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安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　

　 マーク認証をご存じですか？

本線・予備線の切り替え不具合による全停電。しかし現場は…
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太山寺のしだれ桜
栃木県栃木市（16～17ページ参照）

 栃木県栃木市は、市内を流れる巴波川（うずまがわ）の水運を活かした商人町として発展しました。
蔵造りの建物を中心とする歴史的な街並みが残り「蔵の街」と呼ばれています。
　中央部に位置する太平山では春、約4000本の桜の開花が山全体を包み、遊覧道路には約2km
におよぶ桜のトンネルができます。その見ごろに合わせて「太平山桜まつり」が開催されます。
　山麓にある太山寺（たいさんじ：通称おおやまでら）境内には、推定樹齢360年のシダレザクラがあ
ります。徳川三代将軍家光の側室で、四代将軍家綱の生母・お楽の方が植えたと言い伝えられる名
木です。

お客さまこんにちは　ぺんてる 草加工場

電気取扱者特別教育・保護継電器試験実務(初級)講習会 開催予定

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

自家用電気工作物に関する各種手続きについて、ご相談を承っております。
ご不明な点がございましたら担当の検査員または、当協会事業所までお問い合わせください。

　電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気
工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と
定義されています。具体的には、電力会社から600Vを
超える電圧で受電して電気を使用するための電気工作
物や一定出力以上の発電用の電気工作物などが該当し
ます。

　工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を
所有する法人、団体、個人をいいます。（所有者）
　自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受け、
占有する法人、団体、個人も自家用電気工作物設置
者となります。（占有者）
　事業場の「所有者」「占有者」のいずれかが自家用
電気工作物設置者となります。

電気事業法に基づく
自家用電気工作物に関する
手続きについて

自家用電気工作物に関する手続きは、電気事業法など関係法令に基づき
さまざまなタイミングで申請や届出等が必要となります。
これらの手続きは自家用電気工作物の設置者に義務付けられているものであり、
それぞれのケースにおいて適切な時期までに手続きを完了することが求められます。

――――― 自家用電気工作物とは――――― ――――自家用電気工作物設置者とは――――

≪手続きが必要となるケースの例≫

１．自家用電気工作物を新設、または譲り受けた（借り受けた）場合

２．保安規程の内容を変更した場合

　　（設置者・事業場の名称変更、使用区域の変更など）

３．自家用電気工作物を廃止した場合

４．地位承継（合併・分割）により自家用電気工作物を譲り受けた場合

５．PCBを含有する電気工作物に関し使用、変更 *、廃止がある場合

６．ばい煙発生施設に関し使用、変更 *、廃止がある場合

＊変更には設置者、事業場の住所変更を含む。６は代表者の変更を含む
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SPOTLIGHT［協会の職員紹介］
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安全エレちゃんのQ&A 22災害時に役立つクルマはＨＶ、それともＥＶ？
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　ＡＩ（人工知能）、ＩoＴ（モノのインターネット）、
5Ｇ（第５世代移動通信システム）、ＤＸ（デジタルト
ランスフォーメーション）……。新しい社会、新し
い時代を切り拓くデジタル技術は、枚挙にいとまが
ありません。
　2050年の脱炭素社会構築を国際公約した日本。
政府は、その実現に向けて「グリーン成長戦略」を
掲げました。ガソリン車など化石燃料だけで動く自
動車の国内販売は、2030年代半ばに終わります。
蓄電池を積む電気自動車（ＥＶ）、化学電池で動く
燃料電池車（ＦＣＶ）に代表される電動車の時代が
迫っています。人々の暮らしや産業・社会を支える
エネルギーは、ますます電気へと加速します。グリ
ーン成長戦略の前提となる試算では、2050年の電
力需要は現状比30～50％も増える見込みです。

みなさんは「でんきの月」をご存じですか？
電気で光るお月さまではありません。
水や空気のように、あって当たり前と思いがちの電気ですが、
停電はもちろん、スマホの充電が減っただけで焦ってしまいます。
電気・電子技術は、それほど日常生活に深く浸透しています。
皆さんがその重要性や役割を知り、あらためて考えていただくため、
３月を「でんきの月」と定めているんです。

　　　の月

　私たちの暮らしは電気なしでは成り立ちません。
しかし、デジタル技術の恩恵を当然のように享受す
る一方で、電気・電子分野を志向する若い世代が減
っているともいわれます。
　日本人と電気、公の場での出会いは1878（明治
11）年、東京・虎ノ門の工部大学校（東京大学工学
部の前身）講堂でのことでした。電信局開設を記念
する式典で、アーク灯が点灯されたのです。目もく

Ⅰ 脱炭素社会、大きくなる電気の役割

Ⅱ 電気記念日と「でんきの月」

らむような明かりに、150人ほどの招待者は「不夜
城に遊ぶ思い」と驚きの声を上げたといいます。後
にこの日、3月25日が「電気記念日」となりました。
　電気関係諸団体は、この日を含む3月を「でんき
の月」と定め、電気・電子技術にかかわる広報・啓
蒙活動に取り組み、電気の世界に関心を持っていた
だこうと努めています。電気保安協会全国連絡会（電
気保安協会の全国組織）も「でんきの月連絡協議会」
の委員として活動を率先しています。

●江戸時代
　1776年（安永5）年、平賀源内は破損していた「エ
レキテル」の修理復元に成功します。エレキテルは
摩擦を利用した起電器で、オランダ人によって持ち
込まれました。当時西洋では医療器具や見世物の道
具として用いられていたようで、異能の人・平賀源
内も、関心は見世物の域にとどまったようです。

　これを科学の目でとらえ、実験や
観察の対象として初めて扱ったのが
橋本宗吉。1811（文化8）年ごろに『阿
蘭陀始制（おらんだしせい）エレキ
テル究理原（きゅうりげん）』とい
う書物を著わすなど、日本の「電気
学の祖」とされています。同書には、
庭の松を利用して雷が静電気である
ことを実証する実験を行ったこと

Ⅲ 日本人と電気

が、挿絵入りで記されています。江戸時代、日本で
もフランクリンの実験を行っていたのです。
　1830年ごろ、蘭学者で医師の宇田川榕菴（うた
がわ・ようあん）は、日本で初めてボルタ電池を製
作したといわれます。シーボルトと親交があり、元
素、酸素、水素、気化、酸化、蒸留などの用語を造
語した「日本の化学の父」とも呼ばれる人物です。
なお、現存する日本初の電池は、幕末の思想家とし
て知られる佐久間象山が製作したものです。象山は
これを電気治療器の電源に用いました。
●明治維新後
　工部大学校でアーク灯が点灯して4年半余り後。
1882（明治15）年11月に、一般の人々が初めて電
気の明かりを目にしました。翌年に設立許可を受け
る東京電燈（東京電力の前身）が、東京・銀座の仮
事務所前でアーク灯を
点灯したのです。同社
は1887年に日本橋茅場
町に設けた発電所から
送電を開始。これが日
本の電気事業事始めで
す。1890年には「浅草十二階」と呼ばれた日本初
の超高層ビル・凌雲閣で、電動式エレベーターが稼
働しました。
　これら電気事業に関わる「日本初」に、必ずと言っ
ていいほど関わった人物が「電気界の父」「日本のエ
ジソン」とも呼ばれる藤岡市助です。工部省工学寮
電信科に学び、教鞭も取った藤岡は東京電燈の設立
を提言して教職を辞し、自らその技師長となって白熱
電灯の試作に取り組みました。その後も、電球メーカ
ー「白熱舎」（東芝の前身の一つ）を設立。凌雲閣の
エレベーターを設計し、上野公園で開かれた博覧会
では、日本で初めて路面電車を走らせました。
　日本人の「世界初」は乾電池です。時計店の丁
稚奉公から身を起こした屋井先蔵（やい・さきぞう）
は、電池で動く時計を発明し、1891年に電気に関
する日本で初の特許を取得します。使った電池は液
体式で不便な点が多かったため、屋井は改良を重
ねました。そして1893年に乾電池を発明したので
す。日清戦争で陸軍の通信機器に採用され、満州
の寒冷地でも大いに効力を発揮し、大ヒット商品と
なりました。

●日本人の発明した技術
　昭和に入り、八木秀次は簡単な構造ながら、高い
利得が得られる指向性アンテナを発明。ＴＶ受信用
アンテナなどで実用化されました。丹羽保次郎は独
自方式の写真電送装置を発明。後のＦＡＸの基礎と
なります。また、八木に師事した岡部金次郎は「分
割陽極型マグネトロン」を開発し、マイクロ波の発
振を可能にします。レーダーや電子レンジに応用さ
れている技術です。
　時代は平成に飛んで日本人のノーベル賞受賞者た
ち。2014年の物理学賞は、高効率青色発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を発明した赤﨑勇、天野浩、中村修二
の3氏が受賞しました。3氏が開発した窒化ガリウム
の実用化技術は、電気自動車（ＥＶ）やスマートグリ
ッド（次世代送電網）などの電力変換器に用いられる
パワーデバイスなどへの応用が期待されます。
　記憶に新しい2019年の化学賞は、リチウムイオン
電池を開発した吉野彰氏が受賞しました。軽量で高出
力な充電池によりモバイル通信は飛躍的に進展、生
活に欠かせないものとなりました。ＥＶの充電池にも
使われ、低炭素社会実現のキーデバイスです。

　古代ギリシャの哲学者・タレスは琥珀（コハク）を
絹の布で磨くと、羽毛を吸い寄せる（静電気現象）
ことに気づいたとされます。紀元前６世紀のことです。
古代ギリシャ語で琥珀をエレクトロンと呼び、これが
英語のエレクトリシティ―（電気）の語源です。
　静電気は現在、コピー機などに利用されています。
このように先人の発見・発明によって、電気は人類に
とって身近で役立つ存在となっていきました。ここか
らは、そうした「電気の偉人」の業績や、その仕組
みを知る実験を紹介しましょう。
● ギルバート ………電気磁気学の基礎つくる
　後に女王エリザベス１世の侍医となるウィリアム・ギ
ルバート（英）は1600年、欧州で初の科学書とされ
る『磁石論』を著し、後の電気磁気学の基礎をつく
った功績者です。磁石には両極があり小さく切っても
2極になる、磁力は摩擦電気による力とは異なる物理
現象であると記し、地球は巨大な磁石と主張。磁気
が大きな力を生むことを予見しました。

ることに成功します。また、右ネジの進む方向と回る
方向に例え、電流の方向と磁力線の生じる方向を一
般の人に分かりやすく説明しました。これを「右ネジ
の法則」といいます。
❸ファラデー ………モーター、発電機の基礎理論
　マイケル・ファラデー（英）は「電気が磁力を生み
出すのであれば、その逆に磁力で電気をつくれるので
は」と考えました。そして磁石をコイルに近づけたり
離したりすると、その速さに比例して電流が大きくな
ることを発見したのです。この「電磁誘導の法則」
（1831年）は、モーター（電動機）や発電機などの
基礎理論となり、機械エネルギーと電気エネルギー
を相互変換する道を切り拓きました。
● フレミング ………電磁誘導をわかりやすく
　ジョン・フレミング（英）は1882年、電磁誘導を
わかりやすく説明するため「フレミングの法則」を考
案しました。磁石の周りにはＮ極からＳ極に向かって
磁界が発生しており、その中でコイルなどの電線に電
流が流れると、磁界と電流の方向に対して一定の方向
に運動力が生じます。この3つの方向を左手の親指、
人差し指、中指で示したのが「フ
レミング左手の法則」。モータ
ーの原理を表しています。クリ
ップモーターの実験で、確かめ
てみてください。

　対になる「フレミング右手の法則」は、磁界の中を
導体が運動したときに、磁界と導体の方向に対して発
生する起電力（電流）の方向を示したものです。こち

らは発電機の原理を表しています。
● エジソン ………発明王、電気事業の創始者
　トーマス・エジソン（米）はスワン（英）に少し遅
れましたが、綿糸を素材にした炭素繊維をフィラメン
トにした白熱電球を作り、40 時間の連続点灯に成功
します。1879年10月21日のことでした。ちなみに、
この日は「あかりの日」です。その改良を進める中で
フィラメントに京都・八幡村の竹を採用、1200時間
の連続点灯を可能にしたといわれます。
　エジソンは発電所をつくり、電線で各々の建物に電
気を配る事業に乗り出しました。暗い夜を明るく変え、
社会にイノベーションを起こしたのです。

❹テスラ ………天才科学者、交流発電機を発明
　現在のクロアチアに生まれたニコラ・テスラ（米）は、
交流の発電装置（二相誘導モーター）を発明し、
1888年にこれを発展した多相電力システムを発明し

● フランクリン ………電気工学発展の祖
　ベンジャミン・フランクリン（米）
の、たこを使った有名な実験は
1752年。「稲妻が電気である」こ
とを証明し、その後の電気工学発
展のきっかけをつくりました（雷の
実験は大変危険です。絶対にマネしないでください）。
この実験成果をもとに翌年に避雷針を発明。ほかに
遠近両用眼鏡なども発明しています。フランクリンは
米国独立宣言の起草など、政治家としても大きな足跡
を残しています。
❶ボルタ ………電気学の始祖
　アレッサンドロ・ボルタ（伊）が1800年に発明し
た世界初の化学電池（ボルタ電池）は、銅と亜鉛の
板の間に、電解液として硫酸を含ませた厚紙を挟んだ
ものでした。これにより「流れる電気＝電流」が取り
出されたのです。金属板を直列に接続すると、その
数に比例して効果が高まることも分かりました。この
発明により時代は、静電気から動電気の解明へと移
るのです。

❷アンペール ………電磁気の現象を解明
　アンドレ＝マリ・アンペール（仏）は1820年、平
行に並べた2本の針金に電気を流
すと、電流の向きによって、 磁石と
同じ吸引力と反発力が生じることを
発見。これを「アンペールの法則」
にまとめ、電磁気の現象を説明す

ます。現在も発電所で使われる発電機の原型です。
交流は電圧の変化が容易で、
変圧器の普及により交流での
送配電が主流となり、現在に
至っています。
　テスラは蛍光灯、ラジオ、
リモコン、レントゲンなどの
原理も次代に遺しました。米
国のＥＶメーカーの社名は、
天才発明家へのリスペクトで
あることを、皆さんもよくご
存じだと思います。

Ⅳ 電気の偉人たち

平賀源内
電気実験の地
（東京・清澄の記念碑）

初の電気街路灯（アーク灯）点灯の地
（東京・銀座の銘板）

でんき
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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5月15日必着締切期日

発 表 2021年7・8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。

磁界の中を導体が運動したときに、磁界と導体の方向に
対して発生する起電力（電流）の方向を、親指、人差し指、
中指で示したのが「フレミング○○の法則」です。○○に
入る漢字２文字をお答えください。

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

◎ご応募につきましては、お一人様 1件でお願いいたします。
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　ＡＩ（人工知能）、ＩoＴ（モノのインターネット）、
5Ｇ（第５世代移動通信システム）、ＤＸ（デジタルト
ランスフォーメーション）……。新しい社会、新し
い時代を切り拓くデジタル技術は、枚挙にいとまが
ありません。
　2050年の脱炭素社会構築を国際公約した日本。
政府は、その実現に向けて「グリーン成長戦略」を
掲げました。ガソリン車など化石燃料だけで動く自
動車の国内販売は、2030年代半ばに終わります。
蓄電池を積む電気自動車（ＥＶ）、化学電池で動く
燃料電池車（ＦＣＶ）に代表される電動車の時代が
迫っています。人々の暮らしや産業・社会を支える
エネルギーは、ますます電気へと加速します。グリ
ーン成長戦略の前提となる試算では、2050年の電
力需要は現状比30～50％も増える見込みです。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

いかがでしたか。
　人類が電気の存在に気付いたのは紀元前ですが、
利用を始めたのは19世紀後半。それから150年足ら
ずに過ぎません。脱炭素社会実現へ、電気・電子技
術はこれからも発展を遂げていくでしょう。
　電気の基礎知識を身に付け、安全にご利用いただ
くため、当協会は小・中学生向け出前授業や高校生
向けの安全教室を実施しています。ここで紹介した
各種実験も体験できます。ご要望がありましたら、
当協会までお問い合わせください。

ー スア
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

11・12月号正解

　私たちの暮らしは電気なしでは成り立ちません。
しかし、デジタル技術の恩恵を当然のように享受す
る一方で、電気・電子分野を志向する若い世代が減
っているともいわれます。
　日本人と電気、公の場での出会いは1878（明治
11）年、東京・虎ノ門の工部大学校（東京大学工学
部の前身）講堂でのことでした。電信局開設を記念
する式典で、アーク灯が点灯されたのです。目もく

らむような明かりに、150人ほどの招待者は「不夜
城に遊ぶ思い」と驚きの声を上げたといいます。後
にこの日、3月25日が「電気記念日」となりました。
　電気関係諸団体は、この日を含む3月を「でんき
の月」と定め、電気・電子技術にかかわる広報・啓
蒙活動に取り組み、電気の世界に関心を持っていた
だこうと努めています。電気保安協会全国連絡会（電
気保安協会の全国組織）も「でんきの月連絡協議会」
の委員として活動を率先しています。

●江戸時代
　1776年（安永5）年、平賀源内は破損していた「エ
レキテル」の修理復元に成功します。エレキテルは
摩擦を利用した起電器で、オランダ人によって持ち
込まれました。当時西洋では医療器具や見世物の道
具として用いられていたようで、異能の人・平賀源
内も、関心は見世物の域にとどまったようです。

　これを科学の目でとらえ、実験や
観察の対象として初めて扱ったのが
橋本宗吉。1811（文化8）年ごろに『阿
蘭陀始制（おらんだしせい）エレキ
テル究理原（きゅうりげん）』とい
う書物を著わすなど、日本の「電気
学の祖」とされています。同書には、
庭の松を利用して雷が静電気である
ことを実証する実験を行ったこと

が、挿絵入りで記されています。江戸時代、日本で
もフランクリンの実験を行っていたのです。
　1830年ごろ、蘭学者で医師の宇田川榕菴（うた
がわ・ようあん）は、日本で初めてボルタ電池を製
作したといわれます。シーボルトと親交があり、元
素、酸素、水素、気化、酸化、蒸留などの用語を造
語した「日本の化学の父」とも呼ばれる人物です。
なお、現存する日本初の電池は、幕末の思想家とし
て知られる佐久間象山が製作したものです。象山は
これを電気治療器の電源に用いました。
●明治維新後
　工部大学校でアーク灯が点灯して4年半余り後。
1882（明治15）年11月に、一般の人々が初めて電
気の明かりを目にしました。翌年に設立許可を受け
る東京電燈（東京電力の前身）が、東京・銀座の仮
事務所前でアーク灯を
点灯したのです。同社
は1887年に日本橋茅場
町に設けた発電所から
送電を開始。これが日
本の電気事業事始めで
す。1890年には「浅草十二階」と呼ばれた日本初
の超高層ビル・凌雲閣で、電動式エレベーターが稼
働しました。
　これら電気事業に関わる「日本初」に、必ずと言っ
ていいほど関わった人物が「電気界の父」「日本のエ
ジソン」とも呼ばれる藤岡市助です。工部省工学寮
電信科に学び、教鞭も取った藤岡は東京電燈の設立
を提言して教職を辞し、自らその技師長となって白熱
電灯の試作に取り組みました。その後も、電球メーカ
ー「白熱舎」（東芝の前身の一つ）を設立。凌雲閣の
エレベーターを設計し、上野公園で開かれた博覧会
では、日本で初めて路面電車を走らせました。
　日本人の「世界初」は乾電池です。時計店の丁
稚奉公から身を起こした屋井先蔵（やい・さきぞう）
は、電池で動く時計を発明し、1891年に電気に関
する日本で初の特許を取得します。使った電池は液
体式で不便な点が多かったため、屋井は改良を重
ねました。そして1893年に乾電池を発明したので
す。日清戦争で陸軍の通信機器に採用され、満州
の寒冷地でも大いに効力を発揮し、大ヒット商品と
なりました。

●日本人の発明した技術
　昭和に入り、八木秀次は簡単な構造ながら、高い
利得が得られる指向性アンテナを発明。ＴＶ受信用
アンテナなどで実用化されました。丹羽保次郎は独
自方式の写真電送装置を発明。後のＦＡＸの基礎と
なります。また、八木に師事した岡部金次郎は「分
割陽極型マグネトロン」を開発し、マイクロ波の発
振を可能にします。レーダーや電子レンジに応用さ
れている技術です。
　時代は平成に飛んで日本人のノーベル賞受賞者た
ち。2014年の物理学賞は、高効率青色発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を発明した赤﨑勇、天野浩、中村修二
の3氏が受賞しました。3氏が開発した窒化ガリウム
の実用化技術は、電気自動車（ＥＶ）やスマートグリ
ッド（次世代送電網）などの電力変換器に用いられる
パワーデバイスなどへの応用が期待されます。
　記憶に新しい2019年の化学賞は、リチウムイオン
電池を開発した吉野彰氏が受賞しました。軽量で高出
力な充電池によりモバイル通信は飛躍的に進展、生
活に欠かせないものとなりました。ＥＶの充電池にも
使われ、低炭素社会実現のキーデバイスです。

　古代ギリシャの哲学者・タレスは琥珀（コハク）を
絹の布で磨くと、羽毛を吸い寄せる（静電気現象）
ことに気づいたとされます。紀元前６世紀のことです。
古代ギリシャ語で琥珀をエレクトロンと呼び、これが
英語のエレクトリシティ―（電気）の語源です。
　静電気は現在、コピー機などに利用されています。
このように先人の発見・発明によって、電気は人類に
とって身近で役立つ存在となっていきました。ここか
らは、そうした「電気の偉人」の業績や、その仕組
みを知る実験を紹介しましょう。
● ギルバート ………電気磁気学の基礎つくる
　後に女王エリザベス１世の侍医となるウィリアム・ギ
ルバート（英）は1600年、欧州で初の科学書とされ
る『磁石論』を著し、後の電気磁気学の基礎をつく
った功績者です。磁石には両極があり小さく切っても
2極になる、磁力は摩擦電気による力とは異なる物理
現象であると記し、地球は巨大な磁石と主張。磁気
が大きな力を生むことを予見しました。

ることに成功します。また、右ネジの進む方向と回る
方向に例え、電流の方向と磁力線の生じる方向を一
般の人に分かりやすく説明しました。これを「右ネジ
の法則」といいます。
❸ファラデー ………モーター、発電機の基礎理論
　マイケル・ファラデー（英）は「電気が磁力を生み
出すのであれば、その逆に磁力で電気をつくれるので
は」と考えました。そして磁石をコイルに近づけたり
離したりすると、その速さに比例して電流が大きくな
ることを発見したのです。この「電磁誘導の法則」
（1831年）は、モーター（電動機）や発電機などの
基礎理論となり、機械エネルギーと電気エネルギー
を相互変換する道を切り拓きました。
● フレミング ………電磁誘導をわかりやすく
　ジョン・フレミング（英）は1882年、電磁誘導を
わかりやすく説明するため「フレミングの法則」を考
案しました。磁石の周りにはＮ極からＳ極に向かって
磁界が発生しており、その中でコイルなどの電線に電
流が流れると、磁界と電流の方向に対して一定の方向
に運動力が生じます。この3つの方向を左手の親指、
人差し指、中指で示したのが「フ
レミング左手の法則」。モータ
ーの原理を表しています。クリ
ップモーターの実験で、確かめ
てみてください。

　対になる「フレミング右手の法則」は、磁界の中を
導体が運動したときに、磁界と導体の方向に対して発
生する起電力（電流）の方向を示したものです。こち

らは発電機の原理を表しています。
● エジソン ………発明王、電気事業の創始者
　トーマス・エジソン（米）はスワン（英）に少し遅
れましたが、綿糸を素材にした炭素繊維をフィラメン
トにした白熱電球を作り、40 時間の連続点灯に成功
します。1879年10月21日のことでした。ちなみに、
この日は「あかりの日」です。その改良を進める中で
フィラメントに京都・八幡村の竹を採用、1200時間
の連続点灯を可能にしたといわれます。
　エジソンは発電所をつくり、電線で各々の建物に電
気を配る事業に乗り出しました。暗い夜を明るく変え、
社会にイノベーションを起こしたのです。

❹テスラ ………天才科学者、交流発電機を発明
　現在のクロアチアに生まれたニコラ・テスラ（米）は、
交流の発電装置（二相誘導モーター）を発明し、
1888年にこれを発展した多相電力システムを発明し

● フランクリン ………電気工学発展の祖
　ベンジャミン・フランクリン（米）
の、たこを使った有名な実験は
1752年。「稲妻が電気である」こ
とを証明し、その後の電気工学発
展のきっかけをつくりました（雷の
実験は大変危険です。絶対にマネしないでください）。
この実験成果をもとに翌年に避雷針を発明。ほかに
遠近両用眼鏡なども発明しています。フランクリンは
米国独立宣言の起草など、政治家としても大きな足跡
を残しています。
❶ボルタ ………電気学の始祖
　アレッサンドロ・ボルタ（伊）が1800年に発明し
た世界初の化学電池（ボルタ電池）は、銅と亜鉛の
板の間に、電解液として硫酸を含ませた厚紙を挟んだ
ものでした。これにより「流れる電気＝電流」が取り
出されたのです。金属板を直列に接続すると、その
数に比例して効果が高まることも分かりました。この
発明により時代は、静電気から動電気の解明へと移
るのです。

❷アンペール ………電磁気の現象を解明
　アンドレ＝マリ・アンペール（仏）は1820年、平
行に並べた2本の針金に電気を流
すと、電流の向きによって、 磁石と
同じ吸引力と反発力が生じることを
発見。これを「アンペールの法則」
にまとめ、電磁気の現象を説明す

ます。現在も発電所で使われる発電機の原型です。
交流は電圧の変化が容易で、
変圧器の普及により交流での
送配電が主流となり、現在に
至っています。
　テスラは蛍光灯、ラジオ、
リモコン、レントゲンなどの
原理も次代に遺しました。米
国のＥＶメーカーの社名は、
天才発明家へのリスペクトで
あることを、皆さんもよくご
存じだと思います。

←LED電球

電流 電線電線

レモン果汁
（電解質）

亜鉛イオン

＋ －

亜
鉛銅 ⊕

⊖ ⊖⊖

⊕
⊕
⊕

電子

実験①　レモン電池をつくる

プラス極に銅板。マイナス極に亜鉛版、電解質にレモンを使って
ボルタ電池を再現できます

実験②　クリップモーター
コイルと磁石の間に生まれる反発と吸引の力で、コイルが回転します。。

モーターの仕組みや
原理を学ぶことができます

磁界の方向磁界の方向
じかいじかい

電流の方向電流の方向
でんりゅうでんりゅう

力の方向力の方向
ちからちから

実験③　白熱電球の仕組み

炭化した竹の代わりにシャープペンの芯を
使って、白熱電球の再現実験ができます
（芯は高温になります。注意してください）

電力
電圧
電流
抵抗
静電容量
熱量
磁束
磁束密度
周波数

❶
❷

❸　　

❹

Ｊ・ワット（英）
Ａ・ボルタ（伊）
Ａ-M・アンペール（仏）
Ｇ・Ｓ・オーム（独）
Ｍ・ファラデー（英）
Ｊ・Ｐ・ジュール（英）
Ｗ・ヴェーバー ( 独 )
Ｎ・テスラ（米）
Ｈ・ヘルツ（独）

蒸気機関を改良。Wは1秒当たりに行う仕事や消費エネルギーを表す
ボルタ電池を発明
アンペールの法則
電圧＝電流×抵抗。電気の流れ難さを表す「オームの法則」の発見
電磁誘導の法則を発見
電流によって生み出される熱の法則を発見。1Jは1W秒
電磁気学の形成に貢献。Wbは磁界の強さと方向を表す
磁石の強さを表す。以前はガウスが使われていた
電磁波の放射を実証。Hzは周期的な波の単位。１秒に1回が１Ｈｚ

W
V
A
Ω
F
Ｊ
Wｂ
T
Hｚ

ワット

ボルト

アンペア

オーム

ファラド

ジュール

ウェーバ

テスラ

ヘルツ

記号と単位 由来する人名 解説・備考

電気に関係する単位と由来する発見・発明者

電流の方向

磁
力
線
の
方
向

右ネジの法則

フレミングの左手の法則

力

電流

磁界

　　　の月でんき

急速充電中のＥＶ
（米国・カリフォルニア州、
テスラモーターズ本社）
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沼津事業本部 伊豆事業所　西島　信一郎　

の 記 録 から現場
本線・予備線の切り替え不具合による全停電。
しかし現場は…

　地震や台風など自然災害の際
は、がけ崩れ、道路の冠水、倒
木などによって交通網が寸断さ
れ、直ちに現場に駆け付けられ
ない場合があります。今回紹介
するのは、現場への交通手段が
絶たれる中、お客さまと連携して、
いわば「リモート」で急場に対
応した事例です。

◆　　◆　　◆
　その日は朝から雷を伴う大雨
の悪天候でした。
　まもなく日没という夕暮れ時、
あるお客さまから事業所に１本
の電話が入りました。「構内が全
て停電している。今すぐ来て復
旧してほしい」とのことです。
　「全停電だ！」「すぐに対応し
なければ！」と、お客さまの情
報を確認すると、事業所から数

10kmほど先、しかも離島にある
施設でした。通常は定期汽船を
利用し、お客さま施設を点検し
ています。しかし、この日は悪
天候により定期汽船が運休とな
っており、渡航できない状況で
した。代替策を考えましたが、
適切な手段は見つかりません。
　お客さま施設は停電した状態
のままです。何か良い対策がな
いかとお客さまの設備情報を確
認していると、当該の施設は本
線・予備線の2回線で電気を受電
し、本線側の配電線が停電して
も予備線側に切り替わり、停電
を回避できる設備であることが
わかりました。また、非常用予
備発電装置を設置しており、自

ら電気を供給できる備えもあり
ました。
　そのような設備であるにも関
わらず、なぜ全停電になってい
るのか？　設備担当者に確認し
ていただきました。すると「本
線は停電しているが、電源は予
備線に切り替わっていない」ま
た「非常用予備発電装置も起動

していない」とのご返答です。
何らかの原因で本線の停電信号
が検出できず、予備線への切り
替えと非常用予備発電装置の起
動ができなかったものと考えら
れました。
　幸いなことに「夜間は重要な
設備に電気を供給する必要がな
く、非常用予備発電装置が起動
できれば、翌日の対応でも大丈
夫」という回答をいただきました。

すぐに設備担当者に非常用予備
発電装置の起動操作と電源の切
り替え操作を説明し、仮復旧し
ました。
　翌日、お客さまを訪問し対応
した結果、本線・予備線の切り
替え不具合、非常用予備発電装
置の起動不能は、制御回路に雷
サージが侵入したことにより、
生じたものと判明しました。工
事店も手配済みだったため、当

日中に取替工事が完了し、本線・
予備線の切替試験、非常用発電
装置の自動起動も問題なく、無
事に送電し復旧しました。

◆　　◆　　◆
　今回のように、渡航ができず
対応ができないケースは滅多に
ありませんが、お客さまの設備
情報や過去の履歴情報などの解
決に必要なヒントがあることを
再確認しました。
　また、日頃からお客さまとコ
ミュニケ―ションを取り、お互
い意思の疎通を図ることで、設
備担当者さまとのやり取りも、
円滑に進むと思った今回の出来
事でした。
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もうひとつの、ぺんてる

　名産のせんべいで知られる埼玉
県草加市は東京都に隣接し、ベッ
ドタウンとして発展しました。ぺん
てる草加工場は、住宅街の一角に
あります。会社創業と同じく1946
（昭和21）年の操業開始。街の発
展を目の当たりにしつつ、生産を
続けてきたことでしょう。
　「もうひとつの、ぺんてる」。実
はこの工場は、ペンやクレヨンを作
っていません。文具の国内生産は
同じ埼玉県の吉川工場、茨城工場
（小美玉市）が担当しています。
草加工場は新規事業本部の拠点と
して、文具で培った技術を、化成
品や電子機器、製造装置など「も
うひとつ」の分野に展開する役割

を担っているのです。

たくさんの定番文具を開発

　誰でも一度は、ぺんてる製品を
手に取ったことがあるのではないで
しょうか。合成樹脂と黒鉛を配合
したハイポリマー芯の開発に成功、
それが極細芯のノック式シャープペ
ンシルの発売につながりました
　黒、赤、青…シンプルな意匠の
水性サインペン。1963年発売のロ
ングセラー製品はシカゴの見本市
に出展、それが時の米国大統領が
愛用する品となり、人気に火がつ
きます。海外展開に弾みをつける
大きな一歩でした。いまや同社は、
海外に21の販売拠点と6つの工場

を持ち、連結売上高（2019年度）
に占める海外比率は6割以上です。
　他にも、水性ボールペン、ペン
タッチ式修正液などを業界に先駆
けて発売しました。最新の製品に
ついて香港、ドイツ駐在など、海
外経験豊富な草加工場長の石垣淳
一さんに聞いてみました。
　「ラメ筆ペン『デュアルメタリック
ブラッシュ』は他にない製品。基
本色のインキとラメ顔料の効果で見
る角度によって色が変わり、文字
やイラストがキラキラ光ります。黒
い紙に使うと一層効果的。親しい
人に贈るカードを描くなど、巣ごも
り生活に潤いを与えてくれますよ」

文具のノウハウ生かして

　草加工場に話を戻しましょう。
敷地内には新規事業本部（化成品、
機設、電子機器の3部署）に加え、
基礎研究所が置かれています。
数々の製品の“タネ”がこの地で
育まれ、巣立ちました。
　工場を訪ねた時、機設部の建屋
には海外自社工場向けの、ボール
ペン自動組立装置が入っていまし
た。新規事業で初めに手掛けたの
が、この機械設備です。自ら機械
設備を手掛けることで、自社技術

を保護することができます。生産
自動化に向けて、シャープペンシ
ルの部品を取り付ける多関節型ロ
ボットを開発。1982（昭和57）年
に異業種向け産業用ロボットとして
商品化しました。
　このように、文具製造で培った
微細部品の成形加工・取り付け・
組み立て、インキなどの液体充てん、
さらに検査技術をいかし、自動車
産業はじめ異業種に各種装置、シ
ステムを送り出しています。
　新規事業の製品は基本的にＯＥ
Ｍ（相手先ブランドによる生産）供
給です。

　化成品は筆・化粧品容器と医療
用部品・容器が2本柱。化粧筆用
のナイロン毛は、微細加工や素材
の配合に筆記具の経験がいかされ
ています。アイラインを引くペン型
の容器は、液体や含まれる粉体を
最適に吐出する技術を展開したも
のです。
　医療分野では、プラスチック成
型加工の技術が活用されており、
医療用ボトル、ピペットチップなど
を商品化しています。修正液の容
器技術が応用されている医薬品容
器などもあります。
　石垣工場長は「化粧品は親和性

のある分野。い
まコロナ禍で苦
境にあり、回復
をお手伝いした
い。医療 分 野
は今後も成長が
期待できます。
容器と生産設備
のワンストップ
のソリューショ
ンが提供できそ
うです」と話し
ます。
　電子機器は、
デジタル入力に

筆記具のノウハウをいかしています。
ゲームセンターでおなじみのプリン
トシール機。写真の上に絵や文字
を描きこむパネルとタッチペンは、
高いシェアを持ちます。フルフラッ
トな操作パネルを可能にした静電
スイッチも強みがあります。

エネ管理の課題に応える

　「古い建屋が多く、エネルギー
管理、特に電力は大きな課題です」
と草加工場業務課長の黒田孝雄さ
ん。コストはもとより、CO2排出削
減を図る上で、関東電気保安協会
の提供するデマンド監視サービス
は頼もしい存在です。昨年システ
ムを更新。見える化が進んだ効果
に期待を寄せます。
　黒田課長は「停電の時、直ちに
駆け付け、原因究明も一つ一つ丁
寧に進めていただきました。相談
事には、私たちの懐具合も考えた
提案をしてくれる。電気の事は頼
り切っています」と当協会、担当
者への信頼を語ってくれました。
　古い契約書も見せていただきま
した。日付は1972（昭和47）年。
長いお付き合いをさらに長く。当
協会は一層、業務に精励して参り
ます。

(左から)　草加工場業務課長 黒田孝雄さん
草加工場長・新規事業本部長 石垣淳一さん
新規事業本部企画管理室室長 久末伸昭さん

ラメ筆ペン「デュアルメタリックブラッシュ」 ボールペンの自動組立装置

こ ん に ち はまさ客お
ぺんてる 草加工場

〒340-0017　埼玉県草加市吉町4-1-8
TEL： 048-922-1111（代表）

「もうひとつの、ぺんてる」の製品例。
化粧用ペン型容器、
産業用ロボット、
液晶ペンタブレット（上左から）文具から化成品への展開例

塗布容器
ボトル修正液

（密閉塗布容器）

検査用チップぺんてる筆
（吐出制御容器）

ナイロン毛
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1 電気製品認証協議会
　 （ＳＣＥＡ）とは

　電気製品認証協議会（ＳＣＥ
Ａ）は、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関など47 団体と
学識経験者によって構成された、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体です。電気製品の
安全性を示す目印として Ｓマー
ク（図1）を推奨するとともに、 
Ｓマーク認証制度の普及のため
の諸活動を行っています。

2 Ｓマーク認証制度とは

　電気製品の安全を担保するた
めに、国は電気用品安全法を定
めています。この法律に基づき、
製造事業者または輸入事業者に
は、経済産業局への届け出、技
術基準の準拠、製品への「ＰＳ
Ｅマーク」の表示、検査記録の
保管等の義務が課せられていま
す。
　このうち技術基準の準拠につ
いて、一般的な家電製品は「丸
形ＰＳＥ」に区分されます。 欧米
の考え方にならって「自己確認」
とされており、安全性の確認は
事業者自身に委ねられています。

しかし残念なことに、一部の輸
入品に関しては 不具合、事故が
報告されており、 消費者から不安
視する声が上がっています 。
　そうした中で1995(平成7）年
に誕生したのが「Ｓマーク」です。
公正・中立な第三者認証機関が、
公正な立場から当該製品の安全
性を客観的に評価し、安全性が
確認された製品であることを表
すもので、自己責任原則に基づ
く事業者の自己確認を補完する
役割を担っています。
　Ｓマークを製品に表示するた
めには、指定の認証機関である
一般財団法人電気安全環境研究

所（ＪＥＴ）、一般財団法人日本
品質保証機構（ＪＱＡ）、株式会
社ＵＬ Japan、テュフ・ライン
ランド・ジャパン株式会社で実
施する製品試験に合格し、認証
を取得する必要があります。さ
らに、一度合格した製品でも継
続的に安全性を維持しているか
を確認するため、年に１回、工
場での審査を受けなければなり
ません。
　このように製品そのものの試
験（感電・火災・ケガ・電波障
害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の工場で
の品質管理の調査を継続して実

施することで、市場に出ている
Ｓマーク付き電気製品は、消費
者にとって安心して購入・使用
できるものとなっています。

3 Ｓマークの市場普及率

　Ｓマークは、制度開始から25
年が経過しました。製品カテゴ
リーでばらつきはありますが、
市場におけるSマークの普及率
は、おかげさまで全体の平均で
約70％になっています（図2）。
　このデータは、全国の流通事
業者の協力を得て当協議会が独
自に実施している、店頭調査結

果に基づいています。図2に示す
通り、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、
テレビ等の比較的高額な製品は、
国内メーカーのいわゆるナショ
ナルブランドの販売比率が高く、
Sマークの普及率も高くなってい
ます。
　一方、調理家電（電気ポット、
フードプロセッサ、コーヒーメー
カー等）は、Ｓマーク取得が進ん
でいません。手ごろな価格帯で
あることに加えて、海外メーカー
の輸入品比率が高く、事業者が
認証のために必要な費用と期間
を惜しんでいることが要因だと
推定されます。

　また、電気掃除機は40％台に
とどまっています。リチウムイ
オン蓄電池を電源とするコード
レスタイプが人気ですが、商用
電源に直接接続されないことか
ら、掃除機本体は電気用品安全
法の対象ではありません。この
ため、メーカー側はＳマーク認
証まで必要ないと認識し、これ
が低普及率の要因になっている
と思われます。
　このようにＳマーク普及率は、
メーカー側の思惑と消費者心理
に左右されている部分が大きい
のです。とはいえ、電気事故が
発生した際にはその製品の損傷

だけに収まらず、二次災害とし
て住宅火災にもつながる可能性
もあります。製品の金額の多寡
では測りきれないものであるこ
とを、当協議会としては粘り強
く訴求していく役割があると感
じています。

4 Ｓマーク認証の
　 最新情報（ＩｏＴ家電の
　 遠隔操作機能の安全性
　 について）

　スマホで外出先から遠隔操作
することができる「ＩｏＴ家電」
のＰＲを、テレビＣＭや家電量
販店の展示コーナーで目にする
ことが多くなりました。
　例えば「今日は暑いから、前
もって部屋を涼しくしておこう」
と、最寄り駅に着いたらスマホ
でエアコンのスイッチをオン。
外出先から予約設定や運転状況

の確認ができ、自動運転終了時
刻を帰宅のタイミングに合わせ
ることで、すぐに洗濯物が干せ
る洗濯機。対応する家電や機能
は日に日に拡大しています。
　新しいアイテムでは、外出先
からスマホで開け閉めできるス
マートカーテンや、照明器具の
自動点滅等があります。旅行で
長期にわたって不在にする際に
は、防犯対策として家に人がい
るように装うこともできます。
　外出先から操作できるＩｏＴ
家電の遠隔操作について、Ｓマー
ク認証では2013年5月29日に
「エアコンの遠隔操作機構に関す
るＳマーク認証の運用基準」を
制定しました。各メーカーでは
この運用基準をもとに、スマホ
のアプリで外出先からもオン・
オフや温度調節などの遠隔操作
が可能になるエアコンを次々に
商品化しました。

　さらに2015年1月15日には、
エアコン以外の機器にも適用範
囲を拡大できるように運用基準
の見直しを行いました。そして
2020年5月22日、ＩｏＴ家電の
普及がさらに加速する中で、こ
の2つの運用基準を見直して1つ
にまとめた「遠隔操作機構に関
するＳマーク認証の運用基準」
を新たに制定しました。
　外出先からスマホで操作でき
るＩｏＴ家電に加えて、スマー
トスピーカーによる遠隔操作に
ついても新たな運用基準を適用
し、運用を開始しました。具体
的には、適用範囲は電気製品と
遠隔操作機構を合わせたシステ
ム全体に適用するものなのか、
あるいは、特定の電気製品だけ
に適用するものなのかを分類し

　 マーク認証を
ご存じですか？

ています。
　また、要求事項と試験方法等
を以下の通り定めました。

●遠隔操作を行うことができ
る製品の判定方法

●通信回線が故障等で途絶し
た際の遠隔操作される機器
に対する安全性の維持

●不意な動作に対する抑制対
策

●公衆回線を利用する場合の
安全対策

●同時に2カ所以上からの遠隔
操作を受け付けない対策

●誤操作防止対策

●出荷状態における遠隔操作
機能の無効化

　なお、新たな運用基準では一
部の製品に、遠隔操作機構に対
するリスクアセスメント（危険
性の事前評価）の実施が求めら
れています。また、リスクアセ
スメントが行われた製品である
ことを識別する追加表示も定め
ています。表示マークは遠隔操
作（Remote Control）の 頭 文

電気製品認証協議会（SCEA）

字をとって「ＲＣ Ready」と表
記されます（図3）。
　リスクアセスメントは人間社
会が初めて遭遇する新しいアイ
テムや機能に対して多面的に評
価し、リスクを最小限に抑える
手法です。便利なものには、落
とし穴とも言うべき要素があり
ます。電気ストーブのように安
全上、外部から遠隔操作しては
いけない構造の製品もあり、注
意が必要なのです。

【図1】 Sマーク

第三者
認証マーク

公正！
中立！

輸入事業者

製造事業者

消費者

販売事業者

【図2】 Ｓマークの製品別普及率（2019年11月調査）
調査は宮城県地域電器店、百貨店、総合量販店、家電量販店、ホームセンター、通信販売の計29店舗で、データ提供方式と店頭訪問形式にて実施
（調査対象製品は上記17品目、総数9,133製品）
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Ａ）は、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関など47 団体と
学識経験者によって構成された、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体です。電気製品の
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ク（図1）を推奨するとともに、 
Ｓマーク認証制度の普及のため
の諸活動を行っています。
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めに、国は電気用品安全法を定
めています。この法律に基づき、
製造事業者または輸入事業者に
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視する声が上がっています 。
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害などの危険が発生しないこと
を確認）およびその後の工場で
の品質管理の調査を継続して実

施することで、市場に出ている
Ｓマーク付き電気製品は、消費
者にとって安心して購入・使用
できるものとなっています。

3 Ｓマークの市場普及率

　Ｓマークは、制度開始から25
年が経過しました。製品カテゴ
リーでばらつきはありますが、
市場におけるSマークの普及率
は、おかげさまで全体の平均で
約70％になっています（図2）。
　このデータは、全国の流通事
業者の協力を得て当協議会が独
自に実施している、店頭調査結

果に基づいています。図2に示す
通り、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、
テレビ等の比較的高額な製品は、
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カー等）は、Ｓマーク取得が進ん
でいません。手ごろな価格帯で
あることに加えて、海外メーカー
の輸入品比率が高く、事業者が
認証のために必要な費用と期間
を惜しんでいることが要因だと
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とどまっています。リチウムイ
オン蓄電池を電源とするコード
レスタイプが人気ですが、商用
電源に直接接続されないことか
ら、掃除機本体は電気用品安全
法の対象ではありません。この
ため、メーカー側はＳマーク認
証まで必要ないと認識し、これ
が低普及率の要因になっている
と思われます。
　このようにＳマーク普及率は、
メーカー側の思惑と消費者心理
に左右されている部分が大きい
のです。とはいえ、電気事故が
発生した際にはその製品の損傷

だけに収まらず、二次災害とし
て住宅火災にもつながる可能性
もあります。製品の金額の多寡
では測りきれないものであるこ
とを、当協議会としては粘り強
く訴求していく役割があると感
じています。

4 Ｓマーク認証の
　 最新情報（ＩｏＴ家電の
　 遠隔操作機能の安全性
　 について）

　スマホで外出先から遠隔操作
することができる「ＩｏＴ家電」
のＰＲを、テレビＣＭや家電量
販店の展示コーナーで目にする
ことが多くなりました。
　例えば「今日は暑いから、前
もって部屋を涼しくしておこう」
と、最寄り駅に着いたらスマホ
でエアコンのスイッチをオン。
外出先から予約設定や運転状況

の確認ができ、自動運転終了時
刻を帰宅のタイミングに合わせ
ることで、すぐに洗濯物が干せ
る洗濯機。対応する家電や機能
は日に日に拡大しています。
　新しいアイテムでは、外出先
からスマホで開け閉めできるス
マートカーテンや、照明器具の
自動点滅等があります。旅行で
長期にわたって不在にする際に
は、防犯対策として家に人がい
るように装うこともできます。
　外出先から操作できるＩｏＴ
家電の遠隔操作について、Ｓマー
ク認証では2013年5月29日に
「エアコンの遠隔操作機構に関す
るＳマーク認証の運用基準」を
制定しました。各メーカーでは
この運用基準をもとに、スマホ
のアプリで外出先からもオン・
オフや温度調節などの遠隔操作
が可能になるエアコンを次々に
商品化しました。

　さらに2015年1月15日には、
エアコン以外の機器にも適用範
囲を拡大できるように運用基準
の見直しを行いました。そして
2020年5月22日、ＩｏＴ家電の
普及がさらに加速する中で、こ
の2つの運用基準を見直して1つ
にまとめた「遠隔操作機構に関
するＳマーク認証の運用基準」
を新たに制定しました。
　外出先からスマホで操作でき
るＩｏＴ家電に加えて、スマー
トスピーカーによる遠隔操作に
ついても新たな運用基準を適用
し、運用を開始しました。具体
的には、適用範囲は電気製品と
遠隔操作機構を合わせたシステ
ム全体に適用するものなのか、
あるいは、特定の電気製品だけ
に適用するものなのかを分類し

マーク認証をご存じですか？

ています。
　また、要求事項と試験方法等
を以下の通り定めました。

●遠隔操作を行うことができ
る製品の判定方法

●通信回線が故障等で途絶し
た際の遠隔操作される機器
に対する安全性の維持

●不意な動作に対する抑制対
策

●公衆回線を利用する場合の
安全対策

●同時に2カ所以上からの遠隔
操作を受け付けない対策

●誤操作防止対策

●出荷状態における遠隔操作
機能の無効化

　なお、新たな運用基準では一
部の製品に、遠隔操作機構に対
するリスクアセスメント（危険
性の事前評価）の実施が求めら
れています。また、リスクアセ
スメントが行われた製品である
ことを識別する追加表示も定め
ています。表示マークは遠隔操
作（Remote Control）の 頭 文

字をとって「ＲＣ Ready」と表
記されます（図3）。
　リスクアセスメントは人間社
会が初めて遭遇する新しいアイ
テムや機能に対して多面的に評
価し、リスクを最小限に抑える
手法です。便利なものには、落
とし穴とも言うべき要素があり
ます。電気ストーブのように安
全上、外部から遠隔操作しては
いけない構造の製品もあり、注
意が必要なのです。

【図3】 遠隔操作機構に対するS マークの追加表示も定められた

　Sマークについてより詳しく知っていただくた
めに、下記PCサイト、消費者サイト、モバイル
サイトを開設しております。また電気製品に付い

ているSマーク、認証機関による試験の様子など
の動画をYouTubeでご覧いただけますので、ぜ
ひ一度アクセスしてみてください。

モバイルサイト：
⬅左記QRコードでアクセス

YouTube：
⬅左記QRコードでアクセス

PCサイト：「SCEA」で検索
（http://www.s-ninsho.com/）

消費者サイト：「Sマークってなあに？」で検索
（http://www.s-ninsho.com/sp/index.html）表示マークは遠隔操作（Remote Control）の頭文字をとってRC Ready と表記されます。

 マークをより知っていただくために

URL:http://www.s-ninsho.com/
電気製品認証協議会（SCEA）事務局
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　栃木市は栃木県南部に位置し、埼玉、群馬と県境
を接します。江戸時代に東照宮に向かう朝廷の勅使
が通る「日光例幣使（れいへいし）街道」の宿場町、
市内を流れる巴波（うずま）川の水運を活かした商
人町として発展。北関東有数の商都として栄えまし
た。蔵造りの屋敷や店舗（見世蔵）などの歴史的建

造物が数多く残る「蔵の街」です。

　
川面から商都の栄華を思う

　川べりに並ぶ黒塀・白壁土蔵は、まちを象徴する
景観。「蔵の街遊覧船」で川面から豪商の屋敷を仰ぎ、
往時の栄華をしのびます。3月下旬～5月上旬には「う
ずまの鯉のぼり」が催され、1100匹余りが船上の空
を泳ぎます。
　メインストリート「蔵の街大通り」には、江戸時
代創業の見世蔵や大正～昭和のレトロな建物が点在
し、喜多川歌麿はじめ当地ゆかりの人物の展示館、
観光案内所などに活用されています。少し奥まった
場所に並ぶ3棟の土蔵は、地域に現存する蔵の中で、
最古に属する建物。最近まで「とちぎ蔵の街美術館」
として公開していました。
　歩を進めると嘉右衛門（かうえもん）町。緩やか
なカーブを描く通りは、日光例幣使街道でした。江
戸後期～昭和初期築の日本家屋や洋館が残り、栃木
県内で唯一、重要伝統的建造物群保存地区に選ばれ
ています。
　まちの西側、巴波川から水を引く「県庁堀」の内
には一時期、栃木県庁が置かれました。大正時代築
の洋館・旧市役所別館が残ります。

小トラベル好奇心
いっぱい！

「蔵の街遊覧船」の乗船料は大人（中学生以上）700円、小人500円など

（記事提供　電気新聞）

東武鉄道は浅草駅から特急約1時間10分、
JRは東京駅から東北新幹線・両毛線（小山
駅乗り換え）で乗車時間約55分、新宿駅か
ら直通の特急約1時間15分など
都内から川口ＪＣＴ経由・東北自動車道
栃木ICまで約50分

公共交通の場合

自動車の場合

： 

：

【太平山県立自然公園】
　市の中央部にある

太平山（おおひらさん）

は春、約4000本の桜

が山全体を包み、山

の北側の遊覧道路に

は約2kmに及ぶ桜の

トンネルができます。

アジサイ、紅葉も見

事です。

　山頂付近が「謙信

平」。関東平野を一望

でき、北条氏との和

【つがの里】
　広々とした園内の小高い丘に立つ、樹齢約170年のヤマ

ザクラ「つがの里桜」。公園のシンボルです。春には、しだ

れ桜・ソメイヨシノ・八重桜が次々と開き1ヵ月の間、園

内を彩ります。6月には蓮池を埋め尽くす1000株3000本

のハスが花をつけます。
●家中駅（東武鉄道）から徒歩約50分、自動車の場合：北関東自動
車道・都賀ICから約10分、東北自動車道・栃木ICから約15分

【とちぎ山車会館】
　2年に一度開催される

「とちぎ秋まつり」。江戸・

明治期に作られた絢爛豪

華な山車が「蔵の街」を練

り歩きます。実物の山車

のうち3台を常設展示し、

定期的に入れ替えを行い

【渡良瀬遊水池】

栃木県 栃木市Access┃  アクセス

議の後、山に登った上杉謙信が平野の広さに目を見張った

という言い伝えに因みます。天候に恵まれれば富士山、東

京スカイツリーも望めます。
●栃木駅（JR・東武鉄道）からバス（倭町経由国学院行）で約15分、
自動車の場合：東北自動車道栃木ICから約15分

ます。大型スクリーンでコンピューターグラフィックを駆

使した映像を上映し、まつりの興奮が味わえます。
☎0282-25-3100
●栃木駅（JR・東武鉄道）から徒歩15分
●開館時間9:00 ～ 17:00（入館16:30まで）、休館は月曜（祝日の
場合は翌日）、年末年始。展示替えによる臨時休館あり
●入館料：大人 500円、中学生以下無料

　栃木市の南端に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城の4県

にまたがる渡良瀬遊水地は平地のダム。ハート形をした貯

水池（谷中湖）と調整池からなり、広さは3300ha・東京ドー

ム約700個分。多様な動植物が生息し、2012年にラムサー

ル条約登録湿地になっています。

　空のスポーツ、水上スポーツ、自転車、マラソン、釣り、

バーベキューなど多彩なレジャーが楽しめます。特に「日

本で一番自由な空」と呼ばれる空間を使い、熱気球のレー

ス（4月）などが行われます。
●藤岡駅（東武鉄道）から車で約12分、東北自動車道：佐野藤岡
I.Cから約20分

●開園時間（谷中湖周辺）9:00 ～ 17:00、月曜定休（祝日の場合は
翌日）　※荒天など出水状況により閉鎖

古い土蔵3棟（左）は美術館として公開していましたが、
閉館し新たな利用法を検討中です。「旧市役所別館」（右）は

地元ゆかりの作家などを紹介する文学館として改装オープンします

※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

J
R
東
北
新
幹
線

東
武
日
光
線

JR両毛線

藤岡駅

栃木駅

家中駅

渡良瀬遊水池渡良瀬遊水池

太平山県立
自然公園

太平山県立
自然公園

とちぎ山車会館とちぎ山車会館 とちぎ
蔵の街
美術館

とちぎ
蔵の街
美術館

つがの里つがの里

50

4

4

293

354
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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」 ②─

第 回

電気事業法と各種手続き（22）

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。
民間規格「高圧受電設備規程」２回目は「第１編・第１章 標準施設」です。
受電設備の施設方法について、要点を取り上げました。

（記事提供：日本電気協会技術部）

表1　受電設備方式と設備容量の限度

図１　造営材との離隔距離

表３・図２ 屋内に施設するキュービクルの保有距離

74 

キュービクル

キュービクル以外のもの

JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備に適合
JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備に準ずるもの又は
JEM1425 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤに適合

CB形
4000kVA

制限なし

PF・S形
300kVA

300kVA

　高圧受電設備を設置する場合、一般送配電事業者

（東京電力パワーグリッド）との責任分界点を決める必

要があり、そこには区分開閉器を設置しなければなり

ません。

　架空配電線路から引き込む場合は、区分開閉器に

地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器（GR付PAS）が

使用されます。GR付PASについては、避雷器内蔵タ

イプを使用することにより、落雷に対する保護範囲を

広げることができ、波及事故に至るリスクを下げられま

す。

　地中配電線路から引き込む場合は、区分開閉器とし

て配電塔（キャビネット）に地絡継電装置付地中線用負
荷開閉器（GR付UGS）が使用されます。

　主遮断装置の形式及び受電設備方式により【表１】

に該当する値（kVA）を超えないようにする必要がありま

す。受電設備容量は、日本産業規格であるJIS C 

4620キュービクル式高圧受電設備に適合したキュービ

クルの場合、CB形は4000kVAまで、PF・S形は300 

kVAまでとしています。この受電設備容量は、変圧器

及び高圧引き出し部分（電動機を含む。）の合計容量

（kVA）となります。

　引込口に使用する高圧引込線には、長期的な信頼

性が要求されます。このため、高圧絶縁電線と高圧ケ

ーブルは、規定した種類から選定することとしています。

　高圧架空引込線の施設については、自然災害の影

響を受ける可能性が低い場所を選定し、堅固に取り付

ける必要があります。高圧絶縁電線による架空引込線、

また、高圧ケーブルによる架空引込線については、高

さ及び離隔距離を規定しています。建造物からの離隔

距離は、【図１】のとおりです。

　高圧ケーブルによる高圧地中引込線については、地

中に埋設するため、適切な管材料を選定し、他物の

影響を受けないように施設する必要があります。直接

埋設式により施設する場合は、【表２】による埋設深さ

にする必要があります。

　高圧ケーブルの端末処理については、高圧ケーブル

工事技能認定講習会（端末講習）を受講し、認定証を

　屋内にキュービクル（高圧受電設備）を設置する場合、

長期信頼性を確保するためにも湿度が高くならない部

屋、また、水が浸入するおそれのない部屋にすること

が重要です。

　2020年6月には、国土交通省と経済産業省により、

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」が

公表されました。キュービクルが地下や地上の低い場

所にある場合、河川氾濫や洪水による浸水から停電す

るリスクを回避するため、自治体が公表しているハザー

ドマップと照合し、止水板や防止扉を設置することも

ご検討ください。また、キュービクル以外にも非常用

所有する技術者が行う必要があります。

電源となる自家発電設備や蓄電池設備も同様です。

　周囲との保有距離は、【表３・図２】のとおりです。受

電室内は、キュービクルを保守・点検するための空間が

必要となりますので、倉庫代わりに使用したり、休憩

室に利用するなど、本来の目的以外の用途に使っては

いけません。常に清掃が行き届き保有距離を維持する

よう努めてください。

　屋外にキュービクル（高圧受電設備）を設置する場合

でも「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライ

ン」を参考に自治体が公表しているハザードマップと照

合し、可能な限り高い場所に移設するなど検討するよ

うに求めています。キュービクル周囲の保有距離は、

1m＋保安上有効な距離の確保が必要です。保安上有

効な距離とは、人の移動及び機器の搬出入に支障をき

たさない距離をいいます。

　キュービクルの周囲には、さく、へいを設け、保守

点検者以外は近づかないようにしてください。保守点

検に使用する通路は、キュービクルまで安全に往復で

きるようにしてください。急勾配のある場所では、手す

りを設けるなど安全が確保できるようにお願いします。

　キュービクルに収納している変圧器の容量（kVA）を

変更する場合、配線用遮断器（MCCB）の台数も変更

となり、工場出荷時に設定した保護協調が変わります

ので、増設・減設を計画する場合は、必ず電気主任技

術者（関東電気保安協会）までご連絡ください。

施設における基本事項
（第1110節）

引込口の施設方法
（第1120節）

受電室などの施設
（第1130節）

規　　　格受電方式

建造物

上部造営材

高圧絶縁電線

高圧絶縁電線高圧ケーブル
高圧ケーブル

建造物

突出し看板

1.0m以上

2.0m以上

0.4m以上

1.2m以上

表２ 直接埋設式の埋設深さ
施　設　場　所
車両その他重量物の圧力を
受けるおそれがある場所
その他の場所

埋設深さ（m）
1.2 以上

0.6 以上

点検を行う面
操作を行う面
溶接などの構造で換気口が
ある面
溶接などの構造で換気口が
ない面

0.6 以上
扉幅 ※ ＋ 保安上有効な距離

0.2 以上

―

〔備考 1〕 溶接などの構造とは、溶接又はねじ止めなどに
 より堅固に固定されている場合をいう。
〔備考 2〕 ※は扉幅が１m未満の場合は１mとする。
〔備考 3〕 保安上有効な距離とは、人の移動及び機器の
 搬出入に支障をきたさない距離をいう。

保有距離を確保する部分 保有距離（m）

0.2m以上

扉幅※ 0.6m以上

保
安
上

有
効
な
距
離

任意の距離

キュービクル キュービクル

溶接などの構造で、
換気口のある面

操作及び
点検を行う面 点検を行う面 溶接などの構造で、

換気口の無い面（背面等）



●どのような仕事をしていますか？

　高圧受変電設備をお持ちのお客さまに、電気を事
故なく安全にご利用頂くため、月次・年次点検での目
視点検、停電検査で電気設備の状態・状況を把握、
確認し、その都度必要な助言等をさせて頂いていま
す。
 また、電気事故などが発生した際も対応させて頂い
ています。

●点検等で気をつけている点は？

　目視点検はもちろんのことですが、臭いや熱、音な
ど五感を大切にしています。これは以前に勤めていた
ビル管理会社の上司に、現場で大切なこととして教
わったことでもあります。

●協会で働く魅力は？

　技術がメインの仕事ですが、指摘や設備更新のご
説明など、お客さまとお話しする機会が
思っていた以上に多くあります。関東電
気保安協会には、現場で鍛え上げら
れ、人生経験豊富な職員が大勢在籍し
ています。電気のことだけでなく、お客さ
まとの対応で困ったときに、そうした先
輩や同僚から助言がもらえ、心強く感
じられることです。

●今後の目標・抱負など

　電気の世界は奥が深く、困難な場面
も多々ありますが、日々の経験から理解
を深め、それがお客さまへのサービスに
つながるよう、これからもなお一層、業
務に励んでいきたいと思っています。

多摩事業本部 国立事業所
電気保安1課
髙柳　直彦さん
53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

ドラムを叩きます（多摩事業本部 軽音楽部所属）

甘いものが好きです

自分らしく　その人らしく

慎重です

よろしくお願いします

【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

水素利用へ推進協発足。
政府向け提言へ／電力など88社参画
　エネルギーやメーカー、金融など民間企業88社で

構成する「水素バリューチェーン推進協議会」が

2020年12月7日に発足しました。水素の需要拡大や

安価な供給体制の構築を目指し、社会実装プロジェ

クトの提案・調整やファンド創設などに取り組みま

す。電力関係では北海道、東北、中部、北陸、関西、

四国、沖縄の各電力会社とＪパワー（電源開発）が

参画します。今後は協議会に設けるワーキンググル

ープで情報を収集し、政府へ提言を行う予定です。

　協議会では水素の需要拡大に向け、発電をはじめ

産業分野や商用車、船舶、鉄道など輸送部門での水

素利用を促進していきます。供給面のコスト削減に

ついては、海外の再生可能エネルギー適地での製造

など国際的な連携を進めます。国内の再生可能エネ

余剰電力を使った水素製造も検討します。

　このほか、分野横断的な取り組みとして、自治体

などと連携した特区活用プロジェクト創出や技術開

発・実証の支援、広報活動にも力を入れていく方針

です。

　協議会には、①事業化・規制②渉外③調査――の3

つのワーキンググループ（ＷＧ）を設置します。こ

れらＷＧで社会実装プロジェクト創出や関連団体と

の連携、各種調査・分析を進めます。

　協議会の代表は岩谷産業、トヨタ自動車、三井住

友フィナンシャルグループのトップが共同で務めま

す。これにＥＮＥＯＳ、川崎重工業、関西電力、神

戸製鋼所、東芝、三井物産を加えた計9社が理事会

員となります。現在は任意団体ですが、将来は一般

社団法人としたい考えです。会員企業も順次拡大し

ます。

　このほど都内で設立イベントが開催され、共同代

表や理事会員9社の代表、梶山弘志経済産業相、前

田匡史・国際協力銀行（ＪＢＩＣ）総裁が出席。活

動方針などを説明しました。

1需要場所の複数引き込み容認。
条件付きで4月から／資源エネルギー庁
　経済産業省・資源エネルギー庁は「１需要場所複

数引き込み」と「複数需要場所1引き込み」を4月

から容認します。同省電力安全課による保安面の検

討などがまとまったことから、現行託送制度の原則

となっている「1需要場所、1引き込み、1契約」の

見直しを決めました。

　総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策

小委員会（小委員長＝山内弘隆・一橋大学大学院特

任教授）で合意しました。レジリエンス（強靱性）

や環境適合性、経済性向上など、電気の利用者の利

益につながる場合のみ認める方針です。

　4月開始に向けて、電気事業法施行規則や託送供

給等約款などの改定を進めます。複数引き込みで生

じる費用増については、追加で発生する引き込み線

などは全額特定負担、改修や計量器の交換費用は原

則、一般送配電事業者の負担となります。今回の措

置の対象となる事例、保安上の順守事項などをエネ

庁ホームページに掲載する予定です。

　なお、前年12月、産業構造審議会の電力安全小委

員会で「複数需要場所１引き込み」「１需要場所複

数引き込み」について、保安面を考慮し同一の電気

主任技術者を原則とする方針を固めています。

　1引き込みで複数供給可能な例として、タワーマ

ンションがあります。隣り合うマンションを自営線

でつなげば、災害で片方が系統から遮断された場合

も、もう一方の系統から両マンションに電力供給を

継続できます。平時の自営線遮断やループ構造を回

避するため、停電時には融通先を系統から確実に遮

断する必要があるため、同小委の電気保安制度ワー

キンググループでは「事故対応に混乱を招く」と、

同一主任技術者の徹底が要望されました。

　電力安全小委では、旧一般電気事業者などの高い

自主保安レベルを前提に制度設計された現行の電気

保安規制を見直す方向でも一致しています。
（記事提供　電気新聞）
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設備の目視点検を行う髙柳さん
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エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

1

2

3 6

5

4

小動物の侵入災害時に役立つクルマはＨＶ、
それともＥＶ？

小動物の侵入
　受電設備の老朽化に伴う腐食や錆などにより穴や隙間ができたり、ケーブル引込口が閉

塞されていないと、ネズミや鳥などが侵入することがあります。

　これらの隙間から侵入した小動物が高圧設備に触れることで、高圧機器の故障や停電事

故の発生につながります。

　腐食などでできた穴やケーブル引込口の開口部をふさぐことによって、小動物の侵入を

防ぎ電気事故を予防しましょう。

安 全 エ レ ち ゃ ん の

るのは3車種です。最大出力1.5

ｋＷは、電子レンジやドライヤ

ーなど消費電力の大きい家電製

品も動かせます。非常用電源と

しては十分に機能しそうです。

　ＥＶ２車種は、外部給電に別

売の装置が必要です。「ＣＨＡｄ

ｅＭＯ（チャデモ）」は日本が開発

した急速充電の国際標準方式で、

その端子に可搬型給電器を接続

する仕組みになっています。チ

ャデモ端子は、オプションを含

めＰＨＶ、ＦＣＶも備えています。

最大9kＷ、200Ｖにも対応するの

で、平時並みに家電製品を使え

ます。

　さ て、そ れ で はＨＶとＥＶ、

どちらが非常時に役立つのでし

ょう。ネットを検索すると「ＥＶ

は高価な可搬型給電器が必要。

100ＶコンセントがあるＨＶが実

用的」という個人意見が見られま

した。確かにスマホの充電など

の用途なら、そうかもしれません。

　一方、日産自動車は商用バン

タイプ「ｅ-ＮＶ200」には100Ｖ

電源用コンセントを装備してい

ますから、こうした意見はトヨ

タプリウスと日産リーフの比較

になっても、ＨＶとＥＶの比較に

は当てはまりません。

　国は脱炭素社会の構築に向け

て、2030年代半ばまでに新車販

売をＨＶやＥＶなどに限る方針

です。自動車メーカーはＶ2Ｈ（ビ

ークル・ツー・ホーム）をはじめ、

クルマの新たな価値を念頭に新

車を投入しており、これが加速

することでしょう。その中で外

部給電の手段や方式をどう位置

付けるか、注目されます。

　ところで、日本自動車連盟(Ｊ

ＡＦ)が「災害時におけるクルマ

からの電源供給」という実験の結

果をネット公開しています

（https://jaf.or.jp/common/safety- 

drive/car-learning/user-test/ 

disaster/power-supply）。

　現状に関心のある方、アクセ

スしてみてはいかがでしょう。

　内燃機関と電動モー

ターを併用するハイブ

リッド車（ＨＶ）は、多

くの車種が100Ｖ電源用コンセン

トを装備し、自然災害の避難時

では、頼りになる存在であると

認知されています。

　2019年の台風15号被災で停電

が長期化した千葉県では、電気

自動車(ＥＶ)、プラグインハイブ

リッド車（ＰＨＶまたはＰＨＥ

Ｖ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などが

自動車メーカーや電力会社から

派遣され活躍しました。

　経済産業省、地方自治体、民

間事業者などが立ち上げた「電動

車活用社会推進協議会」が『災害

時における電動車活用促進マニ

ュアル』を公表しています。これ

を見ると、外部に給電する方法

は下表の通りで、メーカーや車

種で少しずつ異なることが分か

ります。

　取り上げられた電動車7車種の

うち、オプションも含めて100Ｖ

電源用コンセントを装備してい

主な車種の外部給電機能

出所：「災害時における電動車の活用促進マニュアル」（経産省、国交省、電動車活用社会推進協議会）

メーカー

車両名

100V電源用
コンセント
CHAdeMO
端　　子

日産自動車
リーフ
e+G

―

〇

三菱自動車

アイミーブ

―

〇

トヨタ自動車
プリウス
PHV
〇

（オプション）
〇

（オプション）

三菱自動車
アウトランダー
PHV
〇

（標準装備）

〇

本田技研工業
クラリティ
PHEV

―

〇

トヨタ自動車

ミライ

〇
（標準装備）

〇

本田技研工業
クラリティ
FUEL CELL

―

〇

電気自動車（EV） プラグインハイブリッド自動車（PHV） 燃料電池自動車（FCV） 

最大出力

可搬型
給電器

AC100V

AC
100/200V

1.5kW

1.5～
9kW



この用紙は再生紙を使用しています。
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https://www.kdh.or.jp/

2021年度

電気取扱者特別教育講習会、
保護継電器試験実務(初級)講習会
開催のご案内
当協会では、一般の客さまを対象に
電気に関する各種講習会を開催しております。
2021（令和3）年度も、ご好評をいただいております、
労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や
保護継電器試験実務講習会を開催いたします。
当協会の職員が分かりやすく講義をさせていただきますので、
皆さまのご応募をお待ちしております。
お申込み及び日程・料金等については、当協会のホームページをご覧ください。

なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で
開催することも可能ですので、最寄りの事業所へご相談ください。

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
　関東電気保安協会 広報部
　［TEL］03-6453-8896

●当日の講習会に関するお問い合わせ
　講習会開催事業所
　（当協会ホームページをご覧ください）

電気取扱者特別教育講習会
【 1 日コ ース 】 ●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（開閉器操作業務の実技1 時間）

　　　※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）　

保護継電器（OCR,GR,DGR）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、
初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器での各種保護継電器の動作試験などを行います。

【 2 日コ ース 】 ●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会
　　　※各種測定器を使用した業務を行う方
●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会
　　　※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

https://www.kdh.or.jp/
関東電気保安協会ホームページ

ｋｄｈ講習会 検索

低圧1日
コースが
増えました


