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巾着田の曼珠沙華
埼玉県日高市（16～17ページ参照）

　埼玉県の南西部に位置する日高市は自然豊か。「遠足の聖地」を宣言しています。地域では高麗
（こま）という名称が見られ、古代朝鮮半島からの渡来人との深いつながりがあります。
　大きく蛇行する高麗川に囲まれた平地が、巾着田（きんちゃくだ）です。その形状に例えた俗称ととも
に、曼珠沙華（マンジュシャゲ）の群生地として、全国的に知られる存在になりました。その数約500万
本。緑の雑木林の中を朱色に染める景色は、ほかではちょっと見られません。

お客さまこんにちは　木更津かんらんしゃパークキサラピア

　　は電気製品の安全マークです。
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NEWS CLIP 20

21SPOTLIGHT［協会の職員紹介］

22スマート保安って何？安全エレちゃんのQ&A

 本誌 2021年 7・8月号の冊子版 (ペーパー配布分 )についてのお詫び 
特集1「波及事故防止対策」記事について、7ページの ［写真4］ に、誤った写真が掲載されていました。
訂正してお詫び申し上げます。なお、適切な写真につきましては、下記URL（協会ホームページ掲載の電子版）にて
ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
https://www.kdh.or.jp/safe/es.html

新理事長就任のご挨拶

一般財団法人  関東電気保安協会

理事長　武部　俊郎

　皆さまには、関東電気保安協会の事業に対し日頃からご理解、ご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
　このたび、山口 博の後任として理事長に就任いたしました武部 俊郎でございます。
理事長就任にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

　当協会は55年前の昭和41年2月に財団法人として発足し、平成23年4月に一般財団
法人へ移行しておりますが、一貫して電気設備の保安確保という社会的使命を担って
まいりました。この間、世の中の技術進歩と事業形態の多様化を背景に、より新規参
入を促す制度改革など、事業環境は大きく変わってまいりました。このような中で、
今日の発展をみることができましたのも、お客さまや関係諸機関の皆さまのひとかた
ならぬご指導、ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

　さて、電気保安事業を巡る環境は、昨今その変化の速度を増してきております。
　まず、昨年秋の政府カーボンニュートラル宣言を契機として、脱炭素の取り組みが
国を挙げて強化される見通しです。これによりエネルギー利用の「電化」が一層重要
な位置を占めてまいります。また、昨年4月の送配電会社の法的分離に代表されます
電力システム改革、さらにこの後予定されております電力市場改革や配電ライセンス
制といった新しい制度設計により、いわゆる電気を送る側の事業主体や事業形態も大
きく変化していくことが予想されます。保安を預かる私どもとしましては、このよう
な電気の将来を見据えた上で、どのような時代になりましても、お客さまに電気を安
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を実現
するという当協会の使命を果たしていく所存でございます。

　社会の皆さまから引き続きご信頼いただけるよう、職員一丸となって技術技能の研
鑽に励み精進努力してまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう、何とぞよろし
くお願い申し上げます。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

●ＧＲ付PAS、ＵＧＳ　
　地絡継電器付高圧気中開閉器（GR付PAS）は架
空引込み方式の構内１号柱上、責任分界点の直近に
設置されます。地中線用の地絡継電器付高圧交流負
荷開閉器（UGS）は、責任分界点となる高圧キャビネ
ット内に設置されます。
　ともに過電流・地絡（SOG）動作機能を持ち、需
要家（お客さま）側の地絡事故等を保護し、波及事
故を防ぐ重要な装置です。適切な設備点検と早めの
設備更新をお願いします。
　関東東北産業保安監督部のまとめによると、PAS
は設置10年目過ぎから事故が目立って増えてきま
す。主に屋外設置なので、周辺環境によって経年劣

「バスタブ曲線」（故障率曲線）をご存じですか？
機械・装置の故障の割合は、時間の経過とともに変化します。
使用開始直後は初期故障が起きる場合があり、歳月を経て劣化が始まると
故障率が上昇。これをグラフにすると浴槽（バスタブ）のような線を描きます。
「予防保全」はこうした知見に基づき、事故・故障を未然に防ぐ考え方です。
適切な設備更新は、経済性を含めて一般的に有利と考えられています。

電気設備の役割と更新時期

Ⅰ 責任分界点付近の保護装置・高圧ケーブル

Ⅱ 主遮断装置・開閉器類

化の度合いは違ってきます。
●高圧ケーブル
　高圧ケーブルは、主に架橋ポリエチレン絶縁ビニ

ルシース（CV）ケーブルが使用されます。浸入し
た水分が原因で絶縁部に水トリー（樹木状の小さな
亀裂）が生じ、絶縁破壊に至る場合があり、これが
発生しにくいE-E（３層押出）タイプのケーブルの
使用をお奨めします。
　設置15年を過ぎると事故が目立ち始めます。すべ

てが経年劣化によるものではありませんが、同監督
部まとめでは、2019（令和元）年度に発生した波及
事故のうち、約6割が高圧ケーブルに原因がありま
した。
───────────────────────
▶　GR付PAS、UGSさらに高圧ケーブルは、無停
電年次点検を適用している場合、無停電点検継続の
ための更新年数があります。ご注意ください。
　また、2020（令和２）年度の事故統計については、
同監督部電力安全課から寄稿いただいた「特集２」
（p12 ～）で詳しく紹介していますので、ぜひお読
みください。

　キュービクル式高圧受電設備は、主遮断装置の形

式の異なる２つのタイプ（形）があります。ちなみに、
波及事故の原因（2019年度）のうち、遮断装置
（LBS、VCB計）は14％を占めました。
●ＰＦ-Ｓタイプ（形）
　ＰＦ-Ｓ（パワーヒューズ・スイッチ）形は高圧交
流負荷開閉器 （LBS） と高圧限流ヒューズ （PF）を
組み合わせて主遮断装置にします。簡素で設備を小
型化しやすく、小規模（300kVA以下）の施設で用
いられます。
●ＣＢタイプ（形）
　CB（サーキットブレーカー）形は、より大きい
容量に対応します。主遮断装置は一般的に真空遮断
器（VCB）を用い、後述の保護継電器と組み合わせ
て動作します。なお、PF-S形で主遮断装置として
用いるLBSは、CB形では高圧進相コンデンサ、変
圧器などの保護という目的で使用されます（民間規
格）。
　このほかの開閉器類として、断路器（DS）があり

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

Ｃに直列に接続して高調波の発生を抑制、また突入
電流を抑制して機器の損傷を防ぎます。
　低圧回路の主要な保護機器として配線用遮断器
（MCCB）があります。低圧回路で過負荷や短絡が
発生した時に、遮断動作して停電させます。
───────────────────────
▶　「大変役立つ電気保安と法律ミニ知識」（p18 ～）
で、高圧受電設備の機器・材料に関する民間規格を
解説しています。合わせてお読みください。

　変圧器は高圧（6600V）の電気を低圧（100・
200・400V）に変換します。油入式と乾式（モールド式）
があり、トップランナー方式の省エネ基準対象とな
っています。最新機種に更新すれば省エネ効果が期
待できます。高圧カットアウト（ＰＣ）は主に300
ｋＶＡ以下の変圧器の１次側に設置されます。ヒュ
ーズを内蔵しており、過負荷保護に使用されます。
　進相コンデンサ（ＳＣ）は無効電力を減らし、力
率を改善する機器です。電力会社の設備効率にかか
わるため、力率が良いと基本料金が割引、悪いと割
増となります。直列リアクトル（ＳＲ）は、そのＳ

　保護継電器は、過負荷、短絡、地絡などの異常現
象を検出し、これらの影響を最小限に抑える目的で
使用されます。遮断器などに指令を出し、故障や異
常が他に波及することを防ぎます。
　地絡方向継電器（DGR）は、PAS、UGSなどに
内蔵されています。取り付けることで、構内で発生
した地絡事故を検出するほか、構外で発生した地絡
事故の影響による誤動作が防げます。過電流継電器
（OCR）は、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時
に動作します。
　周辺計器類の、計器用変圧器（VT）は主に高圧
の電気を電圧計に表示させるための変圧器で、保護
継電器の電源の役割を担う場合もあります。計器用
変流器（CT）は高圧の電流を変流して電流計の表

高圧ケーブルの事故事例

受電用高圧引込ケーブル（1996 年製）がハンドホール内で経年劣化
し地絡が発生しました。直引込であったために遮断器の保護範囲外と
なり、波及事故となりました。

（出所：NITE、同前）

PASの事故事例

PAS 電源側ブッシング部が破損し、波及事故となリました。推奨交
換期限をわずかに過ぎていましたが、設置場所が沿岸部なので、被覆
の劣化が早まったと推定されました（写真左）。 
PAS の負荷側が絶縁破壊。これが原因で波及事故が発生しました。
事業所は温泉地にあり、硫黄を含むガスに PAS がさらされたことに
より外箱等の腐食が早く進行。腐食部にできた亀裂から湿気や雨水が
浸入し徐々に劣化したものと推定されました（同右）。

（出所：NITE「平成 27～29 年度に発生した事故事例集」）

示をするほか、電流が設定値を超えた際にOCRに
電流値を伝えて動作させる働きもします。

地絡継電器付高圧気中開閉器
GR付PAS
更新目安… 15年　□◀チェック

高圧ケーブル

更新目安… 20年

□◀チェック

無停電年次点検適用年数
（E-Eケーブル） …20年

無停電年次点検適用年数
（E-Tケーブル）… 15年

断路器  ＤＳ
更新目安

… 25年

□◀チェック

真空遮断器  VCB
※CBタイプの場合
更新目安

…20年

□◀チェック

計器用変流器
ＣＴ
更新目安

…25年

□◀チェック

過電流継電器  ＯＣＲ
写真は静止型

更新目安… 20年

□◀チェック

計器用変圧器  ＶT

更新目安… 25年

□◀チェック

地中線用GR付
高圧交流負荷開閉器
UGS
更新目安… 20年

□◀チェック

無停電年次点検適用年数
（屋内設置）… 15年

機器の構成はCBタイプのキュービクルです

無停電年次点検適用年数（屋内設置） …15年

無停電年次点検適用年数（屋外設置）… 10年

偶発故障期初期
故障期

摩耗故障期

使用年数

更新推奨
時期



　いかがでしたか？
　問題なく稼働しているように見える電気設備も、
経年劣化は避けられません。豪雨や台風の襲来とい
った自然環境の急激な変化が引き金となり、一気に

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9・10月号
問　題

ヒント（4～7ページ）

  

応募方法［応募フォームのアドレス］

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

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください！ 

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

QRコードはこちら➡ 

2021年11月15日必着締切期日

発 表 2022年1・2月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

高圧回路で過負荷や短絡が発生した時に動作する
保護継電器は○○○継電器です。
漢字３文字でお答えください。

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

◎ご応募につきましては、お一人様 1件でお願いいたします。
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●ＧＲ付PAS、ＵＧＳ　
　地絡継電器付高圧気中開閉器（GR付PAS）は架
空引込み方式の構内１号柱上、責任分界点の直近に
設置されます。地中線用の地絡継電器付高圧交流負
荷開閉器（UGS）は、責任分界点となる高圧キャビネ
ット内に設置されます。
　ともに過電流・地絡（SOG）動作機能を持ち、需
要家（お客さま）側の地絡事故等を保護し、波及事
故を防ぐ重要な装置です。適切な設備点検と早めの
設備更新をお願いします。
　関東東北産業保安監督部のまとめによると、PAS
は設置10年目過ぎから事故が目立って増えてきま
す。主に屋外設置なので、周辺環境によって経年劣

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

ア コ ンエ
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

5・6月号正解

Ⅳ 変電設備、その他設備

化の度合いは違ってきます。
●高圧ケーブル
　高圧ケーブルは、主に架橋ポリエチレン絶縁ビニ

ルシース（CV）ケーブルが使用されます。浸入し
た水分が原因で絶縁部に水トリー（樹木状の小さな
亀裂）が生じ、絶縁破壊に至る場合があり、これが
発生しにくいE-E（３層押出）タイプのケーブルの
使用をお奨めします。
　設置15年を過ぎると事故が目立ち始めます。すべ

Ⅲ 保護継電器・周辺の計器類

てが経年劣化によるものではありませんが、同監督
部まとめでは、2019（令和元）年度に発生した波及
事故のうち、約6割が高圧ケーブルに原因がありま
した。
───────────────────────
▶　GR付PAS、UGSさらに高圧ケーブルは、無停
電年次点検を適用している場合、無停電点検継続の
ための更新年数があります。ご注意ください。
　また、2020（令和２）年度の事故統計については、
同監督部電力安全課から寄稿いただいた「特集２」
（p12 ～）で詳しく紹介していますので、ぜひお読
みください。

　キュービクル式高圧受電設備は、主遮断装置の形

式の異なる２つのタイプ（形）があります。ちなみに、
波及事故の原因（2019年度）のうち、遮断装置
（LBS、VCB計）は14％を占めました。
●ＰＦ-Ｓタイプ（形）
　ＰＦ-Ｓ（パワーヒューズ・スイッチ）形は高圧交
流負荷開閉器 （LBS） と高圧限流ヒューズ （PF）を
組み合わせて主遮断装置にします。簡素で設備を小
型化しやすく、小規模（300kVA以下）の施設で用
いられます。
●ＣＢタイプ（形）
　CB（サーキットブレーカー）形は、より大きい
容量に対応します。主遮断装置は一般的に真空遮断
器（VCB）を用い、後述の保護継電器と組み合わせ
て動作します。なお、PF-S形で主遮断装置として
用いるLBSは、CB形では高圧進相コンデンサ、変
圧器などの保護という目的で使用されます（民間規
格）。
　このほかの開閉器類として、断路器（DS）があり

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

Ｃに直列に接続して高調波の発生を抑制、また突入
電流を抑制して機器の損傷を防ぎます。
　低圧回路の主要な保護機器として配線用遮断器
（MCCB）があります。低圧回路で過負荷や短絡が
発生した時に、遮断動作して停電させます。
───────────────────────
▶　「大変役立つ電気保安と法律ミニ知識」（p18 ～）
で、高圧受電設備の機器・材料に関する民間規格を
解説しています。合わせてお読みください。

電気設備の役割と更新時期

劣化が進む場合もあります。計画的な設備更新は安
全性、経済性の観点からも必要なことです。ご質問
やご相談がありましたら、担当検査員またはお近く
の協会事業所に、お気軽にお問い合わせください。

　変圧器は高圧（6600V）の電気を低圧（100・
200・400V）に変換します。油入式と乾式（モールド式）
があり、トップランナー方式の省エネ基準対象とな
っています。最新機種に更新すれば省エネ効果が期
待できます。高圧カットアウト（ＰＣ）は主に300
ｋＶＡ以下の変圧器の１次側に設置されます。ヒュ
ーズを内蔵しており、過負荷保護に使用されます。
　進相コンデンサ（ＳＣ）は無効電力を減らし、力
率を改善する機器です。電力会社の設備効率にかか
わるため、力率が良いと基本料金が割引、悪いと割
増となります。直列リアクトル（ＳＲ）は、そのＳ

　保護継電器は、過負荷、短絡、地絡などの異常現
象を検出し、これらの影響を最小限に抑える目的で
使用されます。遮断器などに指令を出し、故障や異
常が他に波及することを防ぎます。
　地絡方向継電器（DGR）は、PAS、UGSなどに
内蔵されています。取り付けることで、構内で発生
した地絡事故を検出するほか、構外で発生した地絡
事故の影響による誤動作が防げます。過電流継電器
（OCR）は、高圧回路で過負荷や短絡が発生した時
に動作します。
　周辺計器類の、計器用変圧器（VT）は主に高圧
の電気を電圧計に表示させるための変圧器で、保護
継電器の電源の役割を担う場合もあります。計器用
変流器（CT）は高圧の電流を変流して電流計の表

VCBの事故事例

経年劣化と清掃などのメンテナンスを怠り、絶縁劣化が進み焼損しま
した。写真はVCB背面部の焼損状況。

（出所：盤標準化協議会 キュービクル技術部会
「キュービクル式高圧受電設備トラブル・対応事例」2017 年）

MCCBの事故事例

経年と粉塵の吸湿により絶縁が劣化し、焼損に至りました。
（出所：盤標準化協議会、同前）

示をするほか、電流が設定値を超えた際にOCRに
電流値を伝えて動作させる働きもします。

高圧カットアウト
ＰＣ
更新目安

…25年

□◀チェック

高圧交流負荷開閉器
LBS
（※PF-Sタイプの場合は
主遮断装置）
更新目安 …20年

□◀チェック

直列リアクトル
ＳＲ
更新目安

…25年

□◀チェック

進相コンデンサ
ＳＣ
更新目安

…25年

□◀チェック

低圧開閉器
（配線用遮断器）
ＭＣＣＢ
更新目安

…20年

□◀チェック

変圧器
Ｔ
更新目安

…25年

□◀チェック

（油入） （乾式）
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栃木事業本部 那須事業所　和気　圭佑

の 記 録 から現場
外観点検で気付いた変圧器の絶縁油漏れ

　電気設備は設備周りの小さな
異変にも日頃から注意を向け、
事故防止につなげることが大切
です。これは、キュービクル床
の染みから設備の不備を発見し
た事例です。

◆　　◆　　◆
　ある晴れた日のことです。月
次点検のためお客さまを訪問し
ました。連絡責任者に問診等を
実施した後、点検を開始。キュ
ービクル前面の点検を終えて、
側面の点検に移りました。

　非接触温度計により、キュー
ビクル内の機器の温度測定を行
いながら外観点検を進めていま
した。すると、動力変圧器の下に、
何やら汚れた液体がにじんでい
るように見える場所があります。
　キュービクル内に頭が入らな
いよう注意しながら、動力変圧
器の下部を確認しました。何か
の液体のようなものが漏れてい
るように見えます。けれども、

はっきりした状況は確認できま
せん。そこで、変圧器本体に取
り付けられている油面計を確認
しました。わずかですが、前回
点検時よりも、油面計の液面が
下がっているように感じたこと
から、変圧器の異常を察知し「直
ちに臨時点検が必要」と判断し
ました。
　お客さまへ状況と事態を詳し
く説明し、停電による細密な点
検を早急に実施させていただけ
るよう、要請しました。お客さ
まのご理解もあり、当日の夕方
には臨時点検実施の了承を頂く
ことができました。
　停電させるまでの間、一度事
務所に戻り、臨時点検を実施す
るに至った経緯を上司に報告。
そして、機材や人員を確保する
など実施の準備を進めました。

　約束の時間より早く、余裕を
持って、同僚と一緒に現場に到
着しました。急な点検であった
ことから直前TBMを行い、臨時
点検に至った経緯および作業内
容を、念入りに説明しました。
その後、分担を作業者全員と確
認した上で、万全の体制で作業
に取りかかりました。
　キュービクル内部が狭く、原
因判明まで若干の時間を要しま

したが、動力変圧器下部から絶
縁油が漏れたことにより液面が
低下していることが確認できま
した。
　お客さまに状況を説明し、現
状確認をしていただいた後、応
急的に絶縁油の補充と、油漏れ
の養生を行いました。その後、
高圧絶縁抵抗測定により異常が
無いことを確認して、送電を完
了しました。お客さまには、今

回はあくまで応急的な措置であ
ることを説明し、早急な改修を
お願いしました。

◆　　◆　　◆
　変圧器の絶縁油の漏れを発見
できずに放置しておくと、絶縁
破壊による短絡事故が発生し、
お客さまの設備に重大な影響を
与えてしまいます。
　変圧器の多くは油入式です。
外観点検で床面の液体染みに気
付いたことから、油漏れの発見
に至りました。主任技術者の責
務を果たすことができ、安堵の
思いでした。それと同時に、万
が一見逃していた時のことを考
えると、背筋が凍る思いでした。
　この経験をもとに、月次点検
の際は目視点検のほか、異音や
異臭の有無を意識し、外観点検
を念入りに実施するよう心掛け
ています。



10 11電気と保安 2021年 9・10月号 電気と保安 2021年 9・10月号

新しいのに懐かしい

　小さい女の子と買い物袋を提げ
たお父さんが「キサラピア」のゲ
ートをくぐっていきました。お隣は
国内最大規模のアウトレット。お
母さんは心置きなくショッピングを
楽しんでいるのでしょうか。
　東京湾アクアラインの開通により、
都心部と直結した千葉県木更津市
は、房総半島南側の玄関口となり
ました。キサラピアは今年７月で開
園５周年。手入れが行き届き施設
は真新しいのですが、何だか懐か
しい印象。今風の「パーク」とい
うより「遊園地」という表現が似
合います。

　「ペット連れ入園ＯＫなので、犬
の散歩がてら立ち寄って、気さく
に声をかけてくれる地元のお客さま
もいらっしゃいます」と所長の森
本悠介さん。そんな親しみやすさ

がある施設です。
　パークを経営する泉陽興業(本
社：大阪市)は、観覧車をはじめ
とした多くのレジャー施設の設計、
製作、施工を行う国内屈指の遊園
施設メーカーであり、自ら遊園地
の経営も手掛けています。

海越しにビル群を一望

　メインアトラクションは、パーク
の象徴「大観覧車」。高さ60ｍあ
ります。「フルカラーＬＥＤによる
夜のイルミネーションと合わせて、
より地域のランドマーク的な存在に
なれれば」と森本さん。
　空調完備のゴンドラは快適その
もの。そしてデジタル装備。現在、
新型コロナ感染症予防のため使用
停止中ですが、タブレット端末が
取り付けてあり、タッチパネルで周
辺の情報や歴史などを解説してくれ
ます。
　上昇すると、すぐそこが海。東
京湾越しに、林立する都心のビル
群が見えてきました。左手には東
京湾アクアラインの橋梁部とパーキ
ングエリア「海ほたる」。天候に恵
まれれば、富士山も望めます。反
対側は、足元に大規模アウトレット。
その先になだらかな房総中部の景
色が続きます。

小さな子どもも安心して

　キサラピアのアトラクションは全
部で10施設。観覧車を除けば全
体に背が低く、コンパクトにまとま
っています。「絶叫マシン」はあり
ません。保護者同伴であれば、未
就学の子どもにも楽しめる施設ば
かり。入場は無料で、乗車・利用
ごとにチケットを買うスタイルです。
　「トゥモローコースター」は、3
歳以上で身長95㎝以上あれば乗
車でき(要付き添い)、子供のジェッ
トコースターデビューに最適です。
ＶＲ(バーチャルリアリティー )搭載
の車両を選ぶこともでき、ゴーグ
ル型のディスプレーを装着して別世
界へ。中高生や大人も楽しめそう
です。
　「オーシャンスインガー」は遊園
地の定番・回転ブランコです。コ
ンパクトながら機能もデザインも本
格派。上昇し傾斜、回転もするので、
しっかりスリリング。夜は華やかな
イルミネーションが点灯します。

　森本さんが「初めての絶叫マシ
ンです」と紹介するのがお子さま
向け急流すべりの「マーメイドパラ
ダイス」。2歳から乗船できます。
イルカのゴンドラに乗って水流を下
り、緩い滑り台ほどの小さな傾斜
がクライマックス。
　このほか、ペダルを漕いで上昇
する回転アトラクション「ふわふわ
サイクリング」、360度立体シアター
「4Ｄキング」や、カード迷路「ぐ
るり森大冒険」、トレジャーコレク

ション「宝石さがし化石さがし」
などの参加型のアトラクション、縁
日気分のゲームコーナー「ダウンタ
ウン」などがあります。

楽しい思い出のために

　大観覧車のゴンドラは「常時
換気はもちろん、新たに抗菌コー
トも施しました」と森本さん。下
車後、スタッフが手早く念入りに
消毒を行う様子も印象的です。
このほかの施設ももちろん、しっ
かり新型コロナ対策が行われてい
ます。
　そして電気設備。例えば、幼
児が大好きなコイン式の乗り物が
並ぶ「キディライド」は屋外コン
セントから電源をとるので、特に
注意して安全確認しています。
　「他の遊具もすべて電気で動き
ますから、漏電などが起きては
大変」と森本さん。「幸い５年間、
大きな事故もなく営業してこられ
ました。これからも安全にお客さ
まをもてなしていく上で、電気の
ことですぐに相談に乗ってもらえ
る関東電気保安協会さんは頼も
しい存在です」と話してくれまし
た。
　キサラピアのお客さまに、楽し
い思い出を持ち帰っていただける
よう、当協会はこれからもしっか
りと務めを果たして参ります。

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

小さな子どもが楽しめるアトラクションばかり

パークのシンボル「大観覧車」

泉陽興業 東京支社 キサラピア営業所長

森本 悠介さん

こ ん に ち はまさ客お
木更津かんらんしゃパーク

キサラピア
〒292-0009　千葉県木更津市金田東2-10-1
TEL： 0438-38-5411　URL： kisarapia.com トゥモローコースター

マーメイドパラダイス キディライド

オーシャンスインガー



12 13電気と保安 2021年 9・10月号 電気と保安 2021年 9・10月号

特　集 2

1 はじめに

　令和2年度の関東東北産業保安
監督部管内（関東1都6県及び山
梨県並びに静岡県の富士川以東）
において発生した電気事故につい
て、電気関係報告規則第3条の
規定に基づき、自家用電気工作物
の設置者から提出された電気事故
報告をもとに、その概要を以下の
とおり取りまとめました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図１は、過去10年における自家

用電気工作物の事故件数の推移
です。
　令和2年度の電気事故総件数は
143件で、前年度に比べ14件増
となっています。

3 波及事故

　波及事故は、62件報告されま
した。
　図2のとおり、保守不備による
事故が最も多く69％、次いで故
意・過失が26％、他物接触が３％、
その他が2％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原因
分類について、簡単に紹介いたし

ます。
（1）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手入
れ等の保守の不完全によるもの
（保守不完全）や、製作、施工及
び保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、
機構等に劣化を生じたもの（自然
劣化）等を指し、令和2年度は
43件発生しています。
（2）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受け
て作業に従事している者）の過失
によるもの等を指し、令和2年度
は16件発生しています。

（3）他物接触
　他物接触は、ネコ、ネズミ、ヘビ、
または鳥類等の接触、営巣等によ
るもの（鳥獣接触）等を指し、令
和2年度は2件発生しています。

4 感電またはアーク等
　 による死傷事故

　感電・アーク等による死傷事故
件数は、令和2年度は18件の報
告がありました。そのうち負傷事
故が17件で、死亡に至った事例は
１件ありました。
　事例としては、作業手順を遵守
せずに充電中のキュービクル内に
入り込み感電したケース、電気主
任技術者の承認を得ずに不用意に
充電部に近づき感電したケース等
がありました。
　（事例１）
　主任技術者（被災者）が、月
次点検の際、変圧器銘板の写真
撮影をするためにタブレット端末
（カメラ機能付き）をキュービクル
内の前面に設置されているアクリ
ルパネルの隙間から差し入れたと
ころ、高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器
（LBS）に誤って右手を接触させ
感電し、死亡事故となった。被災
者の所属する電気保安法人の規定
では変圧器等の銘板確認及び写

真撮影は年次点検等の停電時に
行うこととされていたが、被災者
の独断による作業であった。また、
被災者は保護具を着用しておらず、
素手であった。
　（事例2）
　事業場の職員（被災者）が、
絶縁不良箇所の改修工事の見積も
りのため工事会社の事前調査の立
会いをしていた。工事会社が充電
中のキュービクル扉を開けて、前
面アクリルパネルを取り外し、内
部の写真を撮影した。その後、被
災者も内部の写真を撮影しようと
してキュービクル内に上半身を侵
入させたところ、計器用変圧器（Ｖ
Ｔ）に接触して感電事故となった。
この時、工事会社は被災者から目
を離していた。また、調査のため
にキュービクルを開けることについ
て、主任技術者に連絡していな
かった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　令和2年度は65件発生してい
ます。
　本事故における報告は、発電設
備における事故が59件（主に太
陽電池発電所の逆変換装置）で、
需要設備における事故が6件でし
た。なお、主要電気工作物とは、
発電設備においては太陽電池発電
所における50ｋＶＡ以上の逆変換
装置など、需要設備においては使
用電圧1万Ｖ以上の受電用遮断器
や、5万Ｖ以上のケーブルなどが
該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した火
災で他の工作物（例：建造物など）
が半焼以上した場合において報告
するものです。令和2年度は1件
発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　令和2年度は令和元年度と比較
し、事故件数は14件増加し、感
電死亡事故が１件、感電負傷事故
が17件発生しています。
　感電・アーク等による事故防止
対策については、以下6項目につ
いて確認しつつ、電気主任技術者
の監督・指導の下で徹底した安全
確保に努めていただくようお願い
します。
①点検や工事のための停電範
囲・時間は十分か。
●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か。
●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）

●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か。
●充電部近接作業を伴う場
合、絶縁用保護具の着用

●作業前の確実な検電の実施
④設備管理、作業管理は万全か。
●電気取扱者以外の者が不
用意に電気室に立ち入らな

いよう鍵管理の徹底
●充電部近接作業の単独作
業や予定外作業等の禁止

⑤マニュアル類は万全か。

●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が

令和２年度関東東北産業保安監督部管内

自家用電気工作物の
電気事故について

浸透しているか。
●絶縁用保護具着用・検電
実施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解

1 高濃度PCB含有電気
　 工作物「変圧器・コンデ
　 ンサ等」の処分について

　現在使用中の高濃度PCB含有
電気工作物は期限内（令和4年3
月31日まで）に使用を終えて、
電路から取り外し中間貯蔵・環境
安全事業株式会社（JESCO）に
て処分委託をしていただき、適切
に処分をしていただく必要がござ
います。
　処分期間が間近となっておりま
すので、高濃度PCB含有電気工
作物の処分に向けて行うべき事項
を下記の通りお知らせいたします。
●高濃度PCB含有電気工作物の
有無の確認作業（電気主任技
術者が実施する）
　高濃度PCB含有電気工作物
の有無を確認する方法として、
銘板を目視で確認する方法があ
ります。過去に保安従事者でな

い者が銘板確認のために単独
でキュービクルに立ち入り、感
電した事故が発生しています。
現場での銘板確認は必ず電気
保安のプロである電気主任技術
者もしくは保安従事者が実施し
てください。
　また、すでに処分期間が終了
している西日本のエリアにおい
て、期間終了後に高濃度PCB
廃棄物が発見される事例が100
件以上発生しております。電気
工作物として使用されていたも
のも多数含まれています。原因
として、電気主任技術者の見落
としによるものもありましたの
で、今一度、確実なご確認をお
願いします。

●廃止予定時期を決め、電路から
取り外すための電気工事（設置
者が実施する）
　処分に向けた計画におきまし
ては、取り外した機器を搬出す

経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課

る経路についてのご確認もお願
いします。大型の機器が屋上や
地下に据え付けられている場合、
搬出のために建物の壁や床等を
取り壊して経路を作り出さなけ
ればならないケースもあります。
大規模な工事になると予算や工
期もかかります。お早めに搬出
経路の確認をお願いします。

●産業保安監督部、JESCOへ
必要な手続き(設置者が実施す
る）
　確認作業の結果、新たに高
濃度PCB含有電気工作物を設
置していることが判明した場合
は、産業保安監督部に「ポリ塩
化ビフェニル含有電気工作物設
置等届出書」及び「別紙・高
濃度ポリ塩化ビフェニル含有電
気工作物管理状況」を提出して
下さい。
　高濃度PCB含有電気工作物
については、中間貯蔵・環境安

●作業関係者へのマニュアル
類の周知や、訓練による理
解度の確認

　波及事故については、近隣事業
者等より停電の影響により生じた
とされる多大な損害賠償請求がな
されるケースも発生している様で
すので、設置者の皆様には、以下
の事故防止対策を参考に、電気
主任技術者と相談の上で計画的な
設備更新をお願いします。
①地絡継電装置付き高圧交流

負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、Ｕ
ＧＳ）の設置

②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「Ｅ－Ｅタイプ」ケーブル
の選定

③受変電設備への小動物侵入
防止対策や風雨・風雪浸入
防止対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎月
の自家用電気工作物の事故速報
値や、諸手続きに関する様式、関
係法令の改正等の情報を発信して
います。保安教育や設置者への
情報提供など、ご活用いただけれ
ば幸いです。

全株式会社（JESCO）への処
分委託を行う必要がありますの
で、万が一、発見された場合は、
まずは機器登録の手続きをして
下さい。

2 外部委託受託者に対する
　 報告徴収立入検査に
　 ついて

　外部委託受託者（電気管理技
術者・電気保安法人）に対する
報告徴収・立入検査の規定が令
和3年4月1日より施行されました。
現在、自家用電気工作物の電気
安全に関する責任は、設置者が負
うべきものとされ、事故等の際も
国としては設置者に対して指導を
行っているところです。一方で、
受託者に起因する事故等の場合で
あっても、受託者に対して直接の
指導ができない事例が発生してい
ます。例えば、下記のような事例
が挙げられます。
①漏電警報に受託者が対応しな
かったことで感電死亡事故が
発生した。

②受託者が年次点検を怠った結
果、波及事故が発生した。

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

　このような課題を受け、電気保
安の規律確保のための策として、
保安管理業務を行う外部委託受
託者に対して国が直接指導できる
制度が必要であろうとのことにな
り、従前は設置者のみが報告徴
収・立入検査の対象でありました
が、外部委託受託者についても報
告徴収・立入検査の対象に加えら
れることとなりました。規定が施
行された後は、電気管理技術者
や保安法人に対しての報告徴収と、

電気管理技術者や保安法人の事
務所に対して立入検査を実施し、
受託している事業場の点検状況や
保安業務従事者の状況等を確認さ
せていただくこととなります。
　また、不適切な状況が確認され
た場合、承認取り消し・主任技術
者免状の返納・ＨＰ掲載など、重
い処分が取られる可能性もありま
す。つまり電気管理技術者・保安
法人に対し、より一層のコンプラ
イアンスが求められることとなり
ます。
　コンプライアンスの状況を個
人・職場・組織において今一度確
認し、もし少しでも問題があれば
今のうちから是正に取り組むよう
お願いします。

【図1】 管内自家用電気事故件数の推移

【図2】 波及事故の原因分類

（注） １．発電所における事故を含む。
 ２．１事故で複数の事故分類に該当する場合は、事故分類ごとに計上するが、合計は１件として計上する。
 　　令和２年度は感電と波及に該当する事故が２件、主要電気工作物破損と波及に該当する事故が１件発生。
 ３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
 ４．平成 28 ～令和 2年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
 ５．平成 28 年 4月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の波及事故は事故報告（詳報）対象外となっている。
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特　集 2

1 はじめに

　令和2年度の関東東北産業保安
監督部管内（関東1都6県及び山
梨県並びに静岡県の富士川以東）
において発生した電気事故につい
て、電気関係報告規則第3条の
規定に基づき、自家用電気工作物
の設置者から提出された電気事故
報告をもとに、その概要を以下の
とおり取りまとめました。

2 電気事故報告件数の
　 推移

　図１は、過去10年における自家

用電気工作物の事故件数の推移
です。
　令和2年度の電気事故総件数は
143件で、前年度に比べ14件増
となっています。

3 波及事故

　波及事故は、62件報告されま
した。
　図2のとおり、保守不備による
事故が最も多く69％、次いで故
意・過失が26％、他物接触が３％、
その他が2％の割合となりました。
　これら事故報告件数の多い原因
分類について、簡単に紹介いたし

ます。
（1）保守不備
　保守不備は、巡視、点検、手入
れ等の保守の不完全によるもの
（保守不完全）や、製作、施工及
び保守に特に欠陥がなかったにも
かかわらず、電気工作物の材質、
機構等に劣化を生じたもの（自然
劣化）等を指し、令和2年度は
43件発生しています。
（2）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社
又は自社の工事請負者の命を受け
て作業に従事している者）の過失
によるもの等を指し、令和2年度
は16件発生しています。

（3）他物接触
　他物接触は、ネコ、ネズミ、ヘビ、
または鳥類等の接触、営巣等によ
るもの（鳥獣接触）等を指し、令
和2年度は2件発生しています。

4 感電またはアーク等
　 による死傷事故

　感電・アーク等による死傷事故
件数は、令和2年度は18件の報
告がありました。そのうち負傷事
故が17件で、死亡に至った事例は
１件ありました。
　事例としては、作業手順を遵守
せずに充電中のキュービクル内に
入り込み感電したケース、電気主
任技術者の承認を得ずに不用意に
充電部に近づき感電したケース等
がありました。
　（事例１）
　主任技術者（被災者）が、月
次点検の際、変圧器銘板の写真
撮影をするためにタブレット端末
（カメラ機能付き）をキュービクル
内の前面に設置されているアクリ
ルパネルの隙間から差し入れたと
ころ、高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器
（LBS）に誤って右手を接触させ
感電し、死亡事故となった。被災
者の所属する電気保安法人の規定
では変圧器等の銘板確認及び写

真撮影は年次点検等の停電時に
行うこととされていたが、被災者
の独断による作業であった。また、
被災者は保護具を着用しておらず、
素手であった。
　（事例2）
　事業場の職員（被災者）が、
絶縁不良箇所の改修工事の見積も
りのため工事会社の事前調査の立
会いをしていた。工事会社が充電
中のキュービクル扉を開けて、前
面アクリルパネルを取り外し、内
部の写真を撮影した。その後、被
災者も内部の写真を撮影しようと
してキュービクル内に上半身を侵
入させたところ、計器用変圧器（Ｖ
Ｔ）に接触して感電事故となった。
この時、工事会社は被災者から目
を離していた。また、調査のため
にキュービクルを開けることについ
て、主任技術者に連絡していな
かった。

5 主要電気工作物の
　 破損事故等

　令和2年度は65件発生してい
ます。
　本事故における報告は、発電設
備における事故が59件（主に太
陽電池発電所の逆変換装置）で、
需要設備における事故が6件でし
た。なお、主要電気工作物とは、
発電設備においては太陽電池発電
所における50ｋＶＡ以上の逆変換
装置など、需要設備においては使
用電圧1万Ｖ以上の受電用遮断器
や、5万Ｖ以上のケーブルなどが
該当します。

6 電気火災事故

　電気火災事故は、電気工作物
の破損等が原因となり出火した火
災で他の工作物（例：建造物など）
が半焼以上した場合において報告
するものです。令和2年度は1件
発生しています。

7 おわりに
　 （事故の防止対策として）

　令和2年度は令和元年度と比較
し、事故件数は14件増加し、感
電死亡事故が１件、感電負傷事故
が17件発生しています。
　感電・アーク等による事故防止
対策については、以下6項目につ
いて確認しつつ、電気主任技術者
の監督・指導の下で徹底した安全
確保に努めていただくようお願い
します。
①点検や工事のための停電範
囲・時間は十分か。
●充電部近接作業が極力生じ
ないよう停電範囲・時間を
確保した上での作業計画・
実施

②設備側の安全対策は万全か。
●作業者が触れるおそれのあ
る充電部の防護対策（アク
リル板カバー等）

●充電範囲を示す作業区域図
や注意標識等の掲示

③作業者側の安全対策は万全か。
●充電部近接作業を伴う場
合、絶縁用保護具の着用

●作業前の確実な検電の実施
④設備管理、作業管理は万全か。
●電気取扱者以外の者が不
用意に電気室に立ち入らな

いよう鍵管理の徹底
●充電部近接作業の単独作
業や予定外作業等の禁止

⑤マニュアル類は万全か。

●分かりやすい作業マニュア
ル・手順書・チェックリス
ト等の準備

⑥教育訓練により安全意識が

令和２年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の電気事故について

浸透しているか。
●絶縁用保護具着用・検電
実施・予定外作業禁止など、
作業安全への理解

1 高濃度PCB含有電気
　 工作物「変圧器・コンデ
　 ンサ等」の処分について

　現在使用中の高濃度PCB含有
電気工作物は期限内（令和4年3
月31日まで）に使用を終えて、
電路から取り外し中間貯蔵・環境
安全事業株式会社（JESCO）に
て処分委託をしていただき、適切
に処分をしていただく必要がござ
います。
　処分期間が間近となっておりま
すので、高濃度PCB含有電気工
作物の処分に向けて行うべき事項
を下記の通りお知らせいたします。
●高濃度PCB含有電気工作物の
有無の確認作業（電気主任技
術者が実施する）
　高濃度PCB含有電気工作物
の有無を確認する方法として、
銘板を目視で確認する方法があ
ります。過去に保安従事者でな

い者が銘板確認のために単独
でキュービクルに立ち入り、感
電した事故が発生しています。
現場での銘板確認は必ず電気
保安のプロである電気主任技術
者もしくは保安従事者が実施し
てください。
　また、すでに処分期間が終了
している西日本のエリアにおい
て、期間終了後に高濃度PCB
廃棄物が発見される事例が100
件以上発生しております。電気
工作物として使用されていたも
のも多数含まれています。原因
として、電気主任技術者の見落
としによるものもありましたの
で、今一度、確実なご確認をお
願いします。

●廃止予定時期を決め、電路から
取り外すための電気工事（設置
者が実施する）
　処分に向けた計画におきまし
ては、取り外した機器を搬出す

る経路についてのご確認もお願
いします。大型の機器が屋上や
地下に据え付けられている場合、
搬出のために建物の壁や床等を
取り壊して経路を作り出さなけ
ればならないケースもあります。
大規模な工事になると予算や工
期もかかります。お早めに搬出
経路の確認をお願いします。
●産業保安監督部、JESCOへ
必要な手続き(設置者が実施す
る）
　確認作業の結果、新たに高
濃度PCB含有電気工作物を設
置していることが判明した場合
は、産業保安監督部に「ポリ塩
化ビフェニル含有電気工作物設
置等届出書」及び「別紙・高
濃度ポリ塩化ビフェニル含有電
気工作物管理状況」を提出して
下さい。
　高濃度PCB含有電気工作物
については、中間貯蔵・環境安

関東東北産業保安監督部ホームページ
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/ 
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　波及事故については、近隣事業
者等より停電の影響により生じた
とされる多大な損害賠償請求がな
されるケースも発生している様で
すので、設置者の皆様には、以下
の事故防止対策を参考に、電気
主任技術者と相談の上で計画的な
設備更新をお願いします。
①地絡継電装置付き高圧交流

負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、Ｕ
ＧＳ）の設置

②高経年高圧ケーブルの更新の
際、「Ｅ－Ｅタイプ」ケーブル
の選定

③受変電設備への小動物侵入
防止対策や風雨・風雪浸入
防止対策

　最後に、関東東北産業保安監
督部のホームページにおいて毎月
の自家用電気工作物の事故速報
値や、諸手続きに関する様式、関
係法令の改正等の情報を発信して
います。保安教育や設置者への
情報提供など、ご活用いただけれ
ば幸いです。

全株式会社（JESCO）への処
分委託を行う必要がありますの
で、万が一、発見された場合は、
まずは機器登録の手続きをして
下さい。

2 外部委託受託者に対する
　 報告徴収立入検査に
　 ついて

　外部委託受託者（電気管理技
術者・電気保安法人）に対する
報告徴収・立入検査の規定が令
和3年4月1日より施行されました。
現在、自家用電気工作物の電気
安全に関する責任は、設置者が負
うべきものとされ、事故等の際も
国としては設置者に対して指導を
行っているところです。一方で、
受託者に起因する事故等の場合で
あっても、受託者に対して直接の
指導ができない事例が発生してい
ます。例えば、下記のような事例
が挙げられます。
①漏電警報に受託者が対応しな
かったことで感電死亡事故が
発生した。

②受託者が年次点検を怠った結
果、波及事故が発生した。

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

　このような課題を受け、電気保
安の規律確保のための策として、
保安管理業務を行う外部委託受
託者に対して国が直接指導できる
制度が必要であろうとのことにな
り、従前は設置者のみが報告徴
収・立入検査の対象でありました
が、外部委託受託者についても報
告徴収・立入検査の対象に加えら
れることとなりました。規定が施
行された後は、電気管理技術者
や保安法人に対しての報告徴収と、

電気管理技術者や保安法人の事
務所に対して立入検査を実施し、
受託している事業場の点検状況や
保安業務従事者の状況等を確認さ
せていただくこととなります。
　また、不適切な状況が確認され
た場合、承認取り消し・主任技術
者免状の返納・ＨＰ掲載など、重
い処分が取られる可能性もありま
す。つまり電気管理技術者・保安
法人に対し、より一層のコンプラ
イアンスが求められることとなり
ます。
　コンプライアンスの状況を個
人・職場・組織において今一度確
認し、もし少しでも問題があれば
今のうちから是正に取り組むよう
お願いします。

【図3】 月別感電等事故件数（過去３年分）
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平成30年度 令和元年度 令和2年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0

1

2

3

4

5

その他の電気保安情勢等について
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　埼玉県の南西部に位置する日高市。東側は武蔵野
の面影を残す台地に、市街地が広がります。西側は
秩父山地と高麗（こま）丘陵の豊かな自然。東京の
ベッドタウン化で人口増加が進み、今年10月には市
制施行30周年を迎えます。
　市内では高麗という名称が見られます。７世紀に
滅んだ朝鮮半島の大国・高句麗（こうくり）からの
渡来人を入植させ、当地に置かれた武蔵国高麗郡に
由来します。2016年には、その「建郡1300年」が祝
われました。

雑木林を朱色に染める500万本
　丘陵と台地の間を流れる高麗川。清流が大きく蛇
行する場所に形作られた平地が、巾着田（きんちゃ
くだ）です。高麗人がここで稲作を伝承したとも言

われます。その個性的な地名（俗称）とともに、約
500万本という曼珠沙華（マンジュシャゲ）の群生地
として全国的に知られる存在になりました。
　彼岸花（ヒガンバナ）の別名の通り、主に稲刈り前後、
水田のあぜ道などで見られる風物詩ですが、ここで
は緑の雑木林が朱色のじゅうたんを敷き詰めたよう
な、独特の景色になります。
　巾着田は全体で約22万㎡もの広さがあり、秋はコ
スモスの群生、ソバの花が見られます。春には菜の
花や桜など折々の花が咲き、カワセミなど鳥類も観
察できます。河原での水遊び、四季を通じてキャン
プが楽しめます。
　例年は約30万人が訪れる巾着田ですが、前年は
「密」を避ける
ため、やむなく
開花前に曼珠沙
華を刈り取りま
した。あらため
てコロナ禍の一
刻も早い収束を
願わずにいられ
ません。

小トラベル好奇心
いっぱい！

巾着田に架かる「あいあい橋」は長さ約91mで木製トラス橋としては国内最長。橋の下にも曼珠沙華がぎっしりと咲きます

（記事提供　電気新聞）

西武池袋線・高麗駅まで池袋駅から急行60分
JR八高線・高麗川駅まで八王子駅から40分
JR川越線・高麗川駅まで川越駅から20分
関越自動車道・鶴ヶ島IC、圏央道・狭山日高IC
または圏央鶴ヶ島ICより一般道 

鉄道の場合

自動車の場合

：

： 

【日和田山】

【高麗神社】

【高麗鍋】

埼玉県 日高市Access┃  アクセス

　標高305ｍ。まちのシンボルとして親しまれる日和田山に

は、登山口からゆっくり歩いて50分ほどで登頂できます。

山頂下に立つ鳥居の辺りからの眺めがよく、高麗川の蛇行が

見おろせて「巾着田」の名前の由来がよく分かります。ハイ

キングコースが整備されており、巾着田と合わせた学校の遠

足地としても人気です。
●西武池袋線高麗駅下車、登山口まで徒歩約20分

【高麗郷古民家（旧新井家住宅）】
　敷地内には、江戸時代末から明治時代前半に建てられた母

屋、明治後半築の客殿、納屋と2棟の土蔵があります。通り

に面した箇所には石垣や白壁が築かれ、高麗郷の美しい景観

を創りだしています。登録有形文化財で、作品展示、コンサー

トなどの専用利用もできます。
●西武池袋線高麗駅から徒歩15分、JR高麗川駅からバスで10分
●開館時間：4月から11月は9:00 ～ 16:00、12月から3月は
10:00 ～ 15:00（祝日を除く月曜日および火曜日、年末年始は
休館）
●入場無料、専用利用料は日高市ホームページ参照

　716年に設けられた武蔵国高麗郡の首長に

就いたのが、高句麗王族の若光（じゃっこう）

でした。移り住んだ高麗人1799人とともに当

地の開拓に当たり、未開の地に大陸文化を伝

えたといわれます。その徳をしのんで創建さ

れたのが高麗神社です。

　本殿の奥には、かやぶき屋根の「高麗家住宅」

があります。神職の住居として使われてきた

もので、江戸時代前半の建築と推定され、国指定重要文化

財となっています。

　参道脇に建つ、

インパクトある石

像は「将軍標」（チャ

ン ス ン）と い う、

韓国の農村の入口

などで建てられる

魔除け。将軍標は

西武鉄道高麗駅前

はじめ、市内各地

で見かけます。
●JR八高線・川越線 
高麗川駅から徒歩
約20分、関越道鶴
ケ島ICか ら 国 道
407号経由約20分

　町おこしのため考案さ

れたＢ級グルメ。「キム

チ味」「地場産野菜の使

用」「高麗人参の使用」の

３条件を満たせば、後は

アレンジ自由です。市内

の参加店で個性的な味が

楽しめます。市では学校

給食に取り入れています。

春の菜の花と桜も
見応えがあります

※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
巾着田のコスモス群生地から望んだ
日和田山

高麗川駅

狭山日高
I.C.

高
麗
駅

巾着田巾着田
高麗郷古民家高麗郷古民家

日和田山日和田山
高麗神社高麗神社

468

299

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道J

R
八
高
線

西武池袋線

JR川越線
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─民間規格「高圧受電設備規程」 ⑤─

第 回

電気事業法と各種手続き（25）

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」5回目は「第1編・第2章機器・材料」です。
高圧機器における規格等について、要点を取り上げました。　　　

（記事提供：日本電気協会技術部）

77 

　高圧受電設備を構成する機器・材料はJISなどの公

的規格に基づき、信頼性の高いものを選定するととも

に、長期的な耐久性を有するものを使用する必要があ

ります。

　この機器はGR付PASと呼ばれており、架空引込み

方式で使用されます。選定する際は、過電流蓄勢トリ

ップ付地絡トリップ形（SOG）を使うようにお願いしま

す。SOGの動作機能は、次の2つをいいます。

①構内で短絡事故が発生しPASやUGSの開閉器

に多大な電流が流れたとき、リレーが動作して開

閉器をロックし電力会社の遮断器が切れた後、無

充電の状態で自動的に開閉器を切り電力会社によ

る再送電に支障を及ぼすことを防止する過電流蓄

勢：SO（Storage Over Current）動作

②構内で地絡事故が発生した場合に、電力会社の

地絡継電器よりも早く動作して開閉器を切り、配

電線を停電させてしまう波及事故を防止する地絡：

G（Ground）動作

　PASには、電源（VT）や避雷器（LA）を内蔵した信

頼性の高いものをお使いください。

　地中から引込む場合は、一般送配電事業者（東京電

力パワーグリッド）のキャビネット内に地中線用負荷開

閉器（UGS）を設置します。

機器・材料に関する基本事項
（第1210節）

絶縁電線・ケーブル（第1225節）

ケーブル端末（第1230節）

断路器、遮断器及び負荷開閉器
（第1240節）

高圧カットアウト及び高圧カット
アウト用ヒューズ
（第1245節）

キュービクル（キュービクル式高圧受電
設備及び金属箱に収めた高圧受電設備）

(第1275節)

計器用変成器及び高圧受電用継電装置
（第1250節）

高圧進相コンデンサ及び直列リアクトル
（第1260節）

避雷器　（第1270節）

変圧器（第1255節）

地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器
（第1215節）

　高圧絶縁電線や高圧ケーブルは、屋外の施工、また

引込み用として使用されますので、設置環境に合わせ

たものを選定する必要があります。

　引込み用として使用される高圧架橋ポリエチレンケー

ブルについては、「6600V架橋ポリエチレンケーブル（3

層押出型）」に適合するものとしてください。

　3層押出型架橋ポリエチレンケーブル（E-Eタイプ）は、

内部半導電層、架橋ポリエチレン及び外部半導電層を

同時に押し出した構造であり、界面に外部から異物等

が混入するおそれが少なく、経年劣化による波及事故

防止に効果があります。

　ケーブル端末についても設置環境に合わせたものを

選定する必要があります。屋内終端接続部、屋外終

端接続部、耐塩害終端接続部の3種類がありますので、

それぞれの設置環境に適したものを選定してください。

EMケーブルの場合はシュリンクバック（収縮）現象が発

生しやすいという特徴があります。日射による温度変

化が大きい場所に施工する場合は注意してください。

　キュービクル式高圧受電設備の場合、内部に熱が滞

留しやすくなるため、小動物（ヘビ、ネズミ、トカゲ等）

が温かい場所を求めて侵入しやすくなります。侵入した

　高圧カットアウトの内部にはヒューズが装備されてい

ますが、陶器製の本体内部に実装されているため、外

観だけでは経年劣化などの兆候を知ることができませ

ん。点検する際は本体内部も確認してください。

　ここでいう計器用変成器とは、計器用変圧器と変流

器の2種類です。このうち変流器の選定に当たっては、

次のような注意点があります。

①電流計のみに出力する場合は、JIS C 1731-1に

適合したものを使用する。

②CB形の主遮断装置（VCB）及び過電流継電器

（OCR）に電流引外し方式を採用する場合は、JIS 

C 4620附属書Aによるものを使用する。

　変流器は適合規格により性能が異なります。目的に

合わせて選定し、 誤使用しないようにしてください。

　変圧器は、省エネ法で規定するエネルギー消費効率

を達成した「トップランナー変圧器」が製造・販売されて

います。設備更新などにより変圧器を交換する際は、

最新規格の「トップランナー変圧器」を選定するように

してください。

　力率改善のために高圧進相コンデンサを設置する際

は、直列リアクトルとセットで使用することが基本です。

直列リアクトルは、次のような特長があります。

①高調波などによるコンデンサの損傷を抑制

②コンデンサ突入電流を抑制

　直列リアクトルが設置されていない既設キュービクル

なども見受けられますが、設備更新の際は、取り付け

ることをお奨めします。

　かつては避雷器（LA）内蔵タイプのPASがなかった

ため、キュービクル内の設置も見受けられます。GR付

PASを設備更新する際には、LA内蔵タイプを採用す

るようにしてください。

　落雷により波及事故に至ることがあります。避雷器

未設置の場合は、できるだけ早く取り付けるとともに、

設置場所を検討するようにお願いします。

小動物は、キュービクル上部にある断路器や高圧交流

負荷開閉器の付近で動いた際、相間短絡を誘発し、

波及事故に至ることがあります。

　小動物を充電部（高電圧の電気が流れる部位で金属

が露出している箇所）に近づけないためにも、断路器

や高圧交流負荷開閉器には、絶縁バリヤを装着してく

ださい。PF・S形キュービクルにおける主遮断装置には、

必ず装備することとしています。

　近年では大型台風の上陸や集中豪雨などの発生頻

度が多くなっています。

　キュービクルには、発熱する変圧器を冷却するため

換気口が設けられています。屋外用キュービクルについ

ては、屋根に設けた換気口から雨水が浸入し波及事故

に至ることがありますので、防噴流対策板や水平水切

板を設けるなど風雨に備えた対策をしてください。

参考 雨水浸入による事故状況図　

出所： 日本電機工業会・日本配電制御システム工業会
       「屋外用キュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために」

［雨水浸入図］ ［雨返し構造例］

（例 1）

（例 2）
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●どのような仕事をしていますか？

　沼津事業所管内で、高圧受電のお客さまと、非常
用発電設備をお持ちの低圧受電のお客さまを担当し
ています。事故なく安心して電気をお使いいただける
よう、月次点検・年次点検を通して、現在の設備の状
態を報告させていただいております。
　合わせて、自然災害や設備の経年劣化などで、電

気事故が発生した際の対応も行っています。

●点検等で気をつけている点は？

　電気設備に異音、異臭、焦げ跡などがないか、まず
確認し、事故につながらない様に点検をしています。
　小動物の侵入による停電事故が多くなっています
ので、キュービクル内に開口部がないかどうか、特に
気をつけて確認しています。

●協会で働く魅力は？

　電気主任技術者として、お客さまの設備の安全を
守るという大きな責任を背負って働いています。
　関東電気保安協会には、現場経験や電気知識の
豊富な職員が大勢いますので、困ったときなどは助言
をもらえ、安心して働くことができます。

●今後の目標・抱負など

　お客さまが安心して、安全に電気をお使いいただく
ために、劣化した設備については遠慮することなく問
題点を指摘し、設備更新の必要性を分かりやすくご
説明することに努めていきたいです。お客さまに信頼
される電気主任技術者になれる様に、なお一層、業
務に励んでいきたいと思っています。

沼津事業本部 沼津事業所
電気保安課
岡崎　信治さん
63歳、入所2年目

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

ゴルフ　ドライブ　菓子作り

甘いもの

努力

真面目

健康が一番。我が家の猫も２０数年生きています。（人間の年でいうと
100歳を超えているそうです）

【趣味は？】

【好きな食べ物は？】

【好きな言葉は？】

【自分の長所は？】

【何でも一言！】

自己 紹介

関東電気保安協会では、今日も多くの職員が皆さまの
電気設備の安全を守るため汗を流しています。
そんな現場の最前線では、どんな人がどんな仕事をしているのでしょうか？
話を聞いてみました。

N E W S C L I P ニュース
クリップ

スマート保安、柔軟な規制体系検討。
電事法の改正視野に／経産省
　経済産業省は、リスクに応じて産業保安規制の

強度を変える柔軟な制度体系構築に向け、次期通

常国会への電気事業法改正案提出を念頭に検討を

進めます。産業構造審議会・産業保安基本制度小

委員会中間取りまとめをもとに作業を進めます。

　梶山弘志経産相が「第2回スマート保安官民協議

会」の席上、電力、都市ガス、高圧ガス、液化石

油ガスの4分野を挙げ「通常国会において関連法案

提出を念頭に引き続き検討を進める」と述べ、方

針を示しました。

　柔軟でメリハリのある制度体系への転換が、官

民を挙げ、デジタル技術などを活用した産業保安

の高度化を目指す「スマート保安」の前提となり

ます。

　例えば産業保安基本制度小委では、現行電事法

では保安規程・電気主任技術者の届出が求められ

ておらず、手つかずの10～50kＷ未満の小規模太陽

光について、保安面の取り組み強化が議論されま

した。導入件数が突出して多いにもかかわらず、

保安当局が個々の設備について把握できていませ

ん。各発電所の基礎情報を行政が収集して把握す

る仕組みなどの創設に向け、電事法改正を含め検

討します。

　スマート保安官民協議会は、人工知能（AI）や

IoT（モノのインターネット）といった新技術の産

業保安分野への導入拡大を目指し、官民トップが

方向性を話し合う場として立ち上げられました。2

回目となる会合は、産業保安基本制度小委の中間

取りまとめや電力分野のアクションプランなど、

20年6月以降の検討結果などが各団体トップに報告

されました。

　会合に参加した渡邊広志・電気保安協会全国連

絡会会長（中部電気保安協会理事長）は、アクシ

ョンプランに記載された電気分野の「スマート保

安プロモーション委員会」創設に期待を示しまし

た。同委員会はスマート技術を活用した新たな保

安手法について、妥当性の確認や関係者間の共有

を進める場として設けられる予定です。

ドローンガイドラインを改定、
物流利用を具体化／国交省
　国土交通省は、荷物の配送などにドローンを活

用するためガイドラインを改定しました。特に過

疎地域で荷物の配送に用いることを視野に入れた

内容となっています。人のいない地域でドローン

の目視外飛行（レベル3）を計画する事業者が、適

切に事業運営するために必要な事項を記載しまし

た。ドローンの導入方法や配送手段などに関する

具体的な手続きをまとめています。

　国交省は2021年3月に第1弾のガイドラインとし

て「法令編」を公表。今回は「社会実装編」を追

加した形です。

　社会実装編は4章で構成しています。1章では利

用者視点を踏まえた事業コンセプトを提示しまし

た。「事業者は地域が抱える課題を整理した上で、

ドローンの有効性を確認して活用方法の具体化を

図ることが重要だ」としています。

　2章で体制整備について明記。3章は機材の選定

や離着陸場所、飛行ルート、荷物の受け渡し方、

保険への加入など事前に検討すべき項目を示しま

した。4章では安全を確保するため、飛行マニュア

ルを策定する必要性などを記しています。

　実社会でドローンを物流手段に組み込むため、

政府は2018年度に全国５地域で実証実験を行いま

した。22年をめどに人のいる地域でドローンの、

補助者なし目視外飛行（レベル4）の実現を目指し

ています。ガイドラインは状況の変化を踏まえて、

そのつど見直す方針です。
（記事提供　電気新聞）
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に活用していこうという動きで

す。5月には官民による協議会が

発足。取り組みが本格化してき

ました。

　既に様々な業種で先進事例が

あります。例えばかつてはＳＦ

の世界の産物だったウェアラブ

ル端末。

　水資源機構では、ヘッドセッ

ト型ディスプレーに作業手順が

映し出されるシステムを導入し

ています。台風などの緊急時、

現場に駆け付けた職員が経験不

足でも、この表示とカメラを介

して事務所で見守るベテランの

遠隔支援で、確実に業務が遂行

できる仕掛けです。

　電力の分野では、設備の運転

データ、ある現象からどんな事

故の予兆が読み取れるかなど、

膨大な知見（ビッグデータ）を活

用する取り組みや、ドローンを

使った設備監視・点検などが始

まっています。

　当協会が提供している、絶縁

監視装置による24時間対応での

漏電監視も、スマート保安のひ

とつと言えるものです。

　総合技術センターでは、保安

技術の高度化としてIoTやAIなど

の技術革新を取り込んだ機器等

の技術開発を進めています。

　これらの開発目的は、電

気事故の未然防止です。人

が実施している点検項目に

ついて、センサー類を用い

て常時監視を行い、電気事

故の予兆を検出し、電気主

任技術者の判断をサポート

することで、電気事故の削

減に取り組んでいます。

　現在の電気保安の事業環

境は、保安技術者の高齢化

による将来的な人手不足

と、お客さま電気設備の高

経年化への対応に加え、自

然災害や感染症の流行への

対応が必要となっており、

電気保安におけるスマー

ト化の構築が求められて

います。

　スマホ「iPhone」の登

場は2007年。このころ

から世の中に「スマート

●●」が次々と現れてきました。

　電気の分野では、少し後の09

年ごろから「スマートグリッド」

が注目を集め始めます。そして

今春、東京電力パワーグリッド

は「スマートメーター」の設置計

画を完了しました。スマート化

は着実に進展しています。

　さて、スマート保安です。IoT

（モノのインターネット）、ビッ

グデータ、ＡＩ（人工知能）、各種

センサー、ロボット、ドローン

……。これらを産業保安の分野

安 全 エ レ ち ゃ ん の

スマート保安って何？  
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電気設備の清掃

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