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「織物のまち」に残る古い町並み（重伝建）　
群馬県桐生市（16～17ページ参照）

　織物産業とともに発展した桐生市は、江戸時代には「西の西陣、東の桐生」と称される絹
織物の一大産地となりました。歴史的建造物の数は群馬県屈指で、重要伝統的建造物群保
存地区（重伝建）に指定された土蔵造りの店舗・店蔵など古い町並みが残り、往時の繁栄を
物語ります。
 鋸（のこぎり）屋根の工場も見所です。いまも現役の木造建物からレンガ造りのハイカラなも
のまで、市内に200棟以上が残っているといいます。

・7 82020No. 560

お客さまこんにちは　みのぶ自然の里

8月は電気使用安全月間です。

スポットライト［協会の職員紹介］

22NEWS CLIP

　電気はクリーンで安全なエネルギーとして日常生活や経済活動に欠くことの出来ないもので
すが、取り扱いを誤ると感電などの大きな事故に至るおそれがあります。
　感電負傷事故の過去からの推移を見ますと、特に夏は汗をかきやすいことや水に接する機会
が多いことなどから、感電事故が多く発生する傾向があります。また、この時期は大雨や台風
による風水害が多く発生します。昨年、関東地域で大規模な自然災害が発生したことは記憶に
新しいところですが、自然災害に伴って発生する電気災害にも注意が必要です。
　このため、8月は経済産業省により「電気使用安全月間」と定められ、1981年以来、電気を
安全に使用するための知識と理解を深めるための活動が集中的に行われてきました。

　当協会は、この趣旨に賛同し、今年も電気災害の撲滅に向け、新型コロナウイルスへの対応
にも留意しながら、電気安全に関するさまざまな情報提供活動を展開する予定です。
　一般家庭等のお客さま向けには、電気を安全にお使いいただくための情報をわかりやすくご
説明し、ご質問、ご相談にもお答えしています。また、4 年に1回、ご家庭の電気安全の調査
に伺う際にも、電気を安全にムダなく使うための方法などについて情報提供を行っています。
　工場やビルなどで高圧受電設備を設置されているお客さま向けには、検査員が点検にお伺い
しました際に、電気設備の状況についてご報告し、必要な安全対策等についてご説明いたします。
また、「保安講習会」の開催をご案内いたしますのでご活用いただければ幸いです。

　当協会は、「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心でき
る社会の実現に貢献する」ことを経営理念とし、今後も全力を挙げて電気保安に取り組んで参
ります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。

一般財団法人　関東電気保安協会

専務理事　福島　章

「電気使用安全月間」に
あたって
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　経済産業省関東東北産業保安監督部のまとめによ
ると、2018年度に関東1都6県、山梨県、静岡県の
富士川以東で発生し、報告された電気事故は117件
にのぼりました。このうち71件を占めたのが「波及
事故」です。
　2016年の制度改正により、雷害など自然現象が
原因の波及事故は、監督官庁への報告が一部対象外
となりました。その結果、波及事故の報告件数は近
年のピークの2013年度に比べて４割近くに減って
います。それでも電気事故全体の6割以上を占め、
70件前後で推移しています（図1）。

あれば、主遮断装置が働き、停電の範囲はお客さま
構内だけで済みます（図2. ①）。しかし主遮断装置
よりも電源側（電力系統側）かつ責任分界点よりも
負荷側のお客さま設備で事故が起きた場合（図２. 

自家用の設備で起きた事故が付近一帯を停電に巻き込んでしまう…。
これを「波及事故」といいます。
電気は皆さんの生活や経済活動に欠かせない存在ですから、
停電の及ぼす社会的な影響は計り知れません。
責任を問われ、巨額の損害賠償を求められるおそれもあります。
波及事故を起こさないためにはどうすべきか、原因と対策をご紹介します。

Ⅰ 波及事故の発生状況 Ⅱ 社会的影響が大きく巨額の賠償も

②）、主遮断装置では事故点を切り離すことはでき
ません。その結果、より上位の遮断装置、すなわち
電力会社の配電用変電所の遮断装置が作動し、遮断
された配電線につながる地域一帯が停電してしまい
ます。また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた

波及事故防止対策

っては巨額の損害賠償につながるおそれもありま
す。関東東北産業保安監督部、当協会はじめ電気関
係団体は「1,000万円を超える事例もあります」と
具体額を示して、注意と対策を訴えてきました。お
客さまそれぞれが万全の備えを講じていただきたい
と願っています。
●波及事故はなぜ起こる？
　高圧の電気設備で地絡、短絡、過負荷などの事故
が発生した場合、電路上の遮断装置が作動して事故
のあった区域を切り離し、影響が広がらないように
します。
　高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的
に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されてい
ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で

●波及事故が起きてしまったら
　事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会
社へ至急連絡し、指示を仰いでください。

　2018年度、71件が報告された波及事故を原因別
に分類すると「保守不備」が46件と全体の65％を
占めました。巡視、点検、手入れなどの保守が不完
全だったもの（保守不完全）や、施工や保守に特に
欠陥がなかったにもかかわらず、設備の材質や機構
に劣化が生じた（自然劣化）などが原因となったも
のです。
　次いで作業従事者の過失などによる事故（「故意・
過失」）が17件（24％）でした。このほか設計、製作、
材質などの欠陥や補修などでの施工上の欠陥（「設
備不備」）と鳥獣の侵入や接触など（「他物接触」）
がそれぞれ３件（4％）となっています（図3）。
　こうした原因を未然に取り除くため、以下の具体

的な対策をとる必要があります。
●GR付PAS、GR付UGS
　波及事故防止対策として特に有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）や地絡継
電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付UGS）です
（図4）。
　GR付PASは架空引込み方式で受電している場合
に、責任分界点付近の構内1号柱上に設置します。
構内で地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置
より電源側でも事故を検出し、開閉器が遮断して波
及事故を防ぎます。
　GR付UGSは地中引込み方式で受電している場合
に、責任分界点となる高圧キャビネット内に設置し
ます。GR付PASと同様に、構内地絡事故時に開閉
器が遮断して波及事故を防ぎます。
●自然劣化対策
　電気の引込み線として用いられる高圧ケーブル
や、主遮断装置などが劣化し、波及事故となる事例
が起きています。定期的な更新をお奨めします。

●波及事故とは
　お客さまの自家用設備で起きた事故が電力会社の
配電線に影響を及ぼし、付近一帯が停電してしまう
のが「波及事故」です。1つの配電線からは平均
1,500軒に電気が供給されています。電力会社の変
電所で安全機能が働き、電気の供給をストップする
ため、近隣のオフィスや工場、病院、信号などを停
電に巻き込むことになるのです。
　2017年度の統計によると、1つの波及事故による
停電時間は平均72分、停電軒数は同780軒となりま
した。社会に及ぼす影響は非常に大きく、場合によ

●作業者の過失対策
　掘削工事中にショベルカーなどで地中埋設されて
いる高圧ケーブルを損傷させてしまう事故が発生し
ています。対策として、埋設箇所への標柱の設置や
ケーブル標識シートの埋設を行いましょう（図5）。
作業者はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルート
の確認を行ってから作業を実施しましょう。

　また、電気事業法に基づき、事故の発生を知った
ときから24時間以内で可能な限り速やかに「電気事
故速報」を管轄の産業保安監督部に連絡します。速
報では分かる範囲の事故の概要を伝えます。さらに
事故発生を知った日から起算して30日以内に「電気
関係事故報告」（詳報）を提出しなければなりません。
詳報には事故の原因や再発防止策などについても調
査検討し、記載する必要があります。
　なお、自然現象が原因で発生した波及事故などに
ついては、詳報の提出が不要となる場合があります。

●小動物侵入対策
　受電設備のケーブル引込み口や通気口、劣化でで
きた穴などからネズミ、小鳥、ヘビなどが侵入し、

場合でも、主遮断装置が故障していたりすると波及
事故になる場合があります。

主遮断器の電源側に接触してしまい波及事故となる
事例があります。パンチングメタルやシール材で侵
入経路をふさぎましょう。
●雷害対策
　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊して波及事故となることがあります（写真1）。新
設する場合は避雷器内蔵のGR付PASを設置しまし
ょう。避雷器を増設する場合は、開閉器の負荷側直
近に取り付けましょう。

図1　管内自家用電気事故件数の推移 図2　波及事故のイメージ
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（注） 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。
 ４．2016～18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。
 ５．2016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。
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応募方法［応募フォームのアドレス］
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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9月15日必着締切期日

発 表 2020年11・12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。

電気事業法に基づき、事故の発生を知ったときから24時間以内
で可能な限り速やかに「電気事故速報」を管轄の産業保安監督部
に連絡し、事故発生を知った日から起算して○○日以内に「電気
関係事故報告」（詳報）を提出しなければなりません。○○に入る
数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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　経済産業省関東東北産業保安監督部のまとめによ
ると、2018年度に関東1都6県、山梨県、静岡県の
富士川以東で発生し、報告された電気事故は117件
にのぼりました。このうち71件を占めたのが「波及
事故」です。
　2016年の制度改正により、雷害など自然現象が
原因の波及事故は、監督官庁への報告が一部対象外
となりました。その結果、波及事故の報告件数は近
年のピークの2013年度に比べて４割近くに減って
います。それでも電気事故全体の6割以上を占め、
70件前後で推移しています（図1）。

あれば、主遮断装置が働き、停電の範囲はお客さま
構内だけで済みます（図2. ①）。しかし主遮断装置
よりも電源側（電力系統側）かつ責任分界点よりも
負荷側のお客さま設備で事故が起きた場合（図２. 

Ⅲ 波及事故を防止するには

②）、主遮断装置では事故点を切り離すことはでき
ません。その結果、より上位の遮断装置、すなわち
電力会社の配電用変電所の遮断装置が作動し、遮断
された配電線につながる地域一帯が停電してしまい
ます。また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

っては巨額の損害賠償につながるおそれもありま
す。関東東北産業保安監督部、当協会はじめ電気関
係団体は「1,000万円を超える事例もあります」と
具体額を示して、注意と対策を訴えてきました。お
客さまそれぞれが万全の備えを講じていただきたい
と願っています。
●波及事故はなぜ起こる？
　高圧の電気設備で地絡、短絡、過負荷などの事故
が発生した場合、電路上の遮断装置が作動して事故
のあった区域を切り離し、影響が広がらないように
します。
　高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的
に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されてい
ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で

　いかがでしたか。万一波及事故を起こしてしまう
と、発生する損害は計り知れません。対策機器の設
置や定期的な機器更新など、「予防保全」を行うこと
が安全性、経済性の面からも最適です。波及事故対

●波及事故が起きてしまったら
　事故が発生したときは、電気主任技術者と電力会
社へ至急連絡し、指示を仰いでください。

　2018年度、71件が報告された波及事故を原因別
に分類すると「保守不備」が46件と全体の65％を
占めました。巡視、点検、手入れなどの保守が不完
全だったもの（保守不完全）や、施工や保守に特に
欠陥がなかったにもかかわらず、設備の材質や機構
に劣化が生じた（自然劣化）などが原因となったも
のです。
　次いで作業従事者の過失などによる事故（「故意・
過失」）が17件（24％）でした。このほか設計、製作、
材質などの欠陥や補修などでの施工上の欠陥（「設
備不備」）と鳥獣の侵入や接触など（「他物接触」）
がそれぞれ３件（4％）となっています（図3）。
　こうした原因を未然に取り除くため、以下の具体

的な対策をとる必要があります。
●GR付PAS、GR付UGS
　波及事故防止対策として特に有効なのが、地絡継
電器付高圧気中負荷開閉器（GR付PAS）や地絡継
電器付地中線用高圧負荷開閉器（GR付UGS）です
（図4）。
　GR付PASは架空引込み方式で受電している場合
に、責任分界点付近の構内1号柱上に設置します。
構内で地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置
より電源側でも事故を検出し、開閉器が遮断して波
及事故を防ぎます。
　GR付UGSは地中引込み方式で受電している場合
に、責任分界点となる高圧キャビネット内に設置し
ます。GR付PASと同様に、構内地絡事故時に開閉
器が遮断して波及事故を防ぎます。
●自然劣化対策
　電気の引込み線として用いられる高圧ケーブル
や、主遮断装置などが劣化し、波及事故となる事例
が起きています。定期的な更新をお奨めします。

ョキ ー コ
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

3・4月号正解

●波及事故とは
　お客さまの自家用設備で起きた事故が電力会社の
配電線に影響を及ぼし、付近一帯が停電してしまう
のが「波及事故」です。1つの配電線からは平均
1,500軒に電気が供給されています。電力会社の変
電所で安全機能が働き、電気の供給をストップする
ため、近隣のオフィスや工場、病院、信号などを停
電に巻き込むことになるのです。
　2017年度の統計によると、1つの波及事故による
停電時間は平均72分、停電軒数は同780軒となりま
した。社会に及ぼす影響は非常に大きく、場合によ

●作業者の過失対策
　掘削工事中にショベルカーなどで地中埋設されて
いる高圧ケーブルを損傷させてしまう事故が発生し
ています。対策として、埋設箇所への標柱の設置や
ケーブル標識シートの埋設を行いましょう（図5）。
作業者はこれらの表示の確認や、図面で埋設ルート
の確認を行ってから作業を実施しましょう。

　また、電気事業法に基づき、事故の発生を知った
ときから24時間以内で可能な限り速やかに「電気事
故速報」を管轄の産業保安監督部に連絡します。速
報では分かる範囲の事故の概要を伝えます。さらに
事故発生を知った日から起算して30日以内に「電気
関係事故報告」（詳報）を提出しなければなりません。
詳報には事故の原因や再発防止策などについても調
査検討し、記載する必要があります。
　なお、自然現象が原因で発生した波及事故などに
ついては、詳報の提出が不要となる場合があります。

●小動物侵入対策
　受電設備のケーブル引込み口や通気口、劣化でで
きた穴などからネズミ、小鳥、ヘビなどが侵入し、

場合でも、主遮断装置が故障していたりすると波及
事故になる場合があります。

波及事故防止対策

主遮断器の電源側に接触してしまい波及事故となる
事例があります。パンチングメタルやシール材で侵
入経路をふさぎましょう。
●雷害対策
　構内1号柱上のGR付PASに雷が侵入し、絶縁破
壊して波及事故となることがあります（写真1）。新
設する場合は避雷器内蔵のGR付PASを設置しまし
ょう。避雷器を増設する場合は、開閉器の負荷側直
近に取り付けましょう。

策でお悩みの際は、担当検査員
か最寄りの当協会事業所にお問
い合わせください。

【当協会が推奨する更新の目安】
GR付PAS 15年 （屋外10年、屋内15年）
GR付UGS 20年 （15年）
高圧ケーブル 20年 （ETケーブル15年）
主遮断装置 20年
高圧交流負荷開閉器（LBS）  20年

※（　）内は無停電年次点検を適用している場合の更新目安

図3　波及事故の原因分類（2018年） 図4　引込み方式別の波及事故対策

保守不備
65％（46件）

故意・過失
24％（17件）

他物接触
4％（3件）

その他
3％

設備不備
4％（3件）

写真1

図5　ケーブル埋設表示の方法

コンクリートヒューム管

ケーブル標識シート

ケーブル

標柱
ケ
ー
ブ
ル
埋
設

出典：2018 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

設置前

設置後

高圧キャビネット

設置前

設置後

架空引込みの場合 地中引込みの場合
ＧＲ付ＰＡＳの設置 ＧＲ付ＵＧＳの設置

責任分界点

地中線

架空線

責任分界点
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多摩事業本部 国立事業所　高島　康輔　

の 記 録 から現場
台風による暴風雨の影響で土砂崩れが発生し、
キュービクルが破損

　今年もそろそろ台風シーズン
がやってきます。自然の猛威を
前に完璧な対策をとることは困
難ですが、事前の準備を怠ったり、
事故発生時の対応を誤ったりす
ると、思わぬ重大な被害につな
がってしまうかもしれません。
今回は、台風が原因で大きな設
備損傷が起きた事例を紹介しま
す。

◆　　◆　　◆
　月次点検を終え、次のお客さ
まに向かっていた時のことです。
会社から「運送業を営むお客さ
まから土砂崩れが起きたという
連絡を受けた。すぐに現場に向
かってほしい」と電話が入りま
した。前日は大型台風が通過し、
公共交通機関にも影響が出るほ
どでしたが、当日は台風一過の

青空でした。連絡を受け、私は
急いでそのお客さまへと向かい
ました。
　お客さまの受電設備は、山を
背負う形でキュービクルが3カ所
に設置されていました。キュー
ビクルの一つに人だかりができ
ていたので行ってみると、その
場所で土砂崩れが発生していま
した。前日の台風による暴雨風で、
山が崩れ、土砂がキュービクル
の周りに設置してあったフェン
スを突き破り、キュービクルの
約3分の1が土砂に覆われている
状態でした。
　土砂に覆われていない扉から
キュービクル内を確認したとこ

ろ、別の扉が内側に曲がっており、
内部に土砂が入り込んでいる状
態でした。曲がっている扉付近
に変圧器が設置されていたので
すが、幸いにも扉自体が変圧器
に接触しておらず、また、その
変圧器は使用停止中でした。そ
れ以外の場所は特に異常はなく、
停電も発生していなかったため、
お客さまに現場の状況の説明と
土砂の撤去をお願いし、その日
は現場を後にしました。
　後日、お客さまから「キュー
ビクル周囲の土砂を撤去したの
で再度点検してほしい」とのご
連絡がありました。現場へ向かい、
改めてキュービクルの状態を確

認すると、想像以上にひどい状
態でした。側面がへこみ、扉は2
カ所湾曲し、開かない状況でした。
また、フェンスのほか、消火器
が入っていたボックスも壊れて
いました。私自身初めて経験す
るほどの被害状況だったため、
かなり動揺しました。
　このままでは使用を再開でき
る状態ではないので、早急に改
修工事を行うようお客さまにお
すすめしました。改めて工事業
者と現場調査を行ったところ、
新たに高圧ケ－ブルの配管も損
傷していることが判明しました。
停電にならなかったのが不思議
なくらいでした。
　改修は、①キュービクル扉②ケ
－ブル配管③消火器ボックス④
フェンス――の4カ所を行いまし
た。改修工事は停電時間をでき
るだけ短くするよう工夫し、必
要な箇所に仮設電源を入れて実

施しました。この改修とは別に
崩れた山の補強工事も実施しま
した。

◆　　◆　　◆
　今回の土砂崩れのような自然
災害による事故を未然に防ぐこ
とは難しいかと思いますが、事
前に山の補強工事を実施してお
くことや、キュービクルを山の
斜面近くに設置しないことなど、
万一のときに被害が大きくなら

ないよう備えておくことが大切
です。今回は、運よく高圧機器
等に損傷がなかったので、停電
は発生しませんでしたが、台風
や落雷などの天災による停電事
故は、いつ起こるかわかりません。
このような場合にも、落ち着い
て冷静な判断のもと対処するこ
とが必要だと感じた出来事でし
た。
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大人も子どもも楽しめる

　山梨県南部の自然豊かな身延町
にある「みのぶ自然の里」。その
コンセプトは「子どもを大人に 大
人を子どもにさせる宿」。通常の
旅館やホテルではでき
ないアウトドアクッキン
グやキャンプ、星空観察、
農作業などの体験を通
して、子どもは大きく
成長できます。そして
大人は子どもに帰り、
時間を忘れるほど夢中
になれるでしょう。
　前身は「山梨県立な

かとみ青少年自然の里」という青
少年のための教育施設で、主に
団体客が利用していました。2年
前にリニューアルし、広く一般のお
客さまを迎える施設に生まれ変わ
りました。

充実した施設・設備

　みのぶ自然の里には、利用者の
ニーズに対応したさまざまな施設・
設備があります。体育館ではダン
スやスポーツの合宿が行われ、プ
ロジェクターとスクリーンが完備さ
れている食堂（研修室）は、企
業の研修にも利用されています。
　本館の宿泊室は2～6人部屋の
計10室。室内は落ち着いた雰囲
気の山小屋風デザインで、窓から
の眺望は最高です。リピーターが
毎年戻ってきたくなるのもうなずけ
ます。
　共同スペースの囲炉裏の間は、
夜になると本物の囲炉裏を囲んで
お酒を楽しむこともでき、雰囲気
も抜群です。一度に10人以上が
利用できる大浴場は大きな特徴の
一つ。広々とした湯船にゆったり
と浸かれば、日々の疲れが癒やさ
れると評判です。

人気のキャンプ場

　昨年、キャンプ場がオープンし
ました。近年のキャンプブームに
加えて、身延町が舞台となったＴ
Ｖアニメ『ゆるキャン△』の影響
もあり、新たな客層の獲得につな
がったそうです。
　「桜サイト」は初心者や小さな

子ども連れにも優しいキャンプ場。
隣接する本館の大浴場やトイレを
使用できるので安心です。一家族
でテントと宿泊室を同時に利用す
ることもでき、お父さんは星空の
下でキャンプ、お母さんと小さい
お子さんは宿泊室に泊まるという、
他にはない利用の仕方も可能です。
キャンプ用品はすべてレンタルでき
るので（要予約）、手ぶらで来ら
れるのも人気の理由です。
　里山にある「山サイト」はとて
も静かで、鳥の声が聞こえたり、
季節の草花があちこちに咲いてい
たりと、自然を満喫できる絶好の
環境にあります。周囲は明かりが
少ないので、夜は体験したことが
ないような素敵な星空を見ること
ができます。特に都会に住む人に
とっては、忘れられない思い出に
なるのは間違いありません。
　車をテントの隣に駐車できるオー
トキャンプサイトも人気です。みの
ぶ自然の里で、自分に合ったキャ
ンプスタイルを見つけてみましょう。
　体験型宿泊施設とうたうだけあ
り、さまざまな体験企画も楽しめ
ます。過去に開催した企画をいく
つか挙げると、「人気のダッチオ
ーブンで鳥の丸焼きを作る」「ピ
ザを窯焼きで作る」「クラフト細工

やキーホルダー竹細工の工作体
験」など、聞いただけで胸が躍る
ものばかりです。

　地域性を生かした企画も数多く
あります。身延町の名産で400年
以上の伝統を持つ西嶋和紙に書く
書道体験や、ほうとうや吉田うど
んで知られる山梨のうどん作りも
人気です。「みのぶ地域おこし協
力隊」の観光担当・齊藤扶美さ
んによると、現在さまざまな企画
を考案中とのことなので、今後の
展開が楽しみです。

豊富な観光スポット

　皆さんは、千円札の裏に富士山
の絵が描かれていることをご存知
でしょうか。その景色は富士五湖
の一つ、本栖湖の西側（身延町側）

から見たものです。みのぶ自然の
里からは車で1時間以内。富士山
を眼前に仰ぎながらレイクアクティ
ビティを体験できます。
　また、武田信玄が合戦の傷を癒
やしたという下部温泉郷、日蓮宗
の総本山でパワースポットとしても
知られる身延山久遠寺、国指定史
跡の甲斐・湯之奥金山遺跡など、
身延町周辺には魅力的な観光スポ
ットがたくさんあります。併せて立
ち寄ってみてはいかがでしょうか。

リスクを想定して動く

　「広い施設なので、電気系統の
トラブルが起こったら大変です」
と齊藤さん。「特に漏電は心配で
すね。関東電気保安協会さんは、
私たちの目が行き届かない所まで
定期的に点検してくださるので、
本当に助かっています」という言
葉をいただきました。
　電気設備のパーツが経年劣化
すると、漏電や停電しやすくなります。
それを防ぐために、当協会では目
視などで確認をして、取り替えたほ
うが良い場合はお客さまに提案しま
す。あらゆるリスクを想定して、早
めに対応すること。今後も私たちは、
この姿勢でみのぶ自然の里の電気
の安全に貢献してまいります。

山梨県南部の自然を満喫できる体験型宿泊施設「みのぶ自然の里」

こ ん に ち はまさ客お
みのぶ自然の里
〒409-3313　山梨県南巨摩郡身延町平須238-1

TEL： 0556-42-3181

みのぶ地域おこし協力隊・観光担当

齊藤 扶美さん

共同スペースの囲炉裏を囲んで夜はお酒も 広い湯船でゆったりできる大浴場

窯焼きで作るピザの味は格別 多彩なキャンプサイトを備え、
自分に合ったスタイルが見つかる

体験したことがないような素敵な星空に出会える

※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

1 PCBとは

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

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、

将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年にポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の適正な処理の推進
に 関 す る 特 別 措 置 法（以 下
「PCB特別措置法」という）が
制定された。
　その後、環境省は中間貯蔵・
環境安全事業株式会社（以下
「JESCO」という）を活用して

高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切
りに、豊田事業（平成17年）、
東京事業（平成17年）、大阪事
業（平成18年）、北海道事業（平
成20年）に お い て、高 濃 度
PCB廃棄物のうち変圧器・コ

ンデンサーの処理を順次開始し
てきた。また、高濃度PCB廃
棄物のうち安定器や汚染物等の
処理についても、北九州事業（平
成21年）、北海道事業（平成25
年）において開始された。
　ところが、当初予定していた
処理期限（平成28年７月）ま
での処理が困難になったことか
ら、平成26年、期限の再延長
をしないことを条件に処理期限
を延長した。

3 PCB特別措置法等の
　 概要

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理 完 了 期 限）ま で の 高 濃 度
PCB廃棄物の処分を確実に完
了するため、PCB特別措置法
においては、計画的処理完了期
限の1年前までの期間を処分期
間として設定しており、この処
分期間内に高濃度PCB廃棄物
を自ら処分または処分委託する
ことが保管事業者に義務付けら
れている。
　また、都道府県・政令市にお
いて、保管事業者等又は高濃度
PCB廃棄物であることの疑い
のある物を保管する事業者その
他の関係者に対して、報告徴収・
立入検査ができることとしてい
る。その他、使用中の高濃度
PCB使用製品（電気事業法に
規定する電気工作物を除く）を、

処分期間を超えて使用している
場合は、高濃度PCB廃棄物と
見なし、同等の規制がかかるこ
ととしている。さらに、処分期
間を超えて高濃度PCB廃棄物
または高濃度PCB使用製品を
保管している者に対しては改善
命令を発出し、命令に従わな
かった場合には行政による代執
行ができることとしている。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措
置法の規定は適用されず、電気
事業法に定めるところによるも
のとされている。電気事業法関
係省令等においては、高濃度
PCB含有電気工作物であっても、
処分期間（計画的処理完了期限
の１年前）までに廃止すること
が義務づけられ、特例処分期限
日（計画的処理完了期限と同日）
までに廃棄されなければ、これ
を高濃度PCB廃棄物とみなして、
PCB特別措置法等に基づく措置
が講じられることとしている。
また、全ての事業用電気工作物
について、選任されている電気
主任技術者に対して、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の確
認を行うことを義務付けている。

4 PCB廃棄物等の
　 処理に係る取り組み

　高濃度PCB廃棄物の早期処
理を促進すべく、既に処理が完

了した北九州事業対象地域（変
圧器・コンデンサー等）以外の
事業対象地域において、都道府
県市による掘り起こし調査が行
われており、処分期間内の高濃
度PCB廃棄物の処分に向けた
取り組みが進められている。
　低濃度PCB廃棄物について
は、令和9年3月末までに、そ
のPCB廃棄物を自ら処分し、
または他人に委託しなければな
らないとされている。また、届
出義務、処分期間内に自ら処分
又は処分を委託しなかった場合
に改善命令の対象になること等
が 規 定 さ れ て い る。低 濃 度
PCB廃棄物は、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律に規定す
る特別管理産業廃棄物処分業の
許可を受けてPCBを処分する
事業者（5事業者：表１）また
はPCBの処理について環境大
臣の認定を受けている無害化処
理認定業者（33事業者：表２）
に対して処分委託をすることが
できる。

5 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の
処理を行っているJESCOの各
処理施設の計画的処理完了期限
は、再延長をしないものとして
環境大臣が施設の立地自治体と
約束したものであり、国として
必ず守らなければならないもの
である。平成28年のPCB特別

措置法及び電気事業法関係法令
の改正により、期限内の処分を
確実に達成するための制度的な
手当てがなされているが、引き
続き、都道府県市、関係省庁と
ともに、掘り起こし調査の支援
等、足下の取り組みを確実に進
め、PCB廃棄物の一日も早い
処理に向けて取り組んでいくこ
ととしたい。

　なお、北九州事業対象地域に
おいては、平成31年3月末に高
濃度PCB廃棄物の変圧器・コ
ンデンサー等の処理が完了した
ところであるが、その後新たに
高濃度PCBを含むコンデン
サー等が見つかり、保管を継続
することとなっている事案が現
時点で約100件程度発生してい
る。

　今後、期限を迎えることとな
る他の地域においてこうした事
案が生じることのないよう、各
事業場で選任されている電気主
任技術者におかれては、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の
確認について、引き続き確実に
実施していただくようお願いし
たい。

PCB含有電気工作物の
早期処理について

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課

渡邉　虹水

polychlorinated biphenyl

4 4’

3 2

65

2’ 3’

5’
（Cl）n（Cl）n

6’

変圧器 コンデンサー
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特　集 2

1 PCBとは

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

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、
PCBによる環境汚染を防止し、

将来にわたって国民の健康を保
護し、生活環境の保全を図るた
め、平成13年にポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の適正な処理の推進
に 関 す る 特 別 措 置 法（以 下
「PCB特別措置法」という）が
制定された。
　その後、環境省は中間貯蔵・
環境安全事業株式会社（以下
「JESCO」という）を活用して

高濃度PCB廃棄物の処理施設
の整備に着手し、処理施設が立
地する地元地方公共団体等の協
力や地域住民の理解を得て、北
九州事業（平成16年）を皮切
りに、豊田事業（平成17年）、
東京事業（平成17年）、大阪事
業（平成18年）、北海道事業（平
成20年）に お い て、高 濃 度
PCB廃棄物のうち変圧器・コ

ンデンサーの処理を順次開始し
てきた。また、高濃度PCB廃
棄物のうち安定器や汚染物等の
処理についても、北九州事業（平
成21年）、北海道事業（平成25
年）において開始された。
　ところが、当初予定していた
処理期限（平成28年７月）ま
での処理が困難になったことか
ら、平成26年、期限の再延長
をしないことを条件に処理期限
を延長した。

3 PCB特別措置法等の
　 概要

　このような経緯の下、立地自
治体と約束した期限（計画的処
理 完 了 期 限）ま で の 高 濃 度
PCB廃棄物の処分を確実に完
了するため、PCB特別措置法
においては、計画的処理完了期
限の1年前までの期間を処分期
間として設定しており、この処
分期間内に高濃度PCB廃棄物
を自ら処分または処分委託する
ことが保管事業者に義務付けら
れている。
　また、都道府県・政令市にお
いて、保管事業者等又は高濃度
PCB廃棄物であることの疑い
のある物を保管する事業者その
他の関係者に対して、報告徴収・
立入検査ができることとしてい
る。その他、使用中の高濃度
PCB使用製品（電気事業法に
規定する電気工作物を除く）を、

処分期間を超えて使用している
場合は、高濃度PCB廃棄物と
見なし、同等の規制がかかるこ
ととしている。さらに、処分期
間を超えて高濃度PCB廃棄物
または高濃度PCB使用製品を
保管している者に対しては改善
命令を発出し、命令に従わな
かった場合には行政による代執
行ができることとしている。
　一方、電気事業法に規定する
電気工作物に該当する高濃度
PCB使用製品は、PCB特別措
置法の規定は適用されず、電気
事業法に定めるところによるも
のとされている。電気事業法関
係省令等においては、高濃度
PCB含有電気工作物であっても、
処分期間（計画的処理完了期限
の１年前）までに廃止すること
が義務づけられ、特例処分期限
日（計画的処理完了期限と同日）
までに廃棄されなければ、これ
を高濃度PCB廃棄物とみなして、
PCB特別措置法等に基づく措置
が講じられることとしている。
また、全ての事業用電気工作物
について、選任されている電気
主任技術者に対して、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の確
認を行うことを義務付けている。

4 PCB廃棄物等の
　 処理に係る取り組み

　高濃度PCB廃棄物の早期処
理を促進すべく、既に処理が完

了した北九州事業対象地域（変
圧器・コンデンサー等）以外の
事業対象地域において、都道府
県市による掘り起こし調査が行
われており、処分期間内の高濃
度PCB廃棄物の処分に向けた
取り組みが進められている。
　低濃度PCB廃棄物について
は、令和9年3月末までに、そ
のPCB廃棄物を自ら処分し、
または他人に委託しなければな
らないとされている。また、届
出義務、処分期間内に自ら処分
又は処分を委託しなかった場合
に改善命令の対象になること等
が 規 定 さ れ て い る。低 濃 度
PCB廃棄物は、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律に規定す
る特別管理産業廃棄物処分業の
許可を受けてPCBを処分する
事業者（5事業者：表１）また
はPCBの処理について環境大
臣の認定を受けている無害化処
理認定業者（33事業者：表２）
に対して処分委託をすることが
できる。

5 おわりに

　現在、高濃度PCB廃棄物の
処理を行っているJESCOの各
処理施設の計画的処理完了期限
は、再延長をしないものとして
環境大臣が施設の立地自治体と
約束したものであり、国として
必ず守らなければならないもの
である。平成28年のPCB特別

措置法及び電気事業法関係法令
の改正により、期限内の処分を
確実に達成するための制度的な
手当てがなされているが、引き
続き、都道府県市、関係省庁と
ともに、掘り起こし調査の支援
等、足下の取り組みを確実に進
め、PCB廃棄物の一日も早い
処理に向けて取り組んでいくこ
ととしたい。

　なお、北九州事業対象地域に
おいては、平成31年3月末に高
濃度PCB廃棄物の変圧器・コ
ンデンサー等の処理が完了した
ところであるが、その後新たに
高濃度PCBを含むコンデン
サー等が見つかり、保管を継続
することとなっている事案が現
時点で約100件程度発生してい
る。

　今後、期限を迎えることとな
る他の地域においてこうした事
案が生じることのないよう、各
事業場で選任されている電気主
任技術者におかれては、高濃度
PCB含有電気工作物の有無の
確認について、引き続き確実に
実施していただくようお願いし
たい。

PCB含有電気工作物の
早期処理について

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

事業者名 所在地

光和精鉱株式会社 福岡県　北九州市

株式会社クレハ環境 福島県　いわき市

エコシステム秋田株式会社 秋田県　大館市

神戸環境クリエート株式会社 兵庫県　神戸市

株式会社富山環境整備 富山県　富山市

株式会社富士クリーン 香川県　綾歌郡

株式会社ジオレ・ジャパン 兵庫県　尼崎市

三光株式会社 鳥取県　境港市

杉田建材株式会社 千葉県　市原市

J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社） 神奈川県　横浜市

群桐エコロ株式会社 群馬県　太田市

環境開発株式会社 石川県　金沢市

オオノ開發株式会社 愛媛県　東温市

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社 北海道　苫小牧市

株式会社かんでんエンジニアリング 滋賀県　大津市 ほか

DINS関西株式会社（旧：株式会社ＧＥ） 大阪府　堺市

ユナイテッド計画株式会社 秋田県　秋田市

エコシステム小坂株式会社 秋田県　鹿角郡

株式会社神鋼環境ソリューション 兵庫県　神戸市

北電テクノサービス株式会社 富山県　射水市 ほか

ゼロ・ジャパン株式会社 埼玉県　さいたま市 ほか

三池製錬株式会社 福岡県　大牟田市

中国電機製造株式会社 岡山県　倉敷市

日本シーガテック株式会社 京都府　福知山市

赤城鉱油株式会社 群馬県　みどり市

東芝環境ソリューション株式会社 神奈川県　川崎市 ほか

株式会社太洋サービス 静岡県　浜松市

株式会社電力テクノシステムズ 香川県　坂出市 ほか

北海道電力株式会社 北海道　苫小牧市

九電産業株式会社 福岡県　北九州市 ほか

東京鐵鋼株式会社 青森県　八戸市

エコシステム千葉株式会社 千葉県　袖ケ浦市

J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社） 東京都　江東区

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

事業者名 所在地

エコシステム山陽株式会社 岡山県　久米郡

水島エコワークス株式会社 岡山県　倉敷市

東京パワーテクノロジー株式会社 神奈川県　川崎市

三重中央開発株式会社 三重県　伊賀市

日本海環境サービス株式会社 富山県　富山市

終了（　　　　　　　　　　）
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　桐生市は群馬県の東南部、東は栃木県に接し、北
西は赤城山にまで達します。清流の渡良瀬川と桐生
川が流れ、水と緑に恵まれた地域です。

　
織物産業で繁栄

　まちは織物産業とともに発展しました。古くは奈
良時代に「あしぎぬ」を朝廷に献上した記録が残り、

江戸時代には天
領となって「西
の西陣、東の桐
生」と称される
絹織物の一大産
地になります。
明治維新後は工
業化が進みまし
た。市内を歩く

と、木造やレンガ造りなど多様な鋸（のこぎり）屋
根の工場が見られます。重要伝統的建造物群保存地
区（重伝建）に指定された土蔵造りの店舗など古い
町並みが残り、往時の繁栄を物語ります。
　歴史的建造物の数は群馬県屈指。文化庁が認定す
る日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」は13
件の文化財で構成されますが、うち６件が桐生市に
あります。その１つ「後藤織物」は、明治から昭和
初期にかけて建てられた製造設備が現存。木造の鋸
屋根の工場は戦後の築ながら、特に味わい深い建物
です。事前予約すれば見学できます。同じく鋸屋根
を改装した「織物参考館“紫”」（森秀織物旧工場）は、
家計を支え、経済を支えた天下一の「かかあ」の活
躍を学ぶ産業観光スポットにもなっています。
　カラフルな小型バスに乗って、まちを巡るのも一
興です。８輪車の低速走行電動バスは環境に優しく、
人にも優しい地域の移動手段として地元企業が開発
しました。県内外での採用も増えており、織物産業
の伝統を保ちつつも、自動車をはじめ機械金属産業
へと軸足を移す、まちの今の姿を象徴していると言
えるでしょう。
　ところで、地図を見て疑問に思った方もいるのでは。
市域が2つに分かれていますが、平成の大合併で編
入した左（西）側が飛び地です。大半は山林ですが、
中心市街地のある右側と面積がほぼ同じなのです。

小トラベル好奇心
いっぱい！

鋸（のこぎり）屋根の工場が市内のあちこちで見られる（写真提供：桐生観光協会）

（記事提供　電気新聞）

JR東京から桐生駅まで上越新幹線・両毛線経由で
約１時間50分、東北新幹線・両毛線経由で約1時間45分
東武鉄道浅草駅から新桐生駅まで特急りょうもう号で
約１時間40分
東北自動車道佐野藤岡I.C.から約60分、
北関東自動車道太田桐生I.C.から約20分

鉄道の場合

自動車の場合

： 

：

【絹撚記念館】
　レトロな洋

館 は、大 正6

（1917）年の建

設。群馬県内

で最古級の洋

風石造建造物

です。殖産興

業の模範工場

として明治時

【桐生八木節まつり】
　樽で音頭を取り「ハァ～ちょいと出ました三角野郎が」と

ユーモラスにうたい出す八木節は、群馬、栃木県にまたが

る両毛地方の郷土芸能。笛、鉦、鼓の軽快なリズムは、お

どりのおはやしとしても親しまれてきました。

　８月の第一金曜日から日曜日に開かれる「桐生八木節ま

つり」は県内外から50万人以上が集まる一大イベントです。

同時に行われる桐生祇園祭は360年以上の歴史があり、鉾

（ほこ）が巡行します。メインストリートには櫓（やぐら）

が組まれ、八木節お

どりの輪が広がりま

す。フィナーレでは、

市民も観光客も一体

となり、熱気と興奮

に包まれます。
●今年は新型コロナウイ
ルス感染防止のため開
催中止になりました

【県立ぐんま昆虫の森】
　45ヘクター

ルの広い敷地

に雑木林や田

畑、小 川 な ど

を 再 現。里 山

の自然で暮ら

す生き物にふ

れ、観 察 す る

ことができる

体験型教育施

設です。巨大なガラスドームを持つ昆虫観察館には、亜熱

帯の植物が生い茂る温室があり、日本最大級のチョウ「オ

オゴマダラ」の観察や、世界の珍しい昆虫にふれることが

できます。また、園内のかやぶき民家は明治初期の養蚕農

【ひもかわうどん】
　幅広の平打ちめんは群馬県の郷土料理「おっきりこみ」で

も使われますが、これは格別。幅10センチを超えるもの

もあり、まさに「インスタ映え」するビジュアルです。つる

りとしたのどごしで、つけ汁で食べる定番のほか、カレー

群馬県 桐生市Access┃  アクセス

代に設立された「桐生撚糸合資会社」の事務所として使われ

ていました。いまはこの建物を残すのみですが、かつて周

辺には鋸屋根の工場が立ち並んでいました。

　日本遺産の構成建造物、桐生市重要文化財に指定されて

おり、現在は郷土資料の展示館として使われています。
☎0277（44）2399
●JR桐生駅から徒歩５分
●9:00－17:00　月曜休館（祝日の場合は翌日）
●入館料：大人150円（高校生以上）、小人（小・中学生）50円

家を移築したものです。
☎0277（74）6441
●北関東自動車道伊勢崎I.C.から約25分、関越自動車道赤城I.C.
から約45分 

●東武鉄道赤城駅からタクシー約10分、上毛電鉄新里駅からデ
マンドタクシー約10分

●開園時間：４月－10月9:30－17:00、11月－３月9:30－16:30
（入園は閉園30分前まで）。 月曜休園（祝日の場合は翌日）
●入園料（個人）：一般410円、大学生・高校生200円、中学生
以下無料

も合うそうで

す。名前はき

しめんのルー

ツと言われる

愛知県の「芋

川うどん」が

なまったとい

う説などがあ

ります。

（『ググっとぐんま写真館』から転載）

（写真提供：桐生観光協会）

（写真提供：桐生観光協会）桐生八木節おどり（写真提供：桐生観光協会）

「重伝建」に指定された古い町並みが残り、
電動バス（写真後方）で市内を巡ることもできる

（写真提供：桐生観光協会）
※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。
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電気保安を支援する
NITEの取り組み
独立行政法人製品評価技術基盤機構

　独立行政法人製品評価技術基
盤機構（以下「NITE」という。）は、
これまで製品安全に関する業務
を行う機関として、電気用品を
はじめとした消費生活用製品の
事故調査・分析を実施してまい
りました。昨今、再生可能エネ
ルギーを利用した小出力発電設
備の増加等の環境変化に伴い、
電気工作物の安全確保を取り巻
く状況は大きく変わっています。
そこで、製品安全に関する業務
で培った事故調査・分析の経験
を活用し、平成27年度より電気
保安行政を技術面から支援する
機関として電気保安に関する業
務を開始しました。
　本稿は、これまで電気保安行
政の支援としてNITEが実施して
きた業務のうち、「事故実機調査」
と「詳報作成支援システム」に
ついて紹介します。

1 「事故実機調査」の
　 紹介

　NITEは平成27年度より電気
関係報告規則第三条に該当する
電気事故（以下「重大事故」と
いう。）等の統計分析を開始して
います。これまでの統計分析から、

近年の電気保安に関する重大事
故を取り巻く状況について、
NITEは以下のとおり推測し、経
済産業省に報告しました。
①重大事故の届出件数は、毎
年500件前後発生している
が、近年は横ばい傾向
②重大事故のうち、約6割は自
家用電気工作物に起因する
事故であり、また、事故原
因が十分に究明されていな

いケースが多いことが判明
③自家用電気工作物の設置者
において事故原因が究明さ
れない理由として、重大事故
を起こした場合、周辺への
停電等の影響を回避するた
め、事故製品の交換等といっ
た復旧作業を第一に行う傾
向にあって、事故原因の究明
にまで必ずしも着手できない
のではないかと推測

　令和元年度、NITEは経済産業
省から要請を受け、電気工作物
の事故実機調査を開始しました。
事故実機調査の受付スキームは
図１（https://www.nite.go.jp/ 
gcet/tso/jikojikki.html）の と
おりです。調査依頼に関するご
相談は、NITE電力安全センター
もしくは近隣のNITE支所にお問
い合わせ頂けますようお願いし

ます。
　調査実績としまして、これま
でNITEは、地絡が発生したケー
ブルの原因調査（図2）や焼損し
た区分開閉器（PAS）の焼損原
因調査（図3）等を実施してまい
りました。詳細な調査実績とし
まして、経済産業省による産業
構造審議会 保安・消費生活用製
品安全分科会 電力安全小委員会

（第 22 回）（https://www.meti. 
go.jp/shingikai/sankoshin/h
oan_shohi/denryoku_anzen/
022.html）において、令和元年
度実施した調査事例（①区分開
閉器の不動作による波及事故（図
３）や、②ケーブルでのシュリン
クバック現象を起因とした地絡
発生事故）を紹介しましたので、
こちらもご参照頂けますようお
願いします。
　NITEは、今後も事故実機調査
を継続し、調査結果を依頼者に
報告する他、経済産業省などの
関係機関にも事故発生原因や再
発防止対策を適宜報告させてい
ただくことで、重大事故の減少
に貢献していきます。

2 「詳報作成支援
　 システム」の紹介

　電気工作物における重大事故
が発生した場合は、電気工作物
の設置者は事故報告書（以下「詳
報」という。）を作成し、経済産
業省（本省又は設置場所を所轄
する産業保安監督部等をいう。
以下、同じ。）に提出する必要が
あります。
　これらの事故は、感電等によ
る死傷事故、電気火災事故、波
及事故（電気事業者以外の事業
者の電気工作物で発生した事故
が原因で、その周辺あるいは地
域の電力供給に支障を来す事故）
等多岐にわたり、事故の種別に
よって詳報で記載が求められる
内容が異なるため、詳報を作成
する事業者、詳報の内容の妥当
性確認等を実施している経済産
業省の双方に負担がかかってい

ました。
　そこでNITEは、詳報の整理・
集計・内容分析を行ってきた知
見を活用し、詳報の作成を支援
するための情報システム「詳報
作成支援システム」（図5～8）を
作成・公開（令和元年8月5日）
しました。（https://www.nite. 
g o . j p / g c e t / t s o / s h o h o  
support/）

　「詳報作成支援システム」は電
気工作物の事故報告書である電
気事故詳報をウェブ上で作成す
ることを可能とするアプリケー
ションであり、事業者が詳報を
作成する際、適切な報告となる
ように必要な情報を漏れなく入
力できるよう支援するシステム
です。また、統一された入力
フォーマットが使用されること

で整理された事故情報の入手が
可能となり、情報の分析がより
効率的に、また高度に実施され
ることが期待できます。
　NITEはこのシステムを提供す
ることで、事業者の詳報作成を
支援し、提出のあった事故情報
の分析を効率的かつ高度に実施
可能とすることで、今後の電気
保安の向上に貢献します。

図１： 事故実機調査受付フロー図

図2： 地絡したＣＶケーブル

図3： 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会（第２２回）
　　 資料5-1「 NITEが実施した事故実機調査について」より 区分開閉器（ＰＡＳ）の不動作
　　 による波及事故への調査結果抜粋

写真１：地絡したケーブル外観　　写真2：地絡箇所のＸ線透過装置による確認
写真3・4：地絡箇所付近の絶縁体に発生した水トリー
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●どのような仕事をしていますか？

　日頃は、担当させて頂いているお客さまを訪問し、
主に月次点検や年次点検を行っております。電気設
備の異常（電気事故）の際には、担当しているお客さ
ま以外にもお伺いしております。
　私が担当しておりますお客さまは約80軒あります
が、受変電設備の変圧器が1台程度のお客さまから、
変圧器が十数台もある大規模なお客さままで、業種
も含め多種多様です。お客さまへ問診による異常の
有無の確認や設備形態に応じた点検を心がけており
ます。

●点検等で気をつけている点は？

　お客さまから頂いたお話は、私の所で止めないで、
上司や仲間と共有し、より良い提案が出来るようにし
ています。お客さまファーストで電気設備の更新の提
案をタイムリーに対応するように心がけています。

●協会で働く魅力は？

　お客さまの電気設備はさまざまな仕様のものがあ
り、いまだに新しい経験をすることがありますが、経験
や知識の豊富な同僚や上司が大勢いるので、組織力
を活かし、トラブルがあっても安心して、自信を持って

仕事ができます。

●今後の目標・抱負などは？

　現在62歳ですが、お客さまの電気
設備の安全を守る高い意識と誇りを
持って、当面は現状の保安管理の仕
事で頑張り、その後は職場での経験
や資格を生かして、特別高圧のお客
さまの電気主任技術者として活躍で
きるよう、保安協会で引き続き働きた
いと思っております。

群馬事業本部 群馬事業所
電気保安２課

矢島　初男さん
62歳、入所9年目

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

家庭菜園です。去年はスイカの苗を植えたら、スイカの後にカンピョウと
カボチャも穫れました。

焼肉

誠実

真面目で、我慢強い

今は、新型コロナウイルスで大変だと思いますが、頑張りましょう

【趣味は？】

【好きな食べ物は？】

【好きな言葉は？】

【自分の長所は？】

【何でも一言！】

自己 紹介

電気使用安全月間特集

　独立行政法人製品評価技術基
盤機構（以下「NITE」という。）は、
これまで製品安全に関する業務
を行う機関として、電気用品を
はじめとした消費生活用製品の
事故調査・分析を実施してまい
りました。昨今、再生可能エネ
ルギーを利用した小出力発電設
備の増加等の環境変化に伴い、
電気工作物の安全確保を取り巻
く状況は大きく変わっています。
そこで、製品安全に関する業務
で培った事故調査・分析の経験
を活用し、平成27年度より電気
保安行政を技術面から支援する
機関として電気保安に関する業
務を開始しました。
　本稿は、これまで電気保安行
政の支援としてNITEが実施して
きた業務のうち、「事故実機調査」
と「詳報作成支援システム」に
ついて紹介します。

1 「事故実機調査」の
　 紹介

　NITEは平成27年度より電気
関係報告規則第三条に該当する
電気事故（以下「重大事故」と
いう。）等の統計分析を開始して
います。これまでの統計分析から、

近年の電気保安に関する重大事
故を取り巻く状況について、
NITEは以下のとおり推測し、経
済産業省に報告しました。
①重大事故の届出件数は、毎
年500件前後発生している
が、近年は横ばい傾向
②重大事故のうち、約6割は自
家用電気工作物に起因する
事故であり、また、事故原
因が十分に究明されていな

いケースが多いことが判明
③自家用電気工作物の設置者
において事故原因が究明さ
れない理由として、重大事故
を起こした場合、周辺への
停電等の影響を回避するた
め、事故製品の交換等といっ
た復旧作業を第一に行う傾
向にあって、事故原因の究明
にまで必ずしも着手できない
のではないかと推測

　令和元年度、NITEは経済産業
省から要請を受け、電気工作物
の事故実機調査を開始しました。
事故実機調査の受付スキームは
図１（https://www.nite.go.jp/ 
gcet/tso/jikojikki.html）の と
おりです。調査依頼に関するご
相談は、NITE電力安全センター
もしくは近隣のNITE支所にお問
い合わせ頂けますようお願いし

ます。
　調査実績としまして、これま
でNITEは、地絡が発生したケー
ブルの原因調査（図2）や焼損し
た区分開閉器（PAS）の焼損原
因調査（図3）等を実施してまい
りました。詳細な調査実績とし
まして、経済産業省による産業
構造審議会 保安・消費生活用製
品安全分科会 電力安全小委員会

（第 22 回）（https://www.meti. 
go.jp/shingikai/sankoshin/h
oan_shohi/denryoku_anzen/
022.html）において、令和元年
度実施した調査事例（①区分開
閉器の不動作による波及事故（図
３）や、②ケーブルでのシュリン
クバック現象を起因とした地絡
発生事故）を紹介しましたので、
こちらもご参照頂けますようお
願いします。
　NITEは、今後も事故実機調査
を継続し、調査結果を依頼者に
報告する他、経済産業省などの
関係機関にも事故発生原因や再
発防止対策を適宜報告させてい
ただくことで、重大事故の減少
に貢献していきます。

2 「詳報作成支援
　 システム」の紹介

　電気工作物における重大事故
が発生した場合は、電気工作物
の設置者は事故報告書（以下「詳
報」という。）を作成し、経済産
業省（本省又は設置場所を所轄
する産業保安監督部等をいう。
以下、同じ。）に提出する必要が
あります。
　これらの事故は、感電等によ
る死傷事故、電気火災事故、波
及事故（電気事業者以外の事業
者の電気工作物で発生した事故
が原因で、その周辺あるいは地
域の電力供給に支障を来す事故）
等多岐にわたり、事故の種別に
よって詳報で記載が求められる
内容が異なるため、詳報を作成
する事業者、詳報の内容の妥当
性確認等を実施している経済産
業省の双方に負担がかかってい

ました。
　そこでNITEは、詳報の整理・
集計・内容分析を行ってきた知
見を活用し、詳報の作成を支援
するための情報システム「詳報
作成支援システム」（図5～8）を
作成・公開（令和元年8月5日）
しました。（https://www.nite. 
g o . j p / g c e t / t s o / s h o h o  
support/）

　「詳報作成支援システム」は電
気工作物の事故報告書である電
気事故詳報をウェブ上で作成す
ることを可能とするアプリケー
ションであり、事業者が詳報を
作成する際、適切な報告となる
ように必要な情報を漏れなく入
力できるよう支援するシステム
です。また、統一された入力
フォーマットが使用されること

で整理された事故情報の入手が
可能となり、情報の分析がより
効率的に、また高度に実施され
ることが期待できます。
　NITEはこのシステムを提供す
ることで、事業者の詳報作成を
支援し、提出のあった事故情報
の分析を効率的かつ高度に実施
可能とすることで、今後の電気
保安の向上に貢献します。

図4： 詳報に係る事業者、経済産業省、NITEの関係 図7： 詳報作成支援システム　入力画面例（1）

図5： 詳報作成支援システム　トップページ

図6： 詳報作成支援システムの紹介

図8： 詳報作成支援システム　入力画面例（2）死傷事故の場合

関東電気保安協会では、今日も多くの職員が皆さまの
電気設備の安全を守るため汗を流しています。
そんな現場の最前線では、どんな人がどんな仕事をしているのでしょうか？
話を聞いてみました。
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雨水浸入

雨水浸入
　キュービクル内に雨水が入り込むと、内部の高圧機器が濡れて漏電や短絡事故の原因になりま
す。機器の故障や構内の停電だけでなく、地域一帯を停電させてしまう波及事故につながるお
それもあります。
　腐食によって屋根や壁面に穴が開いている場合はもちろん、そうした穴がなくても、風が強い
と換気口から雨水が吹き込む場合があります。対策としては水平仕切板や防噴流板の設置が有
効です。
　また、定期的に点検を行い、腐食などを発見した場合は再塗装を行うなど、早めに改修を行
いましょう。

N E W S C L I P ニュース
クリップ

世界の2020年CO2排出量、8％減も
新型コロナで経済停滞影響／IEA推計

民間規格の評価機関、要件見直し
技術基準に一層の活用図る／経産省

　新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の

制限で、2020年の二酸化炭素（CO2）排出量の減少

幅が過去最大となる見通しです。欧米のロックダウ

ン（都市封鎖）の影響で、製造業などの稼働停止が

長期化。国際エネルギー機関（IEA）は世界全体で

前年比8％減少するとの推計を発表し、「前例のな

い規模」と指摘しました。この減少幅はリーマン・

ショックの影響があった2009年の約6倍に上りま

す。

　IEAがまとめた予測結果によると、2020年の世界

のエネルギー需要は同6％減少する見通し。主に石

炭と石油の需要減少によるもので、減少幅はインド

のエネルギー消費全体に匹敵する規模です。

　これらの予測は、都市封鎖が次第に解除され、今

後数カ月間で緩やかな景気回復を伴うことを前提と

して推計しました。経済活動の再開が加速すれば、

リーマン・ショック後と同様、世界的なCO2排出の

急増が起きるおそれがあります。IEAのビロル事務

局長は、再生可能エネルギーや蓄電池、水素、炭素

回収などのクリーンエネルギー技術を活用し、経済

回復の中心に置くべきだとの認識を示しています。

　また、新型コロナウイルス拡大による経済活動の

制限は、気象観測システムにも影響を与え始めてい

ます。航空機の欠航により、気温や風向、風速など

得られるデータが通常時に比べ80%近く減っている

ためです。世界気象機関（WMO）は、こうした状

況が長期間続けば、気象予報の質に影響を及ぼす可

能性もあるとしています。

　日本では、4月の電力需要は前年比3.6%減でした。

前年の需要が大きかった反動もあるため大きな落ち

込みとはいえませんが、5月の連休明けになっても

需要の戻り方は鈍いままとなっています。コロナ禍

による生活様式や産業構造の変化が今後の電力需要

にどう影響するのか見極めるのは難しいですが、全

体として需要の低下につながるのではないかとの見

方が広がっています。

　経済産業省は、電気事業法に基づく技術基準に民

間規格を迅速・適切に取り込めるようにする狙いか

ら、民間の評価機関に求める要件を見直す方針で

す。対象分野の専門家による技術的な観点に加え

て、消費者問題や法律などに明るい幅広い専門家が

検証する仕組みも整備し、評価プロセスをさらに充

実させます。

　電事法に基づく保安規制では、新技術や創意工夫

の取り込みを促進するため、技術基準には保安上必

要な性能、水準などのみを定める「性能規定化」を

推し進めてきました。そうした中で、要件を満たし

た評価機関が承認した民間規格であれば、技術基準

に合致するものとみなすよう、「技術基準の解釈」

で明確化する方針も打ち出されました。

　今回の見直しでは、技術的な側面からの検討を担

う「技術評価委員会」と、規格の制定・改定プロセ

スの公平性や客観性などを含め、全体的な確認を行

う「民間規格評価委員会」を設置するなど、適切な

評価体制を構築するよう評価機関に求める方針で

す。技術評価委にはメーカーや施工者に加え、電気

工作物のユーザーなど関係者を幅広く集めます。民

間規格評価委には直接の専門分野だけでなく、消費

者問題や法律、ジャーナリズムに詳しい有識者にも

参加してもらいます。

　評価は、民間規格が最新の技術動向や知見を反映

しているかなどを踏まえて実施。承認した規格はリ

ストアップして公開します。また、評価プロセスが

適切に構築されているか確認するため、年1回以上

の外部評価を受けることを義務付けます。

　経産省では見直しを通じ、最新の知見が民間自ら

の責任の下で積極的に活用される自律的な仕組みを

確立させたい考えです。
（記事提供　電気新聞）
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