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レジリエンス確保に向けた政府の取り組み──電気事業法改正に向けて

まさかこんなところに幹線が！あわや作業者が感電負傷事故
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新倉山浅間公園忠霊塔と富士山　
山梨県富士吉田市（16～17ページ参照）

　新倉山浅間神社の傍らに広がる新倉山浅間公園は、富士吉田市内と富士山を一望できる
絶景スポットとして有名です。
　春の桜、秋の紅葉、冬の雪など、四季折々の風景と富士山の組み合わせを楽しむことがで
きます。特に、戦没者の忠霊塔である五重塔越しに眺める富士山は「和」の美しさが感じられ、
海外の観光客からの人気も非常に高いです。

22
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お客さまこんにちは　しながわ水族館

古い工場やビルをお持ちの皆様へ！

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

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

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

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

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

できない場合がありますのでご了承ください。

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

詳細は担当検査員またはお近くの当協会までお問い合わせください。

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

主な保証内容

受電設備保証保険 について

責任分界点

お客さまの設備電力会社の設備

お客さま構内

キュービクル

構内1号柱

高圧引込み
ケーブル

ＰＡＳ（高圧交流負荷開閉器）

低圧開閉器
負荷側端子

まで

※お客さま設備によっては上記イラストと異なる場合があります。

保険の
保証対象となる
範囲を　　　で
表しています

インフォメーション ご注意ください

長い電源コードを巻いたり束ねたりして使いたいのですが、
問題ありませんか？安全エレちゃんのQ&A

保証対象機器
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　夏冬は電気料金が高くなりがちですが、空調によ
って電力使用量が増えるのが最大の原因です。夏の
省エネは、まずエアコンの消費電力を減らすことが
カギになります。

る照明をLEDに交換すると大きな省エネ効果が得ら
れます。
●人感センサーで消し忘れ防止
　照明もこまめなオン・オフが省エネの基本です。

春から初夏へと季節が移り変わり、少しずつ夏の足音も聞こえてきます。
夏は特に電気の使用量が多くなる時期です。
電気料金を抑えたり、地球温暖化対策のため二酸化炭素（CO2）排出を
削減するためにも、節電・省エネに積極的に取り組むことが大切です。
今回は家庭やオフィスでできる効率的な電気の使い方の一例を
ご紹介します。夏を迎える準備に役立ててください。

Ⅰ エアコンの省エネ

Ⅱ 照明の省エネ

Ⅲ デマンド監視で契約電力を低減オフィスの会議室や応接室など人がいない時間帯が
ある場所は、「人感センサー付き照明」を設置する
のが有効です。人の動きを感知して点灯し、人がい
なくなると自動で消灯するので、手間なく消し忘れ
を防止することができます。
●自動調光タイプで明るさを調節
　窓から太陽光が入るオフィスなどの場合、天井照
明を自動調光タイプにすることで省エネを図ること
ができます。「あかるさセンサー」を利用して光量

夏の節電・省エネに向けて

　照明は一つひとつの消費電力はそれほど大きくあり
ませんが、使用される場所や時間が多いため累計の
電力使用量は無視できない大きさになります。その分、
細かい省エネの積み重ねが効果的な機器といえます。
●高効率な照明器具を使用
　同じ明るさであれば白熱電球より蛍光ランプ、蛍
光ランプよりLED（発光ダイオード）ランプの順に
使用電力が少なくなります。近年一般的になった
LED照明は、初期投資は白熱電球などよりもかかり
ますが、使用電力が少ないうえ、寿命が長く長期間
交換が不要なことから、長期的にはコスト削減につ
ながります。（図1）
　特にビルや工場では、誘導灯など常時点灯してい

　ビルや工場など高圧受電の需要家の場合、毎月の
電気料金は大きく分けて基本料金（電力使用量によ
らない定額部分）と電力量料金（その月の電力使用
量による変動部分）で構成される契約となっている
ことがほとんどです。このうち基本料金を決めるの
に使われる数値が「契約電力」です。基本料金は契
約電力に比例して増減します。

ンド値が他月並みであれば、基本料金がかなり下げ
られたということがわかります。最大デマンド値を
常時監視し、目標値を超えないようにすることは、
電気料金抑制に有効といえます。
　個々の需要家だけでなく、日本全体の電力需給を
考えても、電力使用量のピークを下げることは重要
です。ピークが高いと、それに備えて普段はあまり
使わない発電設備を抱えておく必要があり、経済的
とはいえません。負荷を平準化して発電設備の稼働
率を高めることが、電力会社の料金設定そのものを
下げることにつながります。
　当協会では、デマンド監視サービスを提供してい
ます。以下のような流れで、お客さまのデマンド値
が大きくなりすぎないようお手伝いします。
①目標デマンド値の設定
　まず、お客さまの電気使用状況を分析し、ご相談
のうえ目標とするデマンド値を設定します。そして、
この値を超過しそうになった場合に停止する電気機

器や停止操作の手順などについて、あらかじめ決定
しておきます。
②デマンド監視装置の警報
　デマンド検出器を設置し、電力使用量を常時監視
します。設定した目標デマンド値を超えることが予
測される場合、事務所内などに設置した警報表示器
から、警報や音声通報でお客さまにお知らせします。
警報表示器には固定タイプとタブレットタイプがあ
ります。
③電気使用機器の停止
　警報を受け、あらかじめ決めておいた手順でお客
さまに電気使用機器を停止していただきます。これ
によって電力使用量が減り、デマンド値を目標値以
下に抑えることができます。
　デマンド監視サービスについての詳細な内容は当
協会ホームページをご覧ください。

●室温は28℃を目安に
　冷房中の室温は28℃を目安に、無理せず快適に過
ごせるよう適切に調整しましょう。併せて「クール
ビズ」のように服装を工夫することも有効です。
●必要なときだけつける
　こまめなオン・オフが電気機器の省エネの基本で
す。ある程度の時間部屋を空ける場合は、エアコン
も切っておきましょう。
●フィルターを月に1～2回清掃
　フィルターが目詰まりしているとエアコンが能力
を十分に発揮できず、効率が悪くなります。定期的
に清掃しましょう。

の目標年度、エネルギー消費効率を記載します。達
成率が100%以上の製品はグリーンの省エネ性マー
ク、未達成（100%未満）の製品はオレンジのマー
クになります。エネルギー消費効率は年間消費電力
量やエアコンのAPF（通年エネルギー消費効率）な
ど、製品によって表示が異なります。

　電力会社は「デマンド値」と呼ばれる30分ごとの
平均使用電力を計測しています（図3）。そして、当
月を含む過去1年間のうち最も大きいデマンド値が
契約電力となります。したがって、デマンド値が大
きくなるのを防げば基本料金を抑えることができま
す。逆に、一度でも大きなデマンド値を記録してし
まうと、その後1年間はその値に基づいた基本料金
を払わなければいけなくなります。
　例えば今年8月に冷房を多く使用したため、他の
月より突出してデマンド値が大きくなったとする
と、翌年7月まではこの8月のデマンド値を基準と
した基本料金が継続します（図4）。もし8月のデマ

　統一省エネラベルは家電の販売店などが製品の省
エネ情報を表示するものです。省エネルギーラベル
に加えて、5つ星～ 1つ星の5段階で省エネ性能を
評価。エネルギー消費効率がわかりやすいように、
年間の目安電気料金も載せています。対象製品によ
っては星による評価がない簡易版もあります。

を自動で調整し、室内を一定の明るさに保ちます。
日中の窓付近などでは照度を大幅に下げられるた
め、電力消費量を削減できます。（図2）

●室外機
　室外機は風通しのいいところ
に設置しましょう。吹き出し口
付近に物を置くと、冷房効率が
低下します。周囲はきちんと整
理整頓しましょう。

●扇風機を併用する
　部屋の空気を循環させること
で、体感温度を下げることがで
きます。

●窓からの熱を遮断
　薄手のカーテンやブラインド
で日差しをカットしましょう。
外出時は、昼間でもカーテンを
閉めると効果的です。ドアや窓
の開閉は少なくしましょう。

エアコンの省エネ P O I N T

データ提供：一般社団法人日本照明工業会

※あかるさセンサ計算条件：初期照度補正係数0.925 外光利用係数0.75
人感センサ計算条件：不在時25％減光 人感センサ感知時間率60％

（一社）日本照明工業会技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」

データ提供：一般社団法人日本照明工業会

［計算条件］年間点灯時間：3,000時間　電力料金単価27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

FLR40形2灯用
逆富士形器具

LED一体型器具
FLR40形2灯相当

LEDで
省エネ

改修前

86W×28台
=2,408W

改修後
25W×28台=700W

改修前 改修後

あかるさセンサ

人感センサ改修前

約195,000円

改修後
約56,700円

約71％
省エネ

約30％
省エネ※

約10％
省エネ※

約138,300円
/年削減

年
間
電
気
料
金

消
費
電
力

図2図1

　家庭用電気機器を買い替える際に、製品の省エネ
性能を知る参考になるのが「省エネルギーラベル」
（図5）や「統一省エネラベル」（図6）です。
　省エネルギーラベルは製品の製造事業者が表示す
るもので、省エネ性マーク、省エネ基準達成率とそ

あかるさセンサ・
人感センサ

人感センサ付
ダウンライト

人感センサ付
ベースライト

で

で

●昼光を利用し、明るさを一定に保ち
　省エネ
●ランプ初期の余分な明るさをカットして
　省エネ

●人の在・不在を検知し、不在時は
　必要最小限の明るさに減光して消エネ

器具の
消費電力が

器具の
消費電力が



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 
2020年5・6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➡ 

2020年7月15日必着締切期日

発 表 2020年9・10月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

省エネルギーラベルには、省エネ基準達成率が100％以上の製品
はグリーン、100％未満の製品は○○○○の省エネ性マークが記
載されます。○に入る色をカタカナ4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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　夏冬は電気料金が高くなりがちですが、空調によ
って電力使用量が増えるのが最大の原因です。夏の
省エネは、まずエアコンの消費電力を減らすことが
カギになります。

る照明をLEDに交換すると大きな省エネ効果が得ら
れます。
●人感センサーで消し忘れ防止
　照明もこまめなオン・オフが省エネの基本です。
オフィスの会議室や応接室など人がいない時間帯が
ある場所は、「人感センサー付き照明」を設置する
のが有効です。人の動きを感知して点灯し、人がい
なくなると自動で消灯するので、手間なく消し忘れ
を防止することができます。
●自動調光タイプで明るさを調節
　窓から太陽光が入るオフィスなどの場合、天井照
明を自動調光タイプにすることで省エネを図ること
ができます。「あかるさセンサー」を利用して光量

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

Ⅳ 家庭用電気機器の省エネラベル

　照明は一つひとつの消費電力はそれほど大きくあり
ませんが、使用される場所や時間が多いため累計の
電力使用量は無視できない大きさになります。その分、
細かい省エネの積み重ねが効果的な機器といえます。
●高効率な照明器具を使用
　同じ明るさであれば白熱電球より蛍光ランプ、蛍
光ランプよりLED（発光ダイオード）ランプの順に
使用電力が少なくなります。近年一般的になった
LED照明は、初期投資は白熱電球などよりもかかり
ますが、使用電力が少ないうえ、寿命が長く長期間
交換が不要なことから、長期的にはコスト削減につ
ながります。（図1）
　特にビルや工場では、誘導灯など常時点灯してい

　いかがでしたか。
　近年は夏の暑さがますます厳しくなっています。無理な節電・省エネで体調を崩したりし
ては元も子もありませんが、可能な範囲で省エネに取り組むことは自身にとっても、社会や
地球にとっても大切といえます。電気やエネルギーの利用に対する意識を高め、安全で効率
的な使い方をするよう心がけましょう。

　ビルや工場など高圧受電の需要家の場合、毎月の
電気料金は大きく分けて基本料金（電力使用量によ
らない定額部分）と電力量料金（その月の電力使用
量による変動部分）で構成される契約となっている
ことがほとんどです。このうち基本料金を決めるの
に使われる数値が「契約電力」です。基本料金は契
約電力に比例して増減します。

ンド値が他月並みであれば、基本料金がかなり下げ
られたということがわかります。最大デマンド値を
常時監視し、目標値を超えないようにすることは、
電気料金抑制に有効といえます。
　個々の需要家だけでなく、日本全体の電力需給を
考えても、電力使用量のピークを下げることは重要
です。ピークが高いと、それに備えて普段はあまり
使わない発電設備を抱えておく必要があり、経済的
とはいえません。負荷を平準化して発電設備の稼働
率を高めることが、電力会社の料金設定そのものを
下げることにつながります。
　当協会では、デマンド監視サービスを提供してい
ます。以下のような流れで、お客さまのデマンド値
が大きくなりすぎないようお手伝いします。
①目標デマンド値の設定
　まず、お客さまの電気使用状況を分析し、ご相談
のうえ目標とするデマンド値を設定します。そして、
この値を超過しそうになった場合に停止する電気機

器や停止操作の手順などについて、あらかじめ決定
しておきます。
②デマンド監視装置の警報
　デマンド検出器を設置し、電力使用量を常時監視
します。設定した目標デマンド値を超えることが予
測される場合、事務所内などに設置した警報表示器
から、警報や音声通報でお客さまにお知らせします。
警報表示器には固定タイプとタブレットタイプがあ
ります。
③電気使用機器の停止
　警報を受け、あらかじめ決めておいた手順でお客
さまに電気使用機器を停止していただきます。これ
によって電力使用量が減り、デマンド値を目標値以
下に抑えることができます。
　デマンド監視サービスについての詳細な内容は当
協会ホームページをご覧ください。

待 機
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

1・2月号正解

●室温は28℃を目安に
　冷房中の室温は28℃を目安に、無理せず快適に過
ごせるよう適切に調整しましょう。併せて「クール
ビズ」のように服装を工夫することも有効です。
●必要なときだけつける
　こまめなオン・オフが電気機器の省エネの基本で
す。ある程度の時間部屋を空ける場合は、エアコン
も切っておきましょう。
●フィルターを月に1～2回清掃
　フィルターが目詰まりしているとエアコンが能力
を十分に発揮できず、効率が悪くなります。定期的
に清掃しましょう。

の目標年度、エネルギー消費効率を記載します。達
成率が100%以上の製品はグリーンの省エネ性マー
ク、未達成（100%未満）の製品はオレンジのマー
クになります。エネルギー消費効率は年間消費電力
量やエアコンのAPF（通年エネルギー消費効率）な
ど、製品によって表示が異なります。

　電力会社は「デマンド値」と呼ばれる30分ごとの
平均使用電力を計測しています（図3）。そして、当
月を含む過去1年間のうち最も大きいデマンド値が
契約電力となります。したがって、デマンド値が大
きくなるのを防げば基本料金を抑えることができま
す。逆に、一度でも大きなデマンド値を記録してし
まうと、その後1年間はその値に基づいた基本料金
を払わなければいけなくなります。
　例えば今年8月に冷房を多く使用したため、他の
月より突出してデマンド値が大きくなったとする
と、翌年7月まではこの8月のデマンド値を基準と
した基本料金が継続します（図4）。もし8月のデマ

　統一省エネラベルは家電の販売店などが製品の省
エネ情報を表示するものです。省エネルギーラベル
に加えて、5つ星～ 1つ星の5段階で省エネ性能を
評価。エネルギー消費効率がわかりやすいように、
年間の目安電気料金も載せています。対象製品によ
っては星による評価がない簡易版もあります。

を自動で調整し、室内を一定の明るさに保ちます。
日中の窓付近などでは照度を大幅に下げられるた
め、電力消費量を削減できます。（図2）

30分間の平均使用電力＝デマンド値
実際の消費電力

30分 60分 90分

デマンド値
契約電力

突出したデマンド値を抑えると
この部分の基本料金が低減可能

6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月
1年分

使
用
電
力

図3

図5 図6

図4

　家庭用電気機器を買い替える際に、製品の省エネ
性能を知る参考になるのが「省エネルギーラベル」
（図5）や「統一省エネラベル」（図6）です。
　省エネルギーラベルは製品の製造事業者が表示す
るもので、省エネ性マーク、省エネ基準達成率とそ

検出器 警報表示器 タブレット端末

デ マ ン ド 監 視 装 置

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115％ ○○○kWh/年

目標年度○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98％ ○○○kWh/年

省エネルギーラベルの表示例 統一省エネラベルの例

（例1）

エネルギー消費効率は製品
によって表示が異なります。

（例2）

白

白

橙
（黄赤）

緑

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

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

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

❶

❷

❸
❹

❺

夏の節電・省エネに向けて
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群馬事業本部 東毛事業所　小林　照男　

の 記 録 から現場
まさかこんなところに幹線が！
あわや作業者が感電負傷事故

　建物には電気に関連するもの
以外にもさまざまな設備があり、
それらに関連する工事も多数行
われます。しかし一見電気に関
係なさそうな作業でも、注意を
怠ると電気事故を起こしてしま
う場合があります。今回は、思
わぬ作業があわや大事故につな
がるところだった事例を紹介し
ます。

◆　　◆　　◆
　ある日のこと、自動車付属品
製造業のお客さまから絶縁監視
装置の警報を受信し、担当検査
員である私のところに総合監視
指令センターから対応の要請が
ありました。私は急いで準備し
てそのお客さまへ向かいました。

　現場到着後、お客さまに電気
で何か異常があったかどうか確
認しましたが、特に異常は無い
との回答でした。しかし、絶縁
監視装置の警報は継続していた

ので原因を探るためキュービク
ル内から調査を開始しました。
　電灯変圧器のB種接地線の漏
れ電流をクランプメーターで測
定したところ、規定値を大幅に
上回る漏れ電流を確認しました。
「これは大変だ！」と思い、さら
に調査をすすめていると、この
日は屋根工事業の方が作業に来
ていることがわかりました。話
を伺うと「先ほど屋根上で鉄板
材を固定するためにビスを打ち
込んでいたら、突然火花が散っ
たためビスを抜きました。もし
かしてそれが影響しているので
しょうか」との事でした。
　確認のため屋根に上がり調査
を行ったところ、ビスを打ち込
んだ箇所は黒く焼けていました

が、それ以上の事は目視で確認
できませんでした。工場内から
も確認しようとしましたが天井
が高く、当該箇所の確認ができ
ませんでした。その後、絶縁監
視装置の状況を確認すると警報
は止まっていました。これは電
気工事会社による確認が必要と
判断し、お客さまから出入りの
電気工事会社に手配をしていた

だきました。
　後日、電気工事会社と私たち2
人が加わり改めて調査を開始し
ました。停電の許可をいただき、
停電後、絶縁抵抗測定を行いま
した。キュービクル内には電灯
主幹ブレーカーが3回路あり、そ
のうちの1回路が0.01MΩ未満の
絶縁不良でした。絶縁抵抗値が
良好の2回路は投入し、当該ブレ
ーカーのみ開放中のまま工場内
の調査を進め、幹線をたどりな
がら調べて行くうちに、工場の
中央付近で検電器が鳴らないと
ころを発見。この配線が絶縁不
良回路からの配線ではないかと
疑いながら、分電盤の扉をあけ
てテスターで電圧を測定すると
無電圧でした。
　そこで、盤内主ブレーカーが
少し高い位置にあるので脚立を
使用して2人で安全を確認しなが
ら絶縁測定を実施しました。ブ

レーカーを開放し電源側を測定
したところ、赤相と黒相は20M
Ωと良好、白相は0.01MΩ未満
で不良でした。絶縁不良回路が
特定できたので、次は幹線の不
良箇所調査に移りました。
　キュービクル内の絶縁不良ブ
レーカーから工場内当該ブレー
カー間の幹線をたどっていくと、
先日屋根工事業の方が工事中に
鉄板材を固定するためにビスを
打った付近に配線されている事
が分かり、幹線にビスを打ち込
んでしまった事で絶縁不良が発
生していたことが分かりました。
お客さまに状況を説明し、大至
急改修をお願いしました。

◆　　◆　　◆
　今回は、屋根のすぐ裏という
思わぬところに幹線が配線され
ていたことが絶縁不良の発生に
つながりました。漏電によって
停電や火災が起きる可能性があ

っただけでなく、一歩間違えれ
ば作業していた屋根工事業の方
が感電していたおそれもありま
した。
　工事を行う際には、電気設備
を損傷させたりすることがない
よう十分に確認することが大切
です。「大丈夫だろう」という思
い込みが大事故につながってし
まうこともあります。屋根工事
などの場合であっても電気がど
のように通っているか分かりま
せんので、工事の際には事前に
ご一報いただけますようよろし
くお願いいたします。
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ファミリーに人気の水族館

　しながわ水族館は、品川と古く
からゆかりのある、海や川との「ふ
れあい」をテーマにした水族館で
す。1991年のオープン当初は、東
京都内で唯一のイルカショーと全
長22メートルのトンネル水槽が大
変話題になりました。オープンか
ら25周年を迎えた2016年には、
ギャラクシー賞受賞のNHKドラマ
『水族館ガール』の舞台となり、
注目を集めました。
　比較的コンパクトな水族館です
が、生き物と来館者の距離が近く、
低い位置から見ることができる水
槽が多いのが特徴です。一般的
な水族館より館内が明るいことも

あり、小さいお子さま連れのファミ
リーに人気があります。
　また、自然豊かなしながわ区民
公園（現在は改修中。今年7月末
に新たな公園として完成予定）の
中にあり、JR大井町駅から無料
送迎バスが出ているアクセスの良
さも好評。昨年の来館者数は約
43万人に上りました。

フロアの構成

　しながわ水族館のフロア構成は
以下の通りです。
●1階「海面フロア」
　地元品川の海や川に生息してい
る生き物を紹介するフロアです。
東京湾に注ぐ川、水族館周辺の
海岸地域を再現したコーナーなど

があります。また、水族館の人気者、
イルカやアシカのショーのステージ、
マゼランペンギンがいるペンギン
ランドも1階にあります。
●地下１階「海底フロア」
　世界各地のさまざまな生き物を
集めた展示構成になっています。
圧巻なのはやはり、泳ぐ魚を下か
ら見られるトンネル水槽です。水
量500トンの大水槽には、約60
種類、900尾の魚たちが泳ぎ、ま
るで海の世界に入り込んだような
感覚になります。
　ご案内いただいた同館の藤井裕
さんのお勧めは「シャークホール」。
全長が最大3メートル以上にもなる
シロワニが目の前を悠々と横切る
姿は、他の水族館ではなかなかお
目にかかれません。他にも日本初
のアザラシがいるトンネル水槽、
LED照明の演出が施されたクラゲ
の展示コーナーなど、見どころが
満載です。

人気のショーとイベント

　水族館の目玉といえば、海の生
き物たちのショーです。しながわ
水族館のショーのステージは、生
き物たちとの距離が近いことが魅
力です。
　現在、同館には、昨年6月に生
まれたオスの赤ちゃんを含め、5
頭のバンドウイルカがいます。イ
ルカショーは、来館者が手を叩く
のに合わせて、イルカがジャンプ
などの演技を行う「お客さま参加
型」。アシカショーとアザラシショ
ーは、その愛らしくてコミカルな動
きに注目です。ショーは生き物た
ちの高い知能と運動能力、そして
トレーナーとの信頼関係がなけれ
ば成り立ちません。イルカが技を
覚えてショーに出られるようになる
までには、1年近くかかるそうです。
　同館では、他にもさまざまなイ
ベントが開催されています。トン
ネル水槽で行われるダイバーによ
る水中ショー、普段は目にするこ
とがない水槽の裏側を見られる
「裏方ウォッチング」、養殖のアコ
ヤ貝から真珠を取り出す体験イベ
ントなど、生き物たちを身近に感じ、
学べるものばかり。イベントの内
容は定期的に変わるので、事前に
公式サイトをチェックしてください。

充実したサービス

　水族館の隣には、軽食や飲み物
を楽しめる水上レストラン「ドルフ
ィン」があります。和洋中のメニュ
ーがそろっていますが、お勧めは
「しながわ丼」。品川沖で昔から採
れていたというアナゴ、アサリ、海
苔を使用した、しながわ水族館オ
リジナルメニューです。オリジナル
グッズを販売するショップもあり、
同館の公式キャラクター「しなフィ
ン」のぬいぐるみは、老若男女を
問わず、人気を集めています。
　また、同館ではスタンプカード
を発行しており、来館ごとにスタン
プを一つ押すことができます。ス
タンプが貯まると、ハンドタオルや
パズルをはじめとする水族館グッズ、

イルカのトレーナー体験などを獲得
できます。

電気は水族館の生命線

　藤井さんはこう話します。「電気
は水族館の生命線です」
　生き物に休日はありません。し
ながわ水族館では、夜間や休日で
も、各水槽に設置されたセンサー
が異常を検知して、担当者に通報
します。当然ながら、電気がなけ
ればこのセンサーは作動しません。
　また、水族館で何よりも重要な
のが酸素と水温の管理です。水
槽に取り付けられた循環ポンプと
水温調節器が作動しなくなると、
魚たちの命に関わります。水族館
の場合、数時間の停電が致命傷
になりかねません。
　「保安協会さんに毎年年次点検
を行っていただいていますが、そ
の際は、元の幹線を遮断して、各
機器が正常に作動しているか、漏
電していないか、徹底的に調べて
いただいています。点検結果が問
題ないと、お墨付きをもらったよ
うで、1年間は安心できますね」
　しながわ水族館が安心・安全
に営業できるように、「電気は水
族館の生命線」というお言葉を肝
に銘じて、今後も当協会は同館を
陰ながらサポートしてまいります。

昨年生まれたバンドウイルカの赤ちゃん
「ミント」

生き物との距離の近さが魅力のしながわ水族館

たくさんの魚が泳ぐ姿を見上げられるトンネル水槽

しながわ水族館オリジナルメニューのしながわ丼

こ ん に ち はまさ客お
しながわ水族館

〒140-0012　東京都品川区勝島3-2-1
TEL： 03-3762-3433

しながわ水族館 藤井 裕さん

シャークホールを悠 と々泳ぐシロワニは迫力満点

日本初のアザラシのトンネル水槽があるアザラシ館 アザラシやアシカのショーはコミカルな動きが人気

※営業状況等は、新型コロナウィルス対策等で変更となる場合があります。事前にご確認のうえご利用ください。
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特　集 2

　地震や台風といった自然災害の
リスクが年々高まっている。誰し
も身近に感じるところだろう。国
内初のブラックアウト（エリア全
域の大規模停電）を招いた2018
年9月の北海道胆振東部地震、
千葉県を中心に停電が長期化し
た昨年9月の台風15号は記憶に
新しい。前者は電源・ネットワーク、
後者は送配電設備の在り方に新
たな課題を突きつけた。
　経済産業省では現在、電力供
給のレジリエンス（強靱性）確

保に向けた各種の制度議論が進
められており、今通常国会で一

連の対策を盛り込んだ電気事業
法の改正案を、FIT法（再生可能
エネルギー特別措置法）改正案、
石油天然ガス・金属鉱物資源機
構（JOGMEC）法改正案ととも
に束ね、「エネルギー供給強靱化
法案」として、可決・成立させ
たい考えだ。成立後も詳細設計
は続く見通しだが、現時点での
検討の進捗状況を追ってみたい。

1 台風15号を受けての
　 検討

　台風15号では千葉市で最大風
速35.9m、最大瞬間風速57.5m

という猛烈な風に見舞われた。
停電は千葉県を中心に最大93万
5,000戸に上り、東京電力パワー
グリッド（PG）木内線鉄塔2基
が倒壊。電柱の折損・倒壊は約
2,000本に及んだ。全面復旧には
2週間程度を要した。
　これを受けて政府は停電長期
化や通信障害、初動対応などを
テーマにした検証チームを設置。
電力分野の検討は主に経産省が
担い、北海道胆振東部地震を受
けて立ち上げた「電力レジリエ
ンスワーキンググループ（WG）」
を再開させ、専門家を交えた議
論を重ね、今年1月に正式に検証
結果をまとめた。経産省は対策を、
①被害状況の迅速な把握・情報
発信②関係者間の連携強化③電
力ネットワークの強靱化による
レジリエンス強化④復旧までの
代替供給・燃料確保⑤地域間連
系線の増強、電源等の分散化に

よるレジリエンス強化――の5項
目に大別し、各施策に予算での
対応が必要なもの、法改正が求
められるものといった仕分けを
行った上で、それぞれ関連する
審議会で具体化を図った。ここ
では特にレジリエンスの分野に
着目して解説する。

2 資金確保の仕組み

　レジリエンス確保のためには、
当然設備投資に必要なお金が回
るような仕組みを整えなければ
ならないが、誰が、どのような
形で資金を捻出するのか。特に、
送電設備は1970年代に集中的に
投資されたものが多く、40～ 50
年を経て、建て替えや大規模修
繕の時期に差し掛かっている。
経産省の制度設計では、長く議
論されてきた託送料金（第三者
が送配電網を利用して電気を送

るときに支払う料金）制度改革
についても、このレジリエンス
の文脈に位置付けた。
　具体的には、欧州などで先行
して取り入れられている「レベ
ニューキャップ」という手法を
採用する方針だ。これまでは、
設備形成などにかかった原価に
基づいて料金を決定する「総括
原価方式」をベースに託送料金
制度は運用されてきたが、費用
が増えたときなど機動的に料金
に反映しづらい面があった。新
たな制度では、一般送配電事業
者の収入（レベニュー）に上限
（キャップ）をかけることで、事
業者の効率化取り組みの努力に
よって得た利益を自らの取り分
にできるような仕組みに改める。
需要の変動など事前に想定し得
ない費用増は速やかにこの上限
に反映できるようにし、最終的
に適切に投資が進むようにする。

3 分散型グリッド

　制度見直しにおけるもう一つ
の柱は「分散型グリッド」の推
進だ。台風15号では山間部など
での倒木で、なかなか事故点に
たどりつけず、復旧見通しが二
転三転する一因にもなった。経
産省では、こうした「復旧困難
地域」は、長距離の送配電線を
維持するよりも、独立系統化し
て分散型電源で電気を賄う方が
コストは下がり、災害への耐性
も高まるとみる。再生可能エネ
ルギー、コージェネレーション
（熱電併給）、蓄電池などを活用
することで、こうした独立運用
を可能にさせる。
　これと合わせて措置するのが、
配電事業のライセンス制だ。特定
区域において、一般送配電事業
者の送配電網を活用し、新規参入

者が人工知能（AI）やIoT（モノ
のインターネット）技術などを介
して、面的な運用を行うニーズに
応えるため、配電事業に許可制を
敷き、電事法に新たに位置付ける。
　全国各地で実証が進められて
いる「マイクログリッド」の実
現につなげることが目的だ。自
治体や地元企業が高度な技術を
持つIT企業などと組み、災害時
には配電網を切り離し、分散型
リソースで電気を賄う。街区規
模での災害対応力を強める狙い
もある。設備の省スペース化や
保守コストの削減などにもつな
げられるとしている。これに関
連して、分散型リソースを束ね
て一般送配電事業者などに供給
力として提供する「アグリゲー
ター」も電事法上に明記して、
仮想発電所（VPP）事業などを
行いやすくする。

4 技術基準の見直し

　一方、台風15号による鉄塔
倒壊を教訓に、同様の事例が起
きる可能性がないかの確認も進
められている。電気設備の技術
基準では、鉄塔や電柱の材料・
構造は、風速40m毎秒の風圧荷
重が加わったとしても、倒壊し
ないよう求めている。
　見直しでは、数字自体は維持
しつつ、この値が「10分間平均」
であることを明確にする。台風
が多く襲来する地域には特別な
風速を適用したり、木内線のよ
うに尾根同士を結ぶような形で
建設されている鉄塔については、
「特殊地形」の一つとして捉え、
部材の補強などを求める。電柱
については、強風そのものでは
なく、倒木や建物の倒壊、飛来物、
地盤影響といった二次被害が原

レジリエンス確保に向けた
政府の取り組み

──電気事業法改正に向けて

因と推定されるものが大半だっ
たため、倒木処理などで自衛隊・
自治体との連携を加速させる。

5 再エネ設備の
　 レジリエンス

　また、導入拡大が進む太陽光・
風力など再生可能エネルギー発
電設備のレジリエンス確保の必
要性も指摘しておきたい。FIT
（再生可能エネルギー固定価格
買取制度）での支援を追い風に、
プレーヤーが増えたことで、コ
スト競争力は高まっているもの
の、設備のトラブルは増加傾向
にある。実際に台風15号では、
水上太陽光からの出火が確認さ
れたほか、近年では太陽光パネ
ルが飛散したりして、周辺環境
に影響を及ぼす事案も発生して
いる。

　経産省は電事法の改正に加え、
FITの抜本的な見直しにも取り
組んでおり、電気の“地産地消”
や自家消費に貢献する電源を育
てていく絵を描く。レジリエン
ス強化や地産地消に貢献できる
「地域活用要件」を満たす電源は、
引き続きFIT制度の対象とする
方針だ。こうした取り組みを通
じ、小規模設備の事業規律の確
保にも努めていく考えだ。

◆　　　◆　　　◆
　相次ぐ自然災害を踏まえ、設
備産業など一部で注目を集める
ようになった「レジリエンス」
という言葉。回復力、復元力な
どとも訳され、海外をみても、
災害の種類や発生頻度、規模に
よって定義はまちまちだ。まだ
まだ人口に膾炙（かいしゃ）し
た表現とは言い難いのではない
か。経産省では、このレジリエ

ンスを定量的に評価し、電力・
ガス分野で設備更新などに必要
なお金が回るような仕組みづく
りを、事業者・金融業界を巻き
込んで始めている。
　足下では、送電鉄塔の高経年
化が進行し、度重なる災害で、
保安を担う人材の不足も露呈し
ている。発電分野でも、世界的
に「過少投資」で設備の十分な
健全性が確保できない例が問題
となっており、国内では容量市
場など新たな投資回収の枠組み
が立ち上がるものの、これにと
どまらず適切な投資環境を整え
ていくことも喫緊の課題と言え
るだろう。非常時の備えに終わ
りはなく、災害は忘れた頃に
やってくるのが常だ。上記対策
だけで十分ということはなく、
地道な検証と不断の改善が求め
られる。

電気新聞編集局報道室

稻本　登史彦

相次ぐ台風被害を受け、レジリエンス強化に向けた施策の方向性をまとめた経産省のWG（昨年12月）

【表1】 台風による最大停電件数、電柱被害状況

【図1】 収入上限（レベニューキャップ）制度の仕組み

※台風21号及び台風24号について、最大停電件数は全電力の合計値であり、
　電柱の破損、倒壊等は管内となる。

（経済産業省資源エネルギー庁の資料を基に電気新聞が作成） （経済産業省資源エネルギー庁の資料を基に電気新聞が作成）

災害名
（主に被災した電力）

台風21号
（関西電力）
台風24号
（中部電力）
台風15号
（東京電力）
台風19号
（東京電力）

年

2018年

2019年

最大停電件数

約240万戸

約180万戸

約93万戸

約52万戸
（うち東京電力は44万戸）

電柱の破損、
倒壊等

1,343本

206本

1,996本

683本

コスト削減分を利益とできるため、
自主的な効率化のインセンティブになる

コ
ス
ト
効
率
化

定
期
的
に
審
査（
義
務
化
）

定
期
的
に
審
査（
義
務
化
）

⬆
必要なコストを算定し、
収入上限として設定

⬆
収入上限期間内の
効率化は利益に

できる

収入上限を改訂 収入上限を改訂

利　益 利用者に還元

利用者に還元
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特　集 2

　地震や台風といった自然災害の
リスクが年々高まっている。誰し
も身近に感じるところだろう。国
内初のブラックアウト（エリア全
域の大規模停電）を招いた2018
年9月の北海道胆振東部地震、
千葉県を中心に停電が長期化し
た昨年9月の台風15号は記憶に
新しい。前者は電源・ネットワーク、
後者は送配電設備の在り方に新
たな課題を突きつけた。
　経済産業省では現在、電力供
給のレジリエンス（強靱性）確

保に向けた各種の制度議論が進
められており、今通常国会で一

連の対策を盛り込んだ電気事業
法の改正案を、FIT法（再生可能
エネルギー特別措置法）改正案、
石油天然ガス・金属鉱物資源機
構（JOGMEC）法改正案ととも
に束ね、「エネルギー供給強靱化
法案」として、可決・成立させ
たい考えだ。成立後も詳細設計
は続く見通しだが、現時点での
検討の進捗状況を追ってみたい。

1 台風15号を受けての
　 検討

　台風15号では千葉市で最大風
速35.9m、最大瞬間風速57.5m

という猛烈な風に見舞われた。
停電は千葉県を中心に最大93万
5,000戸に上り、東京電力パワー
グリッド（PG）木内線鉄塔2基
が倒壊。電柱の折損・倒壊は約
2,000本に及んだ。全面復旧には
2週間程度を要した。
　これを受けて政府は停電長期
化や通信障害、初動対応などを
テーマにした検証チームを設置。
電力分野の検討は主に経産省が
担い、北海道胆振東部地震を受
けて立ち上げた「電力レジリエ
ンスワーキンググループ（WG）」
を再開させ、専門家を交えた議
論を重ね、今年1月に正式に検証
結果をまとめた。経産省は対策を、
①被害状況の迅速な把握・情報
発信②関係者間の連携強化③電
力ネットワークの強靱化による
レジリエンス強化④復旧までの
代替供給・燃料確保⑤地域間連
系線の増強、電源等の分散化に

よるレジリエンス強化――の5項
目に大別し、各施策に予算での
対応が必要なもの、法改正が求
められるものといった仕分けを
行った上で、それぞれ関連する
審議会で具体化を図った。ここ
では特にレジリエンスの分野に
着目して解説する。

2 資金確保の仕組み

　レジリエンス確保のためには、
当然設備投資に必要なお金が回
るような仕組みを整えなければ
ならないが、誰が、どのような
形で資金を捻出するのか。特に、
送電設備は1970年代に集中的に
投資されたものが多く、40～ 50
年を経て、建て替えや大規模修
繕の時期に差し掛かっている。
経産省の制度設計では、長く議
論されてきた託送料金（第三者
が送配電網を利用して電気を送

るときに支払う料金）制度改革
についても、このレジリエンス
の文脈に位置付けた。
　具体的には、欧州などで先行
して取り入れられている「レベ
ニューキャップ」という手法を
採用する方針だ。これまでは、
設備形成などにかかった原価に
基づいて料金を決定する「総括
原価方式」をベースに託送料金
制度は運用されてきたが、費用
が増えたときなど機動的に料金
に反映しづらい面があった。新
たな制度では、一般送配電事業
者の収入（レベニュー）に上限
（キャップ）をかけることで、事
業者の効率化取り組みの努力に
よって得た利益を自らの取り分
にできるような仕組みに改める。
需要の変動など事前に想定し得
ない費用増は速やかにこの上限
に反映できるようにし、最終的
に適切に投資が進むようにする。

3 分散型グリッド

　制度見直しにおけるもう一つ
の柱は「分散型グリッド」の推
進だ。台風15号では山間部など
での倒木で、なかなか事故点に
たどりつけず、復旧見通しが二
転三転する一因にもなった。経
産省では、こうした「復旧困難
地域」は、長距離の送配電線を
維持するよりも、独立系統化し
て分散型電源で電気を賄う方が
コストは下がり、災害への耐性
も高まるとみる。再生可能エネ
ルギー、コージェネレーション
（熱電併給）、蓄電池などを活用
することで、こうした独立運用
を可能にさせる。
　これと合わせて措置するのが、
配電事業のライセンス制だ。特定
区域において、一般送配電事業
者の送配電網を活用し、新規参入

者が人工知能（AI）やIoT（モノ
のインターネット）技術などを介
して、面的な運用を行うニーズに
応えるため、配電事業に許可制を
敷き、電事法に新たに位置付ける。
　全国各地で実証が進められて
いる「マイクログリッド」の実
現につなげることが目的だ。自
治体や地元企業が高度な技術を
持つIT企業などと組み、災害時
には配電網を切り離し、分散型
リソースで電気を賄う。街区規
模での災害対応力を強める狙い
もある。設備の省スペース化や
保守コストの削減などにもつな
げられるとしている。これに関
連して、分散型リソースを束ね
て一般送配電事業者などに供給
力として提供する「アグリゲー
ター」も電事法上に明記して、
仮想発電所（VPP）事業などを
行いやすくする。

4 技術基準の見直し

　一方、台風15号による鉄塔
倒壊を教訓に、同様の事例が起
きる可能性がないかの確認も進
められている。電気設備の技術
基準では、鉄塔や電柱の材料・
構造は、風速40m毎秒の風圧荷
重が加わったとしても、倒壊し
ないよう求めている。
　見直しでは、数字自体は維持
しつつ、この値が「10分間平均」
であることを明確にする。台風
が多く襲来する地域には特別な
風速を適用したり、木内線のよ
うに尾根同士を結ぶような形で
建設されている鉄塔については、
「特殊地形」の一つとして捉え、
部材の補強などを求める。電柱
については、強風そのものでは
なく、倒木や建物の倒壊、飛来物、
地盤影響といった二次被害が原

レジリエンス確保に向けた政府の取り組み
　　　　　　　　　　　──電気事業法改正に向けて

因と推定されるものが大半だっ
たため、倒木処理などで自衛隊・
自治体との連携を加速させる。

5 再エネ設備の
　 レジリエンス

　また、導入拡大が進む太陽光・
風力など再生可能エネルギー発
電設備のレジリエンス確保の必
要性も指摘しておきたい。FIT
（再生可能エネルギー固定価格
買取制度）での支援を追い風に、
プレーヤーが増えたことで、コ
スト競争力は高まっているもの
の、設備のトラブルは増加傾向
にある。実際に台風15号では、
水上太陽光からの出火が確認さ
れたほか、近年では太陽光パネ
ルが飛散したりして、周辺環境
に影響を及ぼす事案も発生して
いる。

　経産省は電事法の改正に加え、
FITの抜本的な見直しにも取り
組んでおり、電気の“地産地消”
や自家消費に貢献する電源を育
てていく絵を描く。レジリエン
ス強化や地産地消に貢献できる
「地域活用要件」を満たす電源は、
引き続きFIT制度の対象とする
方針だ。こうした取り組みを通
じ、小規模設備の事業規律の確
保にも努めていく考えだ。

◆　　　◆　　　◆
　相次ぐ自然災害を踏まえ、設
備産業など一部で注目を集める
ようになった「レジリエンス」
という言葉。回復力、復元力な
どとも訳され、海外をみても、
災害の種類や発生頻度、規模に
よって定義はまちまちだ。まだ
まだ人口に膾炙（かいしゃ）し
た表現とは言い難いのではない
か。経産省では、このレジリエ

ンスを定量的に評価し、電力・
ガス分野で設備更新などに必要
なお金が回るような仕組みづく
りを、事業者・金融業界を巻き
込んで始めている。
　足下では、送電鉄塔の高経年
化が進行し、度重なる災害で、
保安を担う人材の不足も露呈し
ている。発電分野でも、世界的
に「過少投資」で設備の十分な
健全性が確保できない例が問題
となっており、国内では容量市
場など新たな投資回収の枠組み
が立ち上がるものの、これにと
どまらず適切な投資環境を整え
ていくことも喫緊の課題と言え
るだろう。非常時の備えに終わ
りはなく、災害は忘れた頃に
やってくるのが常だ。上記対策
だけで十分ということはなく、
地道な検証と不断の改善が求め
られる。

【図2】配電事業ライセンス制度を活用した分散型グリッド 【図3】FIT抜本見直しにおける小規模電源の地域活用要件 

小規模事業用
太陽光発電

小水力発電

小規模地熱発電

バイオマス発電

〔低圧（50kW未満）として系統接続されるもの〕
✓　余剰売電を行う設備構造・事業計画
✓　災害時に活用可能な設備構造・事業設備

〔高圧（50kW以上）として系統接続されるもの〕
✓　地域での活用実態やニーズを見極めつつ今後検討

〔電気の消費〕
✓　災害時の電気の活用を市町村の防災計画等に位置付け
✓　自家消費や地域における電気の融通

〔熱の消費〕
✓　災害時の熱の活用を市町村の防災計画等に位置付け
✓　地域における熱の融通

自家消費型

地域一体型

───〈平時〉─── ───〈主要系統被災時〉───

遠隔分散型グリッドと
異なり、平常時は主要
系統と接続した状態で
運用

主要系統との接続点を
切り離して独立運用

主要系統 主要系統

（経済産業省資源エネルギー庁の資料を基に電気新聞が作成） （経済産業省資源エネルギー庁の資料を基に電気新聞が作成）
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　山梨県の南東部、富士山の北のふもとに位置する
富士吉田市。市内に入ると、間近に迫る富士山の姿
をどこからでも見ることができ、その迫力に圧倒さ
れます。周辺で昔から富士信仰が盛んだったのも納
得です。
　高原に位置するため冬は寒さが厳しく雪も珍しく
ありませんが、夏場は涼しく避暑に適しています。
また、気候や火山灰の土壌の関係で農業の難しい土

地柄ですが、一
方で昔から織物
の産地として有
名でした。戦後、
工業化の中で一
時元気のなくな
った当地の織物
業ですが、近年
では“ハタオリ

マチ”として地域一体となって盛り上げており、高
い技術や個性豊かなデザインを生かしたファクトリ
ーブランドの人気が高まっています。

　
富士山の玄関口

　富士吉田市は富士山の山梨側の玄関口となってい
ます。富士急行は2011年に富士吉田駅を富士山駅に
改称し、富士登山や周辺観光の出発点というイメー
ジを強く打ち出しました。都心からつながる列車も
多く、気軽に訪れることができます。一方、自動車
では富士山五合目まで富士スバルライン（富士山有
料道路）がつながっており、富士登山のメインルー
トとして国内外から多くの登山客・観光客が訪れます。
　富士山駅付近の上吉田地区には、富士吉田のシン
ボル「金鳥居」と、富士山を信仰する人たちに宿を
提供し登山の世話を行った「御師」の家が残り、富
士信仰の姿を伝えています。また、市内の北口本宮
冨士浅間神社裏手を基点とする吉田口登山道は、唯
一ふもとから山頂まで徒歩で登れる登山道となって
います。
　登山のオフィシャルシーズンは7月1日～ 9月10日
です。登山に挑戦する場合は日本一の高山であるこ
とを肝に銘じ、十分な情報収集と準備をして臨みま
しょう。

小トラベル好奇心
いっぱい！

金鳥居越しに望む富士山（写真提供：ふじよしだ観光振興サービス）

（記事提供　電気新聞）

新宿からJR中央本線、富士急行線特急・快速で
富士山駅まで約1時間40分
各地から富士山駅、富士急ハイランド、
富士山五合目へ高速バスあり
東京から中央自動車道大月JCT、
河口湖I.C.経由で約1時間30分

鉄道の場合

バスの場合

自動車の場合

： 

：

：

【富士急ハイランド】
　富士のすそ野に広

がる国内有数のア

ミューズメントパー

ク。FUJIYAMA、え

えじゃないか、高飛

車、ド・ドドンパの

4大コースターを筆

頭に多くの絶叫マ

シーンで有名ですが、

【北口本宮冨士浅間神社】
　日本武尊が東征の際、富士の神霊を仰ぎ拝んで「富士の

神山は北方より登拝せよ」と語ったのが創建と伝わる神社。

古くから富士信仰において大きな位置を占めてきました。

大木が立ち並ぶ荘厳な参道を進むと、重要文化財の随神門、

神楽殿、手水舎、拝殿などを見ることができます。

　例大祭（初申祭）は5月。奇祭ともいわれる鎮火祭（吉田

の火祭り）は8月に行われます。
☎0555（22）0221
●富士急行線富士山駅か
ら徒歩約20分、また
はバス浅間神社前下車
●中央自動車道河口湖
I.C.または東富士五湖
道路富士吉田I.C.から
国道139号経由約3km

【富士山レーダードーム館】
　かつて台風観測の砦として富士山頂で活躍した「富士山

レーダー」を移設、2004年にオープンした体験学習施設です。

レーダー建設の苦闘などをまとめた映像を見ることができ

るシアター、気温-8℃・風速13mという山頂環境を体験で

きるコーナーなどがあり、楽しみながら気象観測について

知ることができます。

　展望スペースから見る富士山も絶景。また、隣接する道

の駅富士吉田

にも特産品や

見どころが多

く あ る の で、

併せて訪れて

みてはいかが

でしょうか。

【吉田のうどん】
　「日本一硬い」といわれる強い歯ごたえとコシが最大の特

徴の吉田のうどん。醤油・味噌ベースのシンプルな出汁に、

ゆでキャベツや甘辛く煮た馬肉をトッピングするのが一般

的です。

見どころ見どころ

山梨県 富士吉田市Access┃  アクセス

きかんしゃトーマスをテーマにした「トーマスランド」など

ファミリー向けの施設も充実しており、誰でも一日中楽し

むことができます。

　入園は無料（アトラクションの利用には料金が必要です）。

また、入園やアトラクション利用に顔認証システムを導入

しており、入園口で顔写真を登録する方法と、WEBで事前

にフリーパス購入と併せて顔写真を登録しておく方法があ

ります。
●富士急行線富士急ハイランド駅すぐ、高速バス富士急ハイラ
ンドバスターミナル、路線バス富士急ハイランド停留所すぐ
●中央自動車道河口湖I.C.すぐ、東富士五湖道路富士吉田I.C.すぐ
●営業時間は日によって変動しますので、ホームページ
（https://www.fujiq.jp）でご確認ください。

☎0555(20)0223
●富士急行線富
士山駅からバ
ス、富士山レー
ダードーム前下車すぐ、またはサンパークふじ前下車徒歩約5
分
●中央自動車道河口湖I.C.または東富士五湖道路富士吉田I.C.か
ら約10分、東富士五湖道路山中湖I.C.から約10分
●9:00－17:00（最終入館16:30）、火曜休館
●入館券：大人630円、小中高生420円、5歳以下無料　各種割
引あり

　市内には約50

軒のうどん店があ

り、つゆや具材、

すりだね（薬味）

で様々な個性があ

ります。1軒で満

足せず、滞在中に

食べ比べてみるの

もおすすめ。

（写真提供：ふじよしだ観光振興サービス）

（写真提供：やまなし観光推進機構）国指定重要文化財の拝殿

10月に開催されている
ハタオリマチフェスティバル
（写真提供：やまなし観光推進機構）

※各施設の営業状況等は、新型コロナウイルス対策などで変更となる
　場合があります。事前にご確認のうえご利用ください。

138

139

富士山レーダードーム館富士山レーダードーム館

北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社
富士急ハイランド富士急ハイランド

富士急ハイ
ランド駅

富士山駅

富士吉田I.C.

山中湖I.C.

河口湖I.C. 富士
急行
線

東富士五湖道路



18 19電気と保安 2020年 5・6月号 電気と保安 2020年 5・6月号

大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電事法関係のその他の省令・告示等─

第 回

電気事業法と各種手続き（18）

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。
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、電気事業法関係でこれまでに紹介していない
主な省令や告示、内規などを解説します。

（記事提供　電気新聞）

70 

　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。

　電気事業法に基づき、1965年に通商産業省令とし

て制定されました。電気事業者や自家用電気工作物

の設置者などに対して義務付けられる定期報告や事

故報告などについて、具体的な内容を定めています。

　第1条（定義）、第2条（定期報告）、第3条（事故報告）、

第4条（公害防止等に関する届出）、第4条の2（ポリ

塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出）、第5

条（自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力

の変更等の報告）、第6条（卸電力取引所の会員の変

更の報告）の全6条で構成されています。

　自家用電気工作物の設置者に最も頻繁に参照され

るのは第3条の事故報告でしょう。第1項では発生

した場合に報告しなければならない事故の種類と報

告先、第2項では報告の仕方などを定めています。

　報告しなければならない事故としては、死傷事故、

電気火災事故、他の物件に損傷を与えた事故、主要

電気工作物の破損事故、一定以上の発電支障事故

や供給支障事故などが上げられています。報告の仕方

としては、事故の発生を知ったときから24時間以内

に可能な限り速やかに「速報」、30日以内に「詳報」を

報告しなければならないという点は特に覚えておいて

ください。ただし、自然現象が原因の供給支障事故

などについては、詳報の提出が不要となっています。

　また、第4～ 5条に該当する電気工作物を設置し

ている場合は、内容をしっかり理解して届出を行う

必要があります。ポリ塩化ビフェニル（PCB）につい

　電気関係報告規則において、報告しなければなら

ない事故として「主要電気工作物の破損事故」という

言葉が出てきます。この主要電気工作物を構成する

設備（主設備）を具体的に定めた経済産業省の告示で

す。

　主要電気工作物と主設備は、水力発電所、火力発

電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、

変電所、送電線路、需要設備のそれぞれについて定

められています。需要設備については、受電電圧1

万V以上の遮断器、電圧1万V以上かつ容量1万

kVA以上の変圧器、周波数変換機器、整流機器、電

力用コンデンサー、調相機、分路リアクトル、電圧

5万V以上の電線路の電線および支持物が主要電気

工作物とされています。

　電気工作物の設置・変更工事の中には、工事計画

の事前届出が必要と定められているものがあります。

届出をした電気工作物については、工事計画通りに

工事が行われているか、技術基準に適合しているか

「使用前自主検査」を行うことが義務付けられていま

す。また、主に小規模な発電設備を対象に、技術基

準に適合しているかを設置者が使用前に確認する

「使用前自己確認」制度が導入されています。これら

の具体的な方法について解釈を示しています。

　需要設備の使用前自主検査の場合、外観検査、接

地抵抗測定、絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、保護装

置試験、遮断器関係試験、負荷試験、騒音測定、振

動測定のそれぞれについて、検査方法と判定基準を

定めています。これも電技解釈と同様に、十分な技

術的根拠があれば解釈に規定されていない方法をと

ることも可能です。

　電気事業法第27条の規定に基づき、電気の供給不

足を避けるために電気の使用や受電を制限すること

を目的として制定された経済産業省令です。具体的

には、第1条（使用電力量の制限）、第2条（使用最大

電力の制限）、第4条（用途を定めてする使用制限）、

第5条（日時を定めてする使用制限）などを定めてい

ます。

　近年では、2011年の東日本大震災に伴う電力不足

のときに使用制限が発動されました。この際、制限

の実効性を高めることなどを目的に、1974年に制定

　同じく1965年に通商産業省令として制定されまし

た。第1章（主任技術者の資格等）、第2章（電気主任

技術者試験）の全2章、10条で構成されています。

　第1章は電気主任技術者、ダム水路主任技術者、

ボイラー・タービン主任技術者の各免状について、

学歴や実務経験などの取得要件、交付手続きなどを

定めています。第2章は電気主任技術者試験について、

第1種、第2種は1次試験と2次試験、第3種は1次

試験を行うことや、試験科目、科目合格の制度など

を規定しています。

された旧規則を全面改訂しています。

　電気保安に直接関係する省令ではありませんが、

一定以上の規模の需要設備を所有・使用している場

合は対象となる可能性がありますので、知っておく

ことが必要です。

電気関係報告規則

電気事業法の規定に基づく
主任技術者の資格等に関する省令

電気使用制限等規則

主要電気工作物を構成する
設備を定める告示

使用前自主検査及び
使用前自己確認の方法の解釈

主任技術者制度の解釈及び運用（内規）

　電気事業法や電気事業法施行規則において主任技

術者制度について定めている条項に対し、具体的な

解釈や運用方針を定めた経済産業省の内規です。な

お、電気設備技術基準の解釈（電技解釈）などと同様

に、十分な保安水準の確保ができる根拠があれば解

釈はこの内規の内容に限らないとしています。

　主な項目としては以下のようなことを定めていま

す。

○主任技術者として選任される者の要件

○主任技術者の職務の範囲

○許可主任技術者（免状がない者を大臣の許可を受

　けて主任技術者として選任すること）の要件

○保安管理業務の外部委託の要件

○複数の事業場または設備の主任技術者を兼務でき

　る特例の要件

ては、高濃度PCB廃棄物の処分期間終了が迫ってい

るので特に気をつけてください（裏表紙参照）。



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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N E W S C L I P ニュース
クリップ

全国の大地抵抗率マップをデジタル化
自社ウェブサイトで無償公開／ホクデン

電源車融通などの災害時連携計画、
一般送配電事業者に義務付けへ／経産省

　アース関連機器などを製造・販売するホクデン

（富山県立山町、戸栗和広社長）は、全国の大地抵

抗率を都道府県別に表示できる「接地マップ」の無

償提供を同社ウェブサイトで開始しました。1969

（昭和44）年に旧通産省の特別委員会がまとめた地

図を基に、同社がカラーでデジタル化。接地工事業

者向けにマップの活用を広く呼び掛けています。

　接地工事は多くの電気設備で必要とされており、

接地抵抗値を法令等で定められた基準値以下にしな

ければなりません。基準値を超える場合は、電極や

低減剤による対策を行いますが、地盤や地質によっ

て必要な対策は異なります。同社には施工業者など

から「接地工事で何をしていいか分からない」とい

った問い合わせが多く寄せられるそうです。

　接地工事ではまず、対象地域の大地抵抗率を大ま

かにでも把握しておく必要がありますが、これまで

は手軽に入手できるデータがありませんでした。

　今回デジタル化したマップは、全国的な送電網整

備が急務だった高度経済成長期に、通産省が電力9

社、電源開発、国鉄、電電公社、大学などが参加す

る特別委員会を設置して沖縄を除く全国の大地導電

（抵抗）率を実地調査、地図データとしてまとめた

ものです。

　戸栗社長は「データの精度は現在に通用するレベ

ル。これほどの大規模調査は、この先も実施できな

いのではないか。当時の地図を活用しない手はな

い」と、デジタル化に着手。1m当たりの大地抵抗

率を6段階に色分けし、一部加筆して日本地図に落

とし込みました。さらに都道府県ごとに地図を閲覧

できるようにして使い勝手も向上させました。

　ネット上で「ホクデン」を検索すれば、同社ウェ

ブサイトから誰でも閲覧可能です。戸栗社長は「接

地工事の精度向上ニーズは高まっており、先人たち

の偉大な“遺産”を分け隔てなく提供することは社

会的意義も大きい」として、幅広く利用してほしい

考えです。

　経済産業省は、昨年相次いだ台風による停電被害

を踏まえ、一般送配電事業者（大手電力会社グルー

プの送配電事業会社）に「災害時連携計画」を協力

して策定するよう義務付ける方針です。自然災害の

発生時でも電力の安定供給を確保するため、連携体

制をあらかじめ取り決めておくことが狙いです。電

源車の派遣や送配電設備の仕様統一化などが柱で、

台風の襲来時期に備え、今秋にも策定を義務化する

見込みです。

　経済産業省・資源エネルギー庁が現時点で想定し

ているのは大きく7項目。各社が協働して災害に対

応することや、復旧方法や設備仕様の統一化に向け

た取り組みを記載項目に据えています。

　具体的には、被害の状況や電源車の管理情報など

を共有するシステムの整備に関する事項を設けま

す。地域を越えて電源車を融通することを想定し、

燃料確保に関する記載も求めます。また、電力需給

や系統運用についても明記するほか、地方自治体・

自衛隊などの関係機関との協力、共同訓練について

も具体化させる考えです。

　一般送配電事業者が現在策定している防災業務計

画は、各社個別の対策を詳述している一方、相互の

連携に関する記述が具体化されていなかったため、

新たな仕組みが検討されていました。

　災害時連携計画については、政府が今国会での可

決・成立を目指す電気事業法改正案に盛り込んでい

ます。改正案には電源車の派遣、仕様統一化などを

規定するにとどめ、その他の項目は別途省令に定め

る予定です。改正案は2022年4月の施行を見込ん

でいますが、災害対策に関連した規定は前倒しして

今秋頃までに制度化させたい考えです。

（記事提供　電気新聞）
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トラッキング長い電源コードを巻いたり束ねたり
して使いたいのですが、
問題ありませんか？

トラッキング
　見えない場所の差込みプラグを長年清掃していないとプラグにホコリが溜まり、そこに湿

気が含まれることで電流が流れることがあります。これをトラッキング現象といいます。

　トラッキング現象でホコリが発火すると火災の原因になりますので、定期的にプラグを抜き、

乾いた布で清掃を行いましょう。

　特にコンセント部に黒いすすが付着していた場合は、トラッキング現象等で炭化した可能

性が大きいことから、すぐに使用を中止して新しいものへ取り替えるなどの対応をしてください。

安 全 エ レ ち ゃ ん の

危険性があります。

　電線などの導体は、電流が流

れると発熱します。電気抵抗に

よって電流のロスが発生し、そ

れが熱に変わるからです。電源

コードも使用中は常に表面から

熱を放出しています。

　コードを巻いたり束ねたりす

ると、外気に触れている部分の

面積が減り、熱がこもりやすく

なります。その状態で使い続け

ると、被覆が劣化したり溶けた

りして、火災などの事故につな

がるおそれがあります。

　コードの発熱量は、流れる電

流の2乗に比例し、コードの電気

抵抗に比例します。消費電力の

大きい機器を使うと電流が大き

くなり、発熱量が急激に増大す

るので特に注意が必要です。屋

外で使用するドラム巻きの延長

コードなどは消費電力の大きい

機器をつなぐことが多いので、

横着してコードを巻いたまま使

用したらいつの間にか被覆が溶

けていた、などということがし

ばしば起こります。必ずコード

を伸ばして使用しましょう。

　また、消費電力の小さい機器

でも、長時間使用する場合や、

何かの拍子にコードが損傷した

りして高熱になる可能性があり

ますから、やはりコードはでき

るだけ伸ばして使いましょう。

収納グッズとしてコード巻き取

り器などが市販されていますが、

使用できる電線の種類や長さ、

流してよい電流の上限などが表

示されている商品を選び、必ず

その条件を守って使用してくだ

さい。

　なお、コードを巻いて電流を

流すとコイルになり、発生する

磁界が周囲に影響を与えてしま

うのではないかと心配されるこ

とがあります。通常、コードの

内部には2本の電線があって「行

き」と「帰り」の電流が流れるため、

逆向きの磁界が発生して相殺す

るので、この点は心配は不要です。

　2017年9･10月号のこ

のコーナーで、電源コ

ードや延長コードをス

テップルなどを用いて壁・床に

固定して使ってはいけない、と

いう話をご紹介しました。コー

ドに外部から強い力が加わると

被覆や心線が損傷し、感電や火

災の原因になることがあります。

固定する以外にも、急角度で曲

げたり、何度も曲げ伸ばしした

りする場合も同様です。

　では巻いたり束ねたりする場

合はどうでしょうか。一見コー

ドに無理な力をかけなければ問

題ないように思えますが、こう

した使い方にも事故につながる
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