
受変電設備使用機器の更新について
特　集 1

特　集 2

2020No. 561 9・10

安全エレちゃんの

令和元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



3電気と保安 2020年 9・10月号

撮影：野口 正

【表紙の写真】

安全エレちゃんの「受変電設備使用機器の更新について」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　

自家用電気工作物の電気事故について
令和元年度関東東北産業保安監督部管内

差込型電線コネクタが過熱焼損

好奇心いっぱい！ 小トラベル　静岡県 下田市

エレちゃん6コマ電気安全　受変電設備の清掃

特　集 1

特　集 2

4

7

8

12

16

23

裏表紙

社名、事業場名を変えた場合など、保安規程変更の届出が必要になります！ 3

10

20

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識 18

多々戸浜の夕景
静岡県下田市（16～17ページ参照）

　絵画のように鮮やかな夕暮れ。南伊豆の澄んだ海と空が作り出す光景を、見事に切り取っ
ています。
　下田市に9つある海水浴場が最もにぎわう季節は終わりましたが、地元の観光協会によれ
ば、9～10月は海が年中で最も青く澄んで、美しい時期だそうです。多々戸浜は1年を通じてサ
ーフィンが楽しめる海岸。マリンスポーツや美しい景観を楽しむシーズンはまだまだ続きます。

お客さまこんにちは　ロックハート城

　 は電気製品の安全マークです

・9 102020No. 561
 お  知  ら せ ● ● ● ● ●
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21

22

SPOTLIGHT［協会の職員紹介］

近年、台風で大規模な停電が起きています。なぜですか？安全エレちゃんのQ&A

社名、事業場名を変えた場合など、

保安規程変更の届出が必要になります！
　保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、電気事

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

法令に基づき国に届け出ることになっています。

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

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

談いただくとともに適切な手続きをお願いします。

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備等に変更が

ある場合は、担当検査員、またはお近くの協会事業所までご相談ください。各種手続き

のご支援をさせていただきます。

社名、事業場名等の変更

使用区域の変更
（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の発電設備を
新設（廃止）

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

各種手続きが必要なケースの例

こんなときは要確認   !!
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　設備更新を先延ばしし、事故・故障が生じて事業
活動に支障をきたしては、元も子もありません。特
に受変電設備使用機器の場合、周辺一帯を停電に巻
き込む「波及事故」を起こせば、社会的な影響は大
きく、多大な損害賠償を求められることがあります。
　関東東北産業保安監督部のまとめによると、2019
（令和元）年度、自家用電気工作物の電気事故総件
数は129件で、前年度を上回りました。波及事故は
減りましたが、依然70件前後で推移しています。こ
れらは、同部電力安全課から寄稿いただいた「特集
２」（p12 ～）で詳しく紹介していますので、ぜひ
お読みください。
　波及事故の原因の多くは、保守不備によるもので
す。その中には施工や保守に欠陥がなくても、機器
の自然劣化に起因した事故も含まれます。

まだまだ暑い日が続きますが、夏バテしていませんか？
空調機器をはじめ、この夏も多くの電気設備がフルに活躍したと思います。
一見問題なく稼働しているようでも、電気設備だってバテてきます。
定期的な更新、劣化した機器の交換を怠ると、思わぬ事故を招きます。
特に、近隣に大きな影響を与える波及事故は、何としても避けたいですね。
受変電設備使用機器の更新の目安を紹介しますので、参考にしてください。

受変電設備使用機器の
更新について

　波及事故を原因別（事故電気工作物の割合）で見
ると、高圧引込みケーブルが58％と半数以上を占め
ます。次いでＰＡＳ（高圧気中負荷開閉器）が17％
でした（図１）。屋外に設置され、風雨の影響にさ
らされることが多いこれら機器は特に、経年劣化を
念頭に置いた入念な点検や計画的な設備更新が必要
です。

　架空引込み方式の場合に設置するＧＲ付ＰＡＳ
（地絡継電器付高圧気中負荷開閉器）は、波及事故
防止対策としての重要性が認識され、新設の場合、
ほぼすべての事業所が採用するようになりました。
　反面、普及開始から30年以上が過ぎ、経年劣化に
よる事故が生じています。少し古いデータですが、
関東東北産業保安監督部の統計によると、ＰＡＳは

Ⅰ 波及事故の原因となる経年劣化

Ⅱ ＧＲ付ＰＡＳ、経年劣化の事故増加

Ⅲ 高圧引込みケーブルは水の影響大

Ⅳ 設備更新は設置環境も踏まえて

設置10年目過ぎから事故が目立っています（図２）。
　錆が見えたら要注意。腐食が進み、浸入した水に
より絶縁不良を起こす場合があります。外観に変化
がなくても、内側が錆びて絶縁が低下したり、雷害
のため内蔵装置が損傷していた例もあります。波及
事故防止の肝となる設備ですから、経年劣化には常
に目を光らせてください。

　図１の通り、波及事故を原因別に見ると、半数以
上を占めたのが高圧引込みケーブルです。
　電線工業会は高圧ＣＶ（架橋ポリエチレン絶縁ビ
ニルシース）ケーブルの更新について、屋外地中敷
設で水の影響がある場合、15年を推奨しています。
また、関東東北産業保安監督部が過去にまとめた統
計では、事故は設置15年を過ぎて起きはじめ、事故
ケーブルの９割が20年を超過していました。

　ＣＶケーブルは、浸入した水分が原因で絶縁部に
水トリー（樹木状の亀裂）が生じ、絶縁破壊に至る
場合があります。設備更新は、前記の年数を踏まえ
て計画、かつ水トリーが発生しにくいＥ-Ｅ（３層同
時押出）タイプを採用することをお奨めします。

　以下に各種機器の更新目安を年数別にまとめまし
た。更新が近づいていないか、過ぎていないかチェ
ックしてみてください。例えばＧＲ付ＰＡＳの場合、
当協会は設置15年を目安に設備更新を推奨してお
り、屋外設置や無停電年次点検を適用の場合は、さ
らに早めの対応をお奨めしています。
　受変電設備の機器は設置場所、稼働状況により劣
化の進行が異なります。経年年数の確認や更新を行
う場合は、当協会の担当検査員にご相談ください。

地絡継電器付高圧気中負荷開閉器
（ＧＲ付ＰＡＳ）※

チェック

架空引込み方式の場合に、責任分界点直近の構内1号柱上に設置する開閉器で
す。お客さま構内で起きた事故の電流を検知して電路を開放し、波及事故にな
ることを防ぎます。

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

PASの事故事例 ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

15
Years

経年劣化で内蔵制御
装置用変圧器（VT）が
内部短絡

経年劣化で外箱の腐
食部から水が浸入し絶
縁破壊

15
年

更新目安

図1　波及事故原因別（事故電気工作物の割合・関東地域）

出典：関東東北産業保安監督部データより（2020 年 7月提供）

図2　PASにおける事故までの経過年数

出典：関東東北産業保安監督部データより（2016 年 4月の公表資料より抜粋）
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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9・10月号
問　題

ヒント（4～7ページ）

  

応募方法［応募フォームのアドレス］

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

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください！ 

ハガキの場合は、　
①クイズの答え　②郵便番号・住所・氏名
③勤務先名・勤務先住所
④本誌や当協会に対するご意見・ご感想 をご記入のうえ
〒108-0023  東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル7階 
関東電気保安協会 広報部 までお送りください。

QRコードはこちら➡ 

2020年11月15日必着締切期日

発 表 2021年1・2月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

保護継電器（ＯＣＲ・ＧＲ等）の更新目安は
○○年です。
数字2文字でお答えください。

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

◎ご応募につきましては、お一人様 1件でお願いいたします。
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　いかがでしたか？
　高圧受変電設備機器の経年劣化は、突然の停電で
業務などに大きく影響するばかりか、波及事故へと
拡大して地域に多大な迷惑をかける恐れがありま
す。しかし、設備の劣化は外観では見分けがつかな
いうちに進行している場合もあります。巡視、定期
点検、試験などで異常が見られなくても、設置環境

レオ ン ジ
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

5・6月号正解

受変電設備使用機器の更新について

の変化によって、急激に劣化が進む場合もあります。
万一の事故や波及事故を起こしてしまうリスクを考
えると、定期的な設備の更新は、経済性・安全性の
観点からも必要なものです。
　高圧受変電設備機器の更新について、ご質問やご
相談がありましたら、担当検査員またはお近くの協
会事業所までお問い合わせください。

地中線用負荷開閉器
（ＵＧＳ）※

チェック

地中引込み方式の場合に、責任分界点となる高圧キャビネット内に設置する開
閉器です。ＧＲ付ＰＡＳと同様に、構内事故時に動作して、波及事故を防ぎます。

高圧ケーブル※
チェック

高圧引込みに用いられ、ＣＶ（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース）ケーブルが
主流ですが、水トリー対策としてＥ-Ｅタイプ（３層同時押出）のものも増えて
います。

真空遮断器 ☆ＣＢタイプの場合
（ＶＣＢ）

チェック

主に受電設備の主遮断装置として使われ、保護継電器と組み合わせて異常発生
時に電気を遮断します。高圧受電設備ではＶＣＢが多く使われています。

高圧交流負荷開閉器☆ＰＦ-Ｓタイプの場合
（ＬＢＳ）

チェック

主に300kVA以下の受電設備の主遮断装置などに使われます。ヒューズと保護
継電器で電気の異常が起きたときに遮断する役割を果たします。

高圧カットアウト
（ＰＣ）

チェック

主に300ｋＶＡ以下の変圧器一次側等に設置され、過負荷保護を目的に使用さ
れます。

変圧器
（Ｔ）

チェック

電圧を変換する機器です。高圧受電設備では高圧の電気（6600Ｖ）を低圧
（100・200・400Ｖ）に変換します。油入式と乾式があります。

断路器
（ＤＳ）

チェック

点検・整備あるいは修理・改造工事などで断路器負荷側を区分し、停電させる
ための機器です。

計器用変流器
（CＴ）

チェック

主に高圧の回路に流れている電気を扱いやすい小電流に変換して、電流計の表
示や過電流継電器を動作させます。

保護継電器
（ＯＣＲ・ＧＲ等）

チェック

受電設備の高圧側の異常を感知する装置です。漏電を検知するもの、使いすぎ
やショート（短絡）を検知するものなどがあります。

低圧開閉器・配線用遮断器
（ＭＣＣＢ）

チェック

低圧回路で過電流やショート（短絡）が発生したときに電気を遮断します。

25
年

更新目安

高圧ケーブルの事故事例 ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

20
Years

20
年

更新目安

25
Years

水トリーが発生した
ケーブルの断面
（白い部分が水トリー）

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

進相コンデンサ
（ＳC）

チェック

電気設備の力率改善を目的に設置します。電動機などの負荷で発生する遅れ無
効電流を進み電流で打ち消し、力率を100％に近づけます。

直列リアクトル
（ＳＲ）

チェック

コンデンサの突入電流の抑制や高調波流入抑制に使用されます。

SR

水トリーが原因で
地絡事故となった
際、高圧ケーブルの
外装に空いた穴
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東京北事業本部 荒川事業所　髙橋　新太郎

の 記 録 から現場
差込型電線コネクタが過熱焼損

　電気の工事は、ガスや水道な
どの配管工事と違い配線を接続
することがメインとなるため、
容易に工事ができるように思わ
れがちです。しかし、適切に工
事するには材料の選定はもちろ
んのこと、資格を有した者が、
正しい施工方法で技術基準を遵
守し、施工する必要があります。
　今回は無資格者が工事を行っ
たことにより漏電が発生した事
例を紹介します。

◆　　◆　　◆
　ある日のこと、総合監視指令
センターより「金属製品製造業
のお客さまに設置した絶縁監視
装置から、漏電警報が発報して
いる」と連絡を受け、お客さま
事業場へ向かいました。到着後
まず屋上のキュービクルの扉を
開いて、クランプメーターで漏

電箇所の探査を開始しました。
すると、動力回路の「１階プレ
ス機」回路で漏電していること
が判明しました。
　早速、工場1階にあるプレス機
を点検しましたが、外観では異
常が認められませんでした。「何
か手掛かりはないか」とプレス
機に至る配線をくまなくチェッ
クしてみると、プレス機本体の
配線の差込型電線コネクタ（20
Ａ）が過熱により焼損し、配線
が融けてむき出しとなり、その
線がプレス機本体の金属部分に
触れているのを発見しました。
　漏電の原因が判明したため、
工場の責任者に焼損箇所の確認

をしていただき、緊急改修を行
うために停電の了解をいただき
ました。ブレーカを切り、焼損
箇所の配線に電気がきていない
ことを確認して、差込型電線コ
ネクタが接続してあった配線を
切り詰め、リングスリーブで圧
着接続後、絶縁テープを巻いて
改修となりました。
　施工した経緯をお聞きすると、
機械のレイアウト変更をしたと
きに工場の従業員が「同じよう
に配線をつなぐだけなので、出
入りの工事業者は呼ばなくても
問題ないだろう」と考え、差込
型電線コネクタを抜き差しして、
自ら配線の接続替えを行ったと

のことでした。配線接続完了後、
機械は問題なく稼働していたた
め、そのまま使用していたが、
プレス機の負担電流が大きく、
一度抜き差しした差込型電線コ
ネクタでは、電線との接触部分
が少なく接触不良の状態となり、
焼損してしまった事象でした。
　工場の責任者から「もう少し
発見が遅ければ、火事や感電に
つながったかもしれない。あり
がとうございます」と感謝の言
葉を頂きました。

◆　　◆　　◆
　今回の事例は絶縁監視装置が
設置されていたことにより、漏
電の原因が特定できましたが、
これが設置されていなければ発
見ができなかった可能性があり、
最悪の場合、火災や感電が起き
る原因になっていたかもしれま
せん。

　手軽に配線の接続ができる差
込型電線コネクタですが、差し
込みが不十分であったり、許容
電流が不足していたりすると、
過熱することがあります。工場
責任者には「電気工事士資格の
ない従業員には、接続などの作
業は絶対にさせないでください」

と指導助言しました。
　絶縁監視装置は、月次点検時
に検査員が確認を行うことに加
え、常時お客さま低圧設備の漏
電を監視しているため、安全性
が向上します。まだ、設置されて
いないお客さまは、ぜひ設置をご
検討いただければと思います。
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英国の古城を移築復元

　ロックハート城にいると、まるで
中世ヨーロッパにいるような錯覚
を起こします。それもそのはず、
10万平方メートルの敷地内に中世
の町並みを再現しているだけでは
なく、テーマパークの名称にもな
っているロックハート城は、1829年、
英国スコットランドで建設された
本物の城なのです。
　1993年4月6日（城の日）、5年
もの長い年月を費やして、この古
城は、現在の地で復元されました。
ヨーロッパの古城を移築・復元す
るのは、日本では恐らくこれが最
初で最後だと言われています。
　日本では他に類を見ないロケー

ションのため、同パークはロケ地
としても引っ張りだこです。ドラ
マ『相棒』や『仮面ライダーシリ
ーズ』（ともにテレビ朝日系列）など、
多くの人気ドラマや映画に登場し
ています。敷地内を歩いていると
映像で目にしたことのある光景に
出会うかもしれません。

津川雅彦氏との出会い

　同パークの前身は「大理石村」
という石のテーマパークでした。
ロックハート城を運営する株式会
社サンポウが石造建設や墓石など
の総合石材業を展開していること
に由来します。現在の形に生まれ
変わるきっかけとなったのが、サ
ンポウ現会長の平井良明氏と日本

を代表する名優、故・津川雅彦氏
との出会いです。
　平井氏は「日本で本物の石を感
じてもらいたい」と、別の古城の
購入を予定していました。その計
画の途中、ロックハート城を私費
で購入していた津川氏と出会い、
譲り受けることになったのです。
同パークとのゆかりが深い津川氏
には、生前、ロックハート城名誉
城主の称号が贈られています。

夢の体験、壮観な展示

　婚礼観光事業本部観光部の部
長代理・斎藤稔さんによると、や
はり近年はインスタグラムをはじめ
とするSNS上で注目を集め、訪れ
る方が多いそうです（YouTube
公式チャンネルも開設されたので、
ぜひチェック）。
　ロックハート城のお客さまの7割
が女性で、カップルが多いという
のもうなずけます。同パークには、
思わずSNSにアップしたくなるよ
うなスポットがあちこちに広がって
います。
　特に女性の心を引きつけるのが、
「プリンセスドレス体験」です。ド
レスはシーズンごとに入れ替わり、
白いドレスだけでも100着近く、
トータルで550着（ストック含め
800着)そろえているそうです。優

雅なドレスを身にまとい、まるで物
語の世界から抜け出てきたような
プリンセスになってみてはいかが
でしょうか。
　カップルがハートの絵馬を飾れ
る高さ20メートルの「スプリング
ベル」や、運命鑑定家・宮沢み
ち氏が監修し、今年3月にオープ
ンしたばかりの最強パワースポッ
ト「風と光の丘 ROSSA MARIA
（ロッサ・マリア）」も、一度は訪れ
てみたいですね。
　また、ジュエリー、香水の瓶、
ブライダルドレス、テディベアなど、
女性が好きなアイテムを展示したミ
ュージアムや部屋はどれも必見。
「世界のサンタミュージアム」には、
津川氏から寄贈された1000体以
上ものサンタクロースコレクション
があり壮観です。
　斎藤さんにお薦めの見どころを
教えていただきました。
　「雨や霧の日は、お城の石がし
っとりとしてより重厚感が増します。
これは本物の石ならではだと思い
ます。傘を差しながらゆっくりと
石畳を歩くのも、とてもリラックス
できてお薦めです。また、当パー

クには２種類のツタがあります。
一つは常葉ですが、もう一方は紅
葉します。紅葉シーズンはとても
きれいですよ」

夢のような結婚式も

　ロックハート城で結婚式を挙げる
こともできます。中庭大広場には、
1800年代の礼拝堂を忠実に再現し
た石造りのセント・ローレンス教会
があります。ここで式を挙げ、中
世ヨーロッパの社交場を思わせる
パーティルームで披露宴を催すこと
ができます。
　故・ダイアナ元英国皇太子妃が
実際に乗ったロールスロイスも展示
されています。まるでセレブのよう
な優雅なひととき、一生忘れられ
ない思い出になること間違いなし

です。

末永く愛される場のため

　お客さまの安全確保が何よりも
大事なテーマパークで、万が一、
電気に関するトラブルが起きてしま
ったら大変です。幸い、これまで
大きなトラブルはないとのことでし
た。斎藤さんはこう言います。
　「関東電気保安協会さんが点検
に来て、未然に防いでくれている
のだと思います。それが大きな安
心につながっていますね」
　多くのお客さまが訪れる、国内
唯一無二のテーマパーク、ロック
ハート城。同パークが末永く愛さ
れる場所であり続けるために、私
たちはこれからも電気の安全を陰
ながら守り続けます。

スコットランドの本物のお城を移築・復元したロックハート城

こ ん に ち はまさ客お
ロックハート城
〒377-0702　群馬県吾妻郡高山村5583-1

TEL： 0279-63-2101

婚礼観光事業本部 観光部 部長代理

斎藤 稔さん

英国庭園からお城を望む

スプリングベル

プリンセスドレス体験

世界のサンタミュージアム

※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 はじめに

　令和元年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及
び山梨県並びに静岡県の富士川
以東）において発生した電気事
故について、電気関係報告規則
第3条の規定に基づき、自家用
電気工作物の設置者から提出さ
れた電気事故報告をもとに、そ
の概要を以下のとおり取りまと
めました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。
　令和元年度の電気事故総件数
は129件で、前年度に比べ12
件増となっています。

3 波及事故

　波及事故は、66件報告されま

した。
　図2のとおり、保守不備によ
る事故が最も多く65％、次いで
故意・過失が24％、他物接触が
11％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

（１）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手
入れ等の保守の不完全によるも
の（保守不完全）や、製作、施

工及び保守に特に欠陥がなかっ
たにもかかわらず、電気工作物
の材質、機構等に劣化を生じた
もの（自然劣化）等を指し、令
和元年度は43件発生しています。
　
（２）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるもの等を指し、令和
元年度は16件発生しています。
　
（３）他物接触
　他物接触は、ねこ、ねずみ、
へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるもの（鳥獣接触）等を
指し、令和元年度は７件発生し
ています。

4 感電又はアーク等
　 による死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、令和元年度は10件
の報告がありました。そのうち
負傷事故が10件で、死亡に至っ
た事例はありませんでした。

　事例としては、不用意に充電
部に近付いたことで感電した
ケースや、予定外作業で充電中
のキュービクル内に入り込み感
電したケース等がありました。

（事例１）
　管理技術者（被災者）が、月
次点検の際にキュービクル高圧
受電盤の扉を開いたところ、上
部にある断路器付近からトラッ
キング音が聞こえた。断路器を
確認するために覗き込んだ際に、
断路器二次側のケーブル端子圧
着部付近が断線（劣化によるも
のと推定。）し、ケーブルが手
前側に倒れ込んできた。その際
にアークが発生し火傷を負った。

（事例２）
　作業者（被災者）が、物件新
築における残工事の際、充電中
であるキュービクル内の底板に
貼り付けられている保護フィル
ムを剥がそうとしキュービクル
内に潜り込んだところ、計器用
変流器（CT）の充電部に接触（被
災者の意識が戻らず、事故発生

時の状況を見ていた者もいな
かったため、事故現場の状況か
ら推測。）して感電事故となった。
作業者の独断による予定外作業
であった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　令和元年度は51件発生して
います。
　本事故における報告は、発電
設備における事故が48件（大
型台風の影響により、太陽光パ
ネルの破損によるものが多く発
生）で、需要設備における事故
が3件でした。なお、主要電気
工作物とは、発電設備において
は出力50ｋＷ以上の太陽電池発
電所など、需要設備においては
使用電圧１万ボルト以上の受電
用遮断器や、5万ボルト以上の
ケーブルなどが該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した

火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。令和元
年度は2件発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　令和元年度は平成30年度と
比較し、事故件数は12件増加し、
感電死亡事故は0件でしたが、
感電負傷事故が10件発生して
います。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目
について確認しつつ、電気主任
技術者の監督・指導の下で徹底
した安全確保に努めていただく
ようお願いします。
①点検や工事のための停電範
囲・時間は十分か。
●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か。
●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）
●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か。
●充電部近接作業を伴う場合、
絶縁用保護具の着用
●作業前の確実な検電の実施

④設備管理、作業管理は万全か。
●電気取扱者以外の者が不用
意に電気室に立ち入らない
よう鍵管理の徹底
●充電部近接作業の単独作業

や予定外作業等の禁止
⑤マニュアル類は万全か。
●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が浸
透しているか。
●絶縁用保護具着用・検電実
施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解
●作業関係者へのマニュアル
類の周知や、訓練による理
解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いる様ですので、設置者の皆様
には、以下の事故防止対策を参
考に、電気主任技術者と相談の
上で計画的な設備更新をお願い
します。
①地絡継電装置付き高圧交流負
荷開閉器（GR付PAS、UGS）
の設置
②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「Ｅ－Ｅタイプ」ケーブ
ルの選定
③受変電設備への小動物侵入防
止対策や風雨・風雪浸入防止
対策
　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです（右頁下URL❶）。

8 その他
　 （高濃度PCB廃棄物）

　既に処分期間が完了している
西日本のエリアにおいて、期間
終了後に高濃度ＰＣＢ廃棄物が
発見される事例が100件以上発
生しています。中には、電気工
作物として使用されていたもの
も多数含まれています。高濃度
ＰＣＢ廃棄物が発見されたきっ
かけとしては、下記のようなも
のがありました。
①倉庫等の整理、建物の解体、
機器の点検・更新・廃棄等の
際に偶然発見

②安定器や低濃度ＰＣＢ機器等
の掘り起こしをきっかけに発
見

③電気主任技術者の交代に伴う
調査等、電気主任技術者の関
係によるもの

④その他（他の調査、濃度分析、
建物売買等で判明等）

　また、事前に発見できなかっ
た原因として、残念ながら電気
主任技術者の見落としによる事
例も発生しました。具体的には、
下記のような事例がありました。
①銘板情報を見誤り（製造年の
誤認）、高濃度PCB該当無し
と判断

②管理台帳に機器型式が未記入
であるにも関わらず、高濃度
ＰＣＢ該当無しと判断

　主任技術者内規においては、
高濃度該当機器の有無確認が主
任技術者の義務として定められ
ています。主任技術者等におか
れましては、それをご認識いた

令和元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

だき、今一度、確実な確認をお
願いします。
　本事例を受け、経済産業省で
は設置者宛て・主任技術者等宛
てに高濃度ＰＣＢ含有電気工作
物に係る早期処理協力への要請
文書を発出しました。内容を一
読いただき、趣旨を十分にご理
解いただいた上で、ご対応をお
願いします。また、関係者への
幅広い周知も併せてお願いしま
す（本頁下URL❷・❸）。

9 その他
　 （外部委託受託者に対す 
　  る報告徴収・立入検査）

　外部委託受託者（電気管理技
術者・電気保安法人）に対する
報告徴収・立入検査の規定が令
和3年4月1日より施行されま

す。現在、自家用電気工作物の
電気安全に関する責任は、設置
者が負うべきものとされ、事故
等の際も国としては設置者に対
して指導を行っているところで
す。一方で、受託者に起因する
事故等の場合であっても、受託
者に対して直接の指導ができな
い事例が発生しています。例え
ば、下記のような事例が挙げら
れます。
①漏電警報に受託者が対応しな
かったことで感電死亡事故が
発生した。

②受託者が年次点検を怠った結
果、波及事故が発生した。

③電気保安法人で、本当は雇っ
ていない者の免状の名義借り
をし、本来受託できる設備数
の上限を超えて受託していた。

　このような課題を受け、電気

保安の規律確保のための策とし
て、保安管理業務を行う外部委
託受託者に対して国が直接指導
できる制度が必要であろうとの
ことになり、従前は設置者のみ
が報告徴収・立入検査の対象で
ありましたが、外部委託受託者
についても報告徴収・立入検査
の対象に加えられることとなり
ました。規定が施行された後は、
電気管理技術者や保安法人に対
しての報告徴収と、電気管理技
術者や保安法人の事務所に対し
て立入検査を実施し、受託して
いる事業場の点検状況や保安業
務従事者の状況等を確認させて
いただくこととなります。
　また、不適切な状況が確認さ
れた場合、承認取り消し・主任
技術者免状の返納・HP掲載など、
重い処分が取られる可能性もあ
ります。つまり、電気管理技術
者・保安法人に対して、より一
層のコンプライアンスが求めら
れることとなります。
　コンプライアンスの状況を個
人・職場・組織において今一度
確認し、もし少しでも問題があ
れば今のうちから是正に取り組
むようお願いします。

経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課

【図1】 
管内自家用電気事故
件数の推移

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

（注）

　　感電・アーク等による死傷
　　電気火災
　　主要電気工作物の破損等
　　波及
合計
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【図2】 波及事故の原因分類 【図3】 月別感電等事故件数（過去3年分）
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1 はじめに

　令和元年度の関東東北産業保
安監督部管内（関東1都6県及
び山梨県並びに静岡県の富士川
以東）において発生した電気事
故について、電気関係報告規則
第3条の規定に基づき、自家用
電気工作物の設置者から提出さ
れた電気事故報告をもとに、そ
の概要を以下のとおり取りまと
めました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図1は、過去10年における自
家用電気工作物の事故件数の推
移です。
　令和元年度の電気事故総件数
は129件で、前年度に比べ12
件増となっています。

3 波及事故

　波及事故は、66件報告されま

した。
　図2のとおり、保守不備によ
る事故が最も多く65％、次いで
故意・過失が24％、他物接触が
11％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原
因分類について、簡単に紹介い
たします。

（１）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手
入れ等の保守の不完全によるも
の（保守不完全）や、製作、施

工及び保守に特に欠陥がなかっ
たにもかかわらず、電気工作物
の材質、機構等に劣化を生じた
もの（自然劣化）等を指し、令
和元年度は43件発生しています。
　
（２）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受
けて作業に従事している者）の
過失によるもの等を指し、令和
元年度は16件発生しています。
　
（３）他物接触
　他物接触は、ねこ、ねずみ、
へび、又は鳥類等の接触、営巣
等によるもの（鳥獣接触）等を
指し、令和元年度は７件発生し
ています。

4 感電又はアーク等
　 による死傷事故

　感電・アーク等による死傷事
故件数は、令和元年度は10件
の報告がありました。そのうち
負傷事故が10件で、死亡に至っ
た事例はありませんでした。

　事例としては、不用意に充電
部に近付いたことで感電した
ケースや、予定外作業で充電中
のキュービクル内に入り込み感
電したケース等がありました。

（事例１）
　管理技術者（被災者）が、月
次点検の際にキュービクル高圧
受電盤の扉を開いたところ、上
部にある断路器付近からトラッ
キング音が聞こえた。断路器を
確認するために覗き込んだ際に、
断路器二次側のケーブル端子圧
着部付近が断線（劣化によるも
のと推定。）し、ケーブルが手
前側に倒れ込んできた。その際
にアークが発生し火傷を負った。

（事例２）
　作業者（被災者）が、物件新
築における残工事の際、充電中
であるキュービクル内の底板に
貼り付けられている保護フィル
ムを剥がそうとしキュービクル
内に潜り込んだところ、計器用
変流器（CT）の充電部に接触（被
災者の意識が戻らず、事故発生

時の状況を見ていた者もいな
かったため、事故現場の状況か
ら推測。）して感電事故となった。
作業者の独断による予定外作業
であった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　令和元年度は51件発生して
います。
　本事故における報告は、発電
設備における事故が48件（大
型台風の影響により、太陽光パ
ネルの破損によるものが多く発
生）で、需要設備における事故
が3件でした。なお、主要電気
工作物とは、発電設備において
は出力50ｋＷ以上の太陽電池発
電所など、需要設備においては
使用電圧１万ボルト以上の受電
用遮断器や、5万ボルト以上の
ケーブルなどが該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した

火災で他の工作物（例：建造物
など）が半焼以上した場合にお
いて報告するものです。令和元
年度は2件発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　令和元年度は平成30年度と
比較し、事故件数は12件増加し、
感電死亡事故は0件でしたが、
感電負傷事故が10件発生して
います。
　感電・アーク等による事故防
止対策については、以下6項目
について確認しつつ、電気主任
技術者の監督・指導の下で徹底
した安全確保に努めていただく
ようお願いします。
①点検や工事のための停電範
囲・時間は十分か。
●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か。
●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）
●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か。
●充電部近接作業を伴う場合、
絶縁用保護具の着用
●作業前の確実な検電の実施

④設備管理、作業管理は万全か。
●電気取扱者以外の者が不用
意に電気室に立ち入らない
よう鍵管理の徹底
●充電部近接作業の単独作業

や予定外作業等の禁止
⑤マニュアル類は万全か。
●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が浸
透しているか。
●絶縁用保護具着用・検電実
施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解
●作業関係者へのマニュアル
類の周知や、訓練による理
解度の確認

　波及事故については、近隣事
業者等より停電の影響により生
じたとされる多大な損害賠償請
求がなされるケースも発生して
いる様ですので、設置者の皆様
には、以下の事故防止対策を参
考に、電気主任技術者と相談の
上で計画的な設備更新をお願い
します。
①地絡継電装置付き高圧交流負
荷開閉器（GR付PAS、UGS）
の設置
②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「Ｅ－Ｅタイプ」ケーブ
ルの選定
③受変電設備への小動物侵入防
止対策や風雨・風雪浸入防止
対策
　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎
月の自家用電気工作物の事故速
報値や、諸手続きに関する様式、
関係法令の改正等の情報を発信
しています。保安教育や設置者
への情報提供など、ご活用いた
だければ幸いです（右頁下URL❶）。

8 その他
　 （高濃度PCB廃棄物）

　既に処分期間が完了している
西日本のエリアにおいて、期間
終了後に高濃度ＰＣＢ廃棄物が
発見される事例が100件以上発
生しています。中には、電気工
作物として使用されていたもの
も多数含まれています。高濃度
ＰＣＢ廃棄物が発見されたきっ
かけとしては、下記のようなも
のがありました。
①倉庫等の整理、建物の解体、
機器の点検・更新・廃棄等の
際に偶然発見
②安定器や低濃度ＰＣＢ機器等
の掘り起こしをきっかけに発
見
③電気主任技術者の交代に伴う
調査等、電気主任技術者の関
係によるもの
④その他（他の調査、濃度分析、
建物売買等で判明等）
　また、事前に発見できなかっ
た原因として、残念ながら電気
主任技術者の見落としによる事
例も発生しました。具体的には、
下記のような事例がありました。
①銘板情報を見誤り（製造年の
誤認）、高濃度PCB該当無し
と判断
②管理台帳に機器型式が未記入
であるにも関わらず、高濃度
ＰＣＢ該当無しと判断
　主任技術者内規においては、
高濃度該当機器の有無確認が主
任技術者の義務として定められ
ています。主任技術者等におか
れましては、それをご認識いた

令和元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

だき、今一度、確実な確認をお
願いします。
　本事例を受け、経済産業省で
は設置者宛て・主任技術者等宛
てに高濃度ＰＣＢ含有電気工作
物に係る早期処理協力への要請
文書を発出しました。内容を一
読いただき、趣旨を十分にご理
解いただいた上で、ご対応をお
願いします。また、関係者への
幅広い周知も併せてお願いしま
す（本頁下URL❷・❸）。

9 その他
　 （外部委託受託者に対す 
　  る報告徴収・立入検査）

　外部委託受託者（電気管理技
術者・電気保安法人）に対する
報告徴収・立入検査の規定が令
和3年4月1日より施行されま

す。現在、自家用電気工作物の
電気安全に関する責任は、設置
者が負うべきものとされ、事故
等の際も国としては設置者に対
して指導を行っているところで
す。一方で、受託者に起因する
事故等の場合であっても、受託
者に対して直接の指導ができな
い事例が発生しています。例え
ば、下記のような事例が挙げら
れます。
①漏電警報に受託者が対応しな
かったことで感電死亡事故が
発生した。

②受託者が年次点検を怠った結
果、波及事故が発生した。

③電気保安法人で、本当は雇っ
ていない者の免状の名義借り
をし、本来受託できる設備数
の上限を超えて受託していた。

　このような課題を受け、電気

保安の規律確保のための策とし
て、保安管理業務を行う外部委
託受託者に対して国が直接指導
できる制度が必要であろうとの
ことになり、従前は設置者のみ
が報告徴収・立入検査の対象で
ありましたが、外部委託受託者
についても報告徴収・立入検査
の対象に加えられることとなり
ました。規定が施行された後は、
電気管理技術者や保安法人に対
しての報告徴収と、電気管理技
術者や保安法人の事務所に対し
て立入検査を実施し、受託して
いる事業場の点検状況や保安業
務従事者の状況等を確認させて
いただくこととなります。
　また、不適切な状況が確認さ
れた場合、承認取り消し・主任
技術者免状の返納・HP掲載など、
重い処分が取られる可能性もあ
ります。つまり、電気管理技術
者・保安法人に対して、より一
層のコンプライアンスが求めら
れることとなります。
　コンプライアンスの状況を個
人・職場・組織において今一度
確認し、もし少しでも問題があ
れば今のうちから是正に取り組
むようお願いします。

❶ 関東東北産業保安監督部ホームページ

弊協会ホームページに、実施予定でした電気安全講演会の資料が掲載されています
❹ 経済産業省　関東東北産業保安監督部提供
　 「自家用電気工作物における最近の電気事故等について」

https://www.safety-kanto.meti.go.jp/

❷ 電気主任技術者及び電気保安関係者様への
　 要請文書

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/
industrial_safety/oshirase/2020/05/20200526-2.html

https://www.kdh.or.jp/pdf/safe/month_lec.pdf

❸ 自家用電気工作物設置者様への
　 要請文書

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/
industrial_safety/oshirase/2020/05/20200526.html

【図4】 外部委託者に対する新たな規定

国（経済産業大臣）

保安管理業務を委託

承認
申請

承認

設置者
電気保安法人
または

電気管理技術者

外部委託承認

事故時等に
指導

保安管理業務を行う
者への直接指導を
可能にする
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　伊豆半島先端部の南伊豆は、青く澄んだ海に囲ま
れ、四季を通じて温暖な地域です。静岡県下田市は
相模灘に面した東側。ペリー率いる黒船の来航を受
けて、日本が世界に門戸を開いた「開港のまち」と
して知られています。
　「出船入船3000隻」といわれ、下田は江戸時代、
海上交通の要衝でした。風待ちや避難のため東西を
行き交う船が寄港し、にぎわいました。今も街に残
る平瓦を漆喰で固めた「なまこ壁」の商家、「伊豆石」
を貼った蔵は幕末から明治、大正にかけて建てられ
たもので、当時の栄華を物語ります。一部はカフェ
などに改装されて、観光スポットになっています。
　海水浴シーズンが終わり、これからの季節の伊豆
といえば温泉でしょう。開湯1300年といわれる蓮台
寺温泉はじめ、下田には５つの温泉地があり、総称
して下田温泉と呼びます。山里の老舗旅館から、オ
ーシャンビューのリゾートホテルまで、多彩な宿が
幅広い年代のニーズに応えます。河内温泉の金谷旅

館「千人風呂」は、湯船の奥行き20メートルと圧巻
の総檜（ひのき）大浴場です。バスタオル着用で女
性も入れる混浴で、日帰り入浴も可能です。

　
幕末の偉人の足跡

　幕末の偉人の足跡をたどるのも、下田旅行の楽し
みです。川沿いに柳並木が続く「ペリーロード」は、
上陸したペリーが、条約締結の会場・了仙寺まで行
進したことに因みます。宝福寺は、勝海舟が逗留中
の前土佐藩主・山内容堂に拝謁した場所。ここで弟
子の坂本龍馬の脱藩赦免を願い出たといいます。黒
船に乗り、密航を試みた吉田松陰が小船で漕ぎ出し
たのは、柿崎弁天島の辺り。広場に建立された銅像は、
遥か米国を指差しています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

柿崎弁天島から太平洋の向こう、米国を指差す吉田松陰の像。「開港のまち」下田には、幕末の偉人の足跡が残る（写真は下田市観光協会提供）

（記事提供　電気新聞）

JR東京駅から特急「踊り子号」乗車、伊豆急下田駅まで
約２時間50分、JR熱海駅から同じく約１時間30分
関東方面からは東名高速、小田原厚木道路を経て、
小田原から国道135号で約２時間30分

鉄道の場合

自動車の場合

： 

：

【龍宮窟】
　伊豆半島は、国内

に９ヶ所あるユネス

コ認定・世界ジオ

パークの一つ。火山

活動、地殻変動、風

や水の浸食など、地

球の営みによって生

まれた絶景・奇景が

あちこちで見られま

す。

　下田市田牛（とう

じ）にある「龍宮窟」

（りゅうぐうくつ）は、

その中でも屈指の景

【下田港内めぐり】
　黒船を模

した観光船

に乗って約

20 分、下

田港内を１

周します。

船名「サス

ケハナ号」

はペリー艦

隊の旗艦に因みます。海辺の町並み、ペリー艦隊投錨の地、

吉田松陰が小船を漕ぎ出した弁天島、南伊豆の遠景などが、

船上から楽しめます。秋から春にかけてはカモメの餌付け

体験もできます。
☎0558(22)1151
●伊豆急下田駅から乗り場まで徒歩15分
●運賃：大人1250円、小人630円

【下田海中水族館】
　イルカと触れ合えるビーチ、イルカが浮き舟型の観覧席

（有料）の頭上をジャンプするショーなど、自然の入り江を

仕切った水族館ならではの展示があります。入り江に浮か

ぶドーム型建物は、総排水量1300トンの船。内部に伊豆

の海を再現した大水槽があり、約50種・1万点の生物を飼

育しています。

【金目鯛】
　朝の魚市場は、赤じゅうたんを敷いたようになるのだと

か。下田港は金目鯛（キンメダイ）水揚げ量日本一を誇りま

す。地物の大物は、容易に手が出せない値がつきます。

　ふっくらと肉厚な身は1年を通じて美味ですが、これか

らの旬は12月～ 2月。定番の刺身や煮付けはもちろん、旨

みが溶け出してくるしゃぶしゃぶもお奨めです。高級魚の

静岡県 下田市Access┃  アクセス

観。海岸の崖が波に浸食されてできた洞窟（海食洞）の天井

部が崩れ、直径50メートルほどの天窓になりました。差

し込む光と青い海が織り成す景色は神秘的。上から見下ろ

すと波打ち際がハートの形に見えることから「愛のパワー

スポット」としても人気です。
●伊豆急下田駅から「田牛」行きバス約20分、「龍宮窟」下車

☎0558(22)3567
●伊豆急下田駅から「下田海中水族館」行きバスで約７分
●営業時間：3月から10月の通常営業で9:00－16:30（土日祝は
17:00、入園は閉園1時間前まで）。年中無休（12月15 ～ 18日
は休館）
●入場料：一般大人（中学生以上）2100円、小人（4歳以上）1050
円

キンメですが、

下田では、串

焼き、カツ丼、

ラーメン、ハ

ンバーガーと、

庶民派の新メ

ニューも味わ

えます。

金目鯛のにぎり

上陸したペリーが行進した「ペリーロード」は
レトロな街並みが残る観光スポット

※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でご利用ください。

見どころ見どころ

龍宮窟龍宮窟

下田海中
水族館
下田海中
水族館

下田港内めぐり下田港内めぐり
ペリーロードペリーロード

伊
豆
急
行

伊豆急下田駅

135

136
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─電気用品安全法─

第 回

電気事業法と各種手続き（19）

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。
今回から、電気事業法とともに電気保安を目的とする法律を解説します。
はじめは電気用品安全法です。

Q 5 自家用電気工作物の
設置者が注意しなければ
ならないことはありますか？

（記事提供　電気新聞）

71 

　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。

　電気事業法などは慣例的に「電気保安４法」と呼ば

れていますが、その一つに「電気用品安全法」があり、

全７章・61条で構成されています。同法は旧「電気用

品取締法」（1961年制定）を大幅改正し、2001年に改

題施行されました。ちなみに電気事業法と電気用品

安全法によって規制する範囲は図１のようになって

います。

　電気用品安全法は、

①電気用品の製造、販売等を規制する

　「特定電気用品」は不良があった場合に、感電や

火災などの危険性が高いものが含まれます。電線類、

ヒューズ、配線器具、小型単相変圧器など116品

目あります。一方「特定電気用品以外の電気用品」

は電気冷蔵庫、エアコン、テレビジョン受信機など、

ほとんどの家電品が含まれるほか、電線管とその

付属品といった器材を含む341品目となっていま

す。

　例えば電熱器具では、電気便座、電気温水器など

が「特定」です。また、子供が使用することから動物

の形を表現した調理玩具など電熱式のおもちゃも

「特定」となっています。一方、電気カーペット、電

気こたつなどは「特定以外」に区分されます。

　法律では、製造者や輸入業者は、消費者が区別で

きるよう適合製品に電気製品が安全性を満たしてい

ることを示す「PSE （Product＋Safety＋Electrical 

　法律では以下３つに分類されています。

①一般用電気工作物の部分となり、またはこれ

に接続して用いられる機械、器具または材料

appliance & materials）マーク」をつけて販売するこ

とを義務付けています。PSEマークは「特定」「特定

以外」で形が異なります（図1）。

　なお、パソコン本体、プリンターなどの電子機器や、

生ゴミ処理機、直流機器などは電気用品に含まれま

せん。

　電気用品安全法の適用を受ける製品は「電気用品

の技術上の基準を定める省令」（電気用品の技術基

準）に適合しなければなりません。製造者や輸入業

者は、法的に義務付けられた「自主検査」を実施・記

録し、登録検査機関による適合性検査を受けること

になっています。

Q 1 電気事業法以外に、電気保安に
関連した法律はありますか？

Q 2 規制される「電気用品」とは？

Q 3 「特定」「特定以外」の
違いは何ですか？

Q 4 電気用品安全法にも
技術基準がありますか？

　電気用品安全法は第28条（使用の制限）で「電気事

業法第38条第４項に規定する自家用電気工作物を設

置する者」などに対して「第10条第１項の表示が付さ

れているものでなければ、電気用品を電気事業法第

２条第１項第18号に規定する電気工作物の設置また

は変更の工事に使用してはならない」と定めていま

す。

　つまり自家用電気工作物の工事に際しては、PSE

マークが付いた電線、ケーブル、電線管などの電気

用品しか使用することができないのです。

②電気用品の安全性確保について自主的な活動

を促進する

　――ことを通じて、電気用品による感電、火災な

どの危険防止や、電波障害などの発生を防止するこ

とを目的としています。

であって、政令で定められているもの

②携帯発電機であって、政令で定められている

もの

③蓄電池であって、政令で定められているもの

　対象となる電気用品の大半が①に分類されます。

国内で100Vコンセントに接続して使用される電気

製品は、ほとんどすべてが対象といってよいでしょ

う。

　電気用品安全法施行令（政令）で定める457品目が

リスト化されており、さらに「特定電気用品」と「特

定電気用品以外の電気用品」に分けられています。

図1　電気工作物（電気事業法）の区分と電気用品（電気用品安全法）の範囲

出所：経済産業省ホームページおよび公表資料を基に作成
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●どのような仕事をしていますか？

　電気を多く使う設備（自家用電気工作物）の点検
を行っています。
　担当する地域は東京都中央区日本橋が中心です。
主にテナントビルなどを点検しています。お客さまが
日々安心して電気をお使いいただけるよう、電気設備
の維持・管理を行っています。

●点検等で気をつけている点は？

　ちょっとした危険な状態も見逃さない、今後の予
知も含め、細やかな点検と問診を行っています。
　また、電気安全広報活動として【電気は使い方を
間違えることで感電や火災事故】につながることをお
伝えするとともに、適切なアドバイスや、困った時は先
ず連絡してもらえるように、声掛けによるコミュニケー
ションを図っています。

●協会で働く魅力は？

　関東電気保安協会の電気主任技術者は、電気に
関して豊富な経験と知識があります。私もその一員と
して電気設備を守り、お客さまが日々、安全・安心して
電気を使っていただける縁の下の仕事に誇りを持っ
ています。

●今後の目標・抱負などは？

　お客さまファーストを原則に、相手に伝わらないと
思われる難しい専門用語はなるべく使わず、わかりや
すい言葉で丁寧な説明を心掛けます。お客さまと仲
間へのコミュニケーションを通じて、信頼される電気
主任技術者を目指します。

東京南事業本部 芝浦事業所
電気保安3課
小暮　忠司さん
47歳、入所8年目

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

ガーデニング

梨、アスパラガス

先行投資

何事にも柔軟に対応すること

我が家の金魚は、子どもが金魚すくいでつかまえて10年以上。いまも水
槽で悠 と々泳いでいます！

【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

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。

N E W S C L I P ニュース
クリップ

スマート保安促進へ官民協議会。
２部会立ち上げ工程表づくりへ／経産省

電気主任技術者、人材確保へ
経験年数の要件を緩和／経産省

　経済産業省は人工知能（ＡＩ）やＩｏＴ（モノ

のインターネット）、ドローンといった新技術の

産業保安への導入促進を検討する「スマート保安

官民協議会」を新設し、初会合を開きました。今後、

電力安全分野など２つの部会を立ち上げて、新技

術導入の工程表づくりに取り組みます。

　梶山弘志経産相は、電力やガスといった産業イ

ンフラに関して「新技術を現場に活用する、スマ

ート保安に大きくシフトしていくことは重要だ。

保安分野への投資は後回しになりがちだが、スマ

ート保安による効率化は必ず企業の競争力につな

がる」と、経営トップの積極的な関与を求めまし

た。

　会合では、事務局がスマート保安を推進するた

めの基本方針を提示。アクションプランについて

は、協議会の下部に設ける「電力安全部会」と「高

圧ガス保安部会」で議論を始め、鉄鋼など他分野

にも広げます。民間の取り組みとしては、プラン

ト巡視へのドローンの活用、ＩｏＴやＡＩによる

常時監視・異常検知といった新技術の導入に向け

た取り組みを推進し、人材育成に関する施策も展

開します。

　一方、国は技術革新の障壁となる各種規制や制

度の見直しを機動的に進めます。電力・高圧ガス

については、新技術導入の阻害要因となっている

ものがないか、２０２０年中をめどに総点検を実

施する方針です。スマート保安を巡る各業界団体

の先進事例の発信にも努めます。一般にも理解が

広がるよう「スマート保安シンポジウム（仮称）」

を開催するほか、現行の「インフラメンテナンス

大賞」に20年度から経済産業大臣賞を新設し、優

れた事業者を表彰します。

　協議会では今後、官民の取り組みを年１回程度

フォローアップする予定です。必要に応じて基本

方針などの見直しに反映させます。

　経済産業省は、一定の条件を満たした場合に電

気主任技術者の選任が免除される「外部委託承認

制度」について、業務受託に必要な第３種電気主

任技術者の実務経験年数を大幅に減らす方針で

す。これまでは「５年以上」でしたが、実務経験

を代替する研修を受ければ、第１種と同等の「３

年以上」に緩和します。２０２０年度中の制度改

正を目指しており、技術者の確保などにつなげる

考えです。高校などで電験３種を取得した若くて

優秀な技術者にとって、活躍の場が広がりそうで

す。

　自家用電気工作物の設置者には、電気設備の保

安監督のため、電気主任技術者の選任が義務付け

られています。「外部委託承認制度」は、設置者

が電気保安法人や電気管理技術者と委託契約を結

び、電気主任技術者の選任を免除されるもので、

受託者は電気主任技術者の免状に加え、一定の実

務経験年数が求められます。

　これまで第３種は５年以上、第２種は４年以上

の経験が必要でしたが、研修を前提として、どち

らも第１種と同じ３年以上に一本化します。経産

省が、電気保安管理業務を受託している電気主任

技術者にアンケートした結果、実際の電気保安管

理の現場で必要な実務経験年数について「免状の

種別に関係なく、長くても３年あれば十分」との

回答が多く得られたことなどから、制度改正の方

針を固めました。

　経産省は併せて、第１種電気工事士資格取得に

必要な実務経験数も見直す方針です。これまでは

大学・高専の電気学科卒であれば「３年以上」、

それ以外は「５年以上」でしたが、卒業校・学科

に関係なく、一律３年以上にする方針です。
（記事提供　電気新聞）
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受変電設備の清掃近年、台風で大規模な停電が
起きています。なぜですか？

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

安 全 エ レ ち ゃ ん の

9月、台風15号の襲来によって、

最大約93万戸が停電しました。

停電件数こそ先に挙げた２つよ

り少ないのですが、その解消に

約２週間を要しました。特に台

風が縦断し、停電戸数の７割近

い約64万戸を占めた千葉県では、

市民生活や地域の経済活動に大

きな影響を及ぼしました。また

99％解消の後も、低圧線や引込

み線の「隠れ停電」が続きました。

　千葉県では「木が倒れ、看板

が落下し、走行中のトラックが

横転する」と定義される風速40

メートルを超える暴風を、千葉

市はじめ各地で記録しました。

損壊した電柱は東京電力パワー

グリッド全体で1996本。2018年

台風21号の1343本（関西電力）、

同24号の206本（中部電力）を

大きく上回る数字です。その多

くが「倒木や建物の倒壊」（約74

％）、「看板などの飛来物」（約14

％）、「土砂崩れなどの地盤影響」

（約12％）と二次災害によるもの

でした。

　特に山間地では、倒木が電柱

を倒し、配電ルートを寸断した

ことに加えて、道路をふさぎ復

旧車両の行く手を妨げて、停電

解消を大幅に遅らせる原因とも

なりました。「山が荒れてきた」

と言われますが、所有者不明や

人の手が入らない山林が増えた

ことも無縁ではありません。今

後は倒木のリスクがある道路沿

いの樹木伐採などで、行政と電

力会社はじめ、関係機関の連携

が大切になります。コストが重く、

総合的な判断が必要ですが、市

街地などでは電線地中化も進め

る必要があるでしょう。

　一方、強風が吹き、雨量が少

ない台風の襲来の後などに、沿

岸部などで発生するのが塩害で

す。台風で吹き上げられた海水

の塩分が、碍子に付着して絶縁

性能を低下させ、短絡事故を起

こします。やっかいなのは碍子

の洗浄が終わるまでは通電でき

ないこと。停電解消が遅くなる

原因となります。

　地球温暖化が原因と

もいわれていますが、

台風の大型化ならびに

日本列島への接近・上陸が増え

ています。これに伴い鉄塔損壊、

変電所の浸水など電力設備の大

きな被害が目立ってきました。

都市部やその近郊の台風直撃に

よる大規模な停電も発生してい

ます。

　経済産業省のワーキンググル

ープ報告書によると、2018年9

月に列島を縦断した台風21、24

号による停電戸数は、前者が約

240万戸（主に関西圏）、後者は

約180万戸（主に中部圏）に及

びました。

　そして関東では昨年（2019年）
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