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冬の省エネ対策
特　集 1

特　集 2

安全エレちゃんの

非常用自家発電設備のメンテナンス



一般財団法人 　関東電気保安協会

理事長　武部 俊郎

　新年あけましておめでとうございます。
　平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。

　コロナ禍が一昨年より２年近く続いております。ワクチン接種や行動制限の取り組みによって
経済活動が徐々に再開され、苦難が続いていた社会全般に薄日が差してきたようでもあります。
しかしながら、新たな変異株による感染拡大の様相を見せており、予断を許さない状況です。
私どもとしましては、日々の感染拡大防止対策を十分心掛けますとともに、リスク管理を徹底し
ながら業務運営に努めて参りたいと存じます。

　一方で、長期にわたる日常生活や企業活動への制約を経たこれからの「ウィズコロナ」の時代は、
感染拡大防止対策を講じて感染リスクを抑えつつ、新型コロナウイルスと共存しながら、社会経
済活動を継続する「新しいワークスタイル、生活スタイルの構築」が不可欠となります。具体的には、
リモート環境の中で対面時と同様なコミュニケーションを図り、現地に実際にいる状況を体感す
るといった次世代情報技術を駆使した社会ですが、このような中では、情報処理や通信に係る
インフラひいてはこれらを支える電気の信頼性がより一層重要になって参ります。

　また、昨今国を挙げて取り組むこととなった脱炭素化は、「電化」がひとつの決め手となるも
のです。大量の電力を集中的に発送電する従来の仕組みと異なり、再生可能エネルギーが分散
して配電線に連系され、さまざまなユーザーが発電所の機能を合わせ持つ時代となります。電
気の供給信頼度という面では、これまでの電気を供給する者のみならず電気を使用する企業や
一般家庭においても保安確保が重要になって参ります。

　このような展望の中、私どもとしましては電気保安の役割と責任がこれまで以上に拡大してい
くとの認識のもと、「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」という経営理念を自覚し、社会のお役に立って参りたい所存です。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　年頭にあたり、皆さまのご健勝とご多幸を心から
お祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新
年
の
ご
挨
拶
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雪の伊香保温泉石段街
群馬県渋川市（16～17ページ参照）

　静かに雪が舞う、伊香保温泉の「石段街」。急な石段の両脇に旅館、土産店、飲食店などが並び、
射的などの遊技場もあってレトロな風情が漂います。温泉の泉質は刺激少なく肌に柔らか。江戸時代
は「子宝の湯」とされ遊興保養地としてにぎわい、滝沢馬琴や十返舎一九なども訪れています。明治
以降も、徳冨蘆花、与謝野晶子、竹久夢二ら文人・芸術家に愛されました。
　群馬県の中央に位置する渋川市は、日本列島主要４島のほぼ中央でもあることから「日本のまん
なか」を名乗ります。利根川と吾妻川が流れ、赤城山、榛名山などの名山を仰ぐ、自然豊かなまちです。

お客さまこんにちは　HATSUNEYA GARDEN

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？
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土曜日休業のお知らせ

NEWS CLIP 20

21information

22「澁澤賞」を受賞しました

写真提供：渋川伊香保温泉観光協会
「第２回しぶかわいかほフォトコンテスト」優秀賞受賞作　※表紙は原典をトリミング使用しました
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　エネルギー価格が高騰しています。レギュラーガ
ソリンの店頭小売価格は、11月半ばに10週連続の
値上がり（資源エネルギー庁調べ）。国が石油備蓄
の一部を放出する異例の事態となりました。
　電気料金も、毎月メディアが値上げを報じていま
す。燃料費調整額＊の単価が上がり続けているので
す。日本は東日本大震災を機に、火力発電への依存
度が高くなりました。以前にも増してＬＮＧ（液化
天然ガス）、石炭など燃料の価格変動に影響を受け

エネルギー価格の上昇が暮らしに影を落としています。
食料品や日用品の原材料費に影響しますから、値上げの不安がいっぱい。
家計を守る上でも、省エネ・節電が従来にも増して重要になりました。
一年の中で最も寒さが厳しく、暖房を中心に電力消費が増えるこの時期。
無理なくエネルギーコストを抑え、ＣＯ２排出削減にも寄与するための、
省エネ・節電の正しい知識、ひと工夫をご紹介します。

冬の省エネ対策

Ⅰ エネルギー価格の上昇

Ⅱ 野心的目標と昨冬の「危機」

グラフ1　燃料費調整単価（高圧）の推移　※東京電力エナジーパートナーの例

　日本は「2050年に温室効果ガス排出実質ゼロ」
を国際公約に掲げており、脱炭素の取り組みを着実
に進めなければなりません。
　昨秋、2030年に向けた「第6次エネルギー基本計
画」が閣議決定されました。省エネは「野心的な深

掘り」として、従来計
画から原油換算約1000
万kl積み上げた6200万
kl程度を打ち出しまし
た。
　ところで昨冬、国内
の電力需給が綱渡りと
なったことをご存じで
しょうか？　2021年1
月8日と12日は「10年
に1度」を超えるレベル

で、電力需要が増えました。計画停電を実施した
2011年以来となる、電力危機が迫っていたのです。
（グラフ２）
　年末からの寒波襲来で暖房需要が急増し、電力会
社はＬＮＧの在庫を減らし続けていました。そこに
大型石炭火力がトラブルで停止。加えてこの2日は
西日本の天候が悪く、太陽光の発電量は平均の水準
を大きく下回りました。
　これらが重なったタイミングで北海道、東京（関
東）、沖縄を除く各エリアで想定を上回る需要が発
生。電力量（kW時）を賄いきれなくなる事態を、
各地電力会社の連携で危うく乗り切ることとなった
のです。
　2021年度の冬季は安定供給に最低限必要な「予

備率3％」をぎりぎり確保しています。様々な対策
が講じられ、昨冬のような事態には至らないでしょ
う。けれども油断は禁物。私たち消費者も意識を高
く、節電・省エネに努めたいものです。

やすくなっています。（グラフ1）
　省エネや節電はこの冬、家計に直結する課題とし
て、取り組まなければならない課題となりました。

Ⅲ 冬の省エネ・節電、具体策は

　　火力燃料（原油・ＬＮＧ・石炭）の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、毎月自動的に電気料金を調
整する仕組みで、1996年に導入されました。同様なものとして航空運賃の「燃料サーチャージ」があります。
　　「基準燃料価格」（2012年1～3月の貿易統計価格に基づき設定）と、最近3ヵ月間の「平均価格」（2021年12
月分の場合、同7～9月実績に基づく）を比較し、その差分から「燃料費調整単価」を算定します。平均価格が
基準価格を上回る場合はプラス、下回る場合はマイナス調整を行いますが、現在、プラス調整に肉薄しています。

グラフ2　昨冬（12～1月）の日別電力量推移（沖縄エリア除く）

データ出所：東京電力エナジーパートナーHP

出所：「2020 年度冬期の電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る検証中間取りまとめ」（総合資源エネルギー調査会　電力・ガス基本政策小委）
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　冬季は暗くなって気温が下がり、家庭では夕食の
支度、家族が帰宅する17時～19時ごろ、最も電気
が使われます。エアコン暖房の普及などにより、冬
の電力消費は年々増えています。まずは暖房機器の
使い方を工夫して、ムダを省きましょう。
　省エネ・節電のポイントは、こまめに、継続的に
行うこと。一つ一つの効果はささやかですが、蓄積
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　いかがでしたか。
　コロナ禍から回復しようとしている暮らしに、エ
ネルギーの値上がりが影を落としています。化石燃
料の価格高騰は、電気の供給にも影響を及ぼしてお

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 
2022年1・2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➡ 

2022年3月15日必着締切期日

発 表 2022年5・6月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で
100人の方にオリジナル図書カード（500円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2030年に向けた「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定
され、省エネは「野心的な深掘り」として、従来計画から原油
換算約1000万ｋｌ積み上げた〇〇〇〇万ｋｌ程度を打ち出し
ました。
〇に入る数字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

過 電 流
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

9・10月号正解

すると目に見えて効果が表れます。例えば暖房用機
器の賢い使用法で、年間で1万円を超える節約が可

能です。二酸化炭素（CO２）の排出削減にも貢献で
きます。（図1）

ぜひ前向きに。10年近く前に購入したものと比べる
と、消費電力はかなり少なくなっています。販売店
に掲示された「統一省エネラベル」が参考になりま
す。買い替えにより下がった電気代で、数年後には
初期費用を回収できるかもしれません。

り「節電」が再びクローズアップされているのです。
一方で、脱炭素への取り組みは間断なく進める必要
があります。まずは身の回りのことから。電気の上
手な使い方を実践してみてください。

● パンフレット
　当協会ホームページの「パンフレットギャラリー」
からダウンロードできます。
　https://www.kdh.or.jp/safe/cm_panf.html
▶家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー
　電気の安全な使い方と省エネ法を
解説しました。省エネは夏と冬の季
節別、リビング、洗面所・浴室・ト
イレなど部屋別に具体的な省エネ法
を紹介。CO2の削減量、石油換算の
エネルギー削減効果も分かります。
▶電気de省エネ
　主にオフィスや工場向けの省エネ
方策を紹介しています。デマンド監
視と使用設備に焦点を当てて、具体
例を挙げながら「省エネ」「省マネ
ー」の方法を紹介しています。

　働き方も変わりました。リモートワークが定着し、
以前に比べてオフィスに出社する従業員が減った企
業は多いでしょう。しかし、人が減っても照明や空
調は必要です。出社した人の執務環境を守りながら、
節電する方法を考えたいものです。
　コロナ禍の下での家庭、オフィスの省エネ法をチ
ェックリストにしました。確認してみてください。

● ホームページ
　https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/
　当協会ホームページ「電気のお役立ち情報」の中
に「家庭の省エネ情報」をアップしています。省エ
ネワンポイントレッスン、省エネ比較コーナーの２
つのコンテンツがあります。エコライフの実践と家
計の節約にご活用ください。

Ⅳ コロナ禍とエネルギー消費
Ⅴ 当協会が提供する省エネ情報

冬の省エネ

図1　無理のない省エネ節約法（暖房機器の例）

エアコン
室温は20℃を目安に
年間で 電気の省エネ 53.08kWh  CO2削減量 25.9kg　節約 約1,430円
外気温度6℃の時、エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を21℃から20℃にした
場合（使用時間：9時間/日）
必要なときだけつける 
年間で 電気の省エネ 40.73kWh　CO2削減量 19.9kg　節約 約1,100円
暖房を1日1時間短縮した場合（設定温度：20℃）
フィルターを月に1回か2回清掃 
年間で 電気の省エネ 31.95kWh　CO2削減量 15.6kg　節約 約860円
フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の
比較

電気カーペット
広さに合った大きさを 
年間で 電気の省エネ 89.91kWh　CO2削減量 43.9kg　節約 約2,430円
室温20℃の時、設定温度が「中」で1日5時間使用した場合、3畳用と2畳用の
比較
設定温度は低めに 
年間で 電気の省エネ185.97kWh　CO2削減量 90.8kg　節約 約5,020円
3畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合（1日5時間使用）
 
こたつ
上掛けと敷布団をあわせて使う 
年間で 電気の省エネ 32.48kWh　CO2削減量 15.9kg　節約  約880円
こたつ布団だけと、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較

 ）用使間時5日1（ 
設定温度は低めに 
年間で 電気の省エネ 48.95kWh　CO2削減量 23.9kg　節約 約1,320円
温度調節を「強」から「中」に下げた場合（1日5時間使用）

資源エネルギー庁・省エネポータルサイト「無理のない省エネ節約」より抜粋

経済産業省資源エネルギー庁、環境省 リーフレットを基に作成

　新型コロナウィルス感染症は、昨秋に感染拡大の
第5波を脱しましたが、今後も十分な予防対策をと
り続ける必要があります。この冬もまた、不要不急
の外出は控え、ご自宅で過ごす方が多いのではない
でしょうか。
　コロナ禍に伴う「新しい生活様式」は、家庭のエ
ネルギー消費に変化をもたらしています。在宅時間
の増加で、家庭の照明や空調の使用時間は増えまし
た。自宅で食事する機会が増えた方も多いでしょう。
炊事に伴い冷蔵庫の開閉回数が増え、消費電力が増
えることになります。

・温度設定を確認しましょう（強から中や弱に。「エコ運転モード」を活用）
・常温保存できるものは出して、すき間を空けて食品を入れる
・サーキュレーターや扇風機で暖まった空気を循環
・厚手、床まで届くカーテンを使用して外気を遮断
・ひざ掛けを使って過ごすなど、ウォームビズを実践
・不要な照明はこまめに消灯
・LED照明に交換　（※調色機能があるLEDは仕事と団らんの使い分けができます）
・「ディスプレーの電源を切る」「スリープ状態にする」の設定時間を短く
・画面の輝度を下げる
・時計代わりにせず、観ていない時はこまめに消す
・部屋の明るさに合わせた適切な明るさに設定
・家族で間隔を空けずに入浴
・入ってない時はフタをして、お湯の熱を逃がさない
・暖房便座を使う場合は、放熱を防ぐためフタの閉め忘れがないように
・タイマー機能があれば、お出かけ前、就寝前など節電モードを活用

自宅での食事が
増える

点ける時間が
長くなる

使用時間が
長くなる
点ける時間が
長くなりがち
追い炊きの時間が
増える
トイレに行く機会が
増える

テレワークなどで
人が少ないオフィス

冷蔵庫

暖房

照明

パソコン

テレビ

お風呂

温水洗浄便座

OA機器

暖房

照明

給湯器

温水洗浄便座

・コピー機などを長時間使用しない場合を想定し、スタンバイモードに設定されているか確認
・パソコンの「ディスプレーの電源を切る」「スリープ状態にする」の設定時間を短くし たり画面の輝度を下げるなど設定を確認
・昼間の日差しを取り入れたり、人がいないスペースの暖房を消すなど、工夫する
・ひざ掛けを使って過ごすなど、ウォームビズを実践
・不要な照明はこまめに消灯
・人感センサーを活用した消灯の導入や、LED照明への交換
・設定温度を下げて洗い物をする
・買い換え時は省エネタイプのものを採用
・使用状況を確認し、温度設定を見直し
・長時間使用しないときは温水や便座の温度設定を「切」に

コロナ禍でもひと工夫　家庭の省エネチェック

コロナ禍でもひと工夫　オフィスの省エネチェック

Check

Check

　電気製品が「そろそろ買い替え時かな」と思ったら、
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神奈川事業本部 川崎事業所　佐藤　貴史

の 記 録 から現場
晴天の朝、全停電の知らせ。
犯人はキュービクルへの侵入者

　日本列島では人と様々な動物
が共存し、それぞれの営みを続
けてきました。野生の動物は大
切にしなければならない存在で
すし、愛らしい行動や表情など
によって、人々に癒しを与えて
くれることもあります。

　けれども、中には私たちの生
活を脅かすようなイタズラをす
る動物も存在します。近年、都
市部ではネズミ、市街地ではネ
コやハクビシン、山間部ではタ
ヌキなどの小動物がキュービク
ルや、変電設備内に忍び込み、
充電部に接触したことによる停
電事故が多く発生しています。

◆　　◆　　◆

　ある晴れた日の朝、午前7時
30分頃のことでした。総合監視
指令センターにお客さまから「事
務所が停電している。直ちに対
応してほしい」と連絡が入りま
した。事故対応のため待機して
いた私と同僚は「今日は天気も
良いのに、どんな理由で停電し
たのだろう」などと話しながら、
現場へと急ぎました。
　到着した時には、お客さまの
事務所は全停電の状態でした。
お客さまから「間もなく仕事を
始めなければならない。何とか
早く復旧してほしい」と依頼を
受けました。
　原因を調査するために、まず
高圧交流気中負荷開閉器（PAS）
を確認したところ、高圧地絡継
電器（GR）の動作表示が出てい

ました。これで、PASが動作し
たことによる停電であることが
判明しました。
　続いて全停電となった主原因
を調べるため、キュービクルに
向かいました。扉を開けて内部
を入念に見回しました。すると
高圧機器の下部にネズミの死骸
があることに気付きました。

　安全措置を行って、さらに調
査を進めたところ、低圧の配線
をキュービクルから外部に引き
出している部分に、ネズミが出
入りできる程度のわずかな開口
部が見つかりました。
　この開口部分からネズミがキ
ュービクル内部に侵入して高圧
充電部に接触し、地絡によりGR
が動作し、PASが開放されて、
全停電に至ったものと推察され
ました。早速、開口部分をパテ
で塞ぐとともに、他に異常がな
いことを確認して、復旧しました。

　◆　　◆　　◆
　今回のような小動物の侵入に
よる停電事故は、2020年4月か
ら2021年3月までの1年間、当
協会のお客さまでは56件発生し
ています。
　このような事故を未然に防ぐ
ため、停電して点検を行う年次
点検の際には、伸縮式スティッ

クの先端に小型カメラを取り付
けて、キュービクル内の高い場
所や機器の下部など、通常の点
検では目の届かない場所の開口
部分の有無を確認しています。
　パテ等の閉塞部材を小動物が突
き破るケースもあり、完全に侵入
を防ぐことは中々困難な状況もあ
ります。けれども注意深く点検し、
事故を未然に防止することの大切
さを実感させられた経験でした。

　今後もお客さまが安心して安
全に電気設備をお使いいただけ
るよう、電気主任技術者として、
あらゆる
電気事故
の防止に
取り組ん
でいきた
いと思い
ます。
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小江戸「時の鐘」の近く

　小江戸・川越の象徴「時の鐘」
のすぐ近く。明治元(1868)年に創
業した「初音屋」は、
皇族方もご利用にな
られた格式ある料亭
でした。その歴史と
建 物 を 受 け 継ぎ、
2013年にオープンし
たのがＨＡＴＳＵＮＥ
ＹＡ ＧＡＲＤＥＮ（ハ
ツネヤガーデン）。レ
ストラン・カフェ・ウ
ェディングの複合施設
です。

明治の和室でフレンチを

　宮造りの玄関をくぐり、右手に進
むと大きな木造平屋。明治時代築

の風格ある建物です。和室３室を
ひとつながりにした大広間は広さ
100畳。レストラン、披露宴の会
場に使われています。直線的な窓
の格子、障子、欄間。料亭時代
からの意匠と、新たに配した円形
の照明が融合して、和モダンな空
間となっています。
　窓からは樹齢100年を超える
木々や池を配した中庭が。ちなみ
に建物は庭を囲んで四方に配置さ
れ、どの建物からも癒しの空間が
眺められます。
　レストランは、伝統的なフレンチ
に和の技法を巧みに取り入れた「フ
レンチジャポネ」。年配の人の口に
もなじみます。旬の食材や地元産
有機野菜などを使い、ビジュアル
も和の繊細さを感じます。調理は
大広間の一角に設けたオープンキ
ッチンで。
　「友だちと久しぶりのお出かけ、
だからちょっといい食事を。そんな
お客さまにご利用いただいていま
す。メニューは毎月変わり、リピ
ーターの方も満足いただけますよ」
とサービスチーフの宇藤賢人さん。
ランチコースは手ごろな2900円か
ら、ディナーは前日までの完全予
約制です。
　玄関の反対側、敷地の一番奥は

少人数での会食向けの特別室です。
離れのような落ちついた雰囲気。
秋には紅葉が目の前に広がり、ご
結婚を決めた方の顔合わせや、大
切な方との会食に人気です。

和を取り入れたスイーツ

　玄関左手の建物は、やや新しい
木造２階建てで、階上が挙式会場
になっています。天井板を取り払い
太い梁を見せたスペースは、日本
建築の趣きを残しながらも、明る
く開放感があります。
　1階の一角にはカフェ。こちらは
明治の洋館を思わせる落ち着いた
内装で、道路に面した部分がオー
プンカフェになっています。専属パ
ティシエが腕を振るう、和の要素を
取り入れたスイーツを、濃厚なエス
プレッソなどとともに楽しめます。
　抹茶やほうじ茶を使い、一合枡
に入ったティラミスは数年前にテレ
ビで取り上げられ、いまも早々に完

売する人気メニュー。
同じく人気の生モンブ
ランは、メレンゲの上
にマロンクリームがふ
んだんに使用され、
注文が入ってから栗
を削りかけて提供す
るため、味わいはも
ちろん、若いお客さ
まにはインスタ映えすると評判です。
　このほか、川越名産のサツマイ
モを使ったスイーツなど、季節ごと
のメニューが楽しめます。

挙式は１日２組限定で

　ランチタイムが終わり、大広間
でテーブルの配置換えが始まりま
した。翌日に挙式を控えているの
だそうです。「（コロナ禍の間も） 
招待客を絞るなど規模を抑えな
がら、式を挙げていただきました。
おかげさまで春のシーズンの予約
は順調です」と池田翔太朗チー

フは明るい表情。
　ウェディングは１日２組
限定。全館貸し切りとなり
ます。パッケージプランは
なく、オリジナルの式をつ
くり上げていきます。古い
木造建築になじむ白無垢
や打掛、対照的に華やか
さが一段と映えるドレス。

お色直しを考える新婦さんは、さ
ぞ楽しいことでしょう。

100年の建物を守る

　「一般照明はＬＥＤですが、挙
式の演出には不向き。いい照明が
あれば教えてほしいですね」と宇
藤さん。100年の歴史を刻んできた
木造建築なので、電気設備の拡充
は容易ではありません。冬の暖房
などは苦心しているそうです。
　高い天井を伝う電気配線の一部
は、あえて見せてあります。視覚
的に面白いし、目視点検に好都合
と感じました。「保安協会さんは、
修繕が必要な場所や更新の提案を
してくれるので、頼りにしています」
と池田さん。
　明治以降、２度の大火を経験し
た川越。当協会は電気の安全を通
じて、伝統の建物、ひいてはまち
の歴史を守るお手伝いをしたいと
思っています。

レストランで楽しむ「フレンチジャポネ」のコース

落ち着いたたたずまいの玄関。建物は2014年度の「かわごえ都市景観デザイン賞」を受賞

大広間は、日本建築の伝統的意匠(左)と現代的センスの照明(右)が融合

チーフ池田 翔太朗さん（左）と
サービスチーフ宇藤 賢人さん

こ ん に ち はまさ客お
HATSUNEYA
GARDEN
〒350-0062　埼玉県川越市元町1-9-8

TEL： 049-222-2300（レストラン）　URL： hatsuneya.jp

抹茶のティラミス
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特　集 2

　非常用自家発電設備（以降、
自家発電設備という）は、地震・
台風などの自然災害や一般送配
電設備の事故等による停電時に、
消防用設備等（屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備等）や建築
設備（排煙設備、非常用照明装
置等）などの防災負荷に対して
電力を供給する役目があります。
　加えて、企業や官公庁が業務・
事業を停止させない、あるいは
早期に復旧させるために策定し
ているBCP（事業継続計画）を
実行・実現する手段の一つとして、
設置される場合も多くなってい
ます。
　また、長期停電を想定した運

転時間の長時間化を求められる
場合も多くなっています。
　このように、自家発電設備に求
められる緊急性・確実性・継続性
を実現するために、日頃の巡視・
点検から部品交換、定期点検・
精密点検に至るまで、その存在意
義を認識しつつ、自家用発電設備
専門技術者等の必要な知識およ
び技能を有した者が、点検作業に
当たることが大切です。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は、関係法令に
より保守点検の基準、期間や種

類等が定められており、点検が
義務付けられています。
　表1は関係法令による点検基準
等を示していますが、消防法令
および建築基準法令に基づく点
検は、電気事業法令による保安
規程に基づく点検と同時に行う
よう計画することが効率的であ
り適当です。
（1） 電気事業法令
　非常用・常用の種類にかかわ
らず、事業用電気工作物に該当
する自家発電設備に関して、保
安業務における体制、工事、保守、
運転操作および教育等の事項に
ついて、設置者自ら保安規程を
作成し、これを遵守することを

義務付けています。
（2） 消防法令
　電源を必要とする消防用設備
等（屋内消火栓設備、スプリン
クラー設備等）の非常電源とし
て設置される自家発電設備に関
して、点検基準（告示）と点検
要領（通知）が定められており、
これらによる点検とその結果の
報告等を義務付けています。
（3） 建築基準法令
　特定の建築物の建築設備（排
煙設備、非常用の照明装置等）
の予備電源として設置される自
家発電装置に関して、その建築
設備の点検等の告示基準の中に
おいて具体的な点検項目・方法
等が定められており、これによ
る点検とその結果の報告等を義
務付けています。

2 点検に関する消防
　 法令の改正について

　消防法令では表１に記載の通
り、消防用設備等の非常電源であ
る自家発電設備の点検に関して、
点検基準（告示）と点検要領（通
知）等を定めていますが、平成 30
（2018）年 6月 1日付けでそれぞ
れ改正され、同日施行されました。
改正の概要については総務省消
防庁のホームページ（※）に整理
されていますが、改正のポイン
トは次の4点です。　
（1）「負荷運転」に代わる
　　「内部観察等」を追加
　これまで総合点検（1年に1回）
における運転性能の確認に係る
点検方法は「負荷運転」による
ものに限られていました。これ
に「内部観察等」が追加され、

いずれかを選択できるようにな
りました。「内部観察等」で実施
する項目は以下の5項目です。
①過給機のコンプレッサ翼、
　タービン翼および排気管等の
　確認
　過給機を取り外し、過給機
のコンプレッサ翼、タービン翼、
吸気管・排気管および給気・
排気マニホール内部を点検し、
著しい損傷および未燃燃料や
燃料残渣物の異常な堆積がな
いことを確認し、必要に応じて、
清掃や部品交換等を行います。
（写真1、写真2）。
②燃料噴射弁の点検
　燃料噴射弁を取り外し、開
弁圧力および噴霧状態に異常
がないことを確認し、必要に
応じて清掃や調整等を行いま
す。（写真3）
③シリンダライナ
　摺動面等の確認

　シリンダヘッドまたは燃料
噴射弁を取り外し、シリンダ
摺動面に損傷や異常な摩耗等
がないことを確認し、必要に
応じて部品交換等を行います。
なお、燃料噴射弁を取り外し
て点検を行う場合は、内視鏡
等を用いて確認することがで
きます。（写真4）

④潤滑油の成分分析
　「動粘度」「燃料希釈分」「塩
基価」「金属成分」および「水分」
等について潤滑油の成分分析
を行い、その値が製造者の指
定値範囲内であることを確認
し、必要に応じて清掃、修理
および部品交換等を行います。
⑤ 冷却水の成分分析
　「PH」「全硬度」「電気伝導率」
および「蒸発残留物」等につ
いて冷却水の成分分析を行い、
その値が製造者の指定値範囲
内であることを確認し、必要
に応じて清掃、修理および部
品交換等を行います。

（2）負荷運転または
　　内部観察等の実施周期を
　　6年に1回に延長
　これまで負荷運転は、総合点
検（1年に1回）において実施す
ることとされていましたが「運
転性能の維持に係る予防的な保
全策」が講じられている場合は、
負荷運転または内部観察等の実
施周期は6年に1回まで延長でき
ることになりました。
　ここで言う「予防的な保全策」
とは、以下に示す「確認すべき
項目」を1年に1回確認し、かつ
「交換すべき部品」を製造者が設
定する推奨交換期間内に交換す

ることを言います。
①確認すべき項目
●予熱栓の発熱部に断線、変形、
絶縁不良がないこと
●点火栓の電極に異常な消耗
やカーボンの付着がないこ
と。プラグギャップ値は製
造者の指定値範囲内である
こと
●冷却水ヒータに断線等がな
いこと。ケース外周または
近傍の配管等の温度が上昇
していること
●潤滑油プライミングポンプ
が正常に動作していること

② 交換すべき部品
●潤滑油
●冷却水
●燃料フィルター
●潤滑油フィルター
●補機等駆動用Ｖベルト
●冷却水用等のホース
●シール材
●始動用蓄電池

（3） ガスタービンを原動力とする
　　自家発電設備は負荷運転
　　または内部観察等は不要
　これまで負荷運転は、原動機
の種類にかかわらず全ての自家
発電設備において実施すること
とされていましたが、ガスター
ビンを原動力とする自家発電設
備については、総合点検におけ
る運転性能の確認（負荷運転ま
たは内部観察等）は不要となり
ました。
（4）換気性能の点検は
　　無負荷運転時に実施
　これまで換気性能の点検は、
総合点検における「負荷運転時
に発電機室又はキュービクル内

非常用自家発電設備の
メンテナンス

の自家発電装置周囲温度が40℃
以内であること」が判定基準と
されていましたが、機器点検に
おける「無負荷運転時に換気口
シャッターの開閉や換気扇等の
換気装置類が正常に機能するこ
と」に改正されました。

3 自家発電設備の
　 点検における留意事項

　自家発電設備は、危険物の取
扱いや，ばい煙・騒音などに対
しても各種の法令によって規制
を受けるため，これらの法令を
遵守するとともに自家発電設備
としての技術基準に適合するよ
う、常に維持・運用されなけれ
ばなりません。
　発電設備機器は、運転による
性能低下以外に温度、湿度、塵
埃（じんあい）、その他種々の原
因によって徐々に劣化し、当初
具備していた安全性や機能を
失っていき、そのまま放置して
おくと運転不能や設備・機器の
損傷、および感電災害、漏電や
油漏れによる火災などに発展す
ることも考えられます。
　また、自家発電設備の性能を
維持するためには、燃料，潤滑油，
冷却水等の状態も十分管理する
必要があります。
（１） 点検前の準備
　自家発電設備の点検にかかわ
らず、点検作業において安全か
つ効率的に作業を行うためには
事前準備は欠かせない作業です。
①関係者との打合せ
　自家発電設備の点検に先立
ち、点検実施責任者は、防火

一般社団法人　日本内燃力発電設備協会

対象物の関係者、電気主任技
術者、自家用発電設備専門技
術者、安全管理者および点検
作業者等に対して、点検範囲・
内容・手順・スケジュール、
制限事項、各自の役割分担お
よび必要に応じて停電範囲・
期間等を打合せにより周知徹
底する必要があります。
　また、点検期間中は自家発
電設備が一時的にも使用不可
となる場合に備えて代替え設
備の準備等についても事前協
議する必要があります。

②安全の確保
　点検作業者の感電防止や点
検場所付近を通行する第三者
の安全確保のため、危険個所
の養生、危険個所の注意喚起
の標識や不測の事態時の避難
経路の掲示等を考慮する必要
があります。

③関係図書の準備
　点検作業を効率的かつ的確
に行うためには、過去の稼働状
況や点検・修理の経緯等を把握
しておく必要があり、以下の関
係図書を準備しその内容を確認
しておく必要があります。
●設置届出書　
●設置時の完成図書　
●過去の点検結果報告書　
●故障・修理の経過表
●非常電源（自家発電設備）
点検票　

●保安基準　
●点検実施チェックリスト　
●取扱説明書　等

（2） 点検作業
　点検作業は、安全確保に必要
な機器の停止、弁の開閉、自動

／手動や遠方／直接等のモード
の切替え等を行ってから開始し
ます。また、点検実施責任者の
指示のもと復唱確認や指差呼称
等を用いて、安全の確保を図り
ながら行います。
　自家発電設備特有の試験とし
て始動試験、調速機試験等があ
りますが、試験結果が規定値範
囲内にあっても、前回試験結果
と大幅に違いのある場合は、原
因を調査することが重要です。
また、燃料・潤滑油の漏れは火
災につながる恐れもあり、少量
の漏れでも放置しないで原因を
調査することが重要です。
　自家発電設備のディーゼル機
関およびガス機関については、
日常点検で隔週1回数分程度の無
負荷運転のみを行っていると、
燃焼室内，排気管内等に未燃燃
料油、潤滑油などが溜まり、こ
れらが多量に溜まった状態で負
荷運転を行うと、高温排出ガス
による着火や異常燃焼が起きる
可能性があります。
　これらを定期的に除去するた
め、1年に1回程度の負荷運転を
行うことが望ましいとされ、自
家発電設備のガスタービンにつ
いては、月1回程度の無負荷運転
を行うことが望ましいとされて
います。
　また、常用防災兼用発電設備
の場合は、常用機関として常に
負荷運転を行っているため、保
守のための無負荷運転を必要と
していません。
　消防用設備等の非常電源とし
て用いられるものの場合、点検
の結果は，別途定められた様式

「非常電源（自家発電設備）点検
票」に結果を記入し「消防用設
備等点検結果報告書」に添付して，
定期的に消防機関に報告する必
要があります。
（3） 点検後の復元
　点検作業終了後は、点検のた
めに講じた措置（機器の停止、
弁の開閉、自動/手動や遠方/直
接等のモードの切替え等）を点
検作業前の状態に戻さなければ
なりません。万一戻し忘れた場合、
商用停電発生時に自家発電設備
が正常に運転しない恐れがあり、
最後の点検作業ともいえます。

4 おわりに

　日常生活において、携帯電話
や家電製品、さらには電車や建
物・工場など、ほとんどのもの
が電気を必要としています。ま
た電気は私たちにとって極めて
当たり前に供給されるものに
なっており、当たり前の電気を
当たり前に供給するための電気
設備のメンテナンスは、欠かす
ことのできない業務となってい
ます。
　特に非常用自家発電設備は、
普段は稼働していない状態です。
稼働させてはじめて設備の異常
に気付くようでは、その使命を
果たすことは出来ません。その
ため、非常用自家発電設備の点
検は、法令で定められた点検や
製造者が推奨する点検・部品交
換等、必要な項目を必要な時期
に必要な時間を費やして確実に
実施することが重要です。

※ https://www.fdma.go.jp/ mission/prevention/suisin/post21.html

点
　
検

電 気 事 業 法 令
非常用予備
発電装置

保安規程

保安規程による
日常巡視
日常点検
定期点検
精密点検

保安規程で
定める時期

―

―

消 防 法 令

自家発電設備

点検基準（告示）
点検要領（通知）

機器点検
総合点検

6カ月 ( 機器点検 ) および
1年 ( 総合点検 )

1 年に 1回 [ 特定防火対象物 ]
3 年に 1回 [ 非特定防火対象物 ]

点検結果報告違反
（30 万円以下の罰金または拘留）

建 築 基 準 法 令

自家用発電装置

検査および点検の項目 , 事項 , 方法
並びに判定基準（告示）

定期検査・点検

6カ月～ 1年までの間隔を置いて
特定行政庁が定める期間（民間等の施設）
1年以内毎（国・都道府県等の施設）
6カ月～ 1年までの間隔を置いて

特定行政庁が定める時期（民間等の施設）
定期検査報告違反
(100 万円以下の罰金 )

対 象 設 備

　　基　準

　　種　類

　　期　間

　　報　告

罰　　則

表1　電気事業法令，消防法令及び建築基準法令による自家発電設備の点検

写真1　コンプレッサ翼の確認例 写真２　タービン翼の確認例

写真３　燃料噴射弁の点検例 写真４　シリンダ摺動面の確認例（燃料噴射弁取り外し）

コンプレッサ翼を確認

燃料噴射弁の取付孔

燃料噴射弁

タービン翼を確認

給気冷却器へ
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　非常用自家発電設備（以降、
自家発電設備という）は、地震・
台風などの自然災害や一般送配
電設備の事故等による停電時に、
消防用設備等（屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備等）や建築
設備（排煙設備、非常用照明装
置等）などの防災負荷に対して
電力を供給する役目があります。
　加えて、企業や官公庁が業務・
事業を停止させない、あるいは
早期に復旧させるために策定し
ているBCP（事業継続計画）を
実行・実現する手段の一つとして、
設置される場合も多くなってい
ます。
　また、長期停電を想定した運

転時間の長時間化を求められる
場合も多くなっています。
　このように、自家発電設備に求
められる緊急性・確実性・継続性
を実現するために、日頃の巡視・
点検から部品交換、定期点検・
精密点検に至るまで、その存在意
義を認識しつつ、自家用発電設備
専門技術者等の必要な知識およ
び技能を有した者が、点検作業に
当たることが大切です。

1 関係法令による
　 点検基準等

　自家発電設備は、関係法令に
より保守点検の基準、期間や種

類等が定められており、点検が
義務付けられています。
　表1は関係法令による点検基準
等を示していますが、消防法令
および建築基準法令に基づく点
検は、電気事業法令による保安
規程に基づく点検と同時に行う
よう計画することが効率的であ
り適当です。
（1） 電気事業法令
　非常用・常用の種類にかかわ
らず、事業用電気工作物に該当
する自家発電設備に関して、保
安業務における体制、工事、保守、
運転操作および教育等の事項に
ついて、設置者自ら保安規程を
作成し、これを遵守することを

義務付けています。
（2） 消防法令
　電源を必要とする消防用設備
等（屋内消火栓設備、スプリン
クラー設備等）の非常電源とし
て設置される自家発電設備に関
して、点検基準（告示）と点検
要領（通知）が定められており、
これらによる点検とその結果の
報告等を義務付けています。
（3） 建築基準法令
　特定の建築物の建築設備（排
煙設備、非常用の照明装置等）
の予備電源として設置される自
家発電装置に関して、その建築
設備の点検等の告示基準の中に
おいて具体的な点検項目・方法
等が定められており、これによ
る点検とその結果の報告等を義
務付けています。

2 点検に関する消防
　 法令の改正について

　消防法令では表１に記載の通
り、消防用設備等の非常電源であ
る自家発電設備の点検に関して、
点検基準（告示）と点検要領（通
知）等を定めていますが、平成 30
（2018）年 6月 1日付けでそれぞ
れ改正され、同日施行されました。
改正の概要については総務省消
防庁のホームページ（※）に整理
されていますが、改正のポイン
トは次の4点です。　
（1）「負荷運転」に代わる
　　「内部観察等」を追加
　これまで総合点検（1年に1回）
における運転性能の確認に係る
点検方法は「負荷運転」による
ものに限られていました。これ
に「内部観察等」が追加され、

いずれかを選択できるようにな
りました。「内部観察等」で実施
する項目は以下の5項目です。
①過給機のコンプレッサ翼、
　タービン翼および排気管等の
　確認
　過給機を取り外し、過給機
のコンプレッサ翼、タービン翼、
吸気管・排気管および給気・
排気マニホール内部を点検し、
著しい損傷および未燃燃料や
燃料残渣物の異常な堆積がな
いことを確認し、必要に応じて、
清掃や部品交換等を行います。
（写真1、写真2）。
②燃料噴射弁の点検
　燃料噴射弁を取り外し、開
弁圧力および噴霧状態に異常
がないことを確認し、必要に
応じて清掃や調整等を行いま
す。（写真3）
③シリンダライナ
　摺動面等の確認

　シリンダヘッドまたは燃料
噴射弁を取り外し、シリンダ
摺動面に損傷や異常な摩耗等
がないことを確認し、必要に
応じて部品交換等を行います。
なお、燃料噴射弁を取り外し
て点検を行う場合は、内視鏡
等を用いて確認することがで
きます。（写真4）

④潤滑油の成分分析
　「動粘度」「燃料希釈分」「塩
基価」「金属成分」および「水分」
等について潤滑油の成分分析
を行い、その値が製造者の指
定値範囲内であることを確認
し、必要に応じて清掃、修理
および部品交換等を行います。
⑤ 冷却水の成分分析
　「PH」「全硬度」「電気伝導率」
および「蒸発残留物」等につ
いて冷却水の成分分析を行い、
その値が製造者の指定値範囲
内であることを確認し、必要
に応じて清掃、修理および部
品交換等を行います。

（2）負荷運転または
　　内部観察等の実施周期を
　　6年に1回に延長
　これまで負荷運転は、総合点
検（1年に1回）において実施す
ることとされていましたが「運
転性能の維持に係る予防的な保
全策」が講じられている場合は、
負荷運転または内部観察等の実
施周期は6年に1回まで延長でき
ることになりました。
　ここで言う「予防的な保全策」
とは、以下に示す「確認すべき
項目」を1年に1回確認し、かつ
「交換すべき部品」を製造者が設
定する推奨交換期間内に交換す

ることを言います。
①確認すべき項目
●予熱栓の発熱部に断線、変形、
絶縁不良がないこと
●点火栓の電極に異常な消耗
やカーボンの付着がないこ
と。プラグギャップ値は製
造者の指定値範囲内である
こと
●冷却水ヒータに断線等がな
いこと。ケース外周または
近傍の配管等の温度が上昇
していること
●潤滑油プライミングポンプ
が正常に動作していること

② 交換すべき部品
●潤滑油
●冷却水
●燃料フィルター
●潤滑油フィルター
●補機等駆動用Ｖベルト
●冷却水用等のホース
●シール材
●始動用蓄電池

（3） ガスタービンを原動力とする
　　自家発電設備は負荷運転
　　または内部観察等は不要
　これまで負荷運転は、原動機
の種類にかかわらず全ての自家
発電設備において実施すること
とされていましたが、ガスター
ビンを原動力とする自家発電設
備については、総合点検におけ
る運転性能の確認（負荷運転ま
たは内部観察等）は不要となり
ました。
（4）換気性能の点検は
　　無負荷運転時に実施
　これまで換気性能の点検は、
総合点検における「負荷運転時
に発電機室又はキュービクル内

非常用自家発電設備の
メンテナンス

の自家発電装置周囲温度が40℃
以内であること」が判定基準と
されていましたが、機器点検に
おける「無負荷運転時に換気口
シャッターの開閉や換気扇等の
換気装置類が正常に機能するこ
と」に改正されました。

3 自家発電設備の
　 点検における留意事項

　自家発電設備は、危険物の取
扱いや，ばい煙・騒音などに対
しても各種の法令によって規制
を受けるため，これらの法令を
遵守するとともに自家発電設備
としての技術基準に適合するよ
う、常に維持・運用されなけれ
ばなりません。
　発電設備機器は、運転による
性能低下以外に温度、湿度、塵
埃（じんあい）、その他種々の原
因によって徐々に劣化し、当初
具備していた安全性や機能を
失っていき、そのまま放置して
おくと運転不能や設備・機器の
損傷、および感電災害、漏電や
油漏れによる火災などに発展す
ることも考えられます。
　また、自家発電設備の性能を
維持するためには、燃料，潤滑油，
冷却水等の状態も十分管理する
必要があります。
（１） 点検前の準備
　自家発電設備の点検にかかわ
らず、点検作業において安全か
つ効率的に作業を行うためには
事前準備は欠かせない作業です。
①関係者との打合せ
　自家発電設備の点検に先立
ち、点検実施責任者は、防火

対象物の関係者、電気主任技
術者、自家用発電設備専門技
術者、安全管理者および点検
作業者等に対して、点検範囲・
内容・手順・スケジュール、
制限事項、各自の役割分担お
よび必要に応じて停電範囲・
期間等を打合せにより周知徹
底する必要があります。
　また、点検期間中は自家発
電設備が一時的にも使用不可
となる場合に備えて代替え設
備の準備等についても事前協
議する必要があります。

②安全の確保
　点検作業者の感電防止や点
検場所付近を通行する第三者
の安全確保のため、危険個所
の養生、危険個所の注意喚起
の標識や不測の事態時の避難
経路の掲示等を考慮する必要
があります。

③関係図書の準備
　点検作業を効率的かつ的確
に行うためには、過去の稼働状
況や点検・修理の経緯等を把握
しておく必要があり、以下の関
係図書を準備しその内容を確認
しておく必要があります。
●設置届出書　
●設置時の完成図書　
●過去の点検結果報告書　
●故障・修理の経過表
●非常電源（自家発電設備）
点検票　

●保安基準　
●点検実施チェックリスト　
●取扱説明書　等

（2） 点検作業
　点検作業は、安全確保に必要
な機器の停止、弁の開閉、自動

／手動や遠方／直接等のモード
の切替え等を行ってから開始し
ます。また、点検実施責任者の
指示のもと復唱確認や指差呼称
等を用いて、安全の確保を図り
ながら行います。
　自家発電設備特有の試験とし
て始動試験、調速機試験等があ
りますが、試験結果が規定値範
囲内にあっても、前回試験結果
と大幅に違いのある場合は、原
因を調査することが重要です。
また、燃料・潤滑油の漏れは火
災につながる恐れもあり、少量
の漏れでも放置しないで原因を
調査することが重要です。
　自家発電設備のディーゼル機
関およびガス機関については、
日常点検で隔週1回数分程度の無
負荷運転のみを行っていると、
燃焼室内，排気管内等に未燃燃
料油、潤滑油などが溜まり、こ
れらが多量に溜まった状態で負
荷運転を行うと、高温排出ガス
による着火や異常燃焼が起きる
可能性があります。
　これらを定期的に除去するた
め、1年に1回程度の負荷運転を
行うことが望ましいとされ、自
家発電設備のガスタービンにつ
いては、月1回程度の無負荷運転
を行うことが望ましいとされて
います。
　また、常用防災兼用発電設備
の場合は、常用機関として常に
負荷運転を行っているため、保
守のための無負荷運転を必要と
していません。
　消防用設備等の非常電源とし
て用いられるものの場合、点検
の結果は，別途定められた様式

「非常電源（自家発電設備）点検
票」に結果を記入し「消防用設
備等点検結果報告書」に添付して，
定期的に消防機関に報告する必
要があります。
（3） 点検後の復元
　点検作業終了後は、点検のた
めに講じた措置（機器の停止、
弁の開閉、自動/手動や遠方/直
接等のモードの切替え等）を点
検作業前の状態に戻さなければ
なりません。万一戻し忘れた場合、
商用停電発生時に自家発電設備
が正常に運転しない恐れがあり、
最後の点検作業ともいえます。

4 おわりに

　日常生活において、携帯電話
や家電製品、さらには電車や建
物・工場など、ほとんどのもの
が電気を必要としています。ま
た電気は私たちにとって極めて
当たり前に供給されるものに
なっており、当たり前の電気を
当たり前に供給するための電気
設備のメンテナンスは、欠かす
ことのできない業務となってい
ます。
　特に非常用自家発電設備は、
普段は稼働していない状態です。
稼働させてはじめて設備の異常
に気付くようでは、その使命を
果たすことは出来ません。その
ため、非常用自家発電設備の点
検は、法令で定められた点検や
製造者が推奨する点検・部品交
換等、必要な項目を必要な時期
に必要な時間を費やして確実に
実施することが重要です。
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群馬県

渋川市
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　群馬県のほぼ中央に位置する渋川市。北海道から九
州、列島主要4島のほぼ中央でもあることから「日本
のまんなか」を名乗ります。古くから交通の要衝として
栄え、中心部を利根川と吾妻川が流れ、赤城山、榛名
山などの名山を仰ぐ、自然豊かなまちです。

文人も愛した石段街のいで湯
　古くは万葉集や古今集に詠まれた伊香保は、温泉
王国・群馬県を代表する
温泉地です。急な石段の
両脇に旅館、土産店、飲
食店が並ぶ「石段街」は
射的など遊技場もありレト
ロな風情。
　茶褐色をしたお湯は、刺
激が少なく肌に柔らか。女
性に優しい「子宝の湯」と
され、江戸時代には遊興

保養地として隆盛し、滝沢馬琴や十返舎一九などの文
人墨客も訪れました。
　明治に入り、当時のベストセラーの徳冨蘆花「不如帰」
（ホトトギス）の舞台となったことで、全国に知られました。
大正ロマンを代表する画家の竹久夢二も、ここを愛した
文化人のひとり。当地には蘆花の文学館、夢二の記念

館があります。また、石段の一部には与
謝野晶子の詩が刻まれています。
　温泉街からロープウェーで5分。標高
940ｍの山腹にある「伊香保リンク」は
400ｍの屋外リンク、2つの屋内リンクを備
え、スピードスケートの世界大会も開かれ
る本格的施設。ここでの練習や競技を経
て、世界へ羽ばたいた群馬県ゆかりの冬
季五輪メダリストもいます。

小トラベル好奇心
いっぱい！

榛名山群の二ツ岳を仰ぐ雄大なロケーションの伊香保リンク（同リンク提供）

伊香保温泉の石段街

竹久夢二伊香保記念館の展示作品（「ぐぐっとぐんま写真館」より転載）

（記事提供　電気新聞）

JR東京駅から北陸・上越新幹線、高崎駅から上越線
乗り換えで渋川駅まで約1時間30分。伊香保温泉は
渋川駅からバス約25分
練馬ICから関越自動車道で渋川伊香保ICまで約1
時間20分。伊香保温泉はICから約20分

鉄道の場合

自動車の場合

：

： 

【石段ひなまつり】 【棚下不動の滝】

【日本のまんなか渋川へそ祭り】

群馬県 渋川市Access┃  アクセス

　伊香保温泉に春の

訪れを告げる行事。

地元保育所の園児が、

ひな壇に見立てた石

段を彩ったのが始ま

りで、30回続きます。

20年前からは公募の

部もできました。
●3月3日近くの土曜(地元園児)、日曜(公募園児)開催
※前年は新型コロナ感染症対策のため開催を見送りました。

【伊香保グリーン牧場】
　伊香保温泉のす

ぐ近くにある観光

牧場。牧羊犬がヒ

ツジを追い込むシー

プドッグショーは、

ニュージーランドの

本場仕込み。ヒツ

ジやヤギとの散歩、バターの手作りなどの体験ができ、アー

チェリーなどの遊戯施設、キャンプ場も備えています。
●開園時間： 12～2月は10:00～16:00、3～11月は9:00～。1月上
旬から2月末まで平日休園
●入園料：中学生以上：1,300円　3歳～小学生：650円

　赤城山の溶

岩が作った断

崖を一気に下

ります。落差

は37ｍで、滝

の裏側に回れ

る「裏見の滝」

となっていま

す。大きく崩

落して洞窟に

なった崖下に

は、不 動 明

王が祭られて

います。棚下

不動の滝は2

つあり、こち

らは「雄滝」。

落 差40mの

「雌滝」もありますが、ルート未整備のため雄滝に向かう道中、

遠景を望むのみとなっています。
●関越道赤城ICから車で12分、駐車場から徒歩10分

　平安時代、蝦夷征伐の帰路に坂上田村麻呂が「この地こそ

日本の中心、この石を臍（ほぞ）石と定める」と言ったとか。

市内に祭られる「へそ石」の伝承です。

　「日本のへそ」を起爆剤

にした、まちの活性化行

事は1984年に始まりまし

た。メインイベントの「へ

そ踊りパレード」は、飛び

入り参加歓迎の愉快なお

祭り。腹に顔の絵を描い

て踊り歩きます。
●7月下旬開催。メイン会場
はJR渋川駅から徒歩

※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

（写真「ぐぐっとぐんま写真館」より転載）

【水沢うどん】
　透明感のあるツヤ

と喉ごし。讃岐、稲

庭と並ぶ日本三大う

どんのひとつとされ

ます。伊香保の湯治

客や水澤観音の参拝

者に供されたのが始

まりで、400年の歴史があります。お寺の参道は「水沢うど

ん街道」と呼ばれ、10軒以上のうどん店が並びます。
●水沢うどん街は伊香保温泉からバス10分。JR高崎駅から同
60分

渋川駅

渋川伊香保I.C.

赤城I.C.

17
353

J
R
上
越
新
幹
線 J

R
上
越
線

関
越
自
動
車
道

JR吾妻線

伊香保温泉
石段街

伊香保温泉
石段街

伊香保リンク伊香保リンク
渋川

へそ祭り
渋川

へそ祭り

竹久夢二
伊香保記念館
竹久夢二
伊香保記念館

伊香保
グリーン牧場

伊香保
グリーン牧場

棚下不動
の滝

棚下不動
の滝
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─民間規格「自家用電気工作物保安管理規程」①─

第 回

電気事業法と各種手続き（27）

電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、
電気事業法と各種手続きについて解説するシリーズ。
電気保安に関係する各種法令や技術基準を順次紹介しています。
今回から民間規格「自家用電気工作物保安管理規程」を取り上げます。
解説が充実し、自主保安確立のための参考書といえる規程です。

Q 1 規程の目的と特徴は？

A 　既述の「保安規程」「電気主任技術者等の

選任」のほかに①工事計画②電気事故③公害

防止等④発電所の出力変更等⑤その他――について、

届出・報告の義務があります。

　特に電気事故報告では、感電等による死傷、電気

火災、一定規模以上の設備損壊または波及事故が発

生した場合、報告規則第3条に基づ

き、事故を知った時から24時間以

内可能な限り速やかに概要を報告

し、30日以内に詳細な報告が必要

となりますので、注意してください。

A 　保安規程は，自家用電気工作物の種類や規

模に応じて、それぞれに最も適した保安体制

を確立することを目的とし、Ｑ4で記した内容を定め

ます。電気工作物を安全かつ良好な状態に維持する

ためには、この保安規程に基づいた適正な制度運用

がなされることが重要です。

　本規程では、設置者及び従業者の保安規程遵守を

定めるとともに、主任技術者等には保安規程の遵守

と合わせて、設置者及び従業者による遵守状況を確

認することも求めています。また、保安規程の遵守

を徹底するために、設置者、主任技術者等、従事者

がそれぞれの立場に応じて教育・指導をすること、

または教育・指導を受けることが必要です。

A 　設置者は、保安を監督する者として、自家

用電気工作物の電圧に応じた資格を有する主

任技術者を選任し、産業保安監督部長等に届け出る

（記事提供：日本電気協会技術部）

79 

Q 2 自主保安体制確立のため
設置者に課される義務は？

Q 3 上記３点について、
民間規程の内容は？

Q 4 保安規程の作成は
義務なのですか？

Q 6 保安規程の遵守について
どう記載していますか？

Q 7 届出・報告は、ほかに
何を求められる？

Q 5 電気主任技術者等の
選任に制約はある？

A 　電気事業法では電気工作物を「事業用」（「自

家用」を含む）と「一般用」に区分し、それ

ぞれ保安体制がとられています。自家用電気工作物

は設置者による「自主保安体制」を基本に、国の補

完と直接監督が一体となった保安体制が構築されて

います。

　「自家用電気工作物保安管理規程」は、高圧また

は低圧の自家用電気工作物を設置する者（以下、設

置者）、電気主任技術者等（以下、主任技術者等）

及び従事者が自家用電気工作物の工事、維持及び運

用に関して保安上守るべき技術的事項等を定めてい

ます。

　本規程は、自主保安体制による安全確保に必要な

法令、保守点検方法などを掲載しています。随所に

解説を加え、資料が豊富な点が特徴です。

A 　利便性と危険性の両面を持つ電気の利用に

は、保安確保という重要な義務が課されてい

ます。このため設置者は以下の事項を遵守し、法に

定める届出または報告を行う必要があります。

⒈　自家用電気工作物を経済産業省令で定める技
術基準に適合するように維持すること。（法39

条）

⒉　その工事、維持及び運用に関する保安を確保
するため保安規程を定め、かつ保安規程に基づ

き、保安確保に努めること。（法42条）

⒊　その工事、維持及び運用に関する保安の監督
をさせるため電気主任技術者を選任し、かつ電

気主任技術者が保安のためにする指示、助言に

従うこと。（法43条）

A 　本規程では、技術基準の遵守（第120節）、

保安規程（第130節）、電気技術者等の選任（第

140節）と、それぞれ1節ずつ割いています。

　まず技術基準ですが、その遵守はもとより、技術

基準の解釈、それらを補完する役目を担っている民

間規格などを活用し、電気工作物の保安確保に努め

る必要があります。

　具体的事項の要点は以下の通りです。

⒈　設置者は、技術基準に不適合または不適合の
おそれがあると報告された場合には、適合する

ための必要な措置をとること。

⒉　主任技術者等は、不適合または不適合のおそ
れがあると判断した場合には「とるべき必要な

措置」「必要な措置をとらなかった場合に生ず

ると考えられる結果」を設置者に報告すること。

⒊　従事者は、適合するように職務を誠実に行う
こと。

4．前３項の技術基準への適合状況の確認にあっ
ては、技術基準の解釈に基づいて行うこと。た

だし、十分な保安水準の確保が達成できる技術

的根拠があり、適合すると判断できる場合にあ

ってはこの限りでない。

A 　法第42条の規定に基づき，設置者には保

安規程の作成、届出（作成及び変更時の届出

義務）、遵守の義務が課せられています。主任技術

者等は設置者の求めに応じ、保安規程に定めるべき

具体的な内容、または保安規程の案を報告・助言す

ることが求められます。

　保安規程に定める事項は以下の通りです。

⒈　自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関
する業務を管理する者の職務及び組織。

⒉　工事、維持及び運用に従事する者に対する保
安教育。

⒊　工事、維持及び運用に関する保安のための巡
視、点検及び検査。

⒋　運転または操作。
⒌　発電所の運転を相当期間停止する場合におけ
る保全の方法。

⒍　災害その他非常の場合にとるべき措置。
⒎　工事、維持及び運用に関する保安についての
記録。

⒏　法定事業者検査等に係る実施体制及び記録の
保存。

⒐　その他自家用電気工作物の工事、維持及び運
用に関する保安に関し必要な事項。

必要があります。保安管理業務を外部委託する場合

は、電気保安法人と委託契約を締結し、産業保安監

督部長の承認を得なければなりません。

　主任技術者は2つ以上の事業場、または設備の兼

務ができませんが、産業保安監督部長等の承認を受

けた場合はこの限りではありません。なお、主任技

術者等の選任は工事着手前に行う必要があります。
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今冬需給は予備率３％確保も、
電力量公募で「保険」／エネ庁
　経済産業省・資源エネルギー庁の有識者会合は、今

冬（2021年12月～22年3月）の電力需給対策をまと

めました。これまでに講じた東京エリアの追加供給力

公募などにより、全国で安定供給に最低限必要な予備

率3％は確保し、昨冬のような燃料制約も回避できる

見込みです。ただ、現時点で見込めないリスクの顕在

化に備えるため、燃料の追加調達を想定した「キロワ

ット時（電力量）公募」を実施する方針も示しました。

　総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小

委員会で、電力広域的運営推進機関（広域機関）が

まとめた今冬の需給見通しを了承。それを基に対策を

議論しました。東京エリアの追加的な供給力（キロワ

ット）公募に加え、需給逼迫時の自家発電設備のたき

増しルール、発電事業者の燃料調達指針なども整備。

広域機関が継続的に需給状況をモニタリングするほ

か、発電・小売事業者による供給力の確保、需要家

の効率的な電力使用なども呼び掛けます。

　こうした対策で昨冬のような需給逼迫は回避できる

見込みですが、コロナ禍からの経済回復に伴う需要増、

国際的な燃料価格高騰など過去にないリスクもありま

す。これらが顕在化した場合に備えた「社会的保険」

としてキロワット時公募を実施。沖縄電力を除く一般

送配電事業者9社が共同調達する形としました。

　調達量は、費用を最小化する観点から保守的に算

定。昨冬の需給逼迫時に行われた電力融通量の10日

分に相当する約3億ｋＷ時としました。調達対象は電

源かデマンドレスポンス（ＤＲ）を想定。応札事業者

に対しては、過去の稼働実績や調達計画なども確認

する方針です。燃料であれば通常時よりも在庫水準が

高まるといった「追加性」の有無を厳格に確認してい

きます。

　落札事業者には一般的なＬＮＧ（液化天然ガス）火

力の限界費用とされる1ｋＷ時当たり10円以上を基本

に市場への売り入札を求めます。

小規模事業用電気工作物を新設、
電力保安改革で法案提出へ／経産省
　経済産業省は、電力保安規制見直しの方向性を固

めました。「小規模事業用電気工作物」のカテゴリー

を新たに設け、新設の10～50ｋＷ未満の太陽光発電、

20ｋＷ未満の風力発電に対し、行政への基礎情報届け

出などを求めます。

　加えて、スマート保安の拡大を見据え、高度な保安

力を有する事業者への規制を適正化します。次期通

常国会に提出予定の電気事業法改正案に盛り込みま

す。

　産業構造審議会の産業保安基本制度小委員会で、

制度改正に向けた取りまとめの大枠を提示し、合意を

得ました。同小委は2021年2月に設置され、電力や都

市ガスなど産業保安を巡る環境変化に対応する保安

制度の在り方を議論してきました。

　電力分野の方向性は、産構審の電気保安制度ＷＧ

で主に議論されました。小規模太陽光の保安規制を

変更し、事業用電気工作物に類する扱いとなります。

近年の設備増加や事故増加を踏まえ、技術基準維持

義務など、既存の事業用電気工作物相当の規制を適

用します。一方、保安規程の届け出や電気主任技術

者の選任までは求めません。基礎的な情報の届け出

で代替できることとします。

　また、スマート保安化を見据え、高度な保安力を持

つ事業者の行政手続きを簡略化します。電事法上の

特例として、認定を受けた事業者を対象に、煩雑な届

け出作業などを極力省くとともに、自己管理型の検査

を許容。画一的な個別・事前規制を改め、事業者の

保安レベルに見合った合理的な規制に転換します。

　なお、電気事業連合会は同小委で「保安業務の貴

重な資源の有効活用につながる。経営資源をスマート

保安に配分したい」との見解を示し、制度変更を歓迎

しました。

　次期通常国会には電事法だけでなく、ガス事業法

改正案も提出される見込みです。災害時連携計画に

関する規定などが盛り込まれる見通しです。
（記事提供　電気新聞）
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土曜日休業のお知らせ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格
別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、これまで弊協会は完全週休2日制の枠組みの中で、土曜日
は半数の職員が通常勤務をする「シフト制」により各種の点検業務を
実施してまいりましたが、この度、働き方改革の一環として2022年
（令和4年）4月1日より、土曜日を日曜日や祝日等と同様に休業日と
させていただくこととなりましたので、お知らせさせていただきます。

　なお、土曜日に点検業務を希望されるお客さまにつきましては、
他の日曜日や祝日等の休業日と同様に就業時間外割増手数料を別途
申し受けさせていただきます。

　大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、
お願い申し上げます。

敬　具

　　2022年 1月1日
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GR付PAS、UGS・UASの設置

GR付PAS、UGS・UASの設置
　工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点にGR（地絡継電器）付のPAS（高圧気中負荷開
閉器）やUGS・UAS（地中線用負荷開閉器）を設置しましょう。 設置されていないと、お客さま構内で電気事
故が発生した時に構内だけでは収まらず、地域一帯を停電させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。 
　電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会社側の遮断
器等が作動して、事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお客さますべてが停電
することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。 
　架空引込みの場合はGR 付PAS、地中引込みの場合はUGS・UAS を設置します。まだ設置していない場合は、
ぜひご検討をお願いします。

　「第66回澁澤賞」贈呈式が2021年11月19日、東京・丸の内の東京商工会議所渋沢ホールで行われました。
同賞は民間で唯一の電気保安関係表彰で、今回の受賞は37件・86名。この中に当協会4名ならびに光商工
株式会社の1名をメンバーとする「ＰＶ用絶縁抵抗測定器」の開発グループが選ばれました。

　今回開発した測定器は、太陽電池発電（ＰＶ）設備の太陽光パネルの絶縁抵抗測定に用いるものです。
現状は接続箱を一つずつ測定しており、相応の停電時間が必要です。一方、この測定器は接続箱をまとめて
測定できるため、点検時間の短縮が見込まれます。この結果、停電時間も削減し、お客さまの発電時間をこ
れまでより長く確保することが期待できます。

　当協会では今後もこのように、お客さまのメリットにつながり、電気保安の発展に貢献する、新しい技術の
開発に取り組んで参ります。
　当協会の渋澤賞受賞歴は、今回を含めて以下の通りです。

 ①　平成26（2014）年度 地絡電流抑制装置の開発

 ②　平成29（2017）年度 Smart　UGSの開発

 ③　令和元（2019）年度 改良型Ior方式の開発

 ④　令和 3（2021）年度 PV用絶縁抵抗測定器の開発

澁澤賞は、民間で唯一の電気保安関係表彰。電気保安のために有効な機械・器具の発明工夫、
永年にわたり電気保安の確保に貢献した人々などに贈られます。
電気保安体制の確立に貢献し、後半生は電気工学の教育に尽力した澁澤元治博士が、昭和
30（1955）年に文化功労者として表彰されたことを記念し、昭和31（1956）年に設けられました。
毎年、文化の日の11月3日に受賞者が発表されます。

澁澤 元治（しぶさわ・もとじ、1876－1975）　
逓信省（現在の経済産業省）技師となり、電気事業法、現在の電気設備技術基準の前身である「電気工作物規程」

の制定や、電気主任技術者制度の改革に携わった。東京帝国大学電気工学科教授、工学部長を歴任し、名古

屋帝国大学の初代総長を務めた。澁澤栄一の甥にあたる。

【澁澤賞について】

「澁澤賞」を受賞しました 当協会の開発グループ、
お客さまメリットにつながる新技術

澁澤賞を贈呈される「PV用絶縁抵抗測定器」開発グループ 開発グループの当協会職員
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