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飛鳥山のアジサイ
東京都北区（16～17ページ参照）

　東京都北区の飛鳥山公園はソメイヨシノなど約600本の桜の木が植えられ、都内有数のお花見ス
ポットとして知られますが、これからはアジサイが見ごろ。約1300株が東側の山裾を彩ります。ＪＲの線
路に面しているので、通過する車中からも鑑賞できます。
　2024年から1万円札の「顔」になる渋沢栄一は、ここ飛鳥山に邸宅を構え、生涯の後年を過ごしま
した。小高い山の南側に一部建物が残り、重要文化財に指定されています。区などが設立した協議
会は公園一帯を「渋沢翁のテーマパーク」と名付けて、大河ドラマ放映に合わせた観光ＰＲを行って
います。

お客さまこんにちは　ＺＩＫＩＣＯ

古い工場やビルをお持ちの皆様へ！

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

当協会では、落雷や水災による受電設備の事故に備えて
「受電設備保証保険」に加入しています。

保険料は一括して当協会が負担しておりますので、
お客さまの保険料負担はありません。

詳細は担当の検査員または、お近くの協会事務所までお問い合わせください。

受電設備保証保険 について

責任分界点

お客さまの設備電力会社の設備

お客さま構内

キュービクル

構内1号柱

高圧引込み
ケーブル

ＰＡＳ（高圧交流負荷開閉器）

低圧開閉器
負荷側端子まで

※お客さま設備によっては上記イラストと異なる場合があります。

保険の
保証対象となる
範囲を　　　で
表しています

・5 62021No. 565

information ご注意ください

NEWS CLIP

21

安全エレちゃんのQ&A 22どんな時、ブレーカーが落ちるの？

保証対象機器

雷による
機器の損傷

水災による
機器の損傷
水災による
機器の損傷

◇保険の対象範囲は、責任分界点から受変電設備内の配線用
遮断器の負荷側端子までに設置される機器等になります。
◇保険の対象となる損害は、落雷または、水災による事故に
よって生じた損害になります。

●予め故障の恐れ等があると指摘されているものなど、保険の認定から除外さ
れるものがあります。

●復旧に対する調査費用および、仮改修費用等は保険適用外となります。
●1事故あたりの免責額は2万円となります。
●保険金請求に関する手続きは、保安協会に委任いただ
きます。

備　考
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　コロナ禍の終息が見通せない中で、夏が再びやっ
てきます。
　リモートワークをしている方は、これから自宅の
エアコンの稼働が増えてくるでしょう。長期予報で
は今年の夏は気温高め。熱中症予防のためにも、エ
アコンの活用は欠かせません。
　一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだ
けで、換気を行っていません。新型コロナウイルス
対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によっ
て換気を行うことが必要です。冷房中の室内温度は
例年通り28℃を目安に、快適と感じる温度にしてく
ださい。換気を行うと、どうしても室内温度は高く
なりがちです。エアコンの温度設定を下げるなどし
て、調整しましょう。
　では、換気中にエアコンはどうすればいいのでし
ょうか？　正解は「つけっ放し」。

春から初夏へ、日に日に気温が上がる季節となりました。
私たちは２度目の“コロナ禍の夏”を迎えようとしています。
感染拡大を防ぐと同時に、熱中症などのリスクを避ける。
そのために必要な電気の使用を惜しんではいけません。
エアコンの上手な使い方などをご紹介しますので、
無理なくムダをなくす、夏の省エネについて考えてみてください。

コロナ禍の夏の省エネに向けて

　冷房は運転を始めてすぐが、消費電力が大きくな
ります。パワーを使って一気に部屋を冷やそうとす
るからです。こまめなオン・オフは省エネの基本で
すが、換気のたびにエアコンを切ったりつけたりし
ていると、電力消費のピークが何度も発生し、かえ
って電気のムダづかいとなるので注意してください。
　エアコンをつけっ放しにすることで、換気中でも
室温上昇を、ある程度は抑えられます。室内機は部
屋の中の空気を吸って、これを冷やして部屋に戻し
ています。吸い込む空気の温度が高いと、エアコン
に負荷がかかって消費電力が増えてしまいます。開

Ⅰ エアコン活用と換気

Ⅱ エアコンは夏前のお手入れを

放する窓は室内機から離れたところにしましょう。

　エアコンのお手入れは済ませましたか？　冬の暖
房運転でフィルターにホコリがついたままなら、今
のうちに清掃しておきましょう。室外機回りも散ら
かっていたら片付けを。夏の省エネは、エアコンの
消費電力を抑えることが基本です。
　冷房のスイッチを入れて、変な音がしないか確か
めてみてください。日本冷凍空調工業会は、最盛期
のエアコン設置や修理の混雑を避けるためにも、早
期の点検や試運転を勧めています。
　大手メーカーによると、エアコンの標準的な使用
期間、つまり寿命は10年。部品の最低保有期間がそ
う定められているからです。いまの電気製品は長寿
で、10年過ぎても正常に動きますが、急に故障した
ら大変です。エアコンは設置工事が必要ですから、
あわてて買い替えても「取り付けまで１週間待ち」
ということになりかねません。
　電気製品は年々省エネ性を高めています。「もう
10年使ったかな」という家電を買い替えると、電気
代の節約になる可能性が高くなります。

Ⅲ 省エネルギーラベリング制度

　電気製品を買い替えるときは、少しでも消費電力
が少ないものを選びたいですね。
　「省エネルギーラべリング制度」は、2000年に導

入され、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明器具など
家庭で使用される製品を中心に21品目が対象になっ
ています。カタログや製品本体、包装など見やすい
ところに製造事業者などが「省エネルギーラベル」
を表示します。省エネ基準達成率100％以上の製品
はグリーンの省エネ性マーク、未達成（100％未満）
の製品はオレンジの表示になります。（図１）
　家電量販店などで、製品に貼り付けられているの
が「統一省エネルギーラベル」です。省エネルギー

ラベルに加え、5つの星で省エネ性能を評価する多
段階評価制度や、年度の目安電気料金を表示して、
消費者がより分かりやすく比較できるようになって
います。（図２）
　多段階評価制度の対象になっているのは、家電の
中でも比較的エネルギー消費量が多い冷蔵庫、冷凍
庫、照明器具、テレビ、エアコン、温水洗浄便座の
6品目です。それ以外の製品向けに、多段階評価を
記載しない簡易版があります。

省エネルギーラベルの表示例図1

統一省エネルギーラベルの例図2

❶

❷

❸

❹
❺

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

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

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

エネルギー消費効率は製品によって表示が異なります。

白
緑

（黄赤）
（例1） （例2）

橙
白



　いかがでしたか？
　快適な天候が多い５月初旬ごろは、１年間で最も電気を使わない季節です。そして気
温が上がるにつれ、エアコンの運転が始まるなどして、電気の使用量も増えてきます。
　省エネは日本が目指す「2050年の脱炭素社会構築」に向けて、私たち一人ひとりが
取り組める活動です。新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を踏まえながら、
無理なくできることを積み重ねていきましょう。

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 
2021年5・6月号
問　題 ヒント（4～7ページ）

  

応募方法［応募フォームのアドレス］

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

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください！ 

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

QRコードはこちら➡ 

2021年7月15日必着締切期日

発 表 2021年9・10月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

こまめなオン・オフは省エネの基本ですが、換気のたびに
〇〇〇〇を切ったりつけたりしていると、電力消費のピー
クが何度も発生し、かえって電気のムダづかいです。〇に
入る４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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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

E HZ
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

1・2月号正解

コロナ禍の夏の省エネに向けて

電気製品編
知らず知らずのうちに、電気の
ムダづかいをしていませんか。
設定の見直し、ちょっとした工夫
や手間が、省エネにつながりま
す。長持ちしていても、古くて効
率の悪い家電は買い替えを考え
ましょう。

生活習慣編
いつもの癖でついつい、という
ことはあるものです。生活習慣
を振り返り、ちょっと見直すだけ
で、電気のムダをなくす場面は
意外と見つかります。心がけて
みてください。

  エアコン

□ 室内機
　　フィルターが目詰まりしていませんか？ 冷房
効率が落ちる原因です。月に１～２回程度、定
期的な清掃を心がけましよう。
□ 室外機
　　吹き出し口付近に物を置いていませんか？ 整
理整頓して周囲の風通しを良く。ひさしなどで
直射日光を遮るのも効果的です。
□ 空気の循環
　　 扇風機やサーキュレーターを利用しています
か？ 室内の空気を循環させると、少ない電力で
体感温度が下げられます。
□ 窓からの熱
　　 カーテンやブラインドを活用していますか？ 
日差しをカットして、熱を遮断しましょう。外出
時は日中でもカーテンを閉めましょう。
  冷蔵庫

□ 温度設定
　　「強」になっていませんか？ モードを「中」
に落としましょう。食品を詰め込み過ぎてなけれ
ば、冷気は十分に行きわたります。
□ 壁や天井との間隔
　　適度な距離を設けて置いていますか？ 壁や天
井との間隔が狭すぎると、運転効率が下がって
しまいます
  テレビ・ＡＶ機器

□ 画面設定
　　明るすぎる設定になっていませんか？ 「ダイナ

ミックモード」＊ など輝度が高い設定は消費電力
が増えます。標準モードに切り替え、必要な時
だけ使いましょう 
□ 省エネモード
　　「クイック起動」＊ などの設定をしていません
か？ テレビ、ＤＶＤプレイヤーなどがこの機能を
備えていますが、待機時消費電力を使っていま
す。少し待つゆとりが節電につながります。

　　＊名称はメーカーにより異なります。

  照明・住設機器

□ 電球の交換
　　長時間使う照明に、白熱電球を使っていませ
んか？ 同じ明るさの蛍光ランプやＬＥＤ電球に取
り換えると、消費電力は１/４～１/６に減らせま
す。発熱も減り冷房の省エネにもつながります。
□ 温水洗浄便座
　　便座の暖房が入りっ放しになっていませんか？ 
夏は暖房を切って、洗浄水の設定温度も下げ
ましょう。タイマー機能や節電モードがあれば
活用し、使わない時間帯の消費電力を抑えま
しょう。

□ 待機時消費電力
　　どのくらい使っているか、ご存じですか？　
省エネルギーセンター調べ（2012年）では１世
帯当たり年間228kW時、家庭の電力消費量の
５％を占めました。
　　機器別内訳ではガス温水器の割合が最も高
く、2割近くを占めます。すぐに使わない時は主
電源オフを心がけてください。

□ こまめなオン・オフ
　　テレビの音声を時計代わりにしていませんか？
　見ていないならスイッチを切りましょう。リビ
ングに集まるときの個室消灯なども習慣づけを。

　　換気中のエアコンはつけっ放しをお勧めしまし
たが、パソコンをシャットダウンするか、スリー
プにするかは、90 分が目安です。
□ 温めはその都度
　　ご飯やお湯を長時間保温していませんか？ 食
べる都度、使う都度に温めるほうが消費電力を

減らせます。炊飯器での保温は４時間程度まで
が目安。それ以上の場合は冷ましてから冷凍・
冷蔵保存し、電子レンジなどで再加熱しましょ
う。
□ 家事はまとめて
　　その都度、片付けていませんか？ 例えば洗
濯機や食器洗い乾燥機は、まとめて洗うほうが
使用回数を減らせて省エネになります。ただし、
詰め込みすぎは逆効果になるおそれがあります
から、定格容量の８割程度を目安にしましょう。

省エネ チェックシート c h e c k  s h e e t
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東京南事業本部 芝浦事業所　赤司　真啓

の 記 録 から現場
豪雨後の全停電。
キュービクル内部は湿気でミスト状態

　夏の暑い日の午前中、急なゲ
リラ豪雨が降りました。雨は1時
間程度で止みましたが、その数
十分後にお客さまから「停電し
た」と連絡があり、ただちに現
地に向かいました。
　キュービクルの扉を開けたと
ころ、内部は強い湿気でミスト
（霧がかかったような）状態です。
調査の結果、地絡方向継電器が
動作し、停電となったことを確
認しました。
　キュービクルは、日当たりの
よい屋上に設置されていました。
ゲリラ豪雨の直後、強い日差し

を浴びたため、内部に入り込ん
だ雨水が蒸発してミストとなり、
機器を湿らせてキュービクル内
部の絶縁抵抗値が低下したこと

が、停電の原因だと推測できま
した。
　雨水の浸入経路に関しては大
きな問題点がなく、激しく水滴
が飛び跳ねて、換気口などのわ
ずかな開口部から浸入し、水蒸
気化したとみられました。　
　すでに全停電していたため絶
縁抵抗測定を行ったところ、所
内側で1ＭΩ（メグオーム）以下
となっていました。お客さまか
らは「早急に復電してほしい」
との要望を受けましたが、濡れ
た状態の現状では、直ちに送電
は難しいことを説明して、復旧
に向けて作業を開始しました。
　キュービクルの規模が大きく、
作業に必要な人員、乾きウエス
などの機材が足りなかったため、
事業所に応援を要請しました。

応援が到着するまでの間、キュ
ービクルの扉を全開にして、な
るべく湿気を逃がしました。応
援到着後は、全員で乾きウエス
を用いてキュービクル内部の清
掃を行い、機器についた水滴を
取り除きました。

　数十分ほどしてキュービクル
内部の湿気は改善されました。
ところが所内の絶縁抵抗値は１
ＭΩまでしか上がりません。
　高圧絶縁抵抗値の低い場所を
特定するため、機器ごとに個別

で測定を行った結果、最も低い
機器がＶＣＢ（真空遮断器）だと
いうことが分かりました。表面
の清掃は終わっていましたが、
機器内部はまだ行っていません。
そこでＶＣＢを分解して確認し
たところ、内部が湿気を帯び、
かなりの水滴がついていました。
　ウエスで水滴をぬぐい取り、Ｖ
ＣＢの清掃を完了して、再度所
内の高圧絶縁抵抗測定を行った
ところ、６ＭΩ以上に改善して
いました。このため、復電作業
に取り掛かることができました。
　作業を無事完了し、お客さま
に復旧の報告と内部に湿気が溜
まってしまい、これが停電の原
因となったことをお伝えしまし
た。また再発防止のため、お客
さまの了解をいただき、換気扇
の設定を「常時」に変更しました。
後日、異常がないことを確認し
て換気扇を通常運転に戻し、設
定温度を下げました。

◆　　◆　　◆
　屋外設置のキュービクルは、
風雨・氷雪の被害を受けないよ
うに水平水切板・防噴流対策板
などを設置し、換気口の位置は
風向きを考慮することも大切で
す。
　それでも水や湿気は浸入して
きます。換気扇などを持つ設備は、
運転時間延長など季節に応じた
対応を心掛けてください。
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食べ物本来の味

　つや消しの白と黒、石を思わせ
る風合い。いわゆる「マットな質感」
に、手に取った人の多くが「きれ
い！」と感想を漏らすそうです。
　スプーン、フォーク、ナイフを総
称してカトラリーといいます。ステ
ンレスが一般的ですが「金属臭さ」
を免れず、金属アレルギーを起こ
すことも。その心配がない磁器の
スプーンは厚ぼったく、使い勝手
がよくありません。
　ＺＩＫＩＣＯ（ジキコ）は「ジル
コニア」というセラミックス(磁器)
で作ったカトラリーで、これらの課
題を克服しました。セラミックスは
歯科治療や人工関節にも使われる
素材。ノンアレルゲンで、食べ物

本来の味を楽しめ、かつ後に触れ
る特長があるカトラリーを、ニュー
タウンが広がる東京・多摩の丘陵
から送り出しています。

和菓子を食べやすく

　デザート用カトラリー「ＫＩＹＯ」。
由来は「清らか」です。同社の理
念を表す言葉でもあります。
　和菓子を食べるとき、漆や木の

匙(さじ）、菓子楊枝などが使われ
ます。けれども葛（くず）を使っ
た菓子などに手を焼いたことがあり
ませんか？　ＫＩＹＯシリーズのス
プーンは最薄部が0.8ミリ。わらび
餅を楽に口に運べます。優美な形
状は「ハスの花びらのイメージ。
そう、(中華用磁器の)レンゲです
ね」と代表取締役の山瀬光紀さん。
シャープな形状のデザートナイフは
日本刀がモチーフ。
　では、二股のデザートフォーク
は？「刺せる先割れスプーン」と
山瀬さんが笑います。このシリーズ
はデザートに限らず、食事用として
も使い勝手がいいそうです。

３つのブランドで展開

　主力商品の「ＳＵＭＵ」シリー
ズは、「住む」「澄む」の意味が込
められ、ディナー用とデザート用カ
トラリーが揃います。シンプルで
機能的なデザインは、国際的なデ
ザインコンペのゴールド賞など２つ
の賞を獲得しました。重量は一般
的な金属製の約半分、白のスープ
スプーンを陽にかざすと、光が透
き通る薄さ。食事の邪魔をする心
配は全くなさそうです。
　「手元」などの意味を込めた「Ｔ
ＥＭＯ」は、一つで大さじと小さ
じを兼ねる計量スプーン。同社は、
これら３つのブランドで「清らかな
日常生活」を提案します。

硬さとしなやかさ

　ジルコニアは、ジルコニウムと
いう金属元素が酸素と結合して
できる鉱物です。ダイヤモンド、
ルビーに次ぐとても硬い素材で、
立方体の結晶が並ぶ構造にする
と、無色透明の模造ダイヤになり
ます。
　インプラントなど、歯科治療の
素材としてご存じの方もいるでし
ょう。こちらは白色。「正方晶」「単
斜晶」を持つため、光が屈折し
て白く見えます。この、大きさが
異なる２つの結晶を持つ構造だ
と、しなやかさが生まれます。
　とても硬いので薄くすることがで
き、しなやかさが金属のような「し
なり」を実現します。黄ばんでも
磨けば本来の白色を取り戻し、他
の鉱物を混ぜて焼成することで、
黒などの色が出せます。

ドイツでの経験が導く

　山瀬さんは、大学で材料工学
を学び、ドイツに留学しました。

現地で成形加工機を設計する企
業の研究部門に職を得て、そこ
でジルコニアとの縁が始まります。
日本の素材メーカーが持ち込ん
だ相談に「日本人のお前が対応
しろ」と上司に命じられたので
す。
　カトラリーへと導いたのもドイツ
での経験から。「日本食をつくって」
という要望に悩んだ末、思いつい
たのがそば打ちでした。ところが
欧州の水では、味や香りがうまく
出せない。カツオだしの旨味を微
かに感じ取れたのが、磁器の皿で
味見したときでした。
　専門であったプラスチック成形加
工を研鑽して帰国、父親の経営す
るメーカーに入ります。しかし、一
時期100人近くを雇用していた会社
は斜陽でした。
　新たな活路を求めてジルコニアを
使った商品に着手。試行錯誤の末、
スープスプーンでグッドデザイン賞
を受賞します。それまでの事業を
撤収し、新たな分野に踏み出す一
歩となりました。

漏電防止に期待

　ジルコニアのカトラリーは放電加
工機などで製造した金型を使用し、
射出成形します。独自のノウハウ
が詰まっています。400度の低温
電気炉で４日間、1400度の高温電
気炉で３日間じっくり焼成、仕上げ
の研磨をして完成です。
　焼成中に停電が起きれば大変な
ことですが、幸いそのようなことは
なく、山瀬さんが用心するのは漏電。
「父の代の工場は自動化を先駆けま
したが、動く箇所の電線被覆が摩
耗し、漏電が起きたことも。これ
は避けねば」と、当協会の定期点
検に期待を寄せます。
　コロナ禍の中「お客さまに手に
取っていただく機会が…」と嘆く山
瀬さん。一方、日本の優れた商品
を扱うニューヨークのショップ出展、
パリでも同様の動きがあり、海外
への足掛かりを得ました。
　食の安全を考えた事業に取り組
むＺＩＫＩＣＯ。当協会は電気の安
全を通じて応援して参ります。

ZIKICOの
商品ラインアップ。
つや消しの白と黒、
マットな質感が魅力

大さじと小さじを兼ねる
計量スプーン「TEMO」

デザートカトラリー「ＫＩＹＯ」は和菓子との相性抜群

「ＳＵＭＵ」ディナー用カトラリー 

ZIKICOの社屋 熟練の技能で、丁寧につくられる

代表取締役

山瀬 光紀さん

こ ん に ち はまさ客お
ＺＩＫＩＣＯ
〒206-0025　東京都多摩市永山6-21-3
TEL： 042-400-0101　URL： zikico.com
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特　集 2

　建設業に従事する人が減って
いる。就業者数はピーク時と比
べて、3割近く少なくなった。高
齢化も進んでおり、このままで
は担い手不足によって、社会資
本の整備・維持が難しくなる。
　こうした構造的な課題に加え、
新型コロナウイルス感染拡大に
伴う非接触・リモート化の流れが、
建設業のDX（デジタルトランス
フォーメーション）を後押しし
ているといえよう。

1 建設業を取り巻く現状

　国内の建設業者は1999年度の
60万1000社をピークに減少基
調をたどっている。国土交通省
の許可業者数調査によると、
2019年度は99年度比21.4％減
の47万2000社。建設業の多く
は地域に根差した中小・零細業
者だが、規模の小さい業者ほど
減少している。就業者数も1997
年の685万人をピークに右肩下
がり。2019年はピーク時より
27.2％少ない499万人となった。
　他の産業と比べて高齢化も進

む。建設業就業者のうち、55歳
以上は約35％を占めている。こ
うした世代が退職を迎えるのは
数年後。高度経済成長期につく
られたインフラの老朽化対策が
待ったなしの状況にある中、社
会資本の整備・維持に必要な体
制を将来にわたって保つには、
若年層の入職促進による担い手
確保と、抜本的な生産性向上が
急務であることが分かるだろう。

2 国の動き

　建設業の生産性向上は大きく

分けて①担い手不足解消②働き
方改革――という文脈の中で語ら
れてきた。国土交通省は2015年
「ICTの全面的な活用」「規格標準
化など全体最適の導入」「施工時
期の平準化」の3つを柱とする
「i-Construction」を打ち出した。
最先端技術を建設プロセスに取
り入れ、労働生産性を向上させ
ようとする狙いだ。
　さらに2020年7月、省内に「イ
ンフラ分野のDX推進本部」を設
置。行動・知識・経験・モノの
DX化を推し進め、熟練労働者の
大量退職に備えるとともに、コ

ロナ禍で迫られた非接触・リモー
ト化にも対応しようとしている。

3 民間の動き

　建設産業の労働生産性は従来、
低いとされてきた。製造業のよ
うに、同じ製品を大量に生産す
るわけではなく「単品現場生産」
である上、受注者の業務が細分
化され、プロセス全体を“一気

通貫”で管理するのが難しいと
いう事情が背景にある。
　そのような障壁を打破しよう
と、生産性向上に向けた民間に
よる技術開発・現場実装は加速
している。無人トラックがダム
建設現場を走行し、ロボットが
溶接したりする技術が実用段階
に差し掛かった。人工知能（AI）
が自動的にプラント内の配管を
設計する技術も開発され、熟練

労働者が持つ「暗黙知」すら、
デジタル技術で代替できる可能
性を示した。
　もっとも、官民が目指す「建
設DX」の絵姿は、個別の工程を
ICTに置き換えることだけではな
い。盛り土を例に取ると、搬入
する土砂の量をセンサーなどで
最適に管理できたとしても、運
搬車両の運行状況がきちんと把
握・管理できていなければ、効
果は不十分だ。
　測量・調査から設計・施工、
維持管理に至るライフサイクル
全般を見通した上で、建設プロ
セスをDX武装するのがゴールと
言える。
　その可否を握るのがBIM／
CIM（ビルディング／コンスト
ラクション・インフォメーショ
ン・モデリング）だ。
　鹿島はBIMモデルを活用した
現 場 管 理 シ ス テ ム「3D K- 
Field」を開発した。台車や高所

作業車などの資機材、人員配置
や稼働状況といった情報をBIM
モデルで可視化し、現場全体の
状況を一元的に把握できるよう
にするものだ。
　設計・施工段階だけでなく、
竣工後の運用に生かす取り組み
も始動した。視界の先にはスマー
トシティ・スマートコミュニティ
がある。羽田空港跡地第1ゾーン
に先行開業した、大規模複合施
設の運用にも同システムを導入。
案内ロボットの位置情報を見え
る化するなど、利用者の利便性
向上に役立てようとしている。
　大成建設は、BIMデータを活
用 し た 統 合 管 理 シ ス テ ム
「LifeCycle OS」を 開 発。BIM
データと建物運用データなどを
クラウド上で連携・統合し一括
管理するシステムだ。工場や倉
庫内の機械、ロボットの動きな
どがBIMモデル上で可視化でき、
ニーズに対してきめ細かに対応
できる。

4 工程に横串

　建設プロセスは従来「2次元の
紙の図面」がベースだった。測
量では、地面に測量機器を設置
して地表の形状を測る。地質調
査では過去の資料や部分的な掘
削などを通じて図面化。こうし
て得た情報を元に図面を引き、
施工する。維持管理段階では点
検記録を紙の資料に記入し、修
繕計画に役立てる。大まかには、
構造物のライフサイクルを通じ
た管理はこのような流れだ。
　しかし、こうした「紙」頼みには、
いくつもの弊害がある。測量機
器の設置・撤去だけでも重労働。
地質図を作成するには多くの時
間を要し、部材や構造物の干渉
確認や数量算出も労力を伴う作
業だ。さらに問題なのが、紙の
資料が散逸することで、初期の
データが維持管理に生かされな
いことだ。
　生産性低下の要因の一つが「2

次元の紙の図面」だが、国交省
もやはり、BIM／ CIMを「生産
性革命のエンジン」と期待を寄
せる。
　建設プロセスの上流に当たる
測量・調査、計画・設計の段階
で作った3次元モデルを、施工や
維持管理にまで通貫させ、発注
者と受注者、元請け・下請けと、
プロセスに関与する全ての関係
者が同じデータを共有できれば、
情報の修正や変更・追加なども
タイムリーにできるようになる。
つまり、手戻りを減らすことに
つながる。
　国交省では2023年度までに、
小規模なものを除く全ての公共
工事について、BIM／ CIMの活
用を目指す。

建 設 業 の ＤＸ
デジタルトランスフォーメーション

5 瀬戸際の
　 インフラメンテ

　生産性向上を目的に進むDX化
だが、社会資本のメンテナンス

分野では、より実装が急がれる。
公共インフラの維持管理を担う
地方自治体では財源、担い手と
もに不足しているためだ。
　2012年12月に発生し、9人の
犠牲者を出した中央自動車道笹
子トンネル天井板崩落事故は、
官民の土木関係者に大きな衝撃
を与えた。事故を受けて社会資
本整備審議会（国土交通相の諮
問機関）道路分科会が取りまと
めた報告書「道路の老朽化対策
の本格実施に関する提言」のま
えがきには「最後の警告」と書
かれた。
　インフラメンテナンスを先送
りにする時間的な猶予はない。
提言は「今すぐ本格的なメンテ
ナンスに舵を切らなければ、近
い将来、橋梁の崩落など人命や
社会システムに関わる致命的な
事態を招くであろう」と警鐘を
鳴らした。
　限られた財源と人材の中で、
適切にメンテナンスをするには、
デジタル技術を効果的に取り込
まなければなるまい。土木学会
インフラメンテナンス総合委員
会新技術適用推進小委員会で委
員長を務める野田徹・清水建設
土木総本部常任顧問は「土木イ
ンフラは建設された年代によっ
て劣化の度合いが異なる。工場
生産のように一つの手法で一斉
に点検を行い、良否を判別する
ことが極めて難しい。維持管理
こそ労働生産性を高め、省人化
を図るDXの存在が欠かせない」
と指摘する。
　センシング技術や人工知能

（AI）を取り入れることで、じゅ
うたん爆撃のように点検するの
ではなく、財源と人材の効果的
な投下につなげられる。補修履
歴などはBIM／ CIMでデータを
管理し、後の維持管理に活用が
可能だ。
　また、許可業者の中でも大多
数を占める中小建設業者による
DX化も重要だ。現場で重機を操
作するのは多くの場合、大手ゼ
ネコンではなく中小建設業者だ
からだ。「スマートな建設産業」
を実現し「3Ｋ」のイメージを払
拭することが、地域インフラの
担い手確保にもつながるはずだ。

6 おわりに

　建設現場の省人化・機械化へ
の取り組みは最近始まった動き
ではない。難工事に直面するたび、
労働災害を減らすために新たな

電気新聞編集局報道室

塚原　晶大

機械やシステムが開発・投入さ
れてきた。
　いま、官民が目指す「DX」とは、
建設プロセス全体を“一気通貫”
でデジタル化するものだ。細分
化された業務プロセスそれぞれ
をデジタル化させるだけでは、
全体の生産性は大きく改善しな
いという意識は官民ともに共有
しているだろう。
　建設分野のデジタル技術に詳
しい大阪大学大学院工学研究科
の矢吹信喜教授は、建設業の未
来を次のように予測する。
　「詳細設計の完成度を上げ、3
Ｄモデルデータの活用レベルを
高めることで、建設業は最先端
の自動車産業のような姿に近づ
くのではないか」
　同じ製品を大量生産できない
建設業でも、製造業に近いプロ
セス改革の道は見えつつある。

ダム建設現場を自動走行するダンプ ロボットが自動で溶接する

図　生産性革命のエンジン BIM／CIM 出所：国土交通省「はじめてのBIM/CIM」

3次元モデル
コンピュータ上で
実物と同様の形状

属性情報

部材等の名称

物性及び物性値（強度等）

形状・寸法

設計時の計算結果・図面

規格 数量

施工時の品質記録

維持管理時の点検記録

等

補修履歴
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　建設業に従事する人が減って
いる。就業者数はピーク時と比
べて、3割近く少なくなった。高
齢化も進んでおり、このままで
は担い手不足によって、社会資
本の整備・維持が難しくなる。
　こうした構造的な課題に加え、
新型コロナウイルス感染拡大に
伴う非接触・リモート化の流れが、
建設業のDX（デジタルトランス
フォーメーション）を後押しし
ているといえよう。

1 建設業を取り巻く現状

　国内の建設業者は1999年度の
60万1000社をピークに減少基
調をたどっている。国土交通省
の許可業者数調査によると、
2019年度は99年度比21.4％減
の47万2000社。建設業の多く
は地域に根差した中小・零細業
者だが、規模の小さい業者ほど
減少している。就業者数も1997
年の685万人をピークに右肩下
がり。2019年はピーク時より
27.2％少ない499万人となった。
　他の産業と比べて高齢化も進

む。建設業就業者のうち、55歳
以上は約35％を占めている。こ
うした世代が退職を迎えるのは
数年後。高度経済成長期につく
られたインフラの老朽化対策が
待ったなしの状況にある中、社
会資本の整備・維持に必要な体
制を将来にわたって保つには、
若年層の入職促進による担い手
確保と、抜本的な生産性向上が
急務であることが分かるだろう。

2 国の動き

　建設業の生産性向上は大きく

分けて①担い手不足解消②働き
方改革――という文脈の中で語ら
れてきた。国土交通省は2015年
「ICTの全面的な活用」「規格標準
化など全体最適の導入」「施工時
期の平準化」の3つを柱とする
「i-Construction」を打ち出した。
最先端技術を建設プロセスに取
り入れ、労働生産性を向上させ
ようとする狙いだ。
　さらに2020年7月、省内に「イ
ンフラ分野のDX推進本部」を設
置。行動・知識・経験・モノの
DX化を推し進め、熟練労働者の
大量退職に備えるとともに、コ

ロナ禍で迫られた非接触・リモー
ト化にも対応しようとしている。

3 民間の動き

　建設産業の労働生産性は従来、
低いとされてきた。製造業のよ
うに、同じ製品を大量に生産す
るわけではなく「単品現場生産」
である上、受注者の業務が細分
化され、プロセス全体を“一気

通貫”で管理するのが難しいと
いう事情が背景にある。
　そのような障壁を打破しよう
と、生産性向上に向けた民間に
よる技術開発・現場実装は加速
している。無人トラックがダム
建設現場を走行し、ロボットが
溶接したりする技術が実用段階
に差し掛かった。人工知能（AI）
が自動的にプラント内の配管を
設計する技術も開発され、熟練

労働者が持つ「暗黙知」すら、
デジタル技術で代替できる可能
性を示した。
　もっとも、官民が目指す「建
設DX」の絵姿は、個別の工程を
ICTに置き換えることだけではな
い。盛り土を例に取ると、搬入
する土砂の量をセンサーなどで
最適に管理できたとしても、運
搬車両の運行状況がきちんと把
握・管理できていなければ、効
果は不十分だ。
　測量・調査から設計・施工、
維持管理に至るライフサイクル
全般を見通した上で、建設プロ
セスをDX武装するのがゴールと
言える。
　その可否を握るのがBIM／
CIM（ビルディング／コンスト
ラクション・インフォメーショ
ン・モデリング）だ。
　鹿島はBIMモデルを活用した
現 場 管 理 シ ス テ ム「3D K- 
Field」を開発した。台車や高所

作業車などの資機材、人員配置
や稼働状況といった情報をBIM
モデルで可視化し、現場全体の
状況を一元的に把握できるよう
にするものだ。
　設計・施工段階だけでなく、
竣工後の運用に生かす取り組み
も始動した。視界の先にはスマー
トシティ・スマートコミュニティ
がある。羽田空港跡地第1ゾーン
に先行開業した、大規模複合施
設の運用にも同システムを導入。
案内ロボットの位置情報を見え
る化するなど、利用者の利便性
向上に役立てようとしている。
　大成建設は、BIMデータを活
用 し た 統 合 管 理 シ ス テ ム
「LifeCycle OS」を 開 発。BIM
データと建物運用データなどを
クラウド上で連携・統合し一括
管理するシステムだ。工場や倉
庫内の機械、ロボットの動きな
どがBIMモデル上で可視化でき、
ニーズに対してきめ細かに対応
できる。

4 工程に横串

　建設プロセスは従来「2次元の
紙の図面」がベースだった。測
量では、地面に測量機器を設置
して地表の形状を測る。地質調
査では過去の資料や部分的な掘
削などを通じて図面化。こうし
て得た情報を元に図面を引き、
施工する。維持管理段階では点
検記録を紙の資料に記入し、修
繕計画に役立てる。大まかには、
構造物のライフサイクルを通じ
た管理はこのような流れだ。
　しかし、こうした「紙」頼みには、
いくつもの弊害がある。測量機
器の設置・撤去だけでも重労働。
地質図を作成するには多くの時
間を要し、部材や構造物の干渉
確認や数量算出も労力を伴う作
業だ。さらに問題なのが、紙の
資料が散逸することで、初期の
データが維持管理に生かされな
いことだ。
　生産性低下の要因の一つが「2

次元の紙の図面」だが、国交省
もやはり、BIM／ CIMを「生産
性革命のエンジン」と期待を寄
せる。
　建設プロセスの上流に当たる
測量・調査、計画・設計の段階
で作った3次元モデルを、施工や
維持管理にまで通貫させ、発注
者と受注者、元請け・下請けと、
プロセスに関与する全ての関係
者が同じデータを共有できれば、
情報の修正や変更・追加なども
タイムリーにできるようになる。
つまり、手戻りを減らすことに
つながる。
　国交省では2023年度までに、
小規模なものを除く全ての公共
工事について、BIM／ CIMの活
用を目指す。

建設業のＤＸ
デジタルトランスフォーメーション

5 瀬戸際の
　 インフラメンテ

　生産性向上を目的に進むDX化
だが、社会資本のメンテナンス

分野では、より実装が急がれる。
公共インフラの維持管理を担う
地方自治体では財源、担い手と
もに不足しているためだ。
　2012年12月に発生し、9人の
犠牲者を出した中央自動車道笹
子トンネル天井板崩落事故は、
官民の土木関係者に大きな衝撃
を与えた。事故を受けて社会資
本整備審議会（国土交通相の諮
問機関）道路分科会が取りまと
めた報告書「道路の老朽化対策
の本格実施に関する提言」のま
えがきには「最後の警告」と書
かれた。
　インフラメンテナンスを先送
りにする時間的な猶予はない。
提言は「今すぐ本格的なメンテ
ナンスに舵を切らなければ、近
い将来、橋梁の崩落など人命や
社会システムに関わる致命的な
事態を招くであろう」と警鐘を
鳴らした。
　限られた財源と人材の中で、
適切にメンテナンスをするには、
デジタル技術を効果的に取り込
まなければなるまい。土木学会
インフラメンテナンス総合委員
会新技術適用推進小委員会で委
員長を務める野田徹・清水建設
土木総本部常任顧問は「土木イ
ンフラは建設された年代によっ
て劣化の度合いが異なる。工場
生産のように一つの手法で一斉
に点検を行い、良否を判別する
ことが極めて難しい。維持管理
こそ労働生産性を高め、省人化
を図るDXの存在が欠かせない」
と指摘する。
　センシング技術や人工知能

（AI）を取り入れることで、じゅ
うたん爆撃のように点検するの
ではなく、財源と人材の効果的
な投下につなげられる。補修履
歴などはBIM／ CIMでデータを
管理し、後の維持管理に活用が
可能だ。
　また、許可業者の中でも大多
数を占める中小建設業者による
DX化も重要だ。現場で重機を操
作するのは多くの場合、大手ゼ
ネコンではなく中小建設業者だ
からだ。「スマートな建設産業」
を実現し「3Ｋ」のイメージを払
拭することが、地域インフラの
担い手確保にもつながるはずだ。

6 おわりに

　建設現場の省人化・機械化へ
の取り組みは最近始まった動き
ではない。難工事に直面するたび、
労働災害を減らすために新たな

機械やシステムが開発・投入さ
れてきた。
　いま、官民が目指す「DX」とは、
建設プロセス全体を“一気通貫”
でデジタル化するものだ。細分
化された業務プロセスそれぞれ
をデジタル化させるだけでは、
全体の生産性は大きく改善しな
いという意識は官民ともに共有
しているだろう。
　建設分野のデジタル技術に詳
しい大阪大学大学院工学研究科
の矢吹信喜教授は、建設業の未
来を次のように予測する。
　「詳細設計の完成度を上げ、3
Ｄモデルデータの活用レベルを
高めることで、建設業は最先端
の自動車産業のような姿に近づ
くのではないか」
　同じ製品を大量生産できない
建設業でも、製造業に近いプロ
セス改革の道は見えつつある。

鹿島の「3D K-Field」。
現場全体の状況を一括で
把握できる

国交省のＢＩＭ／ＣＩＭ推進委員会
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　生涯で約500の企業設立・育成に尽力し「日本資
本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。2024年、新１万
円札の「顔」になる人物が、91歳で大往生を遂げる
までの後年約30年を暮らしたのが、東京都北区の王
子飛鳥山でした。

　
旧渋沢邸「青淵文庫」と「晩香廬」

　飛鳥山は、庶民が安心して花見を楽しめるようにと、
徳川８代将軍・吉宗が整備しました。現在、ソメイ
ヨシノなど約600本が植えられ、都内有数のお花見
スポットとして賑わいます。１万5000株のツツジ、
約1300株のアジサイなど、折々の花を楽しむことが
できます。
　渋沢栄一は海外賓客をもてなすため、初め飛鳥山
に別邸を設け、1901（明治34）年には本邸を構えて
移り住みました。その山上から、自らが設立にかか
わり、近代的な製紙の先駆けとなった抄紙会社（後

の王子製紙王子工場）操業の様子を楽しみに
見守ったといわれます。
　渋沢邸は現在の飛鳥山公園の南側、和・洋館、
茶室、文庫、広大な庭園を有する大邸宅でした。
書庫や賓客接遇の場として使用した大正建築
「青淵文庫（せいえんぶんこ）」と「晩香廬（ば
んこうろ）」が戦災を免れ、国の重要文化財
に指定されています。これらの建物は「渋沢
史料館」の施設として、内部を見学すること
ができます（要・ネット事前予約）。
　山上には「紙の博物館」(王子製紙の史料
室が前身)、「北区飛鳥山博物館」もあり、後
者では特設展「青天を衝け 大河ドラマ館」
が開催されています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

晩香廬は内外の賓客を迎えるレセプション・ルームとして使用されました。1917（大正6）年の竣工。
丈夫な栗材で造られ、暖炉・火鉢などの調度品、机・椅子などの家具にも、設計者の細やかな心遣いが見られます。

（記事提供　電気新聞）

王子→東京 約15分 池袋 約16分 
赤羽→池袋 約8分  新宿 約14分
田端→上野 約4分　東京 約10分

JRの場合： 

【旧古河庭園】

【中央公園文化センター】
　白壁の重厚な建物に見覚えのある方もいるでしょう。病

院、警察署、裁判所など、ドラマや映画のロケにしばしば

利用される建物は、1930（昭和5年）築。旧陸軍の兵器製造

部門・東京第一陸軍造兵廠（しょう）の本館でした。終戦で

米軍に接収され、野戦病院として使われたのち、1971(昭

和46)年に返還されました。現在は生涯学習の場などに利

用されています。「赤レンガ図書館」の愛称で親しまれる、

近くの区立中央図

書館も旧陸軍の遺

構（移築）です。
●JR京浜東北線「王
子」、埼京線「十条」、
ともに徒歩15分

【田端文士村記念館】
　明治の中頃ま

で閑静な農村

だった田端です

が、上野に東京

美術学校（現・

東京藝術大学）

が開校し、若い

芸術家たちが暮

【瀧野川八幡神社】

東京都 北区Access┃  アクセス

　大正初期の庭園の原型をとどめた貴重な文化財で、国指

定の名勝です。武蔵野台地の傾斜地という立地をいかし、

小高い丘に洋館、斜面には洋風庭園、低地には日本庭園を

配しています。庭園のシンボルである洋館は、旧岩崎邸、鹿

鳴館、ニコライ堂なども手掛けた英国人ジョサイア・コンド

ルの設計。春と秋に咲き誇る約100種のバラと洋館が織りな

す風景は、ここが東京であることを忘れさせます。
☎03-3910-0394（旧古河庭園サービスセンター）
●JR京浜東北線「上中里」、東京メトロ南北線「西ヶ原」ともに徒
歩７分
●開園時間：9:00 ～ 17:00（入園は16:30まで）
●入園料：一般 150円、65歳以上70円、小学生以下及び都内在住・
在学の中学生無料　※洋館は別途入館料(400円)が必要

らし始めます。大正期に入ると、芥川龍之介、室生犀星が

住み着き、萩原朔太郎、菊池寛らも集まって「文士村」の様

相となりました。田端文士村記念館は、彼らの原稿、書簡

等の資料を展示し、講演会などの活動も行っています。
☎03-5685-5171
●JR山手線・京浜東北線「田端」から徒歩２分
●開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）、月曜(祝日除く)
など休館
●入館無料

　鎌倉時代創建の説が

ある神社は、社会現象

となった漫画・アニメ

『鬼滅の刃』の主要キャ

ラクターの“聖地”とし

て、訪れる若い人が増

えています。旧滝野川村は野菜の種子生産が盛んで、終戦

直後まで、社務所で野菜の種子相場が開かれていました。
●都営三田線「西巣鴨」徒歩7分、JR埼京線「板橋」徒歩9分

【赤羽一番街】
　昼から飲める店も多

い、酒呑みの聖地です。

うなぎ・川魚の「まる

ます家」、アーケード

街の立ち食いおでん

「丸健水産」はじめ、テレビで取り上げられた有名店も多数。

コロナが終息したら心置きなく「せんべろ」（1000円でべろ

べろに酔える）に繰り出したいですね。
●JR「赤羽」徒歩1分

青淵文庫は書庫や接客の場として使用されました。
渋沢家の家紋に因み、柏の葉をデザインしたステンドグラスやタイルが
非常に美しい洋館です。1925(大正14)年の竣工

※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

122

4

旧古河庭園旧古河庭園
田端文士村
記念館
田端文士村
記念館

飛鳥山公園
旧渋沢邸
飛鳥山公園
旧渋沢邸

赤羽一番街赤羽一番街

中央公園
文化センター
中央公園

文化センター
瀧野川八幡神社瀧野川八幡神社

JR埼京線

JR山手線

JR京浜東北線

赤羽駅

王子駅

田端駅
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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」 ③─

第 回

電気事業法と各種手続き（23）

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」3回目も「第１編・第１章 標準施設」です。
引き続き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）

75 

　▼結線について
　高圧受電設備内の結線は、できる限り簡素化する

必要があります。

　これは、長期的な信頼性確保のほか、接続点が多

い場合は、不具合となる箇所が多くなるおそれがあるた

めです。波及事故防止の観点からも、接続点を少なく

することが求められます。

　前々号に掲載しましたが、国は、1973（昭和48）年

に「高圧受電設備の施設指導要領」を制定しました。

高圧受電設備規程の前身となる「高圧受電設備指針」

も同時期に発行となっています。

　この高圧受電設備の施設指導要領は、1995（平成

7）年に廃止されましたが、高圧受電設備指針で規定し

ていた結線の簡素化については、現在の高圧受電設

備規程にも引き継がれています。

　特に、責任分界点から主遮断装置の間には、計器

用変圧器（VT）が設置されますが、その用途には一定

の制限を設けています。計器用変圧器が故障した場合

は波及事故となるおそれがありますので、主遮断装置

に関係のない用途には、使用しないようにしてください。

　区分開閉器については、前号にも掲載しましたが、

地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器（GR付PAS）に

は、避雷器内蔵タイプを用いることで、雷害による停

電リスクを下げることができます。

　変圧器には、高圧交流負荷開閉器（LBS）などの開

閉器を設け、これに限流ヒューズを取り付けることによ

　高圧受電設備に使用する機器や電線は、信頼性の

高いものを使用する必要があります。

　機器や電線については、国の規格である日本産業規

格（JIS）、また、団体規格である日本電機工業会規格

（JEM）や電気学会規格（JEC）などに適合するものを

選定してください。

　接地（アース）は、高圧受電設備の機能を維持するた

めに必要なもので、高圧の電気から低圧の電気に変成

する変圧器にはB種接地工事が使用されています。

　保守点検の際は、このB種接地工事で漏れ電流を

確認することで、低圧の絶縁状態を把握することがで

きます。

　月次点検の際は、停電していない状態で測定します

ので、検査員が感電しないようにするため、測定しや

すいようにB種接地工事の電線は盤前面まで引き出す

ことができるようにご協力をお願いします。

　キュービクル全体については「JIS C 4620キュービク

ル式高圧受電設備」が制定されており、この規格では、

機器の仕様から結線方法まで規定されています。

　また、（一社）日本電気協会による推奨キュービクル

や認定キュービクルを使用すれば、JISを満足した機器

が使用され、外箱は防水試験等により厳しい審査基準

に適合した仕様となりますので、長期信頼性が高いも

のとなっています。

　高圧用絶縁電線のサイズについては、変圧器の容

量に見合ったものにする必要があります。

　古いタイプのPF・S形の高圧用絶縁電線には、

8mm2サイズが使用されているものも見受けられますの

で、設備更新の際には14 mm2以上にサイズアップす

るようにお願いします。

　低圧用絶縁電線には、エコ電線（EM IE/F）が販売

されており、廃棄時に有害なダイオキシン等を発生させ

り変圧器の保護をすることができます。

　同様に高圧進相コンデンサ（ＳＣ）にも高圧交流負

荷開閉器（LBS）などの開閉器を設け、これに限流ヒュ

ーズを取り付けることにより高圧進相コンデンサの保

護をすることができます。

　また、高圧進相コンデンサには直列リアクトル（ＳＲ）

を接続することで、有害な高調波電流を外部に流出さ

せない効果を得ることができます。

　古いタイプの高圧受電設備には、直列リアクトルが

設置されていないものも見受けられますので、設備更

新の際には、直列リアクトルを設置するようにお願いし

ます。

　▼配置について
　高圧受電設備の機器配置については、保守点検が

しやすいように、一定の空間を確保するようにしてくだ

さい。

　また、変圧器や高圧進相コンデンサなどは、設置後

25年を目安に設備更新をする必要がありますので、大

型機器の出し入れに必要なスペースを確保するようにし

てください。

結線及び配置
（第1140節）

機 器・電 線
（第1150節）

接　地
（第1160節）

ない環境調和に優れた電線もあり、公共施設の高圧

受電設備には多く採用されています。

図　キュービクル式高圧受電設備の結線図例

写真１
「高圧トランスのB種接地線」（緑色）は、矢印で
示すように盤正面（手前）に引き出すように製作
されていますので、月次点検の際は、漏れ電流の
測定を容易に行うことができます。

適切に配線されている事例です。この接地線が
盤の中に入っていると、月次点検は通電中の作
業（活線作業）となりますので、漏れ電流測定は
困難となり、検査員は感電するリスクがあります

写真２

記  号

ＺＣＴ

ＶＣＴ

ＬＢＳ

Ｇ Ｒ

Ｄ Ｓ

Ｌ Ａ

ＫＩＰ

Ｔ

Ｓ Ｒ

Ｓ Ｃ

Ｃ Ｔ

MCCB

　  用   語

零相変流器

電力需給用
計器用変成器
高圧交流負荷
開閉器

地絡継電器

断路器

避雷器

高圧用
絶縁電線

変圧器

直列
リアクトル
高圧進相
コンデンサ

変流器

配線用遮断器
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「レベル４飛行」「空飛ぶクルマ」
早期実装へ体制強化／国交省
　国土交通省は、ドローンなど無人航空機の有人地

帯での目視外飛行（レベル４）や「空飛ぶクルマ」

の実装に向けて、体制を強化します。政府はドロー

ンのレベル４飛行を2022年度に実現し、「空飛ぶク

ルマ」を23年中に事業化する目標を据えています。

こうしたスケジュール感をにらみ、国交省は専任部

署を新設し、関連事務を一元的に担う体制を整えま

した。

　レベル４飛行を巡っては、国交省の有識者委員会

が制度の骨格を取りまとめています。これを踏まえ

た法案では①機体認証制度②操縦者の技能証明制度

――の創設などが柱となっています。証明を受けた

操縦者が、機体認証を得た無人航空機を飛ばす場合

は、国による許認可手続きを簡素化する仕組みも講

じます。

　レベル４飛行や、「空飛ぶクルマ」が実活用され

れば、インフラ点検や運輸・物流など産業と生活に

大きな変革をもたらす可能性があります。こうした

動きを円滑化させるため、国交省は４月１日付で、

航空局内に「次世代航空モビリティ企画室」を立ち

上げました。安全基準の検討や登録制度の導入準備、

関連するシステム整備・運用などの業務を一元的に

担います。

　さらに「福島ロボットテストフィールド」（福島

県南相馬市）へ職員を派遣し、常駐させ、試験飛行

に対し、規制面の助言などを行います。国交省では

体制強化を通じ「アフターコロナ」の時代に即した

航空サービスの早期展開を目指す考えです。

　赤羽一嘉国交相は記者会見で「福島ロボットテス

トフィールドとの連携を図りつつ、次世代航空モビ

リティに関する制度の構築・運用などを一体的に行

い、（政府目標の実現へ）しっかりと取り組みを進

めていく」と強調しました。

電気保安スマート化へ行動計画
2025年目標に官民共同で推進／経産省
　経済産業省は、電気保安分野のスマート化に向け

たアクションプランをまとめました。当面は2025年

を目標に、新しい保安モデル創出に向けた規制見直

しや、人材育成などを官民共同で推進します。まず

はドローンでの外観点検など、確立した要素技術を

確実に普及させます。スマート技術を活用する発電

所などを増やし、事故予兆の早期発見や電気設備起

因の事故低減を目指します。

　同プランは、スマート保安官民協議会に設置した

電力安全部会で取りまとめられ、官民に必要な行動

が整理されています。対象となる火力、水力、風力、

太陽光などの発電設備や送変電設備は、ほとんどが

設備の経年劣化、保安人材不足などの課題に直面し

ています。スマート保安を実現すれば、労働集約的

だった現場作業が合理化されます。人工知能（ＡＩ）

などを活用すれば、これまで「暗黙知」だった判断

内容の「形式知」化なども期待できます。システム

化できる部分はアウトソースし“人と先端技術の融

合”を目指します。

　アクションプランには、各設備について25年の絵

姿を記載しました。例えば火力発電所では、センサー

やドローンによる常時遠隔監視や点検省力化で、保

安力向上を図りつつ、一層の合理化を目指すとしま

した。加えて、状態監視技術などを活用した点検時

期の最適化など、現在確立していない技術の開発も

促進します。

　経産省は、スマート化に対応した規制の見直しな

どを順次進めます。一方、民間には、省力化と保安

水準の維持・向上の両立について、技術実証による

明確化や費用対効果の確認が必要になるほか、人材

育成などが求められます。

　今後は、製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）を事

務局に電気分野の委員会を立ち上げ、新たな保安手

法について、妥当性の確認などを行います。
（記事提供　電気新聞）
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当協会の調査員を装って訪問または電話勧誘し、調査手数料を請求したり、不具合
箇所の修理として工事代金を請求するなどの事件が発生しています。
当協会の調査員がお客さまに対し、電気製品などの販売や金銭を請求することは一
切ありません。
なお、調査員は調査員証を常時携帯しております！

●事●例

1
●事●例

2
●事●例

3

「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電力の容量を見直すことで、
電気の基本料金が安くなります。そこで、現在使用している低圧動力の容
量を測定するためにお伺いします」

█➡ 当協会では、東京電力パワーグリッド株式会社（電線路維持運用者）からの委託を受け、
　 4年に1回、各ご家庭を訪問し、電気設備の安全点検を行っておりますが、その際に上記の行為は
　 行っておりません。

「現在契約している動力の基本料金を見直して電気料金を安くするための装
置を取り付けるよう○○保安協会から委託されている○○○○協会といいま
す。現在の電気料金が知りたいので検針票・請求書を用意してください」

「○○○○協会ですが、200Vの料金約款が変更になりましたので、分電
盤に装置を取り付けると電気料金が安くなります。それを確認しますの
で、電力会社の検針票・請求書を用意してください」

「○○保安協会から分離して生まれた○○○○協会ですが、電気料金を安
くすることができますので、お宅の電気使用量の測定に伺います」

当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、
電線の盗難が多発しています

「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの
 電力調査に関する事例

電線の盗難事例
お客さまより、工場内の一部の電気が使用できないとの事で対応要請が
あったため、協会職員が確認したところ、キュービクルから引き出されて
いる低圧動力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

█➡ 電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

お客さまより太陽電池発電所が発電していないと連絡を受け急行したとこ
ろ、集電箱のパネル側ケーブルが切断されなくなっていた。

●事●例

4

●事●例

1
●事●例

2

注 意ご ください



22 23電気と保安 2021年 5・6月号 電気と保安 2021年 5・6月号

エ レ ち ゃ ん ６ コ マ 電 気 安 全

1

2

3 6

5

4

感電事故の防止どんな時、
ブレーカーが落ちるの？

感電事故の防止
キュービクル内部は高圧の電気が流れています。

感電防止のため、次のことを守りましょう。

●受電設備に立ち入る必要があるときは、必ず事前に当協会(または主任技術者)に連

絡してください。

●受変電設備に立ち入らないよう、鍵の管理を徹底しましょう。

●電気工事の際には、必ず事前に当協会(または主任技術者)に連絡してください。

安 全 エ レ ち ゃ ん の

るようなら、例えば40Ａの契約

を50Ａの契約に見直すことも一

つの解決法。契約している小売

り電力会社に連絡しましょう。

　電気炊飯器でご飯を炊いてい

る時、おかずを温めようと電子

レンジのスイッチを入れたら、

キッチンの電気が消えた…。分

岐ブレーカー（配線用遮断器）が

落ちたケースです。

　分電盤の右側、複数のスイッ

チが並ぶのが分岐ブレーカーで

す。各部屋、エアコン専用など、

分岐回路に取り付けられており、

許容電流は一般的に20Ａ。これ

を超えて電気が流れた場合、そ

の回路を自動的に遮断します。

この事例の場合、例えば電子レ

ンジは台所側、炊飯器はダイニ

ング側と別の回路に分けてプラ

グを差せば、落ちなくなるかも

しれません。

　落ちたブレーカーを戻す前に

は、必ず一度、電気製品のスイ

ッチを切ってください。そのま

まだと、再びブレーカーが動作

することがあります。

　そして、分電盤の中央にある

のが漏電ブレーカー（漏電遮断

器）、火災や感電を防ぐ安全装置

です。通常15～30ミリＡ程度の

建物内配線や電気器具の漏電を

感知し、電気を遮断します。

　漏電遮断器が落ちると、家の

電気がすべて消えます。再投入

は以下の手順で、慎重に進める

必要があります。

①分岐ブレーカーをすべて「切」

②漏電遮断器を「入」

③分岐ブレーカーを一つずつ

「入」

④再び漏電遮断器が落ちたら、

そのとき「入」にした分岐ブレ

ーカーの回路が漏電

⑤漏電している回路のスイッチ

を「切」にして、漏電遮断器

を再び「入」にした後、他の

分岐ブレーカーを順次「入」

にしていく

　漏電の疑いがある回路が見つ

かったら、電気工事店などに相

談しましょう。

　洗面所でヘアドライ

ヤーを使っている時、

家族がダイニングで電

気ケトルのスイッチをオン。途

端に照明やテレビの画面が消え、

部屋は真っ暗。こんな経験あり

ませんか？

　家庭用分電盤の左側にあるア

ンペアブレーカー（電流制限器）

が落ちる（動作する）のは、電力

会社との契約を超過した電気が

流れたためです。このブレーカ

ーは安全装置ではなく、設置し

ない電力会社もあり、スマート

メーターで契約電流を決めてい

る場合も設置されません。

　電気が必要な時、頻繁に落ち

アンペア
ブレーカー

漏電
遮断器

分岐ブレーカー
（配線用遮断器）
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