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬2017」をもとに作成）

●暖房
　室温は20℃を目安に、暖房は必要なときだけつけ
るようにしましょう。暖かい服装をしたり、断熱効
果のあるカーテンで熱が逃げるのを防いだりするこ
とで、設定温度を抑えることができます。（表2）
　フィルターの目詰まりや、室外機の吹き出し口に

表2　暖房効率を高める工夫

空気の循環

窓辺

湿度

こたつ、
電気カーペット

暖かい空気は天井付近にたまる。エアコンの風向板は下向きに。
扇風機で風を循環させるのも有効
窓は熱が出入りしやすい。断熱効果のあるカーテンを使うなど熱を
逃がさない工夫をする
湿度が低いと寒く、高いと暖かく感じる。加湿器などで適度な湿度を
保つ
床にじかに敷くと、熱が床に逃げて効率が下がる。断熱マットなどを
下に敷くと効果的

表1　電球の比較（60W相当）

消費電力（W）
平均寿命（時間）
年間電気代
（1日5.5時間点灯した場合）

白熱電球
54
1,000

2,920円

電球型蛍光ランプ
12

6,000～10,000

650円

電球型LEDランプ
9.4
40,000

510円

●冷蔵庫
　まず、ライフスタイルや家族の人数に合わせ、適度
な大きさや機能のものを選ぶことが大切です（表4）。
　庫内にものを詰め込みすぎると消費電力が増えま
す。ものを取り出しにくくなり、扉を開放している
時間も長くなります。また、本体を設置するとき、
上部や左右に適切な放熱スペースがあるかどうかで
も消費電力が変わってきます。

表3　パソコンの節電

年間節電効果
CO2削減量
電気代節約量

デスクトップ型
31.57kWh
18.5kg
850円

ノート型
5.48kWh
3.2kg
150円

デスクトップ型
12.57kWh
7.4kg
340円

ノート型
1.50kWh
0.9kg
40円

使用を1日1時間短縮 電源オプションを「モニタの電源オ
フ」から「システムスタンバイ」に変更

●温水洗浄便座
　温水洗浄便座は、使われていない時間もずっと便
座や洗浄水を温め続けています。季節に合わせて温
度を調節し、使わないときはふたを閉めて放熱を防
ぎましょう。
　ふたを自動で開閉したり、使うときだけ瞬間的に
便座や洗浄水を温める機能を持った新しい製品も登
場しています。

表4　冷蔵庫の省エネ関連機能

インバーター
制御

ノンフロン対応

断熱材

モーターやコンプレッサーの回転数を変化させ、効率良く運転する
技術。ドアの開閉や庫内・周辺温度に合わせて、きめ細かく最適な
回転数に制御する
オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さ
い冷媒R600a（イソブタン）を使用
真空断熱材など断熱効果の高い高性能素材を使用。庫内の温度
を低く保ち、高い省エネ性能を発揮する

物を置くことはエアコンの効率低下の原因になりま
す。掃除や整理整頓を心がけましょう。
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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➡ 

2020年3月15日必着締切期日

発 表 2020年5・6月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

電気機器の電源を切ってもリモコン操作の受信などのため
消費し続ける微量の電力を○○時消費電力といいます。
○に入る漢字2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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ます。寒冷地以外では夏の方が一般的に大きくなり
ますが、近年は暖房にもエアコンなどの電気製品を
使うことが増えているため、冬の電力需要のピーク
が夏のピークに近づいたり、場所によっては逆転し
たりしています。
　一日の電気の使われ方をみると、夏は気温が高い
14～15時頃にピークを迎えるのに対して、冬は17
～19時頃の電力需要が最も多くなります。気温の低
下と帰宅、夕食の準備などが重なり、暖房、照明、
テレビなどの電気製品が一斉に使用されるからです
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なるため、電力消費・電気料金が大きくなりがちで
す。日常的に節電を心がけましょう。

ん。販売店で掲示されている「統一省エネラベル」
などの情報も参考に検討してください。
　加えて、どの機器がどれくらいのエネルギーを消
費しているかを「見える化」することで効果的な省
エネが可能になります。コンセントや分電盤に設置
して電力消費量を測定する装置のほか、さらに発展
したシステムとして、住宅のエネルギー関連設備を
一元的に管理・制御できる「HEMS（住宅エネルギ
ー管理システム）」も徐々に広がりを見せています。

●待機時消費電力
　テレビなどはリモコンで電源を切っても、リモコ
ンからの操作を受信できるよう微量の電力を消費し
続けています。内蔵時計やメモリー機能などを備え
ているものも同様で、この電力を「待機時消費電力」
といいます。微量とはいえ、合計すると家庭の全消
費電力の6%程度になるといわれています。
　電気製品を便利に使うための電力ですが、可能な
範囲で減らすことが省エネにつながります。長時間
使わない機器は、主電源を切ったり、プラグを抜い
たりしておきましょう。また、待機時消費電力がほ
ぼゼロという省エネ製品も出てきています。
●照明
　基本的なことですが、こまめにスイッチを切るよ
うにしましょう。また、汚れで明るさが低下するの
で、定期的に掃除することも有効です。
　省エネ型の器具として、近年はLED照明が急速に
普及しています。消費電力を大幅に削減できるほか、
寿命が長く頻繁な交換が不要というメリットもあり
ます。（表1）

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅳ 当協会が提供する省エネ情報

と、製品をより効率的なものに交換することの2種
類があります。いずれにしても、電気製品の特徴を
よく理解しておくことで節電の効果を大きくするこ
とができます。
　使い方の工夫による節電は、こまめに、継続的に
行うことがポイントです。一つ一つの効果はささや
かでも、家全体で一年間蓄積すると無視できない差
になります。
　また、電気製品の省エネ性能の進歩は目を見張る
ものがあります。10年以上前の製品を使い続けるの
は環境にやさしいように思えますが、最新の製品に
交換した方がCO2排出量を大幅に減らせるという側
面もあります。初期費用がかかっても、電気代が下
がって数年後にはお得になる場合も少なくありませ

　いかがでしたか。
　省エネ・節電では、日頃のちょっとした工夫の積み重ねが大きな効果となって現れます。
無理な取り組みでは長続きしませんので、便利さや快適さを損なわない範囲で、新しい製品・
技術なども活用していくのが望ましいといえます。ぜひ普段から電気の上手な使い方に興味
を持って、できることから取り組んでいただければと思います。

●パソコン
　一定時間操作しないと、自動的に低電力モードに
なる機能を持つものが一般的です。低電力モードに
も複数の種類がある場合があり、利便性と消費電力
を勘案して、自身の使い方に適した設定を選びましょ
う。長時間使わないときは電源を切りましょう（表3）。
　スクリーンセーバーは画面の焼き付き防止を目的
とするもので、省エネの効果はないので注意してく
ださい。

●パンフレット
 （https://www.kdh.or.jp/safe/cm_panf.html）
●家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー
　安全と省エネの両面で、家庭での
適切な電気の使い方を解説していま
す。省エネでは夏・冬や、リビング・
ダイニングキッチン・浴室やトイレ
といった場面ごとに、具体的な省エ
ネ方法を紹介しています。
●電気de省エネ
　主にオフィスや工場向けの省エネ
方策を紹介しています。デマンド監
視を導入することで契約電力を下
げ、電力の基本料金を抑える仕組み
を解説。さらに設備の省エネとして、照明のLED化、

空調管理の見直しや遮熱フィルム・断熱塗装の活用、
モーターのインバーター制御などを挙げています。
●ホームページ
 （https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/）
　当協会ホームページでも、家庭でできる省エネお
役立ち情報を発信しています。今回の記事に掲載し
たもの以外にも、省エネの方法やその効果などを紹
介していますので、家計の節約にご活用ください。

2 5
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

9・10月号正解

　節電の方法は、電気製品の使い方を工夫すること

●暖房
　室温は20℃を目安に、暖房は必要なときだけつけ
るようにしましょう。暖かい服装をしたり、断熱効
果のあるカーテンで熱が逃げるのを防いだりするこ
とで、設定温度を抑えることができます。（表2）
　フィルターの目詰まりや、室外機の吹き出し口に

●冷蔵庫
　まず、ライフスタイルや家族の人数に合わせ、適度
な大きさや機能のものを選ぶことが大切です（表4）。
　庫内にものを詰め込みすぎると消費電力が増えま
す。ものを取り出しにくくなり、扉を開放している
時間も長くなります。また、本体を設置するとき、
上部や左右に適切な放熱スペースがあるかどうかで
も消費電力が変わってきます。

●温水洗浄便座
　温水洗浄便座は、使われていない時間もずっと便
座や洗浄水を温め続けています。季節に合わせて温
度を調節し、使わないときはふたを閉めて放熱を防
ぎましょう。
　ふたを自動で開閉したり、使うときだけ瞬間的に
便座や洗浄水を温める機能を持った新しい製品も登
場しています。

冬の省エネ対策

リ
ビ
ン
グ

ラ
イ
ト

テ
レ
ビ

キ
ッ
チ
ン

ト
イ
レ・洗
面
所

出典：資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬 2017」をもとに作成

暖房は室温20℃を目安に温度設定をしている　
暖房の温度設定を21℃から20℃にする

暖房は不必要なつけっぱなしをしないように気をつけている
必要なときだけつける

電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定
をこまめに調節している
部屋の広さや用途にあったものを選ぶ（2畳用と3畳用の比較）
設定温度を「強」から「中」にする(3畳用)

こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用し、温度設定を
こまめに調節している
敷布団と上掛け布団を使用
設定温度を「強」から「中」にする

人のいない部屋の照明は、こまめな消灯を心がけている
蛍光灯型電球（12W）の使用を1日1時間短縮する
電球形LEDランプ（9W）の使用を1日1時間短縮する

テレビをつけっぱなしにしたまま、他の用事をしないようにしている
見る時間を1日1時間減らす

冷蔵庫の庫内は季節に合わせて温度調節をしたり、ものを詰め込み
過ぎないように整理整頓に気をつけている
詰め込み過ぎないようにする
温度調節を「強」から「中」にする

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している
壁から距離をあけて設置すると効果的

冷蔵庫の扉は開閉を少なくし、開けている時間を短くするように気
をつけている
無駄な開閉をやめる

電気ポットを長時間使用しないときには、コンセントからプラグを抜
くようにしている
必要なときに再沸騰する

食器洗い乾燥機を使用するときは、まとめて洗い温度調節もこまめ
にしている
給湯器の湯を使用して手洗いと比較

温水洗浄便座は温度設定をこまめに調節し、使わないときはフタを
閉めるようにしている
使用しないときはフタを閉める
便座の温度設定を「中」から「弱」にする
洗浄水の温度設定を「中」から「弱」にする

洗濯するときは、まとめて洗うようにしている
一度に洗う量を定格容量の4割から8割にする

衣類乾燥機は自然乾燥と併用している
自然乾燥8時間後、未乾燥のものを補助乾燥する

年間節約金額

1,430円

1,100円

2,430円
5,020円

880円
1,320円

120円
90円

450円

1,180円
1,670円

1,220円

280円

2,900円

8,870円

940円
710円
370円

3,980円

10,650円

使用条件

外気温度6℃、エアコン2.2ｋＷ
1日9時間使用

設定温度20℃
使用を1日1時間短縮

室温20℃
1日5時間使用

1日5時間使用

液晶テレビ
32インチ

詰め込んだ場合の半分
周囲温度22℃

上、両側が壁に接している場合と
片側が接している場合

1日50回を25回に減らす

2.2Ｌポット満タンで沸騰させ1.2Ｌ使用して6
時間保温した場合と、プラグを抜いて再沸騰
させた場合の比較

給湯器の温度40℃、使用水量65Ｌ/回
1日2回

貯湯式

容量6ｋｇ
洗濯物2.4kgと4.8kgの比較
年間　電気代　160円
　　　水道代3,820円　の節約

2日に1回使用

家庭でできる節電対策をリストアップしました。どれくらい実行しているかチェックしてみましょう。
多数を実行しているとかなりの節電効果が得られます。

家庭の　　　チェックシート節電 チェック

!!物を置くことはエアコンの効率低下の原因になりま
す。掃除や整理整頓を心がけましょう。
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埼玉事業本部 熊谷事業所　齋藤　岳　

の 記 録 から現場
電線も「混ぜるな危険 ！」

　事故はあるとき突然起こりま
す。しかしその裏には事故に至
るまでの経緯があり、きちんと
保守・管理をしていると、兆候
を見つけ、対策を取る機会が少
なからずあります。今回は漏電
を早期発見し、即座に対応を行
ったことで、大事故の芽を摘む
ことができた事例をご紹介しま
す。

◆　　◆　　◆
　自動車整備会社のお客さまの
月次点検を行った時のことです。
クランプメーターで電灯回路を
測定すると、3Aという非常に大
きな漏れ電流が検出されました。
絶縁監視装置を契約しているお
客さまの設備だったため、当協
会の事務所に確認したところ、
数分前に漏電の信号が出たばか
りとのことでした。絶縁監視装
置はその後も異常を検出した状

態が続いており、早速、漏電箇
所の調査を開始したところ、事
務棟2階の事務室に至る電灯回路
と判明しました。その電灯回路
は事務室を囲うコンセント回路
でした。
　感電・火災の危険性が高い状
態のため、より慎重に調査を実
施しましたが、私一人では原因
箇所を特定することができませ
んでした。そのため、経験豊富
な検査員に応援を要請し、一緒
に原因箇所の特定を再開しまし
た。
　「もしかしたらコンセント内部
にも原因があるのでは？」と思い、
営業時間中で難しい中でしたが、
緊急の調査の必要性を説明し、お
客さまにコンセント回路の停電を
お願いしました。コンセントから

機器をすべて抜いた後、絶縁抵抗
を測定したところ、不良の数値を
示しました。そこで、事務所内に
あるコンセントを一つずつ調べる
ことにしました。
　コンセントは全部で9カ所あり、
順番に調べていくと、複合プリ
ンターの裏に隠れていたコンセ
ントから焦げた臭いを感じ取り
ました。そのコンセントはBOX

型コンセントで、壁のコンセン
トから延長ケーブルで延長され
たのち、内部で「より線」を使
用して接続されていました。
　通常、電線を接続する場合、
その電線類は同じ種類で統一し
ます。種類の異なる電線同士で
接続してしまうと、締め付け部
分にゆるみが生じやすくなり、
過熱して火災などの原因になる
ため、大変危険です。このコン
セント内部では「単線」と「よ
り線」を接続していたため、線
が引っ張られることにより接続
部にゆるみが生じ、より線が接
続部から外れて金属取り付け枠
に接触していました。それが原
因で3Aという大きな漏れ電流が
発生していたことが判明しまし

た。金属枠に黒く焼け焦げた跡
が見られました。延長されてい
たコンセントを切り離して絶縁
抵抗を測定したところ、正常な
数値に回復したため、この延長
コンセントが原因であると特定
できました。
　危うく火災となりお客さまの
設備が多大な被害に遭うところ
でしたが、未然に防ぐことがで
きました。お客さまから、感謝
のお言葉をいただくとともに、
仕事の休憩と合わせ電気安全の
お話をしていると、皆さんが美
味しいトウモロコシをごちそう
してくれました。

◆　　◆　　◆
　私たちは普段、工場や施設内
を巡回しながら感覚（聴覚・嗅覚・

視覚）を研ぎ澄ませ、わずかな
変化も見逃すことがないよう点
検に努めています。そのため点
検の際は停電作業などでご不便
をおかけすることもございます
が、お客さまの
ご協力をいただ
きますようよろ
しくお願いいた
します。
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冬季期間限定の屋内リンク

　日に日に冷え込みが厳しくなる
中、いよいよスケートシーズンが到
来。全国各地でスケートリンクが
続 と々オープンしています。ウィン
タースポーツが盛んな群馬県も例
外ではありません。県内には5つ
のスケートリンクがありますが、そ
のうちの一つが今回ご紹介する桐
生スケートセンターです。
　JR両毛線・わたらせ渓谷鐵道
わたらせ渓谷線の桐生駅が最寄り
の桐生スケートセンターは、冬季
限定で営業している屋内リンク。
110台の駐車場を完備しているた

め、多くの方は車で来られている
ようです。
　毎年10月の第4日曜日（2019
年は27日）にオープンし、翌年3
月末まで営業しています。営業時
間は、平日は13時から18時、土
日祝日は10時から17時で、一般
営業時間外には貸切利用も可能で
す。

三世代に親しまれるリンク

　桐生スケートセンターの歴史は
古く、オープンは今から50年以上
前の1964年にさかのぼります。前
身の群馬スポーツセンターは民間
企業によって運営されていました

が、1972年に桐生市の管理に変
わり、現在に至っています。
　これだけ歴史が長いと、自分
が子どもの頃に通っていた祖父母
が孫を連れてくるということもよく
あるそうです。三世代にわたり、
親しまれている桐生スケートセンタ
ー。利用者は県内だけでなく、近
隣の栃木や茨城、都内からも数多
く訪れます。

氷上競技全般の練習場

　桐生スケートセンターの魅力は、
フィギュアスケート、スピードスケ
ート、アイスホッケー、カーリングと、
氷上競技のほぼすべての種目に対
応していることです。リンクの大き
さは、フィギュアスケートリンクの
国際規格30m×60mよりもひと回
り小さい24m×47mですが、練習
場として利用する限りは何ら問題あ
りません。
　また、都内のリンクと比べると
利用料金はお手頃です。高校生
以上の大人は1,010円、子どもは
480円。貸靴代（大人380円・子
ども170円）を含めても1,500円
以下。リンクの管理を行っている
公益財団法人桐生市スポーツ文化
事業団の大川昇さんによると、「冬

季五輪のシーズンは一時的にリン
クが混雑することもありますが、
通常はそこまでではなく、のびの
びと滑ることができます」とのこ
とでした。

初心者向けの教室を開催

　桐生スケートセンターでは、競
技の普及と振興を目的として、初
心者向けの教室を開催しています。
スケート教室では、インストラクタ
ーの資格を持つ講師が基本から丁
寧に教えてくれます。対象は子ど
も限定となっていますが、初心者
でも気軽に参加できます。アイス
ホッケー教室は毎年11月頃から計

5回開催する予定です。こちらも
対象は子どものみです。
　初心者の子どもから何十年もご
無沙汰している大人まで楽しめる
スケートリンク。氷上で風を切って
滑る爽快感は、何事にも代えがた
いものです。ぜひ桐生まで足を伸
ばして、体験してみてください。

何よりも重要な製氷

　スケートリンクの運営で一番大
変なのが氷を整えること。シーズ
ンが始まる直前、水を撒いては凍
らせる作業を繰り返して、まっさ
らな状態から少しずつ氷を作って
いきます。泊まり込みで作業を行
っても、20cmの氷が完成するま
でに約5日かかります。
　シーズン中は毎日の製氷作業が
必須です。
　「このリンクは建物が古いため、
天井に結露が発生しやすいんです。
結露が垂れてリンクに水滴がたま
ると、氷がボコボコになります。
それを滑らかにする作業は欠かせ
ません」
　また、外の温度や風も氷のコン
ディションを左右します。天気予
報をチェックして、氷の変化を予

測しながら製氷しているとのこと
でした。

電気のトラブルを未然に防止

　日頃から当協会のありがたみを
感じてくださっているという大川さ
ん。つい最近もこんなことがあっ
たそうです。
　「営業開始直後に停電したんで
す。私たちの手には負えなかった
ので、ただちに関東電気保安協会
さんに来てもらいました。すぐに
原因を突き止めてくれて、1時間も
しないうちに復旧したのは本当に
ありがたかったです」
　もし夜間に停電が起こったら大
変なことになります。ジャンプやス
ピンを行うフィギュアスケート、体
と体がぶつかり合ってパックが飛
び交うアイスホッケーでも、大きな
事故につながりかねません。歴史
が長いぶん、電気系統のトラブル
が起こらないように細心の注意を
払う必要があります。
　大きなトラブルを未然に防ぐの
は当協会の大切な務め。桐生スケ
ートセンターが滞りなく営業できる
ように、今後も陰ながらサポートし
てまいります。

土日祝日は多くのスケーターでにぎわう 子どもや初心者向けの教室も盛んに開催

桐生スケートセンターの外観

貸靴の数、サイズも充実している

公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団

大川 昇さん

こ ん に ち はまさ客お

桐生スケートセンター
〒376-0034　群馬県桐生市東7-3-50

TEL： 0277-44-9317（営業期間中のみ）、0277-52-2362
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特　集 2

　地震や台風といった自然災害
等に起因して発生する停電にお
いて、安全かつ確実に電力を供
給する役割を持っているのが非
常用自家発電設備（以降、自家
発電設備という）です。一般的
に自家発電設備の1年あたりの運
転時間は短く、災害発生等によ
り稼働する事がなければ、設置
年数が30年を超えるものでも自
家発電設備が撤去されるまでの
総運転時間は30～60時間程度と
推定されます。
　このため、電気事業法をはじ
め消防法及び建築基準法による
点検が義務付けられているもの

の、運転時間が短いことから部
品交換や点検整備の重要性が十
分認識されていない等の理由に
より、法令に定める点検や製造
者等が推奨する点検整備、部品
交換等が必ずしも適切に実施さ
れていない設置先が散見されて
います。万一の事態に備えて、
日頃から保守点検を行っておく
ことが重要です。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は表1に示すよう
に、関係法令により保守点検の

基準等が定められ、点検が義務
づけられています。　
（1）電気事業法
非常用であるか否かにかかわら
ず、事業用電気工作物に該当す
る自家発電設備の設置者に対し
て、設備の維持管理を行うため
に保安規程を作成し、保安規程
の中で定める基準により設備の
保全を図ることを義務づけてい
ます。
（2）消防法
消防用設備等の非常電源として
設置される自家発電設備の保全
に関し、点検基準（告示）及び
点検要領（通知）が定められ、

これにより定期（6カ月と1年ご
と）に設備を点検し、その結果
の報告（1年又は3年ごと）を義
務づけています。
（3）建築基準法
特定の建築設備の予備電源とし
て設置される自家用発電装置に
ついて、点検とその結果の報告
を義務づけています。

2 自家発電設備の
　 経年劣化

　自家発電設備は稼働時間が極
めて短いことから、摩耗、疲労、
熱影響等による劣化は限られて
いるものの、環境による影響や
材料の特性に起因する経年劣化
が見受けられる場合があります。
このような背景から（一社）日
本内燃力発電設備協会（以降、
内発協という）では平成23年度
から28年度までの期間で「防災
用自家発電設備の経年劣化調査」
を実施し、設置後長期間経過し
た自家発電設備の経年劣化状況
を調査し報告書としてまとめま
した。経年劣化の代表的な例は
以下の通りです。
（1）キュービクル外箱の継時的

な腐食による発錆、破孔に
よる雨水の浸入（写真1）

（2）ゴム製品、シール材の経年
劣化（写真2）

（3）冷却水系の不良（ラジエー
タの経年腐食による性能低下、
冷却水の管理不良）（写真3）

（4）燃料管理及び燃料タンクの
保守不良（写真4）

（5）潤滑油管理不足による摺動
部品の焼付き（写真5）

（6）蓄電池の保守点検不良（写
真6）

（7）発電機、制御装置の電気系
統不良（写真7）

　これらの劣化、不良の放置は
いざという時の自家発電設備の
始動不良、故障に直結するために、
法令に基づく点検を決められた
期間ごとに確実に実施する事が
必要です。

3 点検に関する消防法令
　 の改正について

　前述の表1に示す通り、消防法
令では6カ月ごとの機器点検と1
年ごとの総合点検が規定されて
いますが、総合点検の中に実際
に発電装置に負荷をかける負荷
運転があります。
　この負荷運転実施においては、
現地に設置されている消防用設
備等の実負荷を用いる場合と、
実負荷に相当する疑似負荷装置

を用いる場合があります。しか
しながら実負荷を用いる場合に
は商用電源を停電させなければ
試験を行えない場合があり、ま
た疑似負荷装置を用いる場合に
おいても、屋上や地階などの自
家発電設備の設置場所によって
は疑似負荷装置の配置、配線が
困難であり、これが設置者にとっ
て負担になる場合がありました。
　これらの問題を解消するため
に、消防庁の「消防用設備等点
検報告制度のあり方に関する検
討部会」において「自家発電設
備の点検方法に関する改善」の
検討が行われました。検討部会
では前項で説明した経年劣化調
査も参考にされ、本部会の結果
をもって「非常電源（自家発電

設備）の点検の基準」（以降、点
検基準という）が平成 30年6月
1日付消防庁告示第12号、「非常
電源（自家発電設備）の点検要領」
（以降、点検要領という）が同日
付消防予第373号によりそれぞ
れ改正され、同日施行されました。
　今回の改正の概要については、
総務省消防庁ホームページ
https://www.fdma.go.jp/ 
mission/prevention/suisin
/ post21.html に整理されてい
ます（同ホームページ内のリー
フレット抜粋を図1に示します）。
　本稿ではその内容を補足する
形で説明を加えますので、リー
フレットに掲載の写真等と合わ
せてお読みください。
　改正のポイントは次の4点です。

⑴　総合点検における改正前の
運転性能確認方法は負荷運転
のみでしたが、これに代えて
行うことができる点検方法と
して内部観察等が追加されま
した。

　　内部観察等では以下の5項目
を実施します。
①過給機のコンプレッサ翼及
びタービン翼並びに排気管
内部等を観察

　過給機のコンプレッサ翼及
びタービン翼を観察し異常
が無いことを確認します。
合わせて排気管内部に未燃
の燃料や燃焼残渣物の異常
な堆積がないことを点検し、
必要に応じて除去等を実施
します。

②燃料噴射弁の点検
　燃料噴射弁の噴霧状態や開
弁圧力が正常であることを
確認し、必要に応じて清掃、
調整します。

③シリンダ摺動面等の内部確
認

　内視鏡もしくは分解点検に
よりシリンダ摺動面に異常
な摩耗や傷がないことを確
認することで、ピストンリ
ングの機能が維持されてい
ることやシリンダとピスト
ンの潤滑状態が良好である
ことを確認します。

④潤滑油の成分分析
　潤滑油の成分分析により、
金属成分から内燃機関内部
に異常な摩耗がないこと、
動粘度や燃料希釈分から燃
料による希釈が製造者の指

非常用自家発電設備の
メンテナンスと

消防法令の改正について

定範囲内であること、また
潤滑油機能が維持されてい
ることを確認し、必要に応
じて措置を講じます。

⑤冷却水の成分分析
　冷却水の成分分析によって
オーバーヒートなどの原因
となる冷却水の劣化やス
ケール堆積の有無を確認し、
分析値に異常が見られた場
合は想定される原動機の不
適合を抽出して必要に応じ
た措置を講じます。

　なお、潤滑油、冷却水の分
析は専門機関（業者）を利
用する場合が多いです。

⑵　運転性能の維持に係る予防
的な保全策が講じられている
場合、負荷運転又は内部観察
等による運転性能確認の実施
間隔を最長6年まで延長する
ことが可能になりました。
　「①確認すべき項目」を1年
ごとに確認する事、かつ「②
交換すべき部品の交換」を製
造者が設定する推奨交換期間
以内に実施する事で負荷運転
又は内部観察等による運転性
能確認の実施間隔を最長6年ま
で延長することが可能になり
ました。
①確認すべき項目
●予熱栓の発熱部に断線、変
形、絶縁不良等がないこと
（ディーゼル機関）
●電極に異常な消耗、ギャッ
プ不良、異常なカーボン付
着がないこと（ガス機関）

●冷却水ヒータが正常に作動
していること

●潤滑油プライミングポンプ
がシーケンスに従って正常
に作動していること

②交換すべき部品
●潤滑油
●冷却水
●燃料フィルター
●潤滑油フィルター
●冷却ファンを含む補機等駆
動用Ｖベルト

●冷却水用等のゴムホース
●燃料、冷却水、潤滑油、給気、
排気系統や外箱等に用いら
れるシール材

●始動用の蓄電池
⑶　原動機にガスタービンを用
いる自家発電設備の総合点検
において、負荷運転による運
転性能の確認が不要となりま
した。

　　ガスタービン駆動発電設備
における無負荷時の燃料消費
率は、ディーゼル機関駆動発
電設備における30％負荷の燃
料消費率と同等であり、その
機械的、熱的負荷はディーゼ
ル機関の30％負荷と同程度と
みなせることから、ガスター
ビンを用いる自家発電設備に
おいては無負荷運転による確
認のみとし、負荷運転による
点検が不要になりました。

（4）　換気性能点検は負荷運転時
ではなく無負荷運転時等に実
施するよう変更されました。

　　改正前の換気性能の確認方
法は、「負荷運転時における発
電機室又はキュービクル内の
自家発電装置周囲温度が40℃
以内であること」を判定基準

にすることとされていました
が、冬場では換気装置の機能
に異常があっても内部の温度
上昇が少ないためにその判定
をすることが困難な場合があ
りました。

　　このため、温度による判定
に代えて無負荷運転時に換気
口のシャッターの開閉や換気
扇などの換気装置類が正常に
機能することを点検すること
と改正されました。

4 おわりに

　以上、関連法令による点検基
準等、自家発電設備の経年劣化
ならびに平成30年6月に改正さ
れた消防法令における点検基準、
点検要領の改正内容について説
明してきました。このたびの消
防法令における点検内容の改正
は、設置者の負担軽減を目的と
して点検の選択肢を広げた点で
意義が大きいものとなっていま
す。
　自家発電設備は近年頻繁に発
生している自然、人的を問わな
い災害による停電時のBCP（事
業継続計画）対策の一つとして
その重要性は極めて高くなって
おり、設置された自家発電設備
が停電時に確実に機能し、期待
された性能を発揮することが強
く求められています。
　このためにも、関係法令によ
る点検基準等を十分に理解して、
確実な点検、整備を実施してい
くことがますます重要になって
います。

一般社団法人　日本内燃力発電設備協会

写真１　発錆により破孔したキュービクル外箱の例　

写真4　燃料タンク底部の堆積物及び発錆の例

写真5
潤滑油粘度低下に
よるピストン摺動部
スカッフィング（注）
の例

写真6
蓄電池端子部へ
の硫酸塩の析出
の例

写真7　制御基板の緑青（発錆）の例

写真2　ゴムホースの破孔の例

写真3　ラジエータの腐食による
　　　   冷却フィン脱落の例

しゅうどう

（選任された電気主任技術者）

点
　
検

電 気 事 業 法
非常用予備
発電装置

保安規程

保安規程による
日常巡視
日常点検
定期点検
精密点検

保安規程で
定める時期

―

―

消防法

自家発電設備

点検基準（告示）
点検要領（通知）

機器点検
総合点検

6カ月 ( 機器点検 ) 及び
1年 ( 総合点検 )

1 年に 1回 [ 特定防火対象物 ]
3 年に 1回 [ 非特定防火対象物 ]

点検結果報告違反
（30 万円以下の罰金又は拘留）

建 築 基 準 法

自家用発電装置

検査及び点検の項目 , 事項 , 方法
並びに判定基準（告示）

定期検査・点検

6カ月～ 1年までの間隔を置いて
特定行政庁が定める期間（民間等の施設）
1年以内毎（国・都道府県等の施設）
6カ月～ 1年までの間隔を置いて

特定行政庁が定める時期（民間等の施設）
定期検査報告違反
(100 万円以下の罰金 )

対 象 設 備

　　監　督

　　基　準

　　種　類

　　期　間

　　報　告

罰　　則

表1　電気事業法，消防法及び建築基準法による自家発電設備の点検

（注）ピストンリング
とライナーで
生じる、焼付
きに代表され
る引っかき傷
のようなもの
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　地震や台風といった自然災害
等に起因して発生する停電にお
いて、安全かつ確実に電力を供
給する役割を持っているのが非
常用自家発電設備（以降、自家
発電設備という）です。一般的
に自家発電設備の1年あたりの運
転時間は短く、災害発生等によ
り稼働する事がなければ、設置
年数が30年を超えるものでも自
家発電設備が撤去されるまでの
総運転時間は30～60時間程度と
推定されます。
　このため、電気事業法をはじ
め消防法及び建築基準法による
点検が義務付けられているもの

の、運転時間が短いことから部
品交換や点検整備の重要性が十
分認識されていない等の理由に
より、法令に定める点検や製造
者等が推奨する点検整備、部品
交換等が必ずしも適切に実施さ
れていない設置先が散見されて
います。万一の事態に備えて、
日頃から保守点検を行っておく
ことが重要です。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は表1に示すよう
に、関係法令により保守点検の

基準等が定められ、点検が義務
づけられています。　
（1）電気事業法
非常用であるか否かにかかわら
ず、事業用電気工作物に該当す
る自家発電設備の設置者に対し
て、設備の維持管理を行うため
に保安規程を作成し、保安規程
の中で定める基準により設備の
保全を図ることを義務づけてい
ます。
（2）消防法
消防用設備等の非常電源として
設置される自家発電設備の保全
に関し、点検基準（告示）及び
点検要領（通知）が定められ、

これにより定期（6カ月と1年ご
と）に設備を点検し、その結果
の報告（1年又は3年ごと）を義
務づけています。
（3）建築基準法
特定の建築設備の予備電源とし
て設置される自家用発電装置に
ついて、点検とその結果の報告
を義務づけています。

2 自家発電設備の
　 経年劣化

　自家発電設備は稼働時間が極
めて短いことから、摩耗、疲労、
熱影響等による劣化は限られて
いるものの、環境による影響や
材料の特性に起因する経年劣化
が見受けられる場合があります。
このような背景から（一社）日
本内燃力発電設備協会（以降、
内発協という）では平成23年度
から28年度までの期間で「防災
用自家発電設備の経年劣化調査」
を実施し、設置後長期間経過し
た自家発電設備の経年劣化状況
を調査し報告書としてまとめま
した。経年劣化の代表的な例は
以下の通りです。
（1）キュービクル外箱の継時的

な腐食による発錆、破孔に
よる雨水の浸入（写真1）

（2）ゴム製品、シール材の経年
劣化（写真2）

（3）冷却水系の不良（ラジエー
タの経年腐食による性能低下、
冷却水の管理不良）（写真3）

（4）燃料管理及び燃料タンクの
保守不良（写真4）

（5）潤滑油管理不足による摺動
部品の焼付き（写真5）

（6）蓄電池の保守点検不良（写
真6）

（7）発電機、制御装置の電気系
統不良（写真7）

　これらの劣化、不良の放置は
いざという時の自家発電設備の
始動不良、故障に直結するために、
法令に基づく点検を決められた
期間ごとに確実に実施する事が
必要です。

3 点検に関する消防法令
　 の改正について

　前述の表1に示す通り、消防法
令では6カ月ごとの機器点検と1
年ごとの総合点検が規定されて
いますが、総合点検の中に実際
に発電装置に負荷をかける負荷
運転があります。
　この負荷運転実施においては、
現地に設置されている消防用設
備等の実負荷を用いる場合と、
実負荷に相当する疑似負荷装置

を用いる場合があります。しか
しながら実負荷を用いる場合に
は商用電源を停電させなければ
試験を行えない場合があり、ま
た疑似負荷装置を用いる場合に
おいても、屋上や地階などの自
家発電設備の設置場所によって
は疑似負荷装置の配置、配線が
困難であり、これが設置者にとっ
て負担になる場合がありました。
　これらの問題を解消するため
に、消防庁の「消防用設備等点
検報告制度のあり方に関する検
討部会」において「自家発電設
備の点検方法に関する改善」の
検討が行われました。検討部会
では前項で説明した経年劣化調
査も参考にされ、本部会の結果
をもって「非常電源（自家発電

設備）の点検の基準」（以降、点
検基準という）が平成 30年6月
1日付消防庁告示第12号、「非常
電源（自家発電設備）の点検要領」
（以降、点検要領という）が同日
付消防予第373号によりそれぞ
れ改正され、同日施行されました。
　今回の改正の概要については、
総務省消防庁ホームページ
https://www.fdma.go.jp/ 
mission/prevention/suisin
/ post21.html に整理されてい
ます（同ホームページ内のリー
フレット抜粋を図1に示します）。
　本稿ではその内容を補足する
形で説明を加えますので、リー
フレットに掲載の写真等と合わ
せてお読みください。
　改正のポイントは次の4点です。

⑴　総合点検における改正前の
運転性能確認方法は負荷運転
のみでしたが、これに代えて
行うことができる点検方法と
して内部観察等が追加されま
した。
　　内部観察等では以下の5項目
を実施します。
①過給機のコンプレッサ翼及
びタービン翼並びに排気管
内部等を観察
　過給機のコンプレッサ翼及
びタービン翼を観察し異常
が無いことを確認します。
合わせて排気管内部に未燃
の燃料や燃焼残渣物の異常
な堆積がないことを点検し、
必要に応じて除去等を実施
します。
②燃料噴射弁の点検
　燃料噴射弁の噴霧状態や開
弁圧力が正常であることを
確認し、必要に応じて清掃、
調整します。
③シリンダ摺動面等の内部確
認
　内視鏡もしくは分解点検に
よりシリンダ摺動面に異常
な摩耗や傷がないことを確
認することで、ピストンリ
ングの機能が維持されてい
ることやシリンダとピスト
ンの潤滑状態が良好である
ことを確認します。
④潤滑油の成分分析
　潤滑油の成分分析により、
金属成分から内燃機関内部
に異常な摩耗がないこと、
動粘度や燃料希釈分から燃
料による希釈が製造者の指

非常用自家発電設備のメンテナンスと
消防法令の改正について

定範囲内であること、また
潤滑油機能が維持されてい
ることを確認し、必要に応
じて措置を講じます。

⑤冷却水の成分分析
　冷却水の成分分析によって
オーバーヒートなどの原因
となる冷却水の劣化やス
ケール堆積の有無を確認し、
分析値に異常が見られた場
合は想定される原動機の不
適合を抽出して必要に応じ
た措置を講じます。

　なお、潤滑油、冷却水の分
析は専門機関（業者）を利
用する場合が多いです。

⑵　運転性能の維持に係る予防
的な保全策が講じられている
場合、負荷運転又は内部観察
等による運転性能確認の実施
間隔を最長6年まで延長する
ことが可能になりました。
　「①確認すべき項目」を1年
ごとに確認する事、かつ「②
交換すべき部品の交換」を製
造者が設定する推奨交換期間
以内に実施する事で負荷運転
又は内部観察等による運転性
能確認の実施間隔を最長6年ま
で延長することが可能になり
ました。
①確認すべき項目
●予熱栓の発熱部に断線、変
形、絶縁不良等がないこと
（ディーゼル機関）
●電極に異常な消耗、ギャッ
プ不良、異常なカーボン付
着がないこと（ガス機関）

●冷却水ヒータが正常に作動
していること

●潤滑油プライミングポンプ
がシーケンスに従って正常
に作動していること

②交換すべき部品
●潤滑油
●冷却水
●燃料フィルター
●潤滑油フィルター
●冷却ファンを含む補機等駆
動用Ｖベルト

●冷却水用等のゴムホース
●燃料、冷却水、潤滑油、給気、
排気系統や外箱等に用いら
れるシール材

●始動用の蓄電池
⑶　原動機にガスタービンを用
いる自家発電設備の総合点検
において、負荷運転による運
転性能の確認が不要となりま
した。

　　ガスタービン駆動発電設備
における無負荷時の燃料消費
率は、ディーゼル機関駆動発
電設備における30％負荷の燃
料消費率と同等であり、その
機械的、熱的負荷はディーゼ
ル機関の30％負荷と同程度と
みなせることから、ガスター
ビンを用いる自家発電設備に
おいては無負荷運転による確
認のみとし、負荷運転による
点検が不要になりました。

（4）　換気性能点検は負荷運転時
ではなく無負荷運転時等に実
施するよう変更されました。

　　改正前の換気性能の確認方
法は、「負荷運転時における発
電機室又はキュービクル内の
自家発電装置周囲温度が40℃
以内であること」を判定基準

にすることとされていました
が、冬場では換気装置の機能
に異常があっても内部の温度
上昇が少ないためにその判定
をすることが困難な場合があ
りました。

　　このため、温度による判定
に代えて無負荷運転時に換気
口のシャッターの開閉や換気
扇などの換気装置類が正常に
機能することを点検すること
と改正されました。

4 おわりに

　以上、関連法令による点検基
準等、自家発電設備の経年劣化
ならびに平成30年6月に改正さ
れた消防法令における点検基準、
点検要領の改正内容について説
明してきました。このたびの消
防法令における点検内容の改正
は、設置者の負担軽減を目的と
して点検の選択肢を広げた点で
意義が大きいものとなっていま
す。
　自家発電設備は近年頻繁に発
生している自然、人的を問わな
い災害による停電時のBCP（事
業継続計画）対策の一つとして
その重要性は極めて高くなって
おり、設置された自家発電設備
が停電時に確実に機能し、期待
された性能を発揮することが強
く求められています。
　このためにも、関係法令によ
る点検基準等を十分に理解して、
確実な点検、整備を実施してい
くことがますます重要になって
います。

図１
自家発電設備の
点検方法の改正
（消防庁リーフレット
抜粋）
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　東京・多摩地域の北西部、多摩川が関東山地から
武蔵野台地へと流れ出る周辺に位置するのが青梅市
です。東側に広がる平野部では住宅・商工業地の開
発が進む一方、西側の山地・丘陵地には豊かな自然
が残り、都心から気楽に行ける行楽地として人気が
あります。
　「青梅」の名前の由来には平将門が関わるという
有名な伝説があります。当地の金剛寺を訪れた際、

馬の鞭に使っていた梅の枝を地面に挿し「願いが叶
うなら咲き誇れ、叶わぬなら枯れよ」と言ったところ、
梅は根付いたが、その実は青いまま熟さず枝から落
ちなかった、とのことです。
　その名に恥じず市内の吉野梅郷は関東有数の梅の
名所でしたが、ウメ輪紋ウイルスの感染が確認され、
2014年に園内の梅はすべて伐採されてしまいました。
現在では梅の里の再生に向け、再植栽などの取り組
みが進められています。

　
昭和レトロと猫の街

　JR青梅駅周
辺の市街地は、
「昭和レトロ」
を感じさせる町
並みとなってい
ます。駅構内か
ら往年の名作映
画の看板が出迎
え、街中にもあ
ちこちに映画看板が掲げられています。店舗の看板
もレトロなデザインのものが少なくありません。旧
青梅街道沿いには、昭和時代の懐かしい商品などを

小トラベル好奇心
いっぱい！

御岳山ハイキングコース内の「ロックガーデン」

（写真：報知新聞社）

（記事提供　電気新聞）

新宿駅からJR中央線・青梅線快速で約1時間
都心方面から中央自動車道八王子JCT、圏央道
日の出I.C.経由国道411号
町田・神奈川方面から国道16号経由国道411号
さいたま方面から関越自動車道鶴ヶ島JCT経由、
圏央道青梅I.C.

鉄道の場合
自動車の場合

： 
：

【御岳渓谷・御岳山】
　青梅市にはハイキングや登山、その他アウトドアを楽し

めるスポットが多くあります。中でも人気が高いのが、御

岳渓谷・御岳山のエリアです。

　御岳渓谷はJR御嶽駅前を中心に上・下流に広がる、多摩

川が形作った渓谷です。両岸に約4kmにわたって遊歩道が

整備され、岩にぶつかる水の流れや四季折々の木々の表情

などを楽しむことができます。周辺には玉堂美術館や櫛か

んざし美術館などの見どころがあるほか、カヌーや釣りな

どに興じる人の姿も多く見られます。

　御嶽駅からバスで10分ほど進むと御岳登山鉄道（ケーブ

ルカー）の滝本駅があり、御岳山駅へ一気に登っています。

御岳山周辺では山頂の武蔵御嶽神社を中心に、迫力ある七

代の滝やロックガーデン、眺望のいい長尾平や日の出山な

どを散策できます。また、武蔵御嶽神社の宿坊などで宿泊

することも可能です。

　なお、遊歩道や登山道の一部は昨秋の台風の影響で通行

止めとなっています。また、特に冬場の山歩きは危険を伴

う場合があります。

事前に十分な準備や

情報収集をお願いし

ます。
●JR青梅線・青梅駅―
御嶽駅約20分

【岩蔵温泉】
　青梅市北東部に位置するこぢ

んまりとした温泉郷。都心から

も便利な距離にありながら、そ

の近さを忘れさせてくれる静か

な環境で温泉を堪能できます。

　ま た、月 に 一 度「Iwakura 

Experience」というイベントを

開催しており、温泉宿泊だけで

【青梅マラソン】
　毎年2月に開催される青梅マラソンは、日本の市民マラ

ソンの草分けとして1967年に始まりました。コースは

30kmと10kmの2種目。フルマラソンではありませんが、

起伏があって一筋縄ではいかないコースとなっています。

　有名なアスリートと一緒のレースを走れることや沿道の

温かい声援などで市民ランナーの人気が高く、1万9,000人

ものランナーが参加します。

●青梅マラソン公式ホームページ：
　https://www.ohme-marathon.jp/

観光スポット・イベント観光スポット・イベント

第154 回

東京都

青梅市

東京都 青梅市Access┃  アクセス

レトロな看板が街のあちこちに

伐採以前の吉野梅郷内・青梅市梅の公園

御岳渓谷遊歩道（左）
長尾平からの眺望（下）

集めた「昭和レトロ商品博物館」などもあります。
　ただ、看板絵師が亡くなったことなどもあり、近
年はかなりの数の映画看板が撤去されました。代わ
って増えているのが“猫”の姿。映画や商品広告の

なく、アート展示や伝統文化のワークショップ、お寺での

座禅などさまざまな体験が可能です。
●西武池袋線飯能駅からバス約20分、JR東青梅駅からバス約20分
●Iwakura Experienceホームページ：
https://iwakura-experience.tokyo/

パロディー看板、店頭のオブジェなど、猫のキャラ
クターがそこここで街を盛り上げています。猫とレ
トロが同居する不思議な空間を、カメラでも片手に
散歩してみてはいかがでしょうか。

468

411

青梅I.C.

御岳渓谷御岳渓谷
岩蔵温泉岩蔵温泉

昭和レトロ
商品博物館
昭和レトロ
商品博物館

御岳山御岳山

青梅駅御嶽駅

 JR青梅
線

J
R
八
高
線

　
　
圏
央
道
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気設備の技術基準─

第 回

電気事業法と各種手続き（16）

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。
今回は「電気設備の技術基準」を取り上げます。

（記事提供　電気新聞）

68
　技術の進歩や電気保安を取り巻く環境変化などを受けて、電技もたびたび改正が行われています。直
近では、2016 年 9 月に改正がありました。
　第 15 条の 2 に「サイバーセキュリティの確保」が新設されました。送配電事業や発電事業で使用さ
れる電気工作物を管理するコンピューターに、サイバーセキュリティ基本法第 2 条に規定するサイバー
セキュリティの確保を義務付けています。
　第 19 条第 14 項はポリ塩化ビフェニル（PCB）含有絶縁油を使用する電気機械器具を電路に使用する
ことを禁じていますが、この条文に「電線」が追加され、OF ケーブルも対象になることが明確化され
ました。
　加えて、電力システム改革を目的とする電気事業法の改正に伴い、第 18 条の「一般電気事業者」が「一
般送配電事業者」に用語を変更されています。

電技の最近の改正

▶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

A

　正式名称は「電気設備に関する技術基準を

定める省令」、略称で「電技」と呼ばれます。

電気工作物の工事・維持・運用などにあたって、保安

の観点から守るべき技術的な基準を定めています。

　1965年に制定された後、1997年に全面的な改正

が行われ、通商産業省令第52号として公布されまし

た。この改正では近年の技術的進歩や事業者の自己

責任の原則を重視する観点から、旧電技の条項を整

理・統合するとともに、「機能性基準」への移行が図ら

れました。新電技の条文は保安上必要な原則のみを

述べており、それを実現するための具体的な方法な

どは規定していません。

　前述のように、電技は電気工作物全般の維

持基準となっています。また、事業用電気工

作物の工事計画に認可が必要な場合はその認可基準、

点検が定められている場合はその点検の基準となり

ます。一般用電気工作物についても、電力会社やそ

こから委託を受けた者が調査業務を行うときには、

電技に適合しているかどうかを調査します。基準に

適合していない場合は、経済産業大臣から改善や使

用停止などの命令が出されることになります。

　また、電技は電気工事士法において、電気工事士

が電気工事を行う場合に守らなければならない技術

基準にも定められています。

A 　第1章は、電気設備に関わる者全般に関係

する基本的な原則を定めていますので、確実

に理解しておくことが必要です。

A 　前述の通り、電技は機能性基準となってい

るため、電気設備が満たすべき性能、水準、

目的などのみを定め、それらを満たすための具体的

方法は定めていません。これだけでは実際の業務に

支障があるので、どのように施設すれば電技の技術

的要件を満たすことができるかを具体的に示した

「電気設備の技術基準の解釈」（電技解釈）が経済産業

省から公表されています。なお、電技の技術的要件

を満たす方法は電技解釈に定められたものに限定さ

れるわけではなく、技術的根拠があればそれ以外の

方法をとることも可能です。

　次回はこの電技解釈について紹介します。

Q 1 電気設備の技術基準とは
何ですか？

Q 5 自家用電気工作物の設置者は、
電技のどのあたりを重点的に
理解しておけばいいですか？

Q 6 電技に沿った対応をしたいの
ですが、具体的にどうすれば
良いかわかりません。Q 3 電技の構成は

どのようになっていますか？

Q 4 電技は電気保安の現場において、
どのような役割を
果たしていますか？

A 　「総則」「電気の供給のための電気設備の施

設」「電気使用場所の施設」の3章、全78条で

構成されています。詳しくは以下の通りです。

第1章　総則

第1節　定義

第2節　適用除外

第3節　保安原則

第4節　公害等の防止

第2章　電気の供給のための電気設備の施設

第1節　感電、火災等の防止

第2節　他の電線、他の工作物等への危険の防止

第3節　支持物の倒壊による危険の防止

第4節　高圧ガス等による危険の防止

第5節　危険な施設の禁止

第6節　電気的、磁気的障害の防止

第7節　供給支障の防止

第8節　電気鉄道に電気を供給するための電気

設備の施設

第3章　電気使用場所の施設

A 　電気事業法第39条第1項は、「事業用電気

工作物を設置するものは、事業用電気工作物

を主務省令で定める技術基準に適合させるように維

持しなければならない。」と定めています。また、同

法第56条第1項は「経済産業大臣は、一般用電気工

作物が経済産業省令で定める技術基準に適合してい

ないと認めるときは、その所有者または占有者に対

し、その技術基準に適合するように一般用電気工作

物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはそ

の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用

を制限することができる。」と定めています。電技は

これらの規定に基づいて定められた技術基準です。

Q 2 電技と電気事業法は
どのような関係ですか？

第1節　感電、火災等の防止

第2節　他の配線、他の工作物等への危険の防止

第3節　異常時の保護対策

第4節　電気的、磁気的障害の防止

第5節　特殊場所における施設制限

第6節　特殊機器の施設

附則

　また、同法第39条第2項では技術基準の目的とし

て、電気工作物が人体や物件に危害を加えないこと、

他の電気的設備等に電気的・磁気的障害を与えない

こと、電気の供給に著しい障害を及ぼさないように

することなどを挙げています。

　なお、これらの条文に基づく技術基準は電技のほ

かに、発電用水力設備、発電用火力設備、発電用原

子力設備、発電用風力設備に関する技術基準の4つ

があります。

　第2章にも自家用電気設備の設置者に関係する部

分は少なくありませんが、どちらかといえば電気事

業者の設備に関する内容が中心です。自身に関係す

る部分に見落としがないか確認しましょう。第3章は、

需要家として電気設備を設置・使用する者が守るべ

き内容となっていますので、必ず理解しておくよう

にしましょう。



発行部数は首都圏を中心に約92,000部。

当協会のホームページにPDF版で同時掲載、

お客さまの費用は一切かかりません。

お客さまの業務・製品を

多くの方に知ってもらいましょう。

※当協会と保安管理業務をご契約されているお客

さまに限らせていただきます。

掲載ご希望のお客さまは、

E-MAIL: kdh-kouhou@kdh.or.jp
　　または

TEL: 03-6453-8896
までお問い合わせください。
※応募多数の場合、承ることができないことが
　ございます。

●お客さまこんにちは

●ちょっとひと息
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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

大森　海苔のふるさと館

20 21電気と保安 2019年 7・8月号 電気と保安 2019年 7・8月号

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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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

掲載予定ページ

お待ち
しています！

(     )

広報担
当者さま

取材先●●募集
当誌（「電気と保安」）への掲載をご希望される

お客さまを募集いたします。

無料
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N E W S C L I P ニュース
クリップ

小出力発電設備の事故報告義務化へ
太陽光の技術基準策定も検討／経産省

次世代ヒートポンプでEVエアコン効率化
航続距離延長へ来年度実証／環境省

　経済産業省は、小出力発電設備を対象とした事故

報告徴収の義務化を検討する方針を示しました。

50kW未満の太陽光発電設備や20kW未満の風力発電

設備などは、これまで事故報告の対象にはなってい

ませんでした。自然災害が甚大化していることなど

を受け、報告を今後の対策に生かしていきたい考え

です。設備を保有する個人や小規模事業者の負担を

考慮し、報告内容や提出方法は簡素化する方針です。

また、太陽光発電設備に関しては、水上設置など従

来と異なる事業形態が増えると見込まれることか

ら、新たな技術基準の策定も検討します。

　産業構造審議会（経産相の諮問機関）の新エネル

ギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググルー

プ（座長＝勝呂幸男・横浜国立大学産学連携研究員）

で事務局が説明しました。近く中間報告を取りまと

める予定です。

　電気事業法に基づく電気関係報告規則で、一定規

模以上の発電設備などを含む電気工作物については

事故報告の義務が定められています。設置者は事故

の発生を知ってから24時間以内に速報、30日以内に

事故内容や再発防止策などを記載した詳報を経産省

に提出する必要があります。小出力発電設備につい

てはこれまで例外としていましたが、分散型電源の

増加に伴い事故も目立つようになってきたことなど

から対策に乗り出します。

　事故情報は内容を整理・分析し、業界団体や設置

者、地方自治体に展開して対策を促します。委員か

らは「報告に関する負担が重くなると実効性がなく

なるため、工夫が必要」との指摘がありました。

　また、太陽光発電設備に特化した技術基準は2020

年度に検討する方針としています。現在ある「電気

設備の技術基準」は電気設備全般を対象としている

ため、抽象的で分かりにくいなどの課題がありまし

た。水上設置型など新形態の事業の動向を踏まえて

判断する考えです。

　環境省は、電気自動車（EV）の航続距離を延ばす

ため、カーエアコンの電力消費を抑える技術の実証

に乗り出します。磁場変化で温度が変わる現象を活

用する次世代ヒートポンプ（HP）技術などを確立し、

カーエアコンへの適用を目指します。実証は同省の

委託事業として、2020年度から開始したい考えです。

　ガソリン車はエンジン排熱を再利用した温風で暖

房機能を賄っていますが、EVはそうした熱源を持た

ないため、暖房に電気ヒーターを用いています。電

気ヒーターは電力消費が大きいため、冬場はその分

航続距離が短くなってしまうという課題がありまし

た。

　実証の対象とする磁気ヒートポンプ技術は、効率

が高く電力消費を抑えることで航続距離延長・温室

効果ガス排出削減につながるほか、騒音・振動の縮

小や小型化も可能になると期待されています。

　国の第5次エネルギー基本計画では、運輸部門の

温室効果ガス排出を大幅に減らすため、電動車両な

どの次世代自動車の新車販売割合を2030年までに全

体の5～7割とする目標を掲げています。自動車新時

代戦略会議の中間整理では、このうちの2～3割を

EV、プラグインハイブリッド車（PHEV）とする計

画です。経済産業省と国土交通省は、電動車両の航

続距離延長に貢献するエネルギー消費性能の優れた

機器を搭載した場合、燃費基準達成の判定で考慮す

る仕組みを将来的に検討する方針です。

　環境省が2020年度から開始する予定の委託事業で

はこのほか、業務用トラックや船舶などの物流用冷

却システムにおいて、金属管内に生じた音波から温

度変化をつくり出す「熱音響冷却システム」の実証

も行うとしています。

（記事提供　電気新聞）
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GR付PAS・UGSの取り付け

GR付PAS・UGSの取り付け
工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点にGR（地絡継電器）付のPAS（高圧気中負荷
開閉器）やUGS（地中線用負荷開閉器）を設置しましょう。
設置されていないと、お客さま構内で電気事故が発生した時に構内だけでは収まらず、地域一帯を停電
させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。
電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会社側の遮
断器等が作動して事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお客さますべてが停
電することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。
架空引込みの場合はGR付PAS、地中引込みの場合はUGS・UASを設置します。波及事故を起こさない
ためにも必ず設置するようにしましょう。

安 全 エ レ ち ゃ ん の

「瞬低」って何ですか？
対策は？

　瞬低は送電線や変電所などの

電力設備で事故があったときに

発生します。事故の原因の多くは、

送電線への落雷といった自然現

象です。

　事故が起きると、発生地点を

中心に広い範囲で電圧が低下し

ます。電力ネットワークでは保

護継電器という装置で事故によ

る異常を検出し、自動で事故点

の両端の遮断器を開放させ、事

故点を切り離します。切り離さ

れた部分は停電となりますが、

それ以外の箇所は正常な状態に

戻ります。

　この、事故が起きてから遮断

器を開放するまでの時間が日本

では0.07～2秒であり、この間の

電圧低下が瞬低です。一般に、

事故が起きた設備の電圧レベル

が高いほど瞬低の影響範囲は広

く、持続時間は短くなります。

　送配電を行う電力会社は事故

を予防したり、電圧低下時間を

短縮したりするためのさまざま

な対策を行っていますが、瞬低

を完全になくすことは困難です。

影響が出ては困る機器を使用し

ている場合、お客さま側でも対

策を講じるのがよいでしょう。

　代表的な対策として、瞬低補

償装置や無停電電源装置（UPS）

と呼ばれる機器の取り付けが挙

げられます。これらの機器は電

圧の低下を即座に感知して、下

がった分を補うように蓄電して

いた電気を放出します。蓄電方式、

補償できる時間の長さ、その他

付加機能、価格などによって多

岐にわたる製品があり、家庭で

導入できるUPSなども販売され

ています。目的に合った装置を

選ぶことが大切です。

　なお、よく似た言葉に「瞬停」

があります。概ね1分以内の短時

間、電圧がゼロになる（停電する）

ことをいい、瞬断とも呼ばれます。

瞬低とは異なる原因で発生する

場合もありますが、お客さま側

の対策としては瞬低と同様に

UPSなどが有効です。

　「瞬低」は瞬時電圧低

下の略です。電力会社

から届く電気の電圧が

下がり、短時間（0.07～2秒程度）

で元に戻る現象のことをいいま

す。

　家庭において実害が発生する

ことは少ないですが、まれにパ

ソコンなどの情報機器で故障や

データの破損を引き起こすこと

があります。また、企業におい

ては事務用パソコンのほか、コ

ンピュータを組み込んだ工作機

械、電磁開閉器やパワーエレク

トロニクス機器を利用したモー

ターなどが停止し、大きな経済的

損失につながる場合があります。
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30 31 2029年1月

　証明用電気計器（子メーター）とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電
気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
　計量法では「検定等を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に
使用してはならないことになっています。（計量法第16条）
　これを使用した場合は計量法で罰則規定（計量法第172条）がありますが、当事者間のトラブル
を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。

　2018年12月までに検定等に合格した電気メーターの有効期限は、和暦（平成の文字は表示していません）で年を表
示しています。2019年1月以降に合格したものからは、西暦で年を表示するように変更します。いずれの場合であっ
ても表示している期限まで有効ですので、必要に応じて読み替えて期限までご利用いただけます。

2029 140

2018年12月まで 2019年1月から

2018年12月まで

有効期限は、平成37年（2025年）4月を示す。

2019年1月から

有効期限は、平成40年
（2028年）4月を示す。

有効期限は、平成40年
（2028年）4月を示す。

変成器付計器の有効期限は、ファイ
バー製の検定票に表示してあります。

2029 140

検定ラベルの場合

適合ラベルの場合

封印キャップ

検定証印

検定証印

2018年12月まで
検定票

37

「東」の文字を刻印せず年月のみになります。

2019年1月から

2026  1

2009年1月から

この用紙は再生紙を使用しています。
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