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原岡海岸の桟橋
千葉県南房総市（14～15ページ参照）

　房総半島の南端に位置する南房総市は、内房（東京湾側）、外房（太平洋側）の３方で海に面し、
遠浅で波が穏やかな内房は家族連れで楽しめる海水浴場が豊富です。
 原岡海岸には全国でも珍しい木製の桟橋があり、水平線に伸びる景色がフォトジェニック。街灯に
明かりが灯るとレトロな風情が増し「インスタ映え」を求めた人々に人気です。富士山を眺める名所で
もあり、夕焼けにシルエットで浮かび上がる山容を狙うカメラマンも多く集まります。

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

　当協会は、この趣旨に賛同し、今年も電気災害の発
生防止に向け、新型コロナウイルスの感染防止に引続き
万全を尽くしながら、インターネット等も活用した電気安
全に関するさまざまな情報提供活動を展開する予定です。

　一般家庭等のお客さま向けには、電気を安全にお使
いいただくための情報をわかりやすくご説明し、ご質間、
ご相談にもお答えしています。また、4 年に 1 回、ご家
庭の電気安全の調査に伺う際にも、電気を安全にムダな
く使うための方法などについて情報提供を行っています。
　工場やビルなどで高圧受電設備を設置されているお客
さま向けには、検査員が点検にお伺いしました際に、電
気設備の状況についてご報告し、必要な安全対策等に
ついてご説明いたします。
　また、「電気安全講習会」の開催をご案内いたします
のでご活用いただければ幸いです。

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

第40回電気安全講演会 (Web開催)のお知らせ

　当協会では8月に経済産業省が主唱する「電気使用安全月間」の行事のひとつとして、第40回電気安全講
演会を次のとおりWeb開催致します。
　多くの皆様のご視聴をお待ちしております。

　また、電気使用安全月間中に安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止を図るため、各地で電気安
全出張相談所や電気安全に関する講習会などを開催する予定です。
　※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催可能な環境にある場合のみ実施します。

講演 1
講 師

講演 2
講 師

日　時
ライブ配信アドレス

「最近の電気事故等について」
経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係長　三木  猛登氏

「電気保安のスマート化の現状と将来」
元関東電気保安協会参与　宇都 幸男氏

令和3年8月3日(火) 1４:00～17:00 (視聴無料)
https://agw.typeform.com/to/Z1JN5UZp

「電気使用安全月間」にあたって

一般財団法人　関東電気保安協会

専務理事　福島　章

お詫びと訂正 本誌 2021年 5・6月号に誤りがありましたので、お詫び申し上げます。
訂正箇所は次のとおりです。
　　8 ページ　「現場の記録から」　10 行目
　　( 誤 )　調査の結果、地絡方向検電器が動作し、停電となったことを確認しました。
　　( 正 )　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。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　電力会社（一般送配電事業者）の配電用変電所を
経た電気は、主に6600Ⅴの電圧で配電線を通り、
高圧受電の工場・ビルなどに向かいます。または柱
上変圧器で電圧を下げて、100Ⅴ、200Ⅴで一般家
庭や小規模な商店・事業場などに届きます。1つの
配電線が、非常に多くの人々の仕事や暮らしを支え
ています。
　もしも、お客さまの自家用設備で電気事故が起き、
自らの構内で食い止められなかったら……。
　配電用変電所の保護装置が事故を検知し、遮断器
が動作します。その結果、この配電線から電気を受
けている一帯は停電します。これが「波及事故」。
影響は広く近隣に及びます。

日本は世界で最も停電回数・停電時間の少ない国のひとつですが、
近年は自然災害が原因の大きな停電が相次ぎました。
電気が安定して届く有難さを再認識した方も多いのではないでしょうか。
広域停電のリスクは、お客さまの自家用設備にも潜みます。
保守管理の不備などで起きた事故が近隣を巻き込む「波及事故」。
社会的影響は大きく、自らも大きな痛手を負うおそれがあります。
その原因を知って必要な対策を進めてください。

波及事故防止対策

Ⅰ 波及事故の社会的影響と代償

Ⅱ どうして波及事故になるの？

　関東東北産業保安監督部が波及事故を起こした自
家用設置者（2019年度）にアンケート調査したと
ころ、波及事故のリスクを「十分認識していた」と
いう回答は25％にとどまりました。
　そして、回答者の23％が301万円以上の損失を被
り、うち5％は501万円以上の損失を出したと回答
しています（グラフ1）。波及事故を起こすと、巨額
の損害賠償を請求されるおそれもあります。その社
会的影響、代償も大きいことをあらためて認識して
いただきたいと思います。

　東京電力パワーグリッド（東電ＰＧ）のまとめに
よると、19年度に同社エリア（関東１都６県、山梨県、

Ⅲ 波及事故の原因

静岡県の富士川以東）で発生した135件の波及事故
のうち134件、ほとんどが「主遮断装置の電源側」
に原因がありました（グラフ2）。
　高圧自家用設備では一般的に、変電設備内（キュ
ービクル等）に「主遮断装置」を備えています。工場・
ビルなど「主遮断装置の負荷側」で起きた地絡、短絡、
過負荷などの事故（図1・A）を検知して動作し、
配電線に影響を及ぼさないようにします。
　架空引込みで受電している場合、需要家（お客さ
ま）と電力会社の保安上の責任範囲の境界線となる
「責任分界点」は、自家用設備の「構内1号柱」での
配電線と構内配線の接続点となります。この責任分
界点と主遮断装置の間が「主遮断装置の電源側」で
す。保護を施していないと、ここで起きた事故（図
1・B）は波及事故に至ります（図1・C）。

　そこで構内1号柱に「地絡継電器付高圧気中負荷
開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ）」（図1・左側）を、地中引
込み方式の場合は、高圧キャビネットにＧＲ付地中
線用高圧負荷開閉器（ＵＧＳ）を設置します（図2）。

　受電設備の新設に際しては、ＧＲ付ＰＡＳ、ＵＧＳ
の設置が標準となりました。しかし既設、特に高経
年設備で設置していない事業場はまだ残っていま
す。高圧引込みケーブルが絶縁破壊し、ＵＧＳを設
置していなかったため、波及事故に至った19年度の
事例では、ケーブルの設置後32年が経過していまし
た。関東東北産業保安監督部は「波及事故で最も多
いパターン」と指摘しています。

引込開閉器※
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A

図1　架空引込みの保護範囲（左：GR付PAS設置、 右：設置なし）

グラフ1　波及事故対応での損失金額 グラフ2　東電PGエリア主遮断装置の電源側・負荷側別事故発生状況

波及事故
※設置されていない
　場合もある

提供：
東京電力パワーグリッド配電部

出所：
 「令和2年度自家用電気工作物設置者及び電気主任技術者セミナー」

関東東北産業保安監督部

  損失金額
▼ 設備費用
▼ 工事費用
▼ 営業損失
▼ 賠償費用
▼その他費用

30％

主遮断装置の負荷側１件（0.7％）

主遮断装置の電源側
(主遮断装置自体を含む）
134件（99.3％）

47％

18％

5％

0 ～ 100 万円 変圧器１件（0.7％）

その他 ( 電源側 ) ４件（3.0％）
計器用変成器１件（0.7％）
キュービクル 17 件（12.6％）

電線関係 11 件（8.1％）

支持物 6件
  （4.4％）

501 万円以上

301 ～
500 万円

101 ～
300 万円

発生件数
135 件
(2019 年度）

断路器４件（3.0％）

LBS 20 件（14.8％） 遮断器 8件（5.9％）

開閉器 25 件
（18.5％）

ケーブル関係 38 件
（28.1％）

C



　いかがでしたか。
　万が一、波及事故を起こした場合の影響は少なく
ありません。定期的に機器を更新するなどの対策を

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7・8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9月15日必着締切期日

発 表 2021年11・12月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選
で100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

架空引込みで受電している場合、需要家（お客さま）と電力会社の保安上の
責任範囲の境界線となる「責任分界点」は、自家用設備の「構内１号柱」で
の配電線と構内配線の接続点となります。この責任分界点と主遮断装置の
間が「主遮断装置の〇〇側」です。〇に入る漢字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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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

手右
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

3・4月号正解

波及事故防止対策

【写真１】 水トリーが発生したケーブルの断面

【写真３】 
打ち込まれた単管パイプの
直下に埋設ケーブル

【写真４】 雷によって絶縁破壊が起きたGR付PAS

　(出所：関東東北産業保安
　　　　 監督部セミナー資料 )

【写真２】
水トリーが原因で損傷した高圧ケーブル

　❶　高圧引込みケーブルの劣化
　同監督部の19 年度の波及事故原因まとめでは、
電気工作物の種別で、約6割が高圧引込みケーブ
ルに起因していました。自然劣化への対応が遅れ、
絶縁破壊に至ったケースが多く見られました。
　経年劣化の代表的現象が「水トリー」。絶縁体
である架橋ポリエチレンに小さな亀裂が発生し、
樹枝（tree）状に成長することから、こう呼ば
れます。ケ－ブル製造時に内在した水分や，被覆
の透過吸水などによって浸入した水分を起点に発
生・成長し、絶縁破壊に至ることがあります（写
真1、2）。

　❷　工事作業による損傷
　高圧引込みケーブルが原因の事故では、掘削工
事などでケーブルが損傷し、波及事故となる事例
が毎年のように報告されています。例えば解体業
者が支柱設置のため打ち込んだ単管パイプが、地
中埋設ケーブルを貫き、事故に至っています（写
真3）。

　これを防ぐためには、構内1号柱に避雷器（Ｌ
Ａ）を設置し、ＰＡＳを直近で保護する事が重要
です。所定の電圧以上の雷サージ過電圧が加わる
と動作し、電流を大地にバイパスして、絶縁破壊
を防ぎます。
　ＬＡ内蔵型のＧＲ付ＰＡＳもあります。設備の
新設、更新には採用を検討してください。

　高圧ケーブルは、製造後20 年程度を超えると
絶縁破壊に至るケースが増え始めます。水トリー
による劣化は、絶縁抵抗測定では検出できません。
地中や湿気のあるマンホール、ハンドホール内に
敷設されている環境では、特に注意が必要です。
敷設環境を考慮し、計画的な設備更新を行ってく
ださい。また、ケーブルの更新に際しては、水ト
リーが発生しにくい「Ｅ－Ｅタイプ（3層同時押
出）」を採用しましょう。
　なお、経年劣化は高圧引込みケーブルに限った
ことではありません。設備の設置年数を把握し、
計画的な設備更新に取り組んでください。

　こうした事故を防ぐ
ため、ケーブル埋設箇
所への標識設置、ケー
ブル標識シートの埋設
を行いましょう。また、
工事の発注に際して
は、埋設ルート、標識
を施工業者に伝え、確
認するとともに、電気
主任技術者にも工事計
画を報告し、情報を共
有しましょう（図3）。

　❸　ＧＲ付ＰＡＳへの落雷対策
　ＧＲ付ＰＡＳに雷サージ（雷に起因する異常な
高電圧）が侵入して絶縁破壊し、波及事故に至る
ことがあります（写真4）。

図2 地中引込み方式の保護範囲（GR付UGS）

地中配電線

建物
高圧キャビネット

キュービクル

引込みケーブル

事故点

保護範囲

責任分界点

GR付地中線用
高圧負荷開閉器（UGS）

とり、事故を未然に防ぐことが得策となります。波
及事故対策についてのご相談は、担当検査員か最寄
りの当協会事業所にお寄せください。

図3 埋設ケーブルの位置を把握し情報共有

標柱

ケーブル
標識シート
ケーブル
標識シート



8 9電気と保安 2021年 7・8月号 電気と保安 2021年 7・8月号

多摩事業本部 西多摩支所　関根　貴

の 記 録 から現場
絶縁監視装置が発報。
大きな漏れ電流はなぜ？

　電気は便利なものですが、資
格を有しない方が誤った知識で
工事や接続をすると、電気が使
用できなくなるばかりか、漏電
による感電や火災、ショートな
どの原因になることがあります。
　今回は、そうした方が差し込
みプラグへ誤った方法で電線の
接続を行ったために発生した、
漏電の事例をご紹介します。

◆　　◆　　◆
　ある日の午前、予定していた
点検を終えた後の出来事です。
昼食を取っていると携帯電話が
鳴りました。電気事故の受付や
絶縁監視装置からの警報を一括
管理する総合監視指令センター
からの連絡でした。「お客さまの

絶縁監視装置から漏電の警報を
受信した。直ちに出動して欲し
い」との要請です。
　警報を受信したお客さまは私
の担当で、前回の点検では特に
変わったことはありませんでし

た。漏電の原因に、思い当たる
要素はありません。昼食もそこ
そこに急いで現場に向かいまし
た。到着後、お客さまに何か通
常と違った機械などを使用して
いないか確認しましたが、「特に
思い当たることはない」との事
です。
　キュービクルに向かい、絶縁
監視装置の状態を確認しようと
考えました。キュービクルの扉
を開けるため、低圧ゴム手袋を
着用しハンドル部分を検電する
と、検電器が「ピー、ピー」と
鳴動するではありませんか！
　「これは大きな漏電が発生して
いる可能性がある」と予測しな
がら扉を開け、絶縁監視装置を
確認すると、警報が継続してい

る状態でした。漏電状態を確認
するため、クランプメーターで
変圧器のB種接地線を測定する
と、なんと、動力回路で漏れ電
流が40.3Aも流れているではあ
りませんか！　これでは、いつ
火災や感電事故が起きるかわか
りません。
　今度は漏電回路を特定するた

め、クランプメーターでキュー
ビクル内動力回路の各ブレーカ
ーで漏れ電流を測定していくと、
工場内の「1P-1盤」方面と判明。
さらに原因を特定すべく「1P-1」
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　漏電の原因は、お客さまの従
業員の方が、単相200Vの溶接機
の差し込みプラグ（3P1E）の接

地線と電源線を誤って接続して
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に施工を行っていただくようお
願いし、午後に予定していたお
客さまの点検に向かいました。

◆　　◆　　◆
　今回の
事例は絶
縁監視装
置が設置
されてい
た た め、
早期に漏
電を発見
することができた事例です。絶
縁監視装置は24時間漏電を監視
し、漏電による感電や火災の防
止に有効です。まだ設置してい
ないお客さまはぜひ設置のご検
討をお願いいたします。
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1 ＰＣＢとは

　ポリ塩化ビフェニル（以下「Ｐ
ＣＢ」という）は、化学的に安定
している、熱により分解しにくい、
絶縁性が良い、沸点が高い、不
燃性であるなどの性質をもち、変
圧器やコンデンサーの絶縁油等、
様々な機器で使用されてきた。
　しかし、昭和43（1968）年に
カネミ油症事件が発生するなどそ
の有害性が社会問題化し、昭和
47年以降ＰＣＢの新たな製造は無
くなり、その後、昭和49年に施
行された「化学物質の審査及び
製造等の規制に関する法律」によ
り、ＰＣＢの製造、輸入等が原則

禁止となった。

2 PCB廃棄物問題の
　 経緯

　このような状況において、ＰＣＢ
による環境汚染を防止し、将来に
わたって国民の健康を保護し、生
活環境の保全を図るため、平成
13（2001）年にポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法（以下「ＰＣ
Ｂ特別措置法」という）が制定さ
れた。
　その後、環境省は、中間貯蔵・
環境安全事業株式会社（以下「Ｊ
ＥＳＣＯ」という）を活用して高

濃度ＰＣＢ廃棄物の処理施設の整
備に着手し、処理施設が立地す
る地元地方公共団体等の協力や
地域住民の理解を得て、北九州
事業（平成16年）を皮切りに、
豊田事業（平成17年）、東京事業
（平成17年）、大阪事業（平成18
年）、北海道事業（平成20年）
において、高濃度ＰＣＢ廃棄物の
うち変圧器・コンデンサーの処理
を順次開始してきた。
　また、高濃度ＰＣＢ廃棄物のう
ち安定器や汚染物等の処理につい
ても、北九州事業（平成21年）、
北海道事業（平成25年）におい
て開始された。
　ところが、当初予定していた処

理期限（平成28年７月）までの
処理が困難になったことから、平
成26年、期限の再延長をしない
ことを条件に処理期限を延長した。

3 ＰＣＢ特別措置法等の
　 概要

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

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

行うことを義務付けている。

4 ＰＣＢ廃棄物等の
　 処理に係る取り組み

　高濃度ＰＣＢ廃棄物の早期処理
を促進すべく、既に処分期間が終
了した北九州事業対象地域・大
阪事業対象地域（変圧器・コン
デンサー等）以外の事業対象地
域において、都道県市による掘り
起こし調査が行われており、処分
期間内の高濃度ＰＣＢ廃棄物の処
分に向けた取り組みが進められて
いる。
　低濃度ＰＣＢ廃棄物については、
令和9年3月末までに、そのＰＣ
Ｂ廃棄物を自ら処分し、または他
人に委託しなければならないとさ
れている。また、届出義務、処分
期間内に自ら処分または処分を委
託しなかった場合に改善命令の対
象になること等が規定されている。
　低濃度ＰＣＢ廃棄物は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律に規
定する特別管理産業廃棄物処分
業の許可を受けてＰＣＢを処分す
る事業者（５事業者：表１）また
はＰＣＢの処理について環境大臣

PCB含有電気工作物の
早期処理について

の認定を受けている無害化処理認
定事業者（34事業者：表2）に対
して処分委託をすることができる。

5 おわりに

　ＰＣＢ特別措置法及び電気事業
法等の関係法令により、ＰＣＢ廃
棄物の早期処理を推進するための
制度的な手当てがなされているが、
引き続き、都道府県市、関係省庁
とともに、掘り起こし調査の支援
等、足下の取り組みを確実に進め、

ＰＣＢ廃棄物の一日も早い処理に
向けて取り組みを進めてまいりた
い。
　北九州事業対象地域において
は、平成31（2019）年3月末に
高濃度ＰＣＢ廃棄物の変圧器・コ
ンデンサー等の処理が完了したと
ころであるが、その後新たに高濃
度ＰＣＢを含むコンデンサー等が
見つかり、保管を継続することと
なっている事案が、現時点で約
270件程度発生している。
　この発見事例の中には、高濃度

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

渡邉　虹水

ＰＣＢ含有電気工作物に関する法
制度への誤解や、銘板情報の読
み間違いによる見落としといった
ことにより発見された事案も発生
している。
　今後、期限を迎えることとなる
他の地域においてこうした事案が
生じることのないよう、各事業場
で選任されている電気主任技術者
におかれては、高濃度ＰＣＢ含有
電気工作物の有無の確認について、
引き続き確実に実施していただく
ようお願いしたい。

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

【図1】 PCBが使用された代表的な電気機器

　事業者名

エコシステム山陽株式会社

水島エコワークス株式会社

東京パワーテクノロジー株式会社

三重中央開発株式会社

日本海環境サービス株式会社

　　所在地

岡山県　久米郡

岡山県　倉敷市

神奈川県　川崎市

三重県　伊賀市

富山県　富山市

変圧器
（トランス）

絶縁油として
内部に使用

高圧
コンデンサー

絶縁油として
内部に使用
※コンデンサー
　では容器内部
　全体にPCBが
　染み込んでいる

安定器

内部に
PCBの入った
コンデンサーケース
がある

出典：環境省パンフレットより抜粋
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して処分委託をすることができる。
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高濃度ＰＣＢ廃棄物の変圧器・コ
ンデンサー等の処理が完了したと
ころであるが、その後新たに高濃
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見つかり、保管を継続することと
なっている事案が、現時点で約
270件程度発生している。
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ＰＣＢ含有電気工作物に関する法
制度への誤解や、銘板情報の読
み間違いによる見落としといった
ことにより発見された事案も発生
している。
　今後、期限を迎えることとなる
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で選任されている電気主任技術者
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電気工作物の有無の確認について、
引き続き確実に実施していただく
ようお願いしたい。

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

事業者名

光和精鉱株式会社

株式会社クレハ環境

エコシステム秋田株式会社

神戸環境クリエート株式会社

株式会社富山環境整備

株式会社富士クリーン

株式会社ジオレ・ジャパン

三光株式会社

杉田建材株式会社

J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社）

群桐エコロ株式会社

環境開発株式会社

オオノ開發株式会社

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社

株式会社かんでんエンジニアリング

ＤＩＮＳ関西株式会社（旧：株式会社ＧＥ）

ユナイテッド計画株式会社

エコシステム小坂株式会社

株式会社神鋼環境ソリューション

北電テクノサービス株式会社

ゼロ・ジャパン株式会社

三池製錬株式会社

中国電機製造株式会社

日本シーガテック株式会社

赤城鉱油株式会社

東芝環境ソリューション株式会社

株式会社太洋サービス

株式会社電力テクノシステムズ

北海道電力ネットワーク株式会社

九電産業株式会社

東京鐵鋼株式会社

エコシステム千葉株式会社

J＆T環境株式会社（旧：ＪＦＥ環境株式会社）

株式会社イオン

　　所在地

福岡県　北九州市

福島県　いわき市

秋田県　大館市

兵庫県　神戸市

富山県　富山市

香川県　綾歌郡

兵庫県　尼崎市

鳥取県　境港市

千葉県　市原市

神奈川県　横浜市

群馬県　太田市

石川県　金沢市

愛媛県　東温市

北海道　苫小牧市

滋賀県　大津市 ほか

大阪府　堺市

秋田県　秋田市

秋田県　鹿角郡

兵庫県　神戸市

富山県　射水市　ほか

埼玉県　さいたま市ほか

福岡県　大牟田市

岡山県　倉敷市

京都府　福知山市

群馬県　みどり市

神奈川県　川崎市　ほか

静岡県　浜松市

香川県　坂出市ほか

北海道　苫小牧市

福岡県　北九州市ほか

青森県　八戸市

千葉県　袖ケ浦市

東京都　江東区

福島県　須賀川市

【図2】 高濃度PCB廃棄物の処分期間（2021年4月版）

出典：環境省、経済産業省パンフレットより抜粋

安定器及び汚染物等
北海道（室蘭）・東京事業エリア
令和５年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
北海道（室蘭）事業エリア
令和4年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
東京事業エリア

令和４年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
豊田事業エリア

令和4年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等
大阪事業エリア

令和３年3月31日まで
（処分期間終了）

変圧器・コンデンサー等
北九州事業エリア

平成３０年3月31日まで
（処分期間終了）

安定器及び汚染物等
北九州・大阪・豊田事業エリア
令和３年3月31日まで
（処分期間終了）

詳細については環境省HP（https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html）を参照
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千葉県

南房総市
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　千葉県南端の南房総市。７つの町村が合併して15
年前に誕生しました。東と南を太平洋、西に東京湾
と３方が海に面し、北側は山間丘陵地。暖流の影響
により、冬は暖かく夏は涼しい海洋性気候で、１年
を通じて霜が降りない地域もあります。

海、山の魅力を体験型観光で
　都心に近い内房(東京湾側)。海が穏やかで遠浅の
浜が多い富山、富浦地区は、子供連れも安心して遊
べる海水浴場が連なります。例年は臨海学校や学生
合宿でにぎわう岩井海岸は、かつて文人も避暑に訪
れました。作家で文藝春秋を興した菊池寛の色紙が
石碑になっています。海に一直線に伸びる木の桟橋
がある原岡海岸は、近年「インスタ映え」で大人気。
　長い海岸線と広い砂浜に波が立つ外房は、１年を
通してサーファーが集まります。その一つ、千倉地

区の浜は太平洋を横断する海底通信ケーブル引揚地。
デジタル社会のゲートウェイでもあります。和田地
区は全国４カ所・関東では唯一の捕鯨基地がある「ク
ジラのまち」。澄んだ水質が魅力の和田浦海水浴場は、
環境省「日本の快水浴場百選」の一つです。房総半
島最南端の白浜地区は海女の素潜り漁で知られます。
　アワビや伊勢エビなど、贅沢な海の幸も存分に楽
しめる南房総ですが、農産物も豊か。全国２位の生
産量を誇るビワ、ミカンなどの栽培農業、露地花づ
くりなど花卉（かき）生産が盛んです。丸山地区は
日本の酪農発祥地。徳川８代将軍の吉宗がインド産
の牛を飼育させ、乳製品をつくらせました。その伝
統は今に引き継がれ、三芳地区の牛乳は人気のブラ
ンドです。
　南房総市では、これらを生かし、果物狩り、酪農体験、
地引き網、海女・海士体験など体験型の観光に力を
入れています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

房総半島最南端にある野島埼灯台は、全国16の「のぼれる灯台」の一つ(参観寄付金・中学生以上300円)。
1869(明治２)年、国内２番目に点灯

灯台のひざ元で開かれる「白浜海女まつり」は、50年以上の歴史がある県内最大の夜祭り
（今年はコロナ対策のため開催中止。写真提供：南房総市）

写真提供：南房総市（一部除く）

（記事提供　電気新聞）

鉄道はＪＲ内房線・富浦駅へ東京駅から101分（特急乗車）
など。高速バスは「とみうら枇杷倶楽部」へ東京駅から107分、
新宿駅から98分、横浜から92分など
富浦ＩＣへ東京から約100分、横浜から約90分など
（首都高―東京湾アクアライン―館山自動車道―富津館山
道路利用） 

公共交通の場合

自動車の場合

：

： 

【道の駅めぐり】 【房総三山と愛宕山】

【庖丁(ほうちょう)式】

千葉県 南房総市Access┃  アクセス

　南房総市には８つの「道の駅」が

あり、その数日本一。鮮度のいい魚介類や採れたての農産品、

これらを使ったご当地グルメを楽しむドライブはいかがでしょう。

▶富楽里(ふらり)とみやま：有料道路のパーキングエリアと
一体化した施設。海の恵み、新鮮野菜の直売が人気。

▶とみうら 枇杷倶楽部：2000年「全国道の駅グランプリ」最
優秀賞。枇杷ソフトクリームなどビワを堪能できます。

▶おおつの里 花倶楽部：敷地内にある温室は4000坪の広さ
(入園無料)。房総の四季折々の花が鑑賞できます。

▶三芳村「鄙（ひな）の里」：田園風景の中、ゆったり・のん
びり過ごせます。自慢は新鮮野菜と搾りたて乳製品。

▶ちくら 潮風王国：広々とした芝生広場と漁船のオブジェ、
目の前は岩場の海岸。生簀にはアワビ、イセエビが。

▶和田浦 ＷＡ・Ｏ！：シロナガスクジラの骨格模型がお出迎え。
まちを食べ、歩く「たべあるくじら」がコンセプト。

▶ローズマリー公園：白いチャペル、英国風の庭園がある彩
り豊かな花の公園。はなまる市場は美味しさ満載。

▶白浜野島崎：房総半島最南端の道の駅。「海のまち」の農
業の魅力を直売所などで発信。イチゴ狩りのハウスも。

●道の駅紹介ホームページ
　city.minamiboso.chiba.jp/0000001443.html

　海のイメージが強

い千葉県ですが、房

総の山は低く、道は

それほど険しくない

ので、ハイキングや

初心者登山に最適。

山頂からは富士山や

伊豆七島などの眺望

も楽しめます。

　富山（とみさん）は二つの峰を持つなだらかな山で『南総

里見八犬伝』序章の舞台。岩峰が頂上付近にそびえる“房総

のマッターホルン”こと伊予ヶ岳は、ロープや鎖を伝い歩

くポイントもあり、本格登山の気分が味わえます。その奥

の御殿山と合わせ、房総の三山と呼ぶこともあります。

　愛宕山は標高408m。全都道府県で最も低い県最高峰です。

けれども全国屈指の難しい山。実は山頂が自衛隊レーダー

基地の中です。事前申請し、許可されれば入山できます。
●富山：ＪＲ岩井駅からバス「富山入口」下車、山頂へ徒歩60分
●伊予ヶ岳：ＪＲ岩井駅からバス「天神郷（伊予ヶ岳登山口）」下車
●愛宕山：航空自衛隊峯岡山分屯基地ホームページより申
し込み (現在、新型コロナ対策のため受付停止中です )

　千倉の高家（たかべ）神

社は日本で唯一、料理の

神様をおまつりしていま

す。鯛や鯉などを手で触

れることなく包丁と箸だ

けでさばき、奉納される

のが「庖丁式」。古式に

則った所作と熟練の技、日本料理の伝統を今に伝える厳粛

な儀式です。年３回（５月、10月、11月）奉納されます。
●高家神社はJR千倉駅から約2km

【なめろう】　あまりの美味しさに、皿までなめてし
まうから「なめろう」。豪快な漁師料理は、房総半島のソウ

ルフードです。南房総では１年中獲れるアジを使うのが一般

的。これをハンバーグのように

した「さんが焼き」は、余った

ものをアワビの殻に詰め、焼

いたのが始まりだといいます。

江戸時代から栽培されている「房州びわ」
（写真提供：南房総市）

※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

とみうら枇杷倶楽部

富楽里とみやまと富山（とみさん）

おおつの里 花倶楽部（温室）

三芳村「鄙（ひな）の里」 ちくら 潮風王国

和田浦 ＷＡ・Ｏ！(館内の装飾) ローズマリー公園(英国風の建物)

410

128
127

高家神社高家神社

ちくら
潮風王国
ちくら
潮風王国

ローズマリー
公園
ローズマリー
公園

和田浦
WA・O!
和田浦
WA・O!

富楽里
とみやま
富楽里

とみやま

とみうら
枇杷倶楽部
とみうら

枇杷倶楽部

愛宕山愛宕山
伊予ヶ岳伊予ヶ岳

野島埼
灯台
野島埼
灯台白浜野島崎白浜野島崎

富山富山

三芳村
鄙の里
三芳村
鄙の里

おおつの里
花倶楽部

おおつの里
花倶楽部
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特　集 3

1 電気災害の実態

　感電による死傷事故は、この
40年で大幅に減少しました（グ
ラフ1）。
　中長期的な減少傾向は、 ①独立
行政法人製品評価技術基盤機構
（ＮＩＴＥ）における製品事故の
未然防止対策の取り組み ②保安
技術の進歩 ③消費者の保安意識
の高まり――などの効果が表れて
いるから、といえるでしょう。
　しかし、電気事業法に基づく
事故報告によると、直近10年間
の自家用電気工作物による死傷

事故等の件数は、感電死傷、電
気火災ともにおおむね横ばい傾
向です（グラフ2）。
　特に、感電死傷事故は毎年50
件前後発生し、全体の半数以上
を占めています。ついで電気工
作物の破損等による死傷・物損
が10～ 20件前後とおおむね2
割程度、電気火災は10件弱程度
で推移しています。
　漏電による感電の恐ろしさは、
まったく予期せぬ時に起こり、
一般作業者を巻き込んでしまう
ことです。製造現場で起きた漏
電事故を２例紹介します。

事例1：　食品加工業者の工
場で、故障したブロワー（送
風機）を確認しようとした
作業員が感電負傷しました。
　ブロワーのコンセント部
ネジの緩みに起因し、内部
モーターが欠相（三相3線式
回路の1線が切れた）状態の
運転となり故障、漏電しま
した。漏電遮断器は設置さ
れていましたが、スイッチ
内のアース線が接続されて
いなかったため、動作しま
せんでした。人が触れたこ

とで電気の通り道ができ、
動作しました（図1）。

事例2：　水洗ホースを使っ
て製造設備周辺の水洗作業
をしていた作業者が突然倒
れて救急搬送され、1名が亡
くなりました。
　製造設備のスイッチは切
られていました。しかし、
付属する電磁弁は通電して
おり、ケーブル接続部があ
る電磁弁内には水が溜まっ
ていました。この電磁弁か
ら一時的に漏電したのが事
故原因と推定されました。
作業者はゴム手袋、ゴム長靴、
作業服を着用していたもの
の、水で濡れていました。
　この設備は常時水気のあ
る場所ではないため、漏電
遮断器を設置していません
でしたが、事故の反省をも
とに設置されました。

　漏電は火災も引き起こします。
20年以上も前の事例ですが、愛
知県の繊維関係工場で未明に発
生した火災は、電線管の中を通

る電線の被覆が、経年劣化とモー
ター運転時の振動等により傷つ
き、漏電したことが原因とされ
ました。漏電によりスパークが
発生し、可燃物に着火したと消
防が推定しました。

2 漏電はなぜ起きる？

　通常、電気配線や電気器具類
には、電気が漏れないように「絶

縁」という処理が施されています。
ところが電線などが傷ついたり、
老朽化して被覆がはがれたりす
ると、外部に電気が流れ出てし
まいます（図2）。これが「漏電」
です。漏電は、感電事故や火災
の原因につながる非常に危険な
現象です。
　防水性がない電気器具に水が
かかったり、屋外や水気、湿気
のある場所に設置された機械器

具や電源コードなどが、水分に
よって絶縁状態が保たれなく
なったりした場合にも漏電が起
こります。こうした場所にある
コンセントは、防水措置が必要
です。

3 感電事故の危険性

　感電事故は、絶縁不良で漏電
している機械器具などに触れる
ことで発生します。人の身体の
大半は水（成人で60～ 65％）
ですから、電気をよく通します。
汗をかくなどして身体の表面が
濡れていたり、濡れた床面に立っ
ていたりすると、危険性がさら
に高まります。
　壁や床、家具などに導電体が
あれば、電気は流れます。過去
には、台所の食器洗浄乾燥器の
漏電により、離れた風呂場にい
た子供が感電した事故も報告さ
れています。
　大きな電流が身体を流れた場合
は、命にかかわる重大な事態とな
ります（図3）。電流の大きさに
加え、身体を流れた時間、経路な
どによっても、ダメージは違って
きます。

4 漏電災害を
　 防止するには

　アース線（接地線）を取り付
けておけば、漏れた電流のほと
んどは大地に逃げるので、漏電
による感電の危険性を低減でき
ます。たとえ漏電箇所に触れても、
人の身体に流れる電流が少なく
て済み、ダメージを減らせます。

緑色のアース線は“緑の命綱”。
正しく施工されているか、常に
注意しましょう（写真1）。
　もう一つ、重要なのが漏電遮断
器（写真2）の設置です。負荷の
特性や設置目的によって動作する

漏電遮断器で
電気災害を防ごう！

しコイル、開閉機構で構成され
ています。正常時は、零相変流
器を通って電動機へ流れる行き
の電流（Ia）と帰りの電流（Ib）
は同じなので、零相変流器は信
号を出力しません。しかし、絶
縁の劣化による漏電（Ir）などに
よって、行きと帰りで電流に差

が出ると（この差を「漏洩電流」
といいます）、零相変流器の中で
漏洩電流分の磁界が発生し、漏
電信号が発せられます。
　この信号を電子回路で判別し、
漏電遮断器として動作すべきレ
ベルを超えたときに引外しコイ
ルを駆動し、遮断器を開放して

電気を遮断します。

（2）設置基準
　漏電遮断器の設置基準は「電
気設備技術基準」「労働安全衛生
規則」「内線規程」などの法規で
細かく定められています。主な
設置基準は、次の表の通りです。

【グラフ1】 感電死傷事故件数　出典：電気保安 統計 【グラフ2】 自家用電気工作物による死傷事故等の推移　　　　

【図1】 漏電による感電事故事例 【図2】 絶縁が保てないと漏電に

【図3】 電流の大きさと身体への影響

電気は私たちの生活を支える必要不可欠なインフラですが、
その取り扱いを誤れば重大な災害をもたらすことがあります。
設備の老朽化、知識・経験不足が原因の重大事故が後を絶ちません。
漏電災害もその一つに数えられます。
夏は気温や湿度が高く、注意力が低下しがちで、電気事故が起きやすい季節。
漏電に関する知識を深めて、災害を防いでください。
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漏れた電流は、接地線を
通って大地へ流れ出る
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出所：産業構造審議会分科会配布資料 経産省 産業保安グループ作成 出所：「令和元年度電気保安統計の概要」 ＮＩＴＥ

20mA
筋肉の硬直が激しく

呼吸も困難。引き続き流れると
死に至る場合もある

50mA
短期間でも

生命が相当に危険

100mA
致命的な障害が残る場合や、
死に至る場合もある

1mA
ピリッと感じる程度

5mA
相当痛い

10mA
耐えられないほど
ビリビリくる

漏電時

平常時

外枠
絶縁体

電気の通路

接地線が取り付けられてなく、
漏れた電流は人の身体を
通って大地に流れ出た

接地線が取り付けてあれば、
漏電遮断器が直ちに電気を

止めてくれる

感度が設定されており、感電事故
防止用の高感度高速形機種は、
15ｍＡ程度からの電気の漏れを
感知し、0.1秒以内に電気回路を
遮断します。

5 漏電遮断器の仕組み

（1）原理
　漏電遮断器の仕組みを、電動

機（M：モーター）を接続した
回路図を使って説明しましょう
（図４）。
　漏電遮断器は、漏電を検出す
る零相変流器、電子回路、引外

大地
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1 電気災害の実態

　感電による死傷事故は、この
40年で大幅に減少しました（グ
ラフ1）。
　中長期的な減少傾向は、 ①独立
行政法人製品評価技術基盤機構
（ＮＩＴＥ）における製品事故の
未然防止対策の取り組み ②保安
技術の進歩 ③消費者の保安意識
の高まり――などの効果が表れて
いるから、といえるでしょう。
　しかし、電気事業法に基づく
事故報告によると、直近10年間
の自家用電気工作物による死傷

事故等の件数は、感電死傷、電
気火災ともにおおむね横ばい傾
向です（グラフ2）。
　特に、感電死傷事故は毎年50
件前後発生し、全体の半数以上
を占めています。ついで電気工
作物の破損等による死傷・物損
が10～ 20件前後とおおむね2
割程度、電気火災は10件弱程度
で推移しています。
　漏電による感電の恐ろしさは、
まったく予期せぬ時に起こり、
一般作業者を巻き込んでしまう
ことです。製造現場で起きた漏
電事故を２例紹介します。

事例1：　食品加工業者の工
場で、故障したブロワー（送
風機）を確認しようとした
作業員が感電負傷しました。
　ブロワーのコンセント部
ネジの緩みに起因し、内部
モーターが欠相（三相3線式
回路の1線が切れた）状態の
運転となり故障、漏電しま
した。漏電遮断器は設置さ
れていましたが、スイッチ
内のアース線が接続されて
いなかったため、動作しま
せんでした。人が触れたこ

とで電気の通り道ができ、
動作しました（図1）。

事例2：　水洗ホースを使っ
て製造設備周辺の水洗作業
をしていた作業者が突然倒
れて救急搬送され、1名が亡
くなりました。
　製造設備のスイッチは切
られていました。しかし、
付属する電磁弁は通電して
おり、ケーブル接続部があ
る電磁弁内には水が溜まっ
ていました。この電磁弁か
ら一時的に漏電したのが事
故原因と推定されました。
作業者はゴム手袋、ゴム長靴、
作業服を着用していたもの
の、水で濡れていました。
　この設備は常時水気のあ
る場所ではないため、漏電
遮断器を設置していません
でしたが、事故の反省をも
とに設置されました。

　漏電は火災も引き起こします。
20年以上も前の事例ですが、愛
知県の繊維関係工場で未明に発
生した火災は、電線管の中を通

る電線の被覆が、経年劣化とモー
ター運転時の振動等により傷つ
き、漏電したことが原因とされ
ました。漏電によりスパークが
発生し、可燃物に着火したと消
防が推定しました。

2 漏電はなぜ起きる？

　通常、電気配線や電気器具類
には、電気が漏れないように「絶

縁」という処理が施されています。
ところが電線などが傷ついたり、
老朽化して被覆がはがれたりす
ると、外部に電気が流れ出てし
まいます（図2）。これが「漏電」
です。漏電は、感電事故や火災
の原因につながる非常に危険な
現象です。
　防水性がない電気器具に水が
かかったり、屋外や水気、湿気
のある場所に設置された機械器

具や電源コードなどが、水分に
よって絶縁状態が保たれなく
なったりした場合にも漏電が起
こります。こうした場所にある
コンセントは、防水措置が必要
です。

3 感電事故の危険性

　感電事故は、絶縁不良で漏電
している機械器具などに触れる
ことで発生します。人の身体の
大半は水（成人で60～ 65％）
ですから、電気をよく通します。
汗をかくなどして身体の表面が
濡れていたり、濡れた床面に立っ
ていたりすると、危険性がさら
に高まります。
　壁や床、家具などに導電体が
あれば、電気は流れます。過去
には、台所の食器洗浄乾燥器の
漏電により、離れた風呂場にい
た子供が感電した事故も報告さ
れています。
　大きな電流が身体を流れた場合
は、命にかかわる重大な事態とな
ります（図3）。電流の大きさに
加え、身体を流れた時間、経路な
どによっても、ダメージは違って
きます。

4 漏電災害を
　 防止するには

　アース線（接地線）を取り付
けておけば、漏れた電流のほと
んどは大地に逃げるので、漏電
による感電の危険性を低減でき
ます。たとえ漏電箇所に触れても、
人の身体に流れる電流が少なく
て済み、ダメージを減らせます。

緑色のアース線は“緑の命綱”。
正しく施工されているか、常に
注意しましょう（写真1）。
　もう一つ、重要なのが漏電遮断
器（写真2）の設置です。負荷の
特性や設置目的によって動作する

漏電遮断器で電気災害を防ごう！

しコイル、開閉機構で構成され
ています。正常時は、零相変流
器を通って電動機へ流れる行き
の電流（Ia）と帰りの電流（Ib）
は同じなので、零相変流器は信
号を出力しません。しかし、絶
縁の劣化による漏電（Ir）などに
よって、行きと帰りで電流に差

が出ると（この差を「漏洩電流」
といいます）、零相変流器の中で
漏洩電流分の磁界が発生し、漏
電信号が発せられます。
　この信号を電子回路で判別し、
漏電遮断器として動作すべきレ
ベルを超えたときに引外しコイ
ルを駆動し、遮断器を開放して

電気を遮断します。

（2）設置基準
　漏電遮断器の設置基準は「電
気設備技術基準」「労働安全衛生
規則」「内線規程」などの法規で
細かく定められています。主な
設置基準は、次の表の通りです。【写真1】

洗濯機などは必ずアース線を接続しましょう

【写真3】トラッキング現象

【写真4】タコ足配線から発火

【写真5】束ねたコードから発火

ＮＩＴＥによる発火実験    （写真提供：ＮＩＴＥ）

【写真2】漏電遮断器の例
漏電遮断器はELB、ELCB という
略称記号であらわされます
（写真提供：テンパール工業）

【図4】 漏電遮断器の構造と動作原理

【表】漏電遮断器の設置基準　

変圧器

漏電遮断器

漏電

開閉機構

電子回路

引外しコイル

テストボタン

零相変流器 Ia

Ib M

Ir

(注） １ 非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯などの、その停止が公共の安全の確保に支障を生ずるおそれがある機械器具に電気を供給する電路には、警報装置でもよい。          
 2 特高又は高圧の電路から変圧器によって供給される場合。          
 3 「電技解釈」とは「電気設備の技術基準の解釈」を示します。本表は2020年改定版をもとに作成しました。          

使用電圧が60Vを超える金属製外箱をもった低圧機械器具に電気を供給する電路 （電技解釈第 36条）
発電所、変電所、開閉所などに施設する場合
乾燥した場所に施設する場合
水気のある場所に施設する場合
湿気の多い場所に施設する場合
非接地式回路の場合
機器に施されたＤ種又はC種接地工事の接地抵抗値が３Ω以下の場合
ＰＳＥの適用を受ける二重絶縁構造の機器を施設する場合
ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆した機器を施設する場合
機器が誘導電動機の二次側電路に接続されるものの場合
機器内にＰＳＥの適用を受ける漏電遮断器を取付け、かつ電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設した場合
試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、Ｘ線発生装置、 電気浴器、電炉、電気ボイラ、電解そうなど大地から絶縁
することが防御上困難なものを接続する場合
住宅屋内に施設する定格消費出力 2kW（単機容量）以上の機器に電気を供給する電路 （電技解釈第 143条）
火薬庫内の電気工作物に電気を供給する電路 （電技解釈第 173条）
フロアヒーティングなどの発熱線に電気を供給する電路 （電技解釈第 195条）
電熱ボード、電熱シートに電気を供する電路 （電技解釈第 195条）
パイプラインなどの電熱装置に電気を供給する電路 （電技解釈第 197条）
電気温床等において空中及び地中（対地 150V以下でさくを設ける場合）以外に施設する発熱線に電気を供する電路
 （電技解釈第 196条）
プール用水中照明灯その他これに準ずる照明灯に電気を供給する電路で絶縁変圧器（一次側300V以下、二次側
150V以下）の二次側使用電圧が 30Vを超える場合 （電技解釈第 187条）      
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感度が設定されており、感電事故
防止用の高感度高速形機種は、
15ｍＡ程度からの電気の漏れを
感知し、0.1秒以内に電気回路を
遮断します。

5 漏電遮断器の仕組み

（1）原理
　漏電遮断器の仕組みを、電動

機（M：モーター）を接続した
回路図を使って説明しましょう
（図４）。
　漏電遮断器は、漏電を検出す
る零相変流器、電子回路、引外

　電気災害は、漏電をはじめ、
過負荷、短絡（ショート）、過
電圧などの異常状態が原因で発
生します。これらを防ぐために
は、日ごろの点検・清掃が大切
です。劣化に気付いたら、ため
らわず新しいものに取り替えま
しょう。
●被覆が傷ついたり、古くなっ
てひび割れが生じたコード、

プラグなどの接続器具の破

損は事故のもとです。

●長い間プラグを差し込んだま
まのコンセントは、埃（ほ

こり）が溜まっていること

があり「トラッキング現象」

による電気火災の危険性が

あります（写真3）。

●コンセントやテーブルタップ
などには、使える電気の最

大容量が記載されています。

この容量を超えて電気器具

を使用すると、過熱・発火

することがあります（写真4）。

●コードを束ねたり、巻いたり
した状態で使用すると、熱

がこもり発火することがあ

ります。配線用器具の取り

扱いにも注意してください

（写真5）。

日ごろの点検・清掃を
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1 被害の状況

　昨年、関東地方での台風被害
は発生しませんでしたが、2018
年と19年の台風による被害は、
建築物や電気設備等への甚大な
被害に留まらず、停電による日
常生活や経済活動への影響が長
期化し、大きな社会問題となり
ました。
　19年の台風は暴風の15号（9
月）と豪雨の19号（10月）とタ
イプが異なり、それぞれが甚大
な被害をもたらして、社会に大
きなインパクトを与えました。
　台風15号は勢力がピークに達
したところで東京湾を北北東に
横断し、進行方向の右側に入っ
た房総半島では、最大瞬間風速
が毎秒57.5m（歴代１位）を記
録しました。建造物の倒壊・損傷、
多数の倒木による配電設備、自
家用電気工作物の損壊及び停電
の長期化など、過去に経験した
ことがない甚大な災害となりま
した。
　一方、台風19号は当初から大

型で勢力が強く警戒されていま
した。にもかかわらず、記録的
な雨量（箱根では12時間降水量
729.5mm）のために、関東から
東北までの広域で各地の河川の
水位が上昇、堤防からの越水や
内水氾濫などによって、各地で
浸水による広範囲の被害が発生
しました。
　これらの台風による自家用電
気工作物の主な被害は、１号柱、
キュービクル及び太陽光パネル
等の損傷または浸水であり、暴
風（突風を含む）、倒木、飛来物、
土砂崩れ及び雨水浸入が主な事
故原因となっています。

⑴ 暴風により折れた電柱 
　過去の台風における１号柱
関係の被害は、主に飛来物、
倒木及び塩害によるものでし
たが、今回は強風による直接
被害が確認されました。
　建柱30数年を経過したコン
クリート製１号柱が暴風によ
り、途中から折れて建物の屋
根を直撃・破壊（写真1）、幸

い負傷者はいませんでした。
破断面を詳細に観察したとこ
ろ、コンクリート内の鉄筋は
錆びており、周囲のコンクリー
ト表面には細かいクラックが
見られました。
　このことから、引込み線の
電線こう長も長く、電線に横
から数時間も強風が吹きつけ
たことにより、老朽化に加えて、
強風で１号柱が前後左右に揺
れることにより、ひび割れ部
分の亀裂が拡大して破断倒壊
したものと推察されました。
　１号柱に使用されている電
柱は弾力性があり、少々のし
なりでは折れたりすることは
ありません。しかし長年、風
雨や日光にさらされ続けると、
コンクリート表面から湿気や
塩分等が浸入して、鉄筋の発
錆・膨張やコンクリートの劣化、
いわゆる老朽劣化が徐々に進
行します。表面にヒビや損傷
等がある電柱は、早めの建替
え更新が必要です。
　この台風の暴風では、倒壊

または損傷は発生しなかった
ものの、根本が緩んだ１号柱
（写真２）が数例確認されてい
ます。引込み線の電線こう長
が長く、建柱箇所の地盤が緩い、
もしくは埋立地などの条件下
で、強風により電柱先端部の
前後左右に揺れが数時間継続
すると、根本地盤に隙間また
は陥没が発生する恐れがある
のです。

⑵ 倒木による損壊
　暴風による倒木で、配電線
や１号柱の倒壊・損傷の被害
が多数発生し、道路の寸断や
伐採・撤去作業などにより停
電期間が長期化した地域があ
りました。
　台風では、樹木の枝が高圧
電線や高圧ケーブル端末部等
に接触し、地絡事故が発生し
て停電事故となることがほと
んどですが、この台風による
暴風では、樹木（主に杉）の
倒木が電柱を直撃破損したも
のや、配電線または引込み口
電線に倒木が倒れ込み、電柱
の倒壊や傾斜する被害（写真
３）が多数発生しました。
　また、倒木による被害は、
１号柱だけでなくキュービク
ルを直撃・破損（写真４）し
た事例もあり、１号柱やキュー
ビクル周辺の樹木は、早めに
枝打ちや伐採等を行うことが
望ましいです。

⑶ 飛来物による損傷
　台風時、飛来物による損傷
または停電事故は多くなりま

すが、この台風ではビニール
類や樹木等に加えて、建物の
外壁や金属物が屋外の電気設
備を損傷させる事例が発生し
ました。
　飛来物による損傷でもっと
も印象に残った光景は、１号
柱に纏（まと）わり付いたト
タン(写真５)でした。倒壊こ
そしませんでしたが、電柱の
ねじれによる亀裂と高圧ケー
ブル被覆が傷つき、引込み口
設備の全面交換となりました。
　その他の飛来物の事故事例
としては、屋外の高圧ケーブ
ル端末部の破損または地絡・
短絡事故(写真６)が数件発生
しました。

⑷ 太陽電池発電設備の損傷
　太陽光パネルの架台が暴風
により破損し、パネル本体も
構外に飛散する事故(写真７)
が数件発生しました。なお、
架台の破損やパネル飛散はあ
りませんでしたが、倒木によ
るパネル損傷や飛来物(石や木
材等)によりパネル表面に亀裂
が入った事例(写真８)も多発
しました。

⑸ 浸水被害
　2019年の浸水災害では、堤
防決壊、氾濫及び豪雨による
低地の浸水が発生しました。
これによって、建造物、キュー
ビクル及び太陽光パネルが水
没し、復旧に多大な労力、費
用及び時間を要することにな

台風災害の実態を知り、
事前に備えましょう！

りました。
　近年、市街地では内水氾濫
による浸水被害が度々発生し
ています。建物の電気設備(主
に分電盤やコンセント類)や、
地上または地下に設置された
キュービクルが水没する事例
(写真9,10)が報告されています。

　また、低地に施設されてい
た太陽電池発電所のキュービ
クルや太陽光パネルが水没(写
真11)し、全面交換となった事
例も多数発生しました。

⑹ その他の被害
　その他の台風災害事例は、
次のとおりです。

－－－－－　   －－－－－
ア　土砂崩れによるキュービ
クルや太陽光パネルの埋
没または損傷

2 事前の備え

　台風シーズン前に、事前点検
の励行、効果的な予防処置及び
災害発生時の手順確認など災害
へのレジリエンス（強じん性）
を高めましょう。

(1)キュービクル及び１号柱
付近の樹木が、強風により
接近または倒木する恐れが
ないか確認し、早めの枝打
ちまたは伐採を行いましょ
う。

(2)受電所の屋根やキュービ
クルに破損箇所や隙間がな
いか、雨漏り箇所がないか

【写真1】
暴風により
途中から折れた
１号柱

【写真2】
暴風により
根本が緩んだ
１号柱

【写真3】
倒木により
倒壊した１号柱

【写真4】
倒木が直撃した
キュービクル

近年、台風や集中豪雨等による激甚災害の発生、
その被害報道を見聞きすることが多くなりました。
従来に増して災害への備えが重要となっています。
全ての台風被害を防止することはできませんが、
事前に災害に備えることで被害の回避・低減
または早期復旧は可能になります。

を確認し、強風による雨水
浸入を防止しましょう。

(3)ハザードマップを確認し、
浸水対策の必要性を検討・
準備しましょう。

(4)建物への浸水経路は、出
入口付近からが最も多く、
浸水深も50cm以下の場合
が多いので、可能ならば土
嚢（どのう）等を準備・整
備しましょう。

(5)災害発生時に電気及び設
備関係者への連絡を円滑に
行うために、関係者連絡先
を示した連絡体制図(会社
名、担当者名、連絡先等)
及び設備関係図面を整備・

把握・情報共用しましょう。
(6)近年、災害頻度の増加に
加えて停電が長期化する事
例が見られることから、生
命にかかわる設備及び社会
的な影響が大きい設備は、
機能継続に必要な電気設備
に長時間（72時間が目安）
供給する非常用予備発電装
置を設置することが望まし
いです。

　　なお、非常時に安定した
電源を供給するために、発
電機の定期的な起動・負荷
試験と定期メンテナンスは
確実に実施しておく必要が
あります。

イ　受変電設備への雨水浸入
による機器損傷または停
電

ウ　暴風によるキュービクル
扉の飛散または損傷

エ　塩害による高圧ケーブル
端末部の一部焼損
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特　集 4

 

1 被害の状況

　昨年、関東地方での台風被害
は発生しませんでしたが、2018
年と19年の台風による被害は、
建築物や電気設備等への甚大な
被害に留まらず、停電による日
常生活や経済活動への影響が長
期化し、大きな社会問題となり
ました。
　19年の台風は暴風の15号（9
月）と豪雨の19号（10月）とタ
イプが異なり、それぞれが甚大
な被害をもたらして、社会に大
きなインパクトを与えました。
　台風15号は勢力がピークに達
したところで東京湾を北北東に
横断し、進行方向の右側に入っ
た房総半島では、最大瞬間風速
が毎秒57.5m（歴代１位）を記
録しました。建造物の倒壊・損傷、
多数の倒木による配電設備、自
家用電気工作物の損壊及び停電
の長期化など、過去に経験した
ことがない甚大な災害となりま
した。
　一方、台風19号は当初から大

型で勢力が強く警戒されていま
した。にもかかわらず、記録的
な雨量（箱根では12時間降水量
729.5mm）のために、関東から
東北までの広域で各地の河川の
水位が上昇、堤防からの越水や
内水氾濫などによって、各地で
浸水による広範囲の被害が発生
しました。
　これらの台風による自家用電
気工作物の主な被害は、１号柱、
キュービクル及び太陽光パネル
等の損傷または浸水であり、暴
風（突風を含む）、倒木、飛来物、
土砂崩れ及び雨水浸入が主な事
故原因となっています。

⑴ 暴風により折れた電柱 
　過去の台風における１号柱
関係の被害は、主に飛来物、
倒木及び塩害によるものでし
たが、今回は強風による直接
被害が確認されました。
　建柱30数年を経過したコン
クリート製１号柱が暴風によ
り、途中から折れて建物の屋
根を直撃・破壊（写真1）、幸

い負傷者はいませんでした。
破断面を詳細に観察したとこ
ろ、コンクリート内の鉄筋は
錆びており、周囲のコンクリー
ト表面には細かいクラックが
見られました。
　このことから、引込み線の
電線こう長も長く、電線に横
から数時間も強風が吹きつけ
たことにより、老朽化に加えて、
強風で１号柱が前後左右に揺
れることにより、ひび割れ部
分の亀裂が拡大して破断倒壊
したものと推察されました。
　１号柱に使用されている電
柱は弾力性があり、少々のし
なりでは折れたりすることは
ありません。しかし長年、風
雨や日光にさらされ続けると、
コンクリート表面から湿気や
塩分等が浸入して、鉄筋の発
錆・膨張やコンクリートの劣化、
いわゆる老朽劣化が徐々に進
行します。表面にヒビや損傷
等がある電柱は、早めの建替
え更新が必要です。
　この台風の暴風では、倒壊

または損傷は発生しなかった
ものの、根本が緩んだ１号柱
（写真２）が数例確認されてい
ます。引込み線の電線こう長
が長く、建柱箇所の地盤が緩い、
もしくは埋立地などの条件下
で、強風により電柱先端部の
前後左右に揺れが数時間継続
すると、根本地盤に隙間また
は陥没が発生する恐れがある
のです。

⑵ 倒木による損壊
　暴風による倒木で、配電線
や１号柱の倒壊・損傷の被害
が多数発生し、道路の寸断や
伐採・撤去作業などにより停
電期間が長期化した地域があ
りました。
　台風では、樹木の枝が高圧
電線や高圧ケーブル端末部等
に接触し、地絡事故が発生し
て停電事故となることがほと
んどですが、この台風による
暴風では、樹木（主に杉）の
倒木が電柱を直撃破損したも
のや、配電線または引込み口
電線に倒木が倒れ込み、電柱
の倒壊や傾斜する被害（写真
３）が多数発生しました。
　また、倒木による被害は、
１号柱だけでなくキュービク
ルを直撃・破損（写真４）し
た事例もあり、１号柱やキュー
ビクル周辺の樹木は、早めに
枝打ちや伐採等を行うことが
望ましいです。

⑶ 飛来物による損傷
　台風時、飛来物による損傷
または停電事故は多くなりま

すが、この台風ではビニール
類や樹木等に加えて、建物の
外壁や金属物が屋外の電気設
備を損傷させる事例が発生し
ました。
　飛来物による損傷でもっと
も印象に残った光景は、１号
柱に纏（まと）わり付いたト
タン(写真５)でした。倒壊こ
そしませんでしたが、電柱の
ねじれによる亀裂と高圧ケー
ブル被覆が傷つき、引込み口
設備の全面交換となりました。
　その他の飛来物の事故事例
としては、屋外の高圧ケーブ
ル端末部の破損または地絡・
短絡事故(写真６)が数件発生
しました。

⑷ 太陽電池発電設備の損傷
　太陽光パネルの架台が暴風
により破損し、パネル本体も
構外に飛散する事故(写真７)
が数件発生しました。なお、
架台の破損やパネル飛散はあ
りませんでしたが、倒木によ
るパネル損傷や飛来物(石や木
材等)によりパネル表面に亀裂
が入った事例(写真８)も多発
しました。

⑸ 浸水被害
　2019年の浸水災害では、堤
防決壊、氾濫及び豪雨による
低地の浸水が発生しました。
これによって、建造物、キュー
ビクル及び太陽光パネルが水
没し、復旧に多大な労力、費
用及び時間を要することにな

台風災害の実態を知り、
事前に備えましょう！

りました。
　近年、市街地では内水氾濫
による浸水被害が度々発生し
ています。建物の電気設備(主
に分電盤やコンセント類)や、
地上または地下に設置された
キュービクルが水没する事例
(写真9,10)が報告されています。

　また、低地に施設されてい
た太陽電池発電所のキュービ
クルや太陽光パネルが水没(写
真11)し、全面交換となった事
例も多数発生しました。

⑹ その他の被害
　その他の台風災害事例は、
次のとおりです。

－－－－－　   －－－－－
ア　土砂崩れによるキュービ
クルや太陽光パネルの埋
没または損傷

2 事前の備え

　台風シーズン前に、事前点検
の励行、効果的な予防処置及び
災害発生時の手順確認など災害
へのレジリエンス（強じん性）
を高めましょう。

(1)キュービクル及び１号柱
付近の樹木が、強風により
接近または倒木する恐れが
ないか確認し、早めの枝打
ちまたは伐採を行いましょ
う。

(2)受電所の屋根やキュービ
クルに破損箇所や隙間がな
いか、雨漏り箇所がないか

【写真5】
1号柱に
まとわり付いたトタン

【写真6】
飛来物により
短絡損傷した
端末部

【写真10】
浸水により微細な粉塵が付着した機器

【写真9】
水没した地上設置キュービクル

【写真7】
暴風により　
損傷した架台

【写真8】
飛来物により
損傷した
太陽光パネル

を確認し、強風による雨水
浸入を防止しましょう。

(3)ハザードマップを確認し、
浸水対策の必要性を検討・
準備しましょう。

(4)建物への浸水経路は、出
入口付近からが最も多く、
浸水深も50cm以下の場合
が多いので、可能ならば土
嚢（どのう）等を準備・整
備しましょう。

(5)災害発生時に電気及び設
備関係者への連絡を円滑に
行うために、関係者連絡先
を示した連絡体制図(会社
名、担当者名、連絡先等)
及び設備関係図面を整備・

把握・情報共用しましょう。
(6)近年、災害頻度の増加に
加えて停電が長期化する事
例が見られることから、生
命にかかわる設備及び社会
的な影響が大きい設備は、
機能継続に必要な電気設備
に長時間（72時間が目安）
供給する非常用予備発電装
置を設置することが望まし
いです。

　　なお、非常時に安定した
電源を供給するために、発
電機の定期的な起動・負荷
試験と定期メンテナンスは
確実に実施しておく必要が
あります。

イ　受変電設備への雨水浸入
による機器損傷または停
電

ウ　暴風によるキュービクル
扉の飛散または損傷

エ　塩害による高圧ケーブル
端末部の一部焼損

【写真11】
水没し
泥まみれの
太陽光パネル
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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」 ④─

第 回

電気事業法と各種手続き（24）

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」4回目も引き続き「第1編・第1章標準施設」です。
今回は施設における留意事項について、要点を取り上げました

（記事提供：日本電気協会技術部）
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　高圧受電設備の設計や施工、また現場工事などでは、

留意すべき事項があります。

　この第1180節の掲載内容については、高圧受電設

備規程の前身である高圧受電設備指針から多くを引き

継いでいます。

　留意すべき事項は全部で21あります。主な事項につ

いて、分かりやすく説明を加えていきます。

①　電源引込部
　雨水などが流入しないように、しっかりと防水

処理を行うことが必要です。また、施工後も定期

的な点検を行い、浸水がないか確認するようにし

てください。

②　電源ケーブル引込み部及び立上り開口部
　小動物（ネズミ、ヘビ、ヤモリなど）が侵入しな

いように金網を貼るなど対策をしてください。

③　高圧母線の支持
　相互離隔距離を120mm以上とするなど、絶縁

が維持される距離を確保するようにしてください。

④　電力需給用計器用変成器の取付け
　キュービクル内にVCTを設置する場合、新設時

は高圧ケーブルの端末処理を行う作業スペースを

確保し、キュービクル使用中は計量法により定期

的な交換をしなければなりませんので、脚立など

置かず交換に必要なスペースを常に確保するよう

にしてください（参考寸法図）。

⑤　計器用変圧器、変流器の取付け　（略）
⑥　零相計器用変圧器の取付け　（略）
⑦　遮断器及び負荷開閉器の取付け
　点検時に高圧交流負荷開閉器はフック棒により

操作するため、フック棒の操作に支障が出ないよ

うな位置に取り付けることが必要です。

⑧　断路器、高圧カットアウトの取付け
　充電露出部は床面から2.3m以上とし、高圧カ

高圧受電設備の施設における留意事項
（第1180節）

参考寸法図　（JIS C 4620キュービクル式高圧受電設備を参考に作成）

（出所： 中部近畿産業保安監督部近畿支部、NITE
　　　「EMケーブルのシュリンクバック現象に関する注意喚起」）

ットアウトの下部は、限流ヒューズではない場合、

放出ガスにより他の機器が影響を受けないような

空間が必要です。

　断路器と遮断器の間にインターロック装置があ

る場合は、インターロック装置の操作に支障が出

ないような空間を設けることが必要です。

⑨　高圧引下線　（略）
⑩　変圧器、コンデンサ及び直列リアクトルの施設
　キュービクル新設時の搬入、また、使用期間中

は他の機器と同様に定期的な交換が必要となります。

　特に重量のある大型機器ですので、キュービク

ルの扉開閉スペースや搬入・搬出スペースを常に

確保するようにしてください。

⑪　高低圧母線　（略）
⑫　受配電盤
　各種表示灯は計器と共にガラス窓から見えやす

く、また、盤内照明灯は扉を開けた際に点灯しま

すので、適切な位置に設置することが必要です。

　近年では、キュービクル用のLED表示灯や

LED照明器具が普及していますので、電球や蛍光

灯を使用している既設キュービクルの場合、LED

に交換する方法も選択肢として考えられます。

⑬　ピット、ダクト、プルボックスの施設及び内部配
線　（略）

⑭　接地端子盤
　接地種別が判読できるようにEA、EB、EDとい

った専用シールを貼付しますが、経年劣化により

剥がれてしまった場合は、継続して貼るようにして

ください。

⑮　端子部接続部　（略）
⑯　所内設備の配置　（略）
⑰　所内備品
　故障や事故発生の後は速やかに復旧させるため、

限流ヒューズの予備など受電設備の規模に応じて

将来交換用の予備品を保有するようにしてくださ

い。

⑱　ケーブルの端末処理
　ケーブル端末部にシースの収縮「シュリンクバッ

ク（収縮）現象」が発生することがあります。

　シュリンクバック現象が発生すると、波及事故

に至る可能性があります。

　特にEMケーブルに使用されるポリエチレン系シ

ースは、ビニルシースに比べて収縮しやすいとい

う特徴がありますので、日射による温度変化が大

きな場所に設置している場合は注意してください

（写真参照）。

⑲　ケーブル片端接地　（略）
⑳　常用電源と非常用予備発電装置との切り替え　
　　（略）
㉑　 竣工時の測定及び試験
　設置された機器が設計どおりに動作するか機能

に問題ないかを確認しますが、建物の増築などで

受電設備が追加された場合でも試験を行い、既設

との連系動作などを確認することが必要です。

写真 シュリンクバック現象、外観上の注意点

巻き乱れ

くびれ 銅テープ露出



N E W S C L I P ニュース
クリップ

今夏の需給予備率、薄氷の3％台。
電源トラブル注視など訴え／電力広域機関
　電力広域的運営推進機関（広域機関）の有識者会

合は、今夏（7 ～ 9月）の電力需給見通しを盛り込ん

だ需給検証報告書案を了承しました。

　過去10年で最も暑かった年度並みの気象を前提

とした最大電力（Ｈ1）に対し、連系線などを活用す

れば、全エリアで最低限必要な予備率3％以上は確

保できます。とはいえ、7～8月ともかろうじて3％

を超えるエリアが多い見通しとなっています。夏

までに需給バランス悪化時の情報発信の在り方も

検討していきます。

　需給検証は供給計画上の最大3日平均電力（Ｈ3）

をベースにＨ1を想定します。一般送配電事業者が

公募する厳気象対応の調整力「電源Ｉ’（イチダッシ

ュ）」や火力発電所の増出力運転、連系線の活用を

織り込みます。その上で、Ｈ1に対する7月の予備率

は東日本で4.5％、西日本で3.7％、沖縄で29.9％を

確保できる見通しです。

　ただ、広域機関は設備容量（ｋＷ）が足りていな

がら、電力量（ｋＷ時）が不足した2020年度冬の状

況を踏まえれば「需給バランスが十分に確保できる

と判断するのは早計」と指摘しました。21年度の供

給計画で広域的な予備率が8％を下回ったことも考

慮し、電源トラブルなどを注視する必要性を訴え

ています。

　このほか、需給検証報告書案には20年度冬季（昨

年12月～今年2月）の需給実績の検証結果を盛り込

みました。

　10エリア計の最大電力は1月8日午前9～10時に

記録した1億5607万ｋＷで、予備率は9％。事前に

想定した最大電力は厳寒だった7エリアで上回った

ものの、東京が比較的穏やかな気象だったため全

国合計では下回っています。

産業保安、画一的規制を抜本見直し。
リスクに応じ柔軟性／産構審小委
　産業構造審議会（経済産業相の諮問機関）の産業

保安基本制度小委員会は、産業保安の環境変化を

踏まえた規制体系の方向性について、検討結果を

取りまとめました。現行の画一的規制を改め、リ

スクに応じて規制の強度を変更するとともに、ス

マート保安を推進します。再生可能エネルギー（再

エネ）主力電源化をにらみ、保安業務の外部委託推

進も盛り込みました。今後、経産省が規制見直し

の具体化に向けた作業を検討します。

　産業保安分野を取り巻く環境は大きく変化して

います。人口減少や産業構造変化、ドローンなど

テクノロジーの革新的進展、保安人材の枯渇に加

え、電力分野では再エネの大量導入などに直面し

ています。小委は今年2月に新設され、産業保安に

関する規制体系の在り方などを横断的に検討して

きました。現行の産業保安規制体系では、基本的

に全ての事業者が画一的な大量の許可・届出、検

査の手続を求められており、この改善を柱としま

す。事業者の能力など、リスクに応じて規制の強

度を変える柔軟な制度体系とすることで、行政側

のリソースの有効活用にもつなげます。

　例えば、スマート保安を駆使して自立的に高度

な保安を確保できる事業者に対し、個別の許可・

届出を求めるのではなく、記録保存義務などを課

します。行政がチェックできる形を担保した上で、

自己管理型の保安への移行を目指します。

　また、再エネなどの導入拡大を見据え、保安の

業務委託拡大に大きく舵を切ります。自家用の大

型火力や大規模再エネ設備について、保安管理業

務の委託を可能とすることで、保安水準の確保や

専門人材を効率的に活用します。また、小規模太

陽光は、行政が一定の基礎情報を収集・把握する

仕組みを構築し、その上で保安業務の委託を通じ

て、保安水準を向上する新たなスキームを導入し

ます。

（記事提供　電気新聞）
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雨水の浸入

雨水の浸入
　キュービクル壁面などに腐食による穴が開いていなくても、強風などで排気口から雨水が吹き込む
場合があります。
　キュービクル内に雨水が入り込むと、内部の高圧機器が濡れて漏電や短絡事故の原因になります。
機器の故障や構内の停電だけでなく、地域一帯を停電させてしまう波及事故につながるおそれもあ
ります。
　対策としては水平仕切板や防噴流対策板の設置が有効です。また、定期的に点検を行い、腐食な
どを発見した場合は再塗装を行うなど、早めに改修を行いましょう。
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