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　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。

　昨年は、新型コロナウイルス感染拡大による当初の想像を遥かに超える事態に見舞われました。昨年
秋には感染拡大“第３波”の状況となるなど、終息が見えない状況が続いています。
　先ずは、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、
感染された方々やそのご家族、不安のなかにおられる方々に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。

　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き、お客さま
が安心して事業活動に専念できるよう電気設備の安全を確保することが、私ども保安協会の最大の使命
であり、コロナ禍にあっても、お客さまと職員の安全と感染拡大防止を第一に、感染予防対策を講じつつ、
精励恪勤を旨として日々の“電気保安”活動に従事しております。これは、お客さまのご理解、ご協力
があればこそ実現できるものであり、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

　コロナ禍は、自然災害と比べ、終息までの時間が非常に長いこと、空間的な広がりも全国・世界規
模と非常に広いこと、「3密」を回避するため行動が制約されることなどの違いが指摘されています。こ
れらのことが、企業行動や個人生活のスタイルを変えつつあることは、ご案内のとおりであります。
　電気保安分野につきましても、“感染予防”と“お客さまの安全・安心”を両立させる新たな仕事のやり方、
働き方が必要となっております。
　弊協会は、IoT、AI、ロボティクス等の活用により、安全性・生産性を維持・向上させる“保安のスマー
ト化”の取り組みを始めていますが、これを加速し、より一層、電気保安に関する技術的知見や事故・
災害時の応動力に磨きをかけ、“まかせて安心、確かな技術”という看板に恥じないサービスをご提供
できるよう取り組んで参る所存です。

　厳しい状況ではありますが、本年もお客さまの声を真摯にお伺いし、厳しさに怯むことなく、また、
危機を乗り越えるだけでなく、これまでの仕事や働き方でカイゼンすべきことはカイゼンし、かつ知恵を
絞り新たなやり方、働き方を生み出して、“ニュー・ノーマル”の時代に於きましても、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参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上
げます。

　皆さまにとりましてよい年になり、益 ご々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

3電気と保安 2021年 1・2月号

【表紙の写真】

安全エレちゃんの「“コロナの冬”の省エネ対策」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　

電気火災を防ごう

屋外キュービクル内に雪が舞い込み全停電

好奇心いっぱい！ 小トラベル　茨城県 つくば市

エレちゃん6コマ電気安全　GR付PAS・UGSの取り付け

特　集 1

特　集 2

4

7

8

12

16

23

裏表紙

新年のご挨拶 3

10

20

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識 18

ダイヤモンド筑波山
茨城県つくば市（16～17ページ参照）

 筑波山は関東のランドマーク。古くは万葉集に詠まれ、｢西の富士、東の筑波｣と称され親しまれてき
ました。2つの急峻な山頂（女体山と男体山）を持ち、なだらかに広がる裾野が特徴で、日本百名山の
一つに数えられています。山頂から朝日が昇る「ダイヤモンド筑波山」が見られるのは10月と2月。また、
遮るものがなく、いち早く初日の出を仰げることから、元旦の山頂は大勢の登山者が訪れます。
 つくば市は国内最大のサイエンスシティです。国家プロジェクトとして築かれた筑波研究学園都市に
は、2万人を超える人々が研究職に従事しています。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）をはじめとした
研究施設は見学を受け入れており、サイエンスツアーバスなどで訪れることができます。

お客さまこんにちは　シャポーロコ平井

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、家庭
の電気使用量は増加傾向にあります。全国の電力安
定供給をつかさどっている「電力広域的運営推進機
関」は、緊急事態宣言が出された2020年4月は家庭
の電気使用量が「在宅率の高まりにより増加した」
と推測しました。同機関の試算では、5～7月もコロ
ナ影響がなかった想定に比べて、使用量が多くなっ
ています（図1）。
　民生用エネルギーに詳しい民間調査研究機関の住
環境計画研究所は、前年7～9月の世帯当たりエネル
ギー消費量（電気、都市ガス・プロパンガス、灯油
を合計）が前年同期間に比べ3.7％増、このうち電
気は5.1％増えたというレポートを公表しました（図
2）。光熱費はエネルギー価格の値下がりで増加が抑

新型コロナウイルスの感染拡大はエネルギー消費にも影響しました。
世界的に人やモノの動きが止まり、経済活動が停滞したことで、
石油、電気、ガスの消費量は全体的に落ち込んでいます。
ところが在宅時間の増加で家庭の電気、ガスの消費量は増えました。
暖房を中心に電気の使用量が増える冬、そして「新しい生活様式」。
今年はいつも以上に上手な電気の利用を心掛けたいですね。

“コロナの冬”の省エネ対策

えられたものの、実質4.4％増と分析しています。
　新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
が厚生労働省から示されています。新しい働き方と
して在宅勤務が広がり、私たちの暮らし方は変化し
ました。これに伴って電気の使用量も以前とは違っ
てきているようです。
　おりしも、菅義偉首相は初の所信表明演説で
「2050年に温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ
とを表明しました。古くは1970年代のオイルショ
ック、10年前の東日本大震災に伴う電力ひっ迫など、
いやでも省エネに迫られる時期がありました。時代
は変わり、短期的には“ウィズ・コロナ”“アフター・
コロナ”、長期的には脱炭素社会を目指していくう
えでも、厳冬期を控えたこの時期、エネルギー消費
効率や、電気の上手な使い方などについて考えを巡
らせたいものです。

Ⅰ コロナ禍で増えた家庭のエネルギー消費

図1　家庭用その他 コロナ影響試算
図2　家庭のエネルギー消費量（電気・ガス・灯油の合計）の
　　　前年同期間比較

図3　省エネルギーラベル（例） 図4　国際エネルギースターロゴ 図5　統一省エネラベル

　国の「省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連
絡会議」は前年10月、エネルギーの消費が増える冬
季（11～3月）を対象にした「冬季の省エネルギー
の取組について」を決定しました。冬の訪れを前に、
日本を省エネルギー・脱炭素社会に転換するため、
国民挙げての取り組みを呼び掛けました。
　特にこの冬は新型コロナウイルスを想定した新し
い生活様式の実践例を参考にしながら、家庭・業務
部門などに対して情報提供を行い、具体的な行動に
結びつけていくことを目指しています。この中から
家庭にかかわる部分を拾ってみましょう。
①住宅・ビルの省エネルギー対応
　新築、増改築、改修などの際は、建築物省エネ法（建
築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）の
基準を踏まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫
による熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行
う。再エネと省エネを組み合わせて一次エネルギー
の収支ゼロを目指した「ＺＥＨ」（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）をはじめとする、エコ住宅の
新築や断熱改修などのエコリフォームに努める。

Ⅱ 冬の省エネルギー対策 ②エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
　省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律）に基づくトップランナー基準の達成状況
を示す省エネルギーラベル（図3）、及び米国環境
保護庁が定めた国際エネルギースターロゴ（図4）
の表示などを参考に、省エネ性能の高い機器の選
択に努める。特に家庭用のエアコン、電気冷蔵庫・
冷凍庫、テレビ、照明器具、電気便座の購入に当
たっては、統一省エネラベル（図5）による多段階
の表示に留意して製品を選ぶ。
③機器の効率的な利用
●冷蔵庫：むだな開閉を控え、開閉は手早く。食

品の傷みに注意しつつ、適切な温度設
定に。放熱スペースの確保のため周囲
と適切な間隔を空けて設置。 

●照　明：不要な照明はこまめに消灯。 
●テレビ：適切な明るさで視聴。視聴しない時は

こまめに消す。 
●暖　房：室温20度が目安。エアコンのフィルタ

ーは適切に清掃。なお、新型コロナウ
イルス感染症予防のため、換気扇や窓
開放により換気を確保。 

●調　理：炊飯器はタイマーを上手に使い、なるべ
く保温時間を短く。

　このほか、経済産業省は今冬の啓発ポスターで、
テレワークにより家庭での利用が長くなっているパ
ソコンの省エネ方法を紹介しています。
　また「冬季の省エネルギーの取組について」は、
環境省の「省エネ製品買換ナビゲーション『しんき
ゅうさん』」の活用を取り上げています。しんきゅ
う＝新旧。省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献
する製品への買い換えを促すウェブサイトです。古
い家電製品を使い続けると、かえって家計の負担が
増えることなどをグラフやイラストで分かりやすく
説明しています（図6）。現在使っている機種と買い
換えを検討している機種が比較検討でき、省エネ効
果を具体的に示してくれます。

　冬季のエネルギー消費の特徴は、夕方（17～19
時頃）にピークが訪れることです。気温が下がり、
夕食の準備を始め、ご家族が仕事や学校から帰宅す
る時間帯。暖房、照明、テレビなどが一斉に使用さ

【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
　電気の安全な使い方と省エ
ネ方法を解説しています。省
エネは夏と冬の季節別、リビ
ング、ダイニングキッチン、
洗面所・浴室・トイレなどの
部屋別に具体的な省エネ方法
を紹介。CO2の削減、石油換
算のエネルギー削減効果など
も分かります。
●電気ｄｅ省エネ
　オフィスや工場の省エネ手
法を紹介しています。「デマン
ド監視で電気料金が下がる理
由」など制度面の解説や設備
更新の効果などについて、具
体例を挙げながらお伝えして

れ始めます。
　この時間帯にエネルギーを最も多く消費するのが
暖房で、エアコンを使っている家庭では電気の使用
量が増えます。国が勧める室温の目安は、先にふれ
た通り20℃です。1℃違うだけで使用量が大きく変
わるので注意したいところです。
　あるエアコンメーカーは適正温度を保つため、自
動運転モードの活用を勧めています。設定温度まで
最大運転を行い、その後は弱や送風に切り替わるモ
ードです。とはいえ、部屋全体の温度が均一になる
わけではありません。サーキュレーターや扇風機を
使って空気を循環すると、早く適正温度に達して省
エネにつながります。
　湿度を適正に保つことも効果的です。湿度が上が
ると体感温度も上昇します。また乾燥するとウイル
スの活動も活発になるので、適正な湿度はコロナ対
策としても有効です。コロナ対策では換気も必要で
すから、外気を部屋に入れざるを得ません。服装に
よる体温調節も心がけましょう。
　このほかの機器の冬の省エネについて、基本的な
事項をチェックシートにまとめました。確認してみ
てください。

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に、ご家庭でできる「省エネ
お役立ち情報」をアップしています。エコライフの
実践と家計の節約にご活用ください。

出所：電力広域的運営推進機関「新型コロナウイルスによる電力需要への影響評価」 出所：住環境計画研究所「新型コロナウイルスの感染拡大及びその防止に
伴う家庭のエネルギー消費への影響分析（第三報）」　　　　　　　
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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➡ 

2021年3月15日必着締切期日

発 表 2021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。

再エネと省エネを組み合わせて一次エネルギーの収支ゼ
ロを目指した住宅を〇〇〇（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス）といいます。〇に入るアルファベット3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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　新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、家庭
の電気使用量は増加傾向にあります。全国の電力安
定供給をつかさどっている「電力広域的運営推進機
関」は、緊急事態宣言が出された2020年4月は家庭
の電気使用量が「在宅率の高まりにより増加した」
と推測しました。同機関の試算では、5～7月もコロ
ナ影響がなかった想定に比べて、使用量が多くなっ
ています（図1）。
　民生用エネルギーに詳しい民間調査研究機関の住
環境計画研究所は、前年7～9月の世帯当たりエネル
ギー消費量（電気、都市ガス・プロパンガス、灯油
を合計）が前年同期間に比べ3.7％増、このうち電
気は5.1％増えたというレポートを公表しました（図
2）。光熱費はエネルギー価格の値下がりで増加が抑

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　いかがでしたか。
　世界的に収束が見えない中で、コロナ禍は２度目
の冬を迎えました。「新しい生活様式」は家庭のエ
ネルギー消費に変化をもたらしています。とはいえ、
できる範囲で取り組む省エネ・節電は不変です。身
体に負担を強いるような我慢型ではなく、上手なエ
ネルギーや電気の使い方を考え、実践していただけ
ればと思います。

02
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

えられたものの、実質4.4％増と分析しています。
　新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
が厚生労働省から示されています。新しい働き方と
して在宅勤務が広がり、私たちの暮らし方は変化し
ました。これに伴って電気の使用量も以前とは違っ
てきているようです。
　おりしも、菅義偉首相は初の所信表明演説で
「2050年に温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ
とを表明しました。古くは1970年代のオイルショ
ック、10年前の東日本大震災に伴う電力ひっ迫など、
いやでも省エネに迫られる時期がありました。時代
は変わり、短期的には“ウィズ・コロナ”“アフター・
コロナ”、長期的には脱炭素社会を目指していくう
えでも、厳冬期を控えたこの時期、エネルギー消費
効率や、電気の上手な使い方などについて考えを巡
らせたいものです。

図6　省エネ家電に買い換えた時の電気代比較

家庭の省エネチェックシート

　国の「省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連
絡会議」は前年10月、エネルギーの消費が増える冬
季（11～3月）を対象にした「冬季の省エネルギー
の取組について」を決定しました。冬の訪れを前に、
日本を省エネルギー・脱炭素社会に転換するため、
国民挙げての取り組みを呼び掛けました。
　特にこの冬は新型コロナウイルスを想定した新し
い生活様式の実践例を参考にしながら、家庭・業務
部門などに対して情報提供を行い、具体的な行動に
結びつけていくことを目指しています。この中から
家庭にかかわる部分を拾ってみましょう。
①住宅・ビルの省エネルギー対応
　新築、増改築、改修などの際は、建築物省エネ法（建
築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）の
基準を踏まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫
による熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行
う。再エネと省エネを組み合わせて一次エネルギー
の収支ゼロを目指した「ＺＥＨ」（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）をはじめとする、エコ住宅の
新築や断熱改修などのエコリフォームに努める。

②エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
　省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律）に基づくトップランナー基準の達成状況
を示す省エネルギーラベル（図3）、及び米国環境
保護庁が定めた国際エネルギースターロゴ（図4）
の表示などを参考に、省エネ性能の高い機器の選
択に努める。特に家庭用のエアコン、電気冷蔵庫・
冷凍庫、テレビ、照明器具、電気便座の購入に当
たっては、統一省エネラベル（図5）による多段階
の表示に留意して製品を選ぶ。
③機器の効率的な利用
●冷蔵庫：むだな開閉を控え、開閉は手早く。食

品の傷みに注意しつつ、適切な温度設
定に。放熱スペースの確保のため周囲
と適切な間隔を空けて設置。 

●照　明：不要な照明はこまめに消灯。 
●テレビ：適切な明るさで視聴。視聴しない時は

こまめに消す。 
●暖　房：室温20度が目安。エアコンのフィルタ

ーは適切に清掃。なお、新型コロナウ
イルス感染症予防のため、換気扇や窓
開放により換気を確保。 

●調　理：炊飯器はタイマーを上手に使い、なるべ
く保温時間を短く。

　このほか、経済産業省は今冬の啓発ポスターで、
テレワークにより家庭での利用が長くなっているパ
ソコンの省エネ方法を紹介しています。
　また「冬季の省エネルギーの取組について」は、
環境省の「省エネ製品買換ナビゲーション『しんき
ゅうさん』」の活用を取り上げています。しんきゅ
う＝新旧。省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献
する製品への買い換えを促すウェブサイトです。古
い家電製品を使い続けると、かえって家計の負担が
増えることなどをグラフやイラストで分かりやすく
説明しています（図6）。現在使っている機種と買い
換えを検討している機種が比較検討でき、省エネ効
果を具体的に示してくれます。

　冬季のエネルギー消費の特徴は、夕方（17～19
時頃）にピークが訪れることです。気温が下がり、
夕食の準備を始め、ご家族が仕事や学校から帰宅す
る時間帯。暖房、照明、テレビなどが一斉に使用さ

【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
　電気の安全な使い方と省エ
ネ方法を解説しています。省
エネは夏と冬の季節別、リビ
ング、ダイニングキッチン、
洗面所・浴室・トイレなどの
部屋別に具体的な省エネ方法
を紹介。CO2の削減、石油換
算のエネルギー削減効果など
も分かります。
●電気ｄｅ省エネ
　オフィスや工場の省エネ手
法を紹介しています。「デマン
ド監視で電気料金が下がる理
由」など制度面の解説や設備
更新の効果などについて、具
体例を挙げながらお伝えして

れ始めます。
　この時間帯にエネルギーを最も多く消費するのが
暖房で、エアコンを使っている家庭では電気の使用
量が増えます。国が勧める室温の目安は、先にふれ
た通り20℃です。1℃違うだけで使用量が大きく変
わるので注意したいところです。
　あるエアコンメーカーは適正温度を保つため、自
動運転モードの活用を勧めています。設定温度まで
最大運転を行い、その後は弱や送風に切り替わるモ
ードです。とはいえ、部屋全体の温度が均一になる
わけではありません。サーキュレーターや扇風機を
使って空気を循環すると、早く適正温度に達して省
エネにつながります。
　湿度を適正に保つことも効果的です。湿度が上が
ると体感温度も上昇します。また乾燥するとウイル
スの活動も活発になるので、適正な湿度はコロナ対
策としても有効です。コロナ対策では換気も必要で
すから、外気を部屋に入れざるを得ません。服装に
よる体温調節も心がけましょう。
　このほかの機器の冬の省エネについて、基本的な
事項をチェックシートにまとめました。確認してみ
てください。

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に、ご家庭でできる「省エネ
お役立ち情報」をアップしています。エコライフの
実践と家計の節約にご活用ください。

“コロナの冬”の省エネ対策

Ⅲ 家庭の省エネチェック

Ⅳ 当協会が提供する省エネ情報

省エネ製品買換ナビゲーション『しんきゅうさん』から抜粋 https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/

経済産業省・省エネポータルサイト「無理のない省エネ節約」を基に作成 (https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto)

※2 ほぼ同じ明るさの一般電球と
電球形LEDランプとの比較

電球をLEDに－85％

照明器具

※2

※1 定格内容積401～450Lの
10年前冷蔵庫と最新冷蔵庫の比較

10年前と比べて－43％

電気冷蔵庫

※1

※5 2008年の製品と最新の製品の
年間消費電力量の比較（瞬間式）。
節電機能を使用した場合。

10年前と比べて－33％

温水洗浄便座

※5

※3 2010年の32V型液晶テレビと
2018年の32V型液晶テレビの比較

8年前と比べて－32％

テレビ

※3

※4 冷暖房兼用・壁掛け形・
冷房能力2.8kWクラス省エネルギー型
の代表機種の単純平均値。

10年前と比べて－4％

エアコン

※4

エアコン

電気カーペット
こたつ
照明器具

テレビ

パソコン

電気冷蔵庫

食器洗い乾燥機
風呂給湯器
温水洗浄便座

設定温度は20℃前後に。窓は厚手で床まで届く長いカーテンが効果的。
扇風機・サーキュレーターを併用して、暖まった空気を循環させる。
断熱マットを敷いて効率アップ。設定温度は「中」以下に。
上掛けと敷布団を併用。上半身はカーデガンなど衣類を一枚多めに。
白熱電球が残っていたら、電球形LEDランプに交換がおすすめ。
つけっぱなしにしたままで家事などの他の用事をしない。
明るさセンサー、無信号自動オフなどの省電力機能を活用。
省エネモードに自動的に切り替わる「国際エネルギースターロゴ」(図４)がついた機種を選ぶ。
庫内温度は控えめに。「強」になっていたら「中」や「弱」に。
詰め込みすぎず、ドアの開閉は少なく、手早く。
まとめ洗いで電気・水道代を節約。洗浄後はふたを開け、余熱を生かす。
入浴は間隔をあけずに。シャワーの流し放しは禁物。
暖房便座の温度は低めに。フタを開けたままにしない。
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山梨事業本部 都留事業所　加賀美　元次　

の 記 録 から現場
屋外キュービクル内に雪が舞い込み全停電

　自然はときに人間の想像を超
える事象を引き起こします。め
ったに生じない条件や状況が重
なった結果、思ってもみなかっ
た事態が生じる場合があります。
特に気象条件が厳しくなる冬季
は、予断をもたずに十分な備え
をしたいものです。

◆　　◆　　◆
　総合監視指令センターにお客
さまから「事務所が停電したので、
直ちに対応してほしい」と連絡が
入りました。その日は天気が良く、
停電するような原因は思い当たり
ませんでしたので、電気製品の
使い過ぎによりブレーカーが切れ
たか、あるいは電気配線系統に
水分が浸透したことによる絶縁
低下で漏電遮断器が動作したの
だろう、などと原因を考えながら
現場に向かいました。

　到着した時、お客さまの事業
場は真っ暗で静まりかえっており、
嫌な予感がしました。お客さまに
お聞きしながら使用機器の稼働
状況を確認すると、全館停電し
ていることが分かりました。
　原因を調査するため、キュー

ビクルへ向かいました。途中に
ある高圧交流気中負荷開閉器(Ｐ
ＡＳ)を確認すると、高圧地絡継
電器に動作表示が出ておりＰＡ
Ｓが動作したことによる停電と
判明しました。
　さらに原因を詳しく調べるた
め、キュービクルの扉を開きま
した。すると不思議なことに、
扉がきちんと閉まっていたにも
かかわらず、キュービクルの中
に雪が積もって、小さな雪山に
なっているではありませんか！
　安全措置を行い、キュービク
ル内の高圧機器の絶縁抵抗を測
定したところ０ＭΩ（メグオー
ム）を示し、絶縁不良であるこ
とが判明しました。キュービク

ル内に雪が吹き込み、高圧充電
部に水分が付着したことで絶縁
が低下し、高圧地絡継電器が動
作して全停電になったのです。
　では、なぜ扉の閉まっていたキ
ュービクルの中に雪が積もってし
まったのでしょうか。外観からは
雪や鳥などが入り込むような穴や
隙間は見当たりません。雪の浸入
経路、痕跡状況をよく確認してみ
ると、キュービクルの下部に換気
のための小さな穴が開いているこ
とが分かりました。

　「下部のこんな小さな穴から雪
が入り込むのだろうか？」と疑
問に思い、前日の気象状況を確
認したところ、昨晩は、降雪に
加え強風の時間帯があったこと
が分かりました。風が小雪を巻
き上げたことと、風向きと長時
間にわたる強風など、稀な気象
条件が重なったことから、本来
は換気が目的の小さな穴から想
定外に雪が舞い込み、キュービ
クル内に堆積して、高圧地絡事
故に繋がってしまった事が分か

りました。
　雪を除去してキュービクル内
を清掃後、乾燥させると絶縁抵
抗が回復しました。他に異常の
ない事を確認し、無事復旧とな
りました。

◆　　◆　　◆
　今回のケースは稀な事例でし
た。通常の雨などの天候では下
部の穴から雨水が浸入すること
はありません。しかし、暴風雨
や降雪後の月次点検では雨水な
どの浸入の痕跡を見落とさない
よう注意深く点検して、事故を
未然に防ぐことの大切さに気づ
きました。
　今後もお客さまの立場に立ち、
電気主任技
術者として
電気事故防
止に取り組
んでいきた
いと思いま
す。 
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地元の人々に愛される駅ビル

　東京都江戸川区の平井は、旧中
川と荒川に囲まれた緑豊かな地域
です。東京都心へのアクセスが良
い割に家賃や物価が安いことから、

住みやすいベッドタウンとして人気
です。
　2018年3月、そんな街に新しい
商業施設がオープンしました。JR
平井駅に直結する「シャポーロコ
平井」。黒を基調としながら随所に
江戸の伝統色を取り入れた和モダ
ンの外観は、江戸らしさを残す平
井によくマッチしています。
　ジェイアール東日本都市開発が
展開する商業施設「シャポー」。
その中で「ロコ」が付くのは、こ
こだけです。ハワイ語の「ロコ」
は「ローカル（地元）」を意味する
言葉。シャポーブランドのコンセプ
トである「つながり」を大切にし
ながらより地元感を意識し「地元

のお客さまに愛着をもってもらいた
い」という思いを込めて名付けら
れました。

江戸川らしさ溢れる平井

　ここで改めて、平井の地域特性
について説明しましょう。
　江戸時代、平井には中川（旧中
川）を渡るための「平井の渡し」
があり交通の要衝でした。隣接す
る平井・小松川の両村は幕府の御
鷹場として指定され、8代将軍・
徳川吉宗も鷹狩りに訪れています。
今ではすっかりおなじみの小松菜
は、当時は名前も付いていないた
だの青菜でした。鷹狩りに訪れた
将軍をもてなす際に料理に出したと
ころ、将軍が大層気に入り、小松
菜と命名したという逸話があります。
　明治時代に入ると、江戸川区で
最初の駅となる平井駅が開業。そ
の後は大手メーカーの本社と工場
が置かれるなど「職住近接の街」
として発展しました。そして現在は、
水と緑に恵まれた江戸川らしさ溢
れる街として親しまれています。
　旧中川沿いは花見スポットとして
も知られ、ソメイヨシノよりも一足早
く、河津桜が2月下旬から3月中旬
に見頃を迎えます。また、荒川河
川敷にある平井運動公園では、秋
になると18万本のコスモスが咲き
誇り、地元住民だけでなく、近隣
からもたくさんの人々が訪れます。

「普通にちょっといいもの」

　シャポーロコ平井には、「普通に
ちょっといいもの」が手に入る9つ
のショップが並びます。
　たとえば「フードウェアハウス」は、
目利きのバイヤーが日本と世界各
地から選んだこだわり食品を扱う

お店です。コロナ禍で“巣ごもり
消費”が拡大した今年は、例年以
上に地元住民の毎日の食卓に彩り
を添えています。他にも、駅を利
用がてら思わず立ち寄りたくなるよ
うな、良質なデイリーユースのショ
ップが集まっています。
　また、この地域は閉店時間が早
い店が多く、帰宅時間が遅くなる
と食事はコンビニに頼らざるを得ま
せんでした。シャポーロコ平井のシ
ョップは比較的遅い時間まで営業
しているため、遅めの通勤者もテイ
クアウトが可能です。

限定ポイント2倍デーも

　他のJR駅ビル同様、シャポーロ

コ平井の全店舗でもJR東日本グル
ープの共通ポイント「JRE POINT」
が利用可能です。還元率は100円
（税抜）につき1ポイント。クレジッ
トカード機能付きのものなら、3ポ
イント貯まります。シャポーロコ平
井限定のポイント2倍デ―は、毎月
第2金曜日と第4金曜日。
　JRE POINTは加盟店だけでは
なく、Suicaを利用して電車に乗る
際にもポイントが貯まり、買い物
や飲食時に使えるお得な制度です。
駅近くにお住まいの方、ＪＲで通勤
している方など、入会を検討してみ
てはいかがでしょう。

専門知識で駅ビルを守る

　「シャポーロコ平井には、他の商
業施設とは明らかに異なることがあ
ります」。そう話すのは、ジェイア
ール東日本都市開発のショッピング
センター事業本部・担当課長の高
橋一利さん。
　「言うまでもありませんが、シャ
ポーロコ平井は駅ビルだということ

です。駅と直結する駅ビルは、電
気系統が複雑で、より専門的な知
識や経験が求められます。その点、
関東電気保安協会さんは駅の施設
での経験も豊富なので、安心して
お任せできます」
　商業施設における電気系統のト
ラブルは、お客さまの安全と安心
に関わるため、絶対に起こすこと
はできません。また、電気が止まり、
飲食店などで冷蔵・冷凍庫が使え
なくなると、最悪の場合は食材を
廃棄せざるを得なくなります。当
協会は定期的にシャポーロコ平井
の保守点検を行い、状況を報告し
ています。
　「電気のプロから『異常なし』と
いう報告を受けると、毎回安心し
ますね」。高橋さんはそう話します。
地元住民にとって、今や生活の一
部となっているシャポーロコ平井。
当協会はその安全と安心を守り続
けるという強い思いを持ち、これか
らも電気のプロとして、責務を全う
してまいります。

平井の街にマッチした和モダンの外観

こ ん に ち はまさ客お
シャポーロコ平井

〒132-0035　東京都江戸川区平井3-30-1
TEL： 03-3673-8761

コンコース沿いに並ぶ食品、お惣菜の店舗

焼きたてパンでおなじみのヴィ・ド・フランス国内外のこだわりの食品がそろうフードウェアハウス

１F フロアマップ ※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。

ジェイアール東日本都市開発
ショッピングセンター事業本部・担当課長

高橋 一利さん

JR平井駅
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特　集 2

1 電気火災の実態

　令和元年中、東京消防庁管内
では4,085件の火災が発生し、そ
のうち電気設備機器などによる
火災（以下「電気火災」という。）
は1,283件（前年比78件増加）と、
全火災件数の31.4％を占めてい
ます。電気火災は、年々増加し4
年前と比べ200件以上増加して
います（表参照）。

2 電気火災の出火原因別
　  発生状況

　令和元年中の電気火災1,283件
の出火原因をみると、｢維持管理

不適｣が465件、｢取扱方法不良｣
が311件、「設置（取付）工事方
法不良」が82件、「取付位置不適」
が62件などとなっており、使用
者の取扱いに起因する火災がほ
とんどです（図1参照）。

　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書
などを良く読み、正しく使用し
ましょう。

3 身近な家庭電気製品の
　  火災

　令和元年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
リチウムイオン電池が102件、
電気ストーブ及び差込みプラグ
が各85件、コードが61件、コン
セントが56件、屋内線が56件な
どとなっています（図2参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり、高熱を
発することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを近くに置かないなど、十分
な注意が必要です。就寝時は電
源を切り、使用しないでください。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、差込
みプラグのトラッキング現象や
コンセント内部の接続部の緩み
による発熱、プラグをコンセン
トに差込む際のアース線やヘア
ピン等の挟み込みなどを要因と
する火災が発生しています。
　このようなことを防ぐため、
普段から使用している電気製品
や電源コード、コンセント、差

込みプラグなどの点検を行うこ
とが大切です。また、日常使用
していない器具は、差込みプラ
グをコンセントから抜いておく
よう心がけてください。

4 トラッキング現象による
　  火災

　令和元年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラ
グや電気機器の電源プラグのト
ラッキング現象による火災が30
件発生（前年比4件減
少）しています。トラッ
キング現象とは、コン
セントに差し込んだプ
ラグの差し刃間に付着
した綿埃等が湿気を帯
びて微小なスパークを
繰り返し、やがて差し
刃間に電気回路が形成
され出火する現象を言
います（図3・写真1
参照）。
　トラッキング現象に
よる火災は、隠れた部
分で発生することから、
発見が遅れて思わぬ被

害に繋がる場合があります。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。長時間差
したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。
　特に、埃や湿気の多い環境で
使われているものや、家具等の
陰に隠れているものには、注意
が必要です。

5 コンセント、差込み
　  プラグ等による火災

　延長コードの差込みプラグや
電気機器の電源プラグをコンセ
ントやテーブルタップに差し込
む際、アース線やヘアピンなど
を挟み込んでしまい、ショート
して出火する火災が増加してい
ます。令和元年中に発生したこ
のような火災は45件（前年比18
件増加）で、最近10年間で最も
多く発生しました（図4・写真2
参照）。
　電気機器の使用の有無にかか
わらず、コンセントに電源プラ
グを接続しているときには通電
しており、感電や火災の危険が
あることを認識しましょう。

6 令和元年中の
　  電気火災事例

  事例１
壁付コンセント部分に接続され
たテーブルタップの差込みプラ
グから出火した火災
●出火箇所
　……調理場
●被害状況
　……建物ぼや1棟、壁付コンセ

　　ント、テーブルタップ焼損
　この火災は、複合用途建物の3
階調理場から出火したものです。
　出火原因は、壁付コンセント
に接続されたテーブルタップの
差込みプラグ（可動部分）と壁付
コンセントの接続部分が過熱し、
出火したものです（写真3、4参照）。
　店長と従業員は営業中の調理
場からゴムが焦げたような臭い
を感じ周囲を確認すると、壁付
コンセントとテーブルタップの
差込みプラグ接続部分から白煙
が出ているのを発見したため、

差込みプラグを抜いて消火して
います。

  事例２
純正品でないバッテリパックか
ら出火した火災
●出火箇所
　……居室
●被害状況
　……建物ぼや1棟　コードレス
　　　掃除機1台等焼損
　この火災は、長屋兼共同住宅
の2階居室から出火したものです。
　出火原因は、コードレス掃除
機に純正品でないバッテリパッ
クを取り付けて充電したため
バッテリ内部が短絡し出火した
ものです（写真5、6参照）。
　1階に居住する住人が部屋にい
たところ、徐々に室内が煙臭く

電気火災を防ごう

なってきたため外に出て確認す
ると、2階の別号室の窓から煙が
出ているのを発見し、119番通
報しています。

7 小さなこげ跡でも
　  「通報」を！

　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、この結果

を基に、電気に起因する火災の
予防対策の普及に努めています。
　電気製品の「小さなこげ跡」も、
原因を調べて火災予防につなげ
ており、119番通報するかどう
か悩んだときは東京消防庁ホーム

東京消防庁

ページ（https ://www.t fd .  
metro. tokyo.lg.jp）や東京消
防庁公式アプリ内の東京消防庁
版電気製品火災相談ガイドをご
覧になるか、お住まいの管轄消
防署にご相談ください。

電気は、私たちの日常生活において必要不可欠なエネルギーとして
社会の隅々まで深く浸透しています。その一方、電気や電気製品にかかわる火災は、
東京消防庁管内で毎年1,000件以上発生しており、全火災件数に対する割合は
近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者による不適切な維持管理や、
不注意な取扱いによるものなどがあげられます。　　　　　

【写真1】　トラッキング火災（再現実験）

【図3】　トラッキング現象図解
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1 電気火災の実態

　令和元年中、東京消防庁管内
では4,085件の火災が発生し、そ
のうち電気設備機器などによる
火災（以下「電気火災」という。）
は1,283件（前年比78件増加）と、
全火災件数の31.4％を占めてい
ます。電気火災は、年々増加し4
年前と比べ200件以上増加して
います（表参照）。

2 電気火災の出火原因別
　  発生状況

　令和元年中の電気火災1,283件
の出火原因をみると、｢維持管理

不適｣が465件、｢取扱方法不良｣
が311件、「設置（取付）工事方
法不良」が82件、「取付位置不適」
が62件などとなっており、使用
者の取扱いに起因する火災がほ
とんどです（図1参照）。

　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書
などを良く読み、正しく使用し
ましょう。

3 身近な家庭電気製品の
　  火災

　令和元年中における家庭電気
製品の火災発生状況をみると、
リチウムイオン電池が102件、
電気ストーブ及び差込みプラグ
が各85件、コードが61件、コン
セントが56件、屋内線が56件な
どとなっています（図2参照）。
　電気ストーブは、見た目には
直火（炎）がなく安全に思えま
すが、暖房器具であり、高熱を
発することに変わりありません。
使用に際しては、燃えやすいも
のを近くに置かないなど、十分
な注意が必要です。就寝時は電
源を切り、使用しないでください。
　また、差込みプラグやコンセ
ントといった配線器具は、差込
みプラグのトラッキング現象や
コンセント内部の接続部の緩み
による発熱、プラグをコンセン
トに差込む際のアース線やヘア
ピン等の挟み込みなどを要因と
する火災が発生しています。
　このようなことを防ぐため、
普段から使用している電気製品
や電源コード、コンセント、差

込みプラグなどの点検を行うこ
とが大切です。また、日常使用
していない器具は、差込みプラ
グをコンセントから抜いておく
よう心がけてください。

4 トラッキング現象による
　  火災

　令和元年中、東京消防庁管内
では、延長コードの差込みプラ
グや電気機器の電源プラグのト
ラッキング現象による火災が30
件発生（前年比4件減
少）しています。トラッ
キング現象とは、コン
セントに差し込んだプ
ラグの差し刃間に付着
した綿埃等が湿気を帯
びて微小なスパークを
繰り返し、やがて差し
刃間に電気回路が形成
され出火する現象を言
います（図3・写真1
参照）。
　トラッキング現象に
よる火災は、隠れた部
分で発生することから、
発見が遅れて思わぬ被

害に繋がる場合があります。
　トラッキング現象による火災
を防ぐため、差込みプラグは、
使用時以外はコンセントから抜
くようにしましょう。長時間差
したままのプラグ等は、定期的
に点検し、乾いた布等で清掃し、
発熱等の異常がある場合は、交
換しましょう。
　特に、埃や湿気の多い環境で
使われているものや、家具等の
陰に隠れているものには、注意
が必要です。

5 コンセント、差込み
　  プラグ等による火災

　延長コードの差込みプラグや
電気機器の電源プラグをコンセ
ントやテーブルタップに差し込
む際、アース線やヘアピンなど
を挟み込んでしまい、ショート
して出火する火災が増加してい
ます。令和元年中に発生したこ
のような火災は45件（前年比18
件増加）で、最近10年間で最も
多く発生しました（図4・写真2
参照）。
　電気機器の使用の有無にかか
わらず、コンセントに電源プラ
グを接続しているときには通電
しており、感電や火災の危険が
あることを認識しましょう。

6 令和元年中の
　  電気火災事例

  事例１
壁付コンセント部分に接続され
たテーブルタップの差込みプラ
グから出火した火災
●出火箇所
　……調理場
●被害状況
　……建物ぼや1棟、壁付コンセ

　　ント、テーブルタップ焼損
　この火災は、複合用途建物の3
階調理場から出火したものです。
　出火原因は、壁付コンセント
に接続されたテーブルタップの
差込みプラグ（可動部分）と壁付
コンセントの接続部分が過熱し、
出火したものです（写真3、4参照）。
　店長と従業員は営業中の調理
場からゴムが焦げたような臭い
を感じ周囲を確認すると、壁付
コンセントとテーブルタップの
差込みプラグ接続部分から白煙
が出ているのを発見したため、

差込みプラグを抜いて消火して
います。

  事例２
純正品でないバッテリパックか
ら出火した火災
●出火箇所
　……居室
●被害状況
　……建物ぼや1棟　コードレス
　　　掃除機1台等焼損
　この火災は、長屋兼共同住宅
の2階居室から出火したものです。
　出火原因は、コードレス掃除
機に純正品でないバッテリパッ
クを取り付けて充電したため
バッテリ内部が短絡し出火した
ものです（写真5、6参照）。
　1階に居住する住人が部屋にい
たところ、徐々に室内が煙臭く

電気火災を防ごう

なってきたため外に出て確認す
ると、2階の別号室の窓から煙が
出ているのを発見し、119番通
報しています。

7 小さなこげ跡でも
　  「通報」を！

　東京消防庁では、電気や電気
製品にかかわる火災の原因につ
いて調査を実施して、この結果

を基に、電気に起因する火災の
予防対策の普及に努めています。
　電気製品の「小さなこげ跡」も、
原因を調べて火災予防につなげ
ており、119番通報するかどう
か悩んだときは東京消防庁ホーム

ペ ージ（https ://www.t fd .  
metro. tokyo.lg.jp）や東京消
防庁公式アプリ内の東京消防庁
版電気製品火災相談ガイドをご
覧になるか、お住まいの管轄消
防署にご相談ください。

【写真3】
壁付コンセント周辺の
焼損状況

【写真5】
焼損したコードレス掃除機の状況

【写真4】
テーブルタップの差込みプラグ（可動部分）の
焼損状況

【写真6】
焼損した純正品でないバッテリパックの状況

■差込みプラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張らないで、プラグ本体を持つように
しましょう。
■差込みプラグは、コンセントと緩みがないか点検しましょう。
■コードが、家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより傷ついたりしないように注
意しましょう。
■コードを束ねたり、ねじれたままの状態で使用したりしないようにしましょう。
■コンロの上方など、コードが加熱されるような場所での使用はやめましょう。
■コードを柱などにステップル止めをするのはやめましょう。
■コンセントやコードには、使用できる電流や電圧に制限があります。表示されている電流
や電圧を確認して使用しましょう。
■心線（コードなどの中心部にある銅線）同士をねじり合わせて、直接つなげて使用するこ
とは危険です。コードに不具合が生じた時は、専門の業者に点検を依頼し、修理してから
使用しましょう。
■コード短絡保護機能付分電盤を設置しましょう。

■物置きやクローゼット内などは白熱電球の近くに、衣類や寝具を置かないようにしましょ
う。
■クリップ式の白熱電球は、傾きや緩みでずれていないか点検しましょう。
■蛍光灯の安定器は、定期的に点検や交換を行いましょう。
■直管 LED ランプに交換する際は、蛍光灯照明器具との組合せが適合しているか確認しま
しょう。
■照明器具に衣類やタオルなどの物をのせたり、覆いかぶせたりしないようにしましょう。
■照明器具を使用した後は、スイッチを必ず切り、安全を確認しましょう。

■使用する前に、電気製品の取扱説明書をよく読みましょう。
■使用していない電気製品の差込みプラグは、コンセントから抜いておきましょう。
■故障した場合は、自分で分解せず、専門の業者に修理を依頼しましょう。
■電熱器等の電気製品の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。
■長年使用していなかった電気製品は、使用する前に専門の業者に点検を依頼して、安全を
確認してから使いましょう。
■長年使用している電気製品は、異常の有無を点検しましょう。

■普段から、使用後は電気器具のスイッチを必ず切るとともに、差込みプラグをコンセント
から抜く習慣を身につけましょう。
■感震機能付住宅用分電盤を設置しましょう。
■地震後、避難する前にブレーカーを切り、電気に起因する火災の発生を防止しましょう。
■断線したり、垂れ下がったりしている電線には、絶対に触れないようにしましょう。
■一度水につかった屋内配線や電気機器は、漏電や火災の原因となりますので、使用しない
でください。

コンセント
プラグ
コード

白熱電灯
蛍光灯

電気製品全般

地震、
風水害時の
火災等
防止対策

≪電気火災を防ぐポイント≫
【写真2】
ヘアピンを挟み込んだ状況【図4】　最近１０年間の挟み込みによる火災発生件数
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　Ｈ－Ⅱ型ロケット越しに仰ぎ見るのは筑波山。茨
城県つくば市、あなたが持つイメージは、科学の拠
点でしょうか。それとも関東のランドマークのお膝
元でしょうか？ 
　筑波研究学園都市は、高水準の研究と教育の拠点
形成を目指す国家プロジェクトとして誕生しました。

東京などの国の試験研究機関等を計画的に移転し、
現在では筑波大学やJAXA（宇宙航空研究開発機構）
など公的な研究・教育機関をはじめ、多数の民間研
究機関・企業が立地しています。研究職に従事する
人は2万人超。国内最大のサイエンスシティです。

　
未来と懐かしい風景が同居

　気鋭の建築家たちが50年を見越して設計したとい
う未来都市・つくばセンター（つくば駅）の周辺を
離れると、広く平坦な台地に懐かしい田園風景が広
がり始めます。その先に近づいてくるのが霊峰・筑
波山。
　標高877ｍの女体山と同871ｍの男体山。2つの頂
上を持ち、なだらかに広がる裾野が特徴の筑波山は、
日本百名山の一つに数えられています。古くは万葉
集に詠まれ、｢西の富士、東の筑波｣と称されて人々に
親しまれてきました。2つの山頂付近へはそれぞれ、
中腹からケーブルカー、ロープウエーで登ることが
できます。登山ルートも複数あり、ケーブルカー沿
いに男体山を目指す「御幸ヶ原コース」で約90分です。
　筑波山は独立峰のように視界が開け、「関東の富士
見百景」に選ばれるなど、その素晴らしい眺望が魅
力です。ふもとのつくば市、土浦市の市街地はもと
より、東京都心部のきらめく夜景が望めます。

小トラベル好奇心
いっぱい！

夕暮れ時の筑波山山頂からの眺望。9月から2月末までの土日祝日は、ロープウエーが運転時間を延長しています

（記事提供　電気新聞）

秋葉原駅からつくばエクスプレス（TX）
快速で約45分、東京駅から高速バスで
約65分
常磐自動車道谷田部ICから県道19号

公共交通の場合

自動車の場合

： 

：

【筑波山神社】
　約3000年の歴

史があります。筑

波山をご神体と仰

ぎ、境内は約370 

ha（東京ドーム約

79個分）の広さ。

男体山、女体山の

山頂に祭る本殿も

含まれます。山の

【サイエンスツアーバス】

　科学のまち・つくばの代表的な研究施設を訪ねる循環バ

スが運行しています。つくばセンターバスターミナルを発

車し、ルートは2通り。北回りは「地図と測量の科学館」（国

土地理院）→「筑波実験植物園」、南回りは「つくばエキスポ

センター」（世界最大級のプラネタリウムなど）→「地質標本

館/サイエンス・スクエアつくば」（産業技術総合研究所）→

「JAXA筑波宇宙センター」を巡回します。1日何度でも乗り

降り自由です。
●土日祝日（年末年始除く）と夏休み期間（月曜除く）運行
●乗車券：大人500円、子供（小学生）250円、幼児無料
※有料施設は別途入場料が必要です

【セグウェイツアー】
　日本では公道走行

が認められていない、

立ち乗り電動二輪車

「セグウェイ」ですが、

つくば市では公道を

走るガイドツアーが

楽しめます。「モビ

リティロボット実験

特区」の認定を受け、

実験の扱いで実施し

ているのです。所要

【つくば道】
　三代将軍・徳川家光の時代に資材運搬道として造られた

のち、筑波山の参詣道となりました。門前町として栄えた

北条地区に残る石造りの道標を起点に約3km。沿道には、

江戸末期の土蔵造り住宅、昭和初期の洋風建築の旧郵便局

茨城県 つくば市Access┃  アクセス

中腹、一般に神社と思われているのは拝殿です。

　2～ 3月の梅まつり期間などには、拝殿の山門脇で地元

の保存会による大道芸「ガマの油売り」の口上が見られます

（コロナ禍のため、前年は中止）。
●TXつくば駅から直行筑波山シャトルバス「筑波山神社入口」下
車

時間は約2時間30分。参加者は教習を受けたのち、インス

トラクターの引率で、つくばエキスポセンター、松見公園

など研究学園都市中心部の見どころを回ります。

　なお、年齢制限（18歳～概ね70歳まで）や普通自動車免

許証の所持など、参加には条件があります。詳しくはホー

ムページへ。segwaysmile.jp/tour/tsukuba/
●開催日：土日祝日、ホームページからの事前予約が必要
●開始時間（冬季）：９時30分、13時の２回
●料金：9000円（税込）、最大参加人数６名

などが残ります。「日本の道百選」に選ばれています。
●北条地区への交通：つくバス小田シャトル「北条仲町」下車など、
自家用車は「筑波交流センター」駐車場より徒歩10分

公園の池越しに望むH-IIロケット実物大模型（高さ50m）。
1985年の科学万博を記念した「つくばエキスポセンター」のシンボルです

※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

筑波山神社の拝殿

JAXAの
展示館で
見られる
歴代ロケット
の模型

筑波山
ロープウェイ

つくば
エクスプレス

つくば駅
土浦駅

筑波山神社筑波山神社

つくば
エキスポ
センター

つくば
エキスポ
センター

つくば道つくば道

JAXA筑波
宇宙センター
JAXA筑波
宇宙センター

125
6

408

294

常磐自動車
道 JR

常
磐
線

関
東
鉄
道
常
総
線
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─民間規格 「高圧受電設備規程」①─

第 回

電気事業法と各種手続き（21）

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。　
今回から法制度と一体となって運用される民間自主規格です。
はじめに「高圧受電設備規程」を取り上げます。

（記事提供：日本電気協会技術部、新聞部〔電気新聞〕）

電気保安の法令・規格等イメージ

出所：経済産業省資料「民間規格評価機関の用件の適合性について」

73 
　国の規定に基づき、電気保安における民間規格評価機関となっているのが、日本電気技術規格委員会
（ＪＥＳＣ）です。同委員会は電気工作物の保安にかかわる民間24団体によって、1997（平成9）年に
設立されました。これまで、公正・中立な立場で民間規格を策定・評価することにより、新たな知見や
技術の規格への迅速な反映、公共の安全の確保を目指す活動に取り組んできました。
　国が定めた民間規格評価機関の要件を満たすべく、同委員会は民間規格の制定・改定プロセスを評価
する仕組みなどを取り入れるとともに、学識経験者や第三者機関の委員で構成した外部評価機関の
チェックを受ける仕組みをつくりました。さらに国の立ち合い確認、定期報告の義務付けなどによって、
2020年7月民間規格評価機関としての適合性が確認されました。

日本電気技術規格委員会

▶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。

　電気保安を確保するための法令は電気事業

法が大本にあり、それに基づく省令として各種

技術基準が制定されています。

　自家用電気工作物などを扱う「電気設備技術基準」

（電技）は、安全確保のため達成すべき目標、性能の

みを示す性能規定です。狙いは新技術や創意工夫の

導入促進であり、具体的な資機材や施工方法などは規

定していません。「電気設備技術基準の解釈」（電技解

釈）において、この省令の技術的要件を満たす具体例

が示されています。

　民間規格は、電技、電技解釈が規定していない技

術的細目や品質管理にかかわる事項などを定め、国の

法制度と一体となって運用されることで、一層の安全

　はい。高圧受電設備規程は「自家用電気工

作物に施設される高圧受電設備が原因となる

電気事故や波及事故を防止するための施設基準、機

器材料の選定及び保守点検方法、保護協調・絶縁協

調の確保や、国のガイドライン・電技省令及び解釈の

遵守に係わる高調波対策及び系統連系に関する技術

的要件」について規定した民間自主規格です。

　自家用電気工作物にかかわる部分について平たく言

えば、高圧受電設備（キュービクル）を設置してよい場所、

機器材料の選定、電線の太さ、容量の制限などが、

具体例を交えながら示されています。

　国は2020年７月、要件を満たした評価機関

により承認された民間規格等であれば、技術

基準に合致するものとみなすことを規定しました。これ

によって、電技解釈への引用が効率化され、民間で培

った技術やノウハウが一層スムーズに導入されていくこ

とが期待されます。

　この規定に基づき、電気設備に関する民間規格評

価機関として日本電気技術規格委員会（ＪＥＳＣ）が国

　1973（昭和48）年、国は「高圧受電設備の施

設指導要領」を制定しました。経済活動が急

速に発展するなかで、高圧受電設備は現地組み立て式

（開放式）が主流だった時代が終わり、キュービクル式

へ移行して来たことが背景にあります。

　同指導要領は、波及事故防止の観点から高圧受電

設備の結線方法、使用機器など、自家用電気工作物

を設置する高圧需要家が遵守すべき事項を定めていま

した。具体的には、①保安上の責任分界点②区分開閉

器③主遮断装置④地絡遮断装置⑤結線の簡素化⑥計

器用変成器⑦変圧器の開閉器⑧高圧進相コンデンサ

Q 1 民間規格とは？
その役割は何ですか？

Q 2 今年度、国が新たな制度を
定めたそうですが？

Q 3 民間規格の一つが、
高圧受電設備規程ですね。

Q 4 どのような経緯で
制定されたのですか？

Q 5 内容はどのように
なっていますか？

　序（規程の目的、適用範囲、用語の定義）に

続き、大きく３編と資料で構成しています。章

立ては以下の通りです。

　　第1編　標準施設

　　　　第1章 標準施設

　　　　第2章 機器・材料

　　　　第3章 保守・点検

　　第2編　保護協調・絶縁協調

　　　　第1章 保護協調

　　　　第2章 絶縁協調

　　第３編　高調波対策及び発電設備等の系統連系

　　　　第1章 高調波対策

　　　　第2章 発電設備等の系統連系

　次回から具体的な内容の解説に入ります。

の適合性確認を受けています。

A

A

A

A

A

の開閉器・保護装置⑨その他――という構成内容でし

た。

　日本電気協会は同年、これを分かりやすく解説する

とともに、設備の事故と推移、保護協調、絶縁協調、

保守点検の内容を加えて「高圧受電設備指針」を制定

し、発刊しました。しかし、同指導要領が1995（平成７）

年に廃止され、これに伴って指針もその役割を終える

ことになります。

　ところがその後、電設工事関係者を中心に「民間基

準を残して欲しい」という声が高まりました。そこで、

電気設備の技術基準及び同指針の内容をベースとしな

がら「内線規程」に取り込まれていた高圧受電設備に関

する内容を移管しました。

　さらに参考資料の内容を充実させて、2002年「高圧

受電設備規程」として新規制定されました。日本電気

協会がとりまとめ、これを先に触れた日本電気技術規

格委員会が承認しています。

　同規程は2008年、2014年に改定版が発行されてい

ます。最新の改定では，「アンケート調査などを基にし

た規定内容の見直し及び明確化」「電気設備の技術基

準の解釈改正に伴う規定内容の見直し」及び「関連規

格（JISなど）の制定・改正に伴う規定内容の見直し」が

行われています。

電気事業法

省令

解釈

法
的
義
務

民間規格等

性向上を図ることを目指しています。法令の難解・抽象

的な表現を分かりやすく説明し、最新の知見を迅速に

反映するといった役割もあります。
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電気保安規制を適正化、
事業者保安力も考慮して見直し／経産省

太陽光発電設備の技術基準策定へ。
明確化で事故防止／経産省

　経済産業省は、設備の種類や規模のみで規制強度

を決める現行の電気保安規制を改め、事業者の保安

力なども考慮する体系に見直す方針です。

　電力システム改革の進展などで規制対象となる事

業者が増加、多様化しています。新規参入者などは

大手事業者に比べ、電気保安への投資がおろそかに

なる恐れがあります。一定の自主保安力が認められ

る事業者は規制強度を弱めるなど、国の関与にメリ

ハリをつけて規制を適正化するとともに、電気保安

体制の基盤を維持したい考えです。

　「電気保安制度ワーキンググループ」で事業者の

保安力のほか、経済性や人的資源、行政手続きコス

トなども考慮した規制体系の在り方を検討していき

ます。また、検討ではエネルギー供給強靱化法で創

設された配電事業やアグリゲーター（特定卸供給事

業者）のライセンスも考慮する方針です。こうした

新たな参入形態に応じた電気保安制度の適正化も検

討する方針です。

　経済産業省は、太陽光発電設備に特化した技術基

準を策定する方針です。支持工作物の構造、材料や

土砂流出防止など、満たすべき技術的要件を2020年

度中に明確化することで、保安確保を図ります。今

後は、増加する水上設置型や傾斜地設置型、営農型

太陽光の支持工作物についても、要件を明らかにし

て事故防止につなげる考えです。

　これまで、電気設備全般の技術基準で規定されて

いました。今回、風力発電などと同様に、特化した

技術基準を策定し性能規定化することで、設備増加

や設置形態、設置者・事業者の多様化などに対応し

ます。民間規格や認証制度と迅速に連携できるよう

にします。2021年初めにも意見募集を開始できるよ

う準備を進める方針です。

　技術基準は、地震や風圧など設置環境で想定され

る加重に対しても、安定するような性能を求めます。

技術基準の解釈で、民間規格なども用いて具体的要

件を示す見通しです。新エネルギー・産業技術総合

開発機構（ＮＥＤＯ）が、2020年度に支持工作物に

関する技術的要件の検討に着手しており、経産省は

ＮＥＤＯの検討結果を技術基準の解釈に取り入れる

ことも考えています。

主任技術者の外部委託承認制度、
来年度から代替研修開始／経産省
　経済産業省は、電気主任技術者の選任が免除可能

な外部委託承認制度について、業務受託に必要な実

務経験年数の短縮化につながる研修を2021年４月か

ら始める方針です。第３種電気主任技術者などを対

象に、電気安全に関する法令や設備に関する知識、

設備点検や故障、事故への対応スキルなどを講習し

ます。今後、研修を行う法人を公募し、３月頃に決

定する予定です。

　外部委託の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、人材確保などの観点から、経産省は一定

の研修を前提に、どちらも第１種と同じ３年以上に

短縮する方針を示していました。

　研修の想定時間は計29時間。座学はオンライン受

講も可能とする方針で、科目や範囲、時間は内規で

定めます。研修を行おうとする法人は、内規に基づ

き研修内容を立案し、毎年度、国へ内容の確認を依

頼する必要があります。また、研修を実施する法人

の従業員を優先的に受講させない要件も設ける方針

です。受講料については、実施法人ごとに設定でき

るようにします。
（記事提供　電気新聞）
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広報担当者さま

取材先募集  　
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場合が
　あります。

掲載予定ページ

お待ち
しています！

(     )

無料
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。

●お客さまこんにちは
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敷島生まれ、敷島育ち

　栃木県・那須高原と北海道・
白老町などで9つの牧場を運営す
る敷島ファーム。飼育する黒毛和
牛の数は約1万頭と、その規模は
国内最大クラスです。畜産だけで
なく、農園、食品加工・卸、ホ
テルやレストラン運営など、多角的
に事業を展開しています。
　敷島ファームのこだわりは、自
社牧場で生まれた子牛を、出荷ま

でまごころ込めて育て上げる「敷
島生まれ、敷島育ち」です。牛
肉は最長飼育地が生産地とされま
すので、たとえ地域ブランド牛で
も生まれがその地とは限りません。
その点、敷島ファームの牛は、生
まれも育ちも同じ。これはまさに
牛飼いの原点といえるでしょう。
そして生まれた地で育つということ
は、飼育環境の変化によるストレ
スを回避することにもつながります。
　生育一貫の生産体制により、生
まれてから出荷までのすべての情
報を把握し、徹底した安全管理
が可能となります。敷島ファーム
では、牛が生まれる前からのあら
ゆる情報を詳細に記録・管理でき
るため、一頭一頭の牛に合った最

適な育て方が可能になります。こ
れだけ手間と時間をかけているか
らこそ、安全・安心と最高品質が
両立する黒毛和牛を提供できるの
です。
　敷島ファームのブランド牛は、
「白老和牛」「那須高原敷島牛」「黒
梅牛」の3つ。もちろん、どれも「敷
島生まれ、敷島育ち」なので、お
いしさと安全性は折り紙付きです。

先進的な取り組み

　敷島ファームでは、一般社団法
人家畜改良事業団（LIAJ）との
ゲノミック評価に関する共同研究な
ど、先進的な家畜改良事業にも取
り組んでいます。ゲノミック評価と
は、牛のＤＮＡ情報を分析し、個
体ごとの遺伝的能力を評価する方
法です。この評価値を利用し交配
することにより、スピーディーで的
確な改良が出来るようになりまし
た。
　2019年には「農場HACCP（ハ
サップ）」と「JGAP（ジェイギャ
ップ）」を取得。どちらも食の安
全や飼育環境、労働安全や自然
環境の保全に積極的に取り組む農
場の証となる認証です。開催が延
期された東京オリンピック・パラリ
ンピックの選手村でも、敷島ファ
ームの黒毛和牛が提供される予定
です。
　また、日々排出される糞尿堆肥
を熟成堆肥化し、自社農園での

利用や近隣農家への提供（耕畜
連携）などの循環型農業にも取り
組んでいます。さらに、2019年か
らはIoT技術や自動給餌器を活用
したスマート農業も展開していま
す。こうした先進的な取り組みへ
の挑戦は、チャレンジ精神旺盛な
社風が後押ししているようです。

直営店でお肉を味わう

　敷島ファームの黒毛和牛を味わ
うなら、直営レストラン「ダイニン
グキッチンあ・かうはーど」はい
かがでしょうか。畜産部業務部長
の山本洋平さんに、お薦めのメニ
ューをお聞きしました。
　「香ばしく炙（あぶ）ったロース
トビーフの握り寿司ですね。これ
は自信をもってお薦めできます。
300グラムの黒毛和牛ステーキ
『Mt.那須Rock』は食べ応え抜群。
見た目もインパクトがありますが、
赤身肉を使用しているので意外に
女性でも完食いただけます」
　那須塩原市内には黒毛和牛の
焼肉店「敷島」もあります。厳選
された黒毛和牛を手頃な価格で食
べられると、近隣の方々からも大
人気のお店。特に焼肉ランチが人
気です。同店は東京・新橋にも出

店しています。
　那須塩原の「敷島」には精肉
店の「敷島ミート販売所」が併設
されており、新鮮なお肉だけでな
く、コロッケやメンチカツなどの
惣菜も充実しています。黒毛和牛
を100％使用したビーフカレーは、
自宅で本格的な味が楽しめると評
判です。コロナ禍の今、現地まで
なかなか足を運べないという人は、
公式オンラインショップをチェック
してみてはいかがでしょうか。
　直営ホテルの「ホテル・フロラ
シオン那須」は国内では珍しい、
牧場の中にあるホテルです。那須
高原の豊かな自然を感じることが
できる広々とした客室、上質で滑
らかな泉質の温泉、そして美味し
いお料理。日常を忘れて、至福の
時間を過ごすことができます。
　また「ショップ＆ギャラリー敷
島」には、栃木県足利市出身の
書家・詩人、相田みつをの作品が

常設展示されています。美術館以
外で作品をいつでも鑑賞できるの
は貴重です。相田みつを美術館
公式グッズも販売しています。

信頼に応えて誠心誠意

　これだけの設備を有しているだ
けに「電気の安全は常に気を使い
ます」と山本さんは言います。
　「特に心配なのは、牛が飲む水
です。井戸から電動ポンプで汲み
上げているので、停電などで止ま
ると死活問題です。保安協会さん
は日頃の安全確認はもちろんです
が『設備更新の時期が来ています』
などと、私たちにはわからないプ
ロの視点で教えてくれるので、本
当に助かっています。もう、切っ
ても切れない関係ですね」
　このようなありがたいお言葉を頂
きました。これからもその信頼に
応え続けるために、誠心誠意、職
務を全うしてまいります。

秋晴れの牧場

こ ん に ち はまさ客お
敷島ファーム

〒325-0302　栃木県那須郡那須町大字高久丙1796
TEL： 0287-74-5611

レストラン「ダイニングキッチンあ・かうはーど」

ステーキ、すきしゃぶ用の黒毛和牛 

黒毛和牛ステーキ『Mt.那須Rock』

焼肉店「敷島」

※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。

「ホテル・フロラシオン那須」のホール

畜産部 業務部長山本 洋平さん
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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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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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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。

業界初の「教育版ISO」を
取得しました

　都内の関東電気保安協会本

部で2020年11月10日、認証授

与式が開かれ、山口博理事長

（写真右）が日本品質保証機

構の小林憲明理事長（同左）か

ら登録証を受け取りました。当

協会が取得したISO21001は、

2018年5月に新たに作成された

マネジメントシステム規格です。

それまでも学習サービスを評

価する規格は存在していまし

たが、学習塾や語学学校といっ

た非公式教育に限られていま

した。これを企業内の教育部

門を含む教育組織全般に広げ

たものです。

　規格の要求事項は大きく10

項目あり、経営層のコミットメン

ト、組織内の連絡体制などで

も高い水準を満たす必要があ

ります。認証取得は国内で3例

目、電気保安業界としては初め

てのことです。

　当協会の技術研修所で実施

している職員向け研修が適用

対象です。研修の品質向上はも

ちろん、ステークホルダーから

の信頼醸成、競合他社との差

別化、職員らのモチベーション

向上などにつながることに期待

（記事提供：電気新聞）

しています。

　検討に当たっては、人事部を

中心に品質・安全管理室、調

査、保安、企画の各本部から人

選したプロジェクトチームを設

置。日本品質保証機構の審査

員による講師へのヒアリングな

どを含め、1次、2次審査を経て

取得に至りました。

　本認証により、PDCAサイク

ルを第三者機関にきちんと確認

してもらう仕組みができまし

た。当協会は今後も、さらなる

研修体制の充実に努めてまい

ります。

　研修制度のさらなる充実を目指して、関東電気保安協会は教
育組織全般を対象に作成された国際規格「ISO21001」を取得し
ました。当協会技術研修所（千葉市）で行われる職員向け技術
研修に適用します。PDCAサイクルを適切に回して研修の品質
を高めるとともに、関係者からの信頼性向上などにつなげてま
いります。電気保安業界での同認証取得は初めてのことです。

当協会、技術研修に適用
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　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
示していました。2019年1月以降に合格したものからは、西暦で年を表示しています。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。

2030 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）12月を示す。

2019年1月から

有効期限は、平成40年
（2028年）12月を示す。

有効期限は、平成40年
（2028年）12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います。

2030 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 12

「東」の文字を刻印せず年月のみになります。

2019年1月から

2027  1

2009年1月から

12

12


