
2022No. 573 9・10

受変電設備使用機器は計画的に更新を
特　集 1

特　集 2

安全エレちゃんの

令和3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



3電気と保安 2022年 9・10月号

【表紙の写真】

安全エレちゃんの「受変電設備使用機器は計画的に更新を」

安全エレちゃんのクイズコーナー

現場の記録から　要注意！ 暴風雨で太陽電池パネルが被災

好奇心いっぱい！小トラベル　栃木県 那須塩原市

どうなる どうする 脱炭素  第3回 再エネ導入、太陽光を活かす　

特　集 1

自家用電気工作物の電気事故について
令和3年度関東東北産業保安監督部管内
特　集 2

4

7

8

12

23

裏表紙

社名、事業場名を変えた場合など、保安規程変更の届出が必要になります 3

16

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識 18

10

もみじ谷大吊橋
栃木県那須塩原市（16～17ページ参照）

　「もみじ谷大吊橋」は塩原ダム湖に架かる歩行者専用橋。主塔間の長さ320m、ワイヤーロープを
横に張って強度を高める構造の吊り橋としては、日本一の規模を誇ります。これからの季節、紅葉に
彩られていく山並みと青い湖面のコントラストを眺めながら、空中散歩が楽しめます。
　那須塩原市は塩原温泉郷、板室温泉をはじめ、市内各地で温泉が楽しめます。明治の元勲たちの
足跡をしのぶ洋館、彼らが開発した牧場。そこでの動物とふれあい。あるいは高原の山、川、湿原での
自然観察やアクティビティーと、広い世代が楽しめるレジャーの宝庫です。

お客さまこんにちは　桐生が岡遊園地・動物園

　 は電気製品の安全マークです
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写真:那須塩原市観光局

デマンドレスポンス（DR）って何？安全エレちゃんのQ&A

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

社名、事業場名を変えた場合など、

保安規程変更の届出が必要になります！

　保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、電気事

業法に基づき自家用電気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。また作成した保安規程は、

法令に基づき国に届け出ることになっています。

　保安規程の届出後も内容に変更があった場合、国に届出が必要となります。この届出以外にも社

名や住所、電気設備等に変更がある場合に、各種手続きが必要なケースがあります。当協会にご

相談いただくとともに適切な手続きをお願いします。

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備

等に変更がある場合は、担当検査員、またはお近くの協会事業所までご相

談ください。各種手続きのご支援をさせていただきます。

社名、事業場名等の変更

●社名（設置者名称）の変更
●事業場名の変更
●本社の移転
●企業の合併・分割
●事業場の譲渡・廃止
●代表者名の変更

こんなときは要確認   !!!!

使用区域の変更
（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の
発電設備を新設（廃止）



4 5電気と保安 2022年 9・10月号 電気と保安 2022年 9・10月号

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　今春、ある高圧受電設備で真空遮断器（VCB）の
焼損事故が発生しました（写真1）。地中線用負荷開
閉器（UGSまたはUAS）を 設置していなかったた
め、近隣世帯を約1時間にわたって停電に巻き込む、
波及事故となりました。
　VCBの更新目安は20年。事故原因となったもの
は設置してから30年以上経過しており、経年劣化は
絶縁抵抗測定の数値にも表れていました。波及事故
対策の不備も指摘されていたのですが、設備投資に
踏み切れず、後手に回ってしまいました。
　事故後、VCBの撤去・交換工事（写真2）と、高
圧キャビネットにUASを設置し（写真3）、相応の
設備・工事費を支出することになりました。 

早くからの猛暑到来と電力不足、例年になく厳しい夏となりました。
省エネに努めているとはいえ、夏場の電気設備は休むひまなし。
お客さまの受変電設備使用機器は、更新時期に差し掛かっていませんか？
波及事故などを起こさないためにも、選手交代、リフレッシュは必要です。
最近の事故事例や、当協会の経験・考え方を交えて、
計画的な設備更新の必要性をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

受変電設備使用機器は
計画的に更新を

Ⅰ 経年劣化が原因の波及事故

Ⅱ 予防保全と事後保全

Ⅲ 日ごろのメンテナンスを

出所：日本電機工業会「汎用電気機器更新のおすすめ」

　当協会は「予防保全」の考え方に基づいて、設備
更新の目安をお示ししています。
　問題が起きてからの対応を「事後保全」と言いま
すが、復旧までに思わぬ時間を要することがあります。
まず、交換する機器の調達。在庫がないと長く納品
待ちとなることがあります。工事の日程調整も厄介で
す。電力会社の母線工事が必要な場合は、数ヵ月待
ちというケースもあります。
　予防保全の考えに基づき、計画的な設備更新に取

り組むなら、停電工事は1回だけで済みます。地絡継
電装置付高圧気中負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ）と、高
圧引込みケーブルをセットで更新するなど、重要機器
をまとめて工事し、効率化を図ることがお勧めです。
　なお、設備更新の目安は、物理的な製品寿命のみ
ならず、経済性、社会性にも基づく最適なタイミング
として示されます（図1）。特に近年は、様々な社会
的要請に応える視点・姿勢が大切になっています。

　メンテナンスも大切です。検査員は、月次点検で 
は受変電設備のホコリや塵を確認します。うっすら
と積もっていれば、停電作業でしっかりと清掃する
ようお勧めします。溜まったホコリが湿気を帯び、
トラッキングなど事故のリスクが高まるからです。
　特に屋上設置のキュービクルは風雨や日射の影響

　波及事故を起こすと設備費のほか、事業活動が停
滞し、営業損失が膨らむ場合もあります。損害賠償
を請求され、思わぬ負担が生じるかもしれません。

を受けやすく、台風や暴風雨の後は要注意。また、
雨水の影響は大きく、例えばハンドホール内に水が
溜まり、高圧ケーブルが浸かっていると、絶縁劣化
が早く進むおそれがあります。
　検査員が点検中にPASのブッシング部分の黒ず
みに気付き、絶縁低下による事故を未然に防げた事
例（写真4）がありました。
　検査員は、視覚はもちろん、聴覚、嗅覚なども駆
使し、お客さま設備の健全性を確認しています。そ
れでも事故や故障は突然発生します。その多くが、
更新目安の年数を境にしています。ぜひ、日ごろの
メンテナンスと、早めの設備更新にご理解いただく
よう、お願い申し上げます。
　なお、経年劣化は電気機器に限ったものではあり
ません。例えばケーブル引込口のすき間などを塞 ぐ
パテ。乾燥して脆くなると、小動物の侵入を許して
しまう場合があります。ご注意ください。

写真1　事故で焼損したVCB 写真2　仮改修（離線）工事の状況 写真3　UASの設置
写真4　黒く変色したＰＡＳの
　　　　ブッシング（中央）図1　「更新時期」の概念図

更　新

総
合
的
な
評
価

物理的要因

経済的要因

社会的要因

▶電気的劣化（絶縁低下等）
▶機械的劣化（摩耗・変形等）
▶機能・性能の低下

▶新製品（生産性・安定性）
▶保全性（ランニングコスト）
▶省エネルギー

▶安全性（事故・災害防止）
▶地球温暖化防止
▶公害防止・廃棄物の処理
▶その他（電力の安定供給等）



　いかがでしたか。
　2021（令和３）年度の事故状況について、関東
東北産業保安監督部ご寄稿の「特集２」（ｐ12～）で、
詳しく紹介しています。合わせてお読みください。
設備更新に関するご質問・ご相談は、担当検査員ま
たは当協会事業所へお気軽にお寄せください。

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］

⬅ QRコードはこちら

2022年11月15日必着締切期日

発 表 2023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QUO
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。

当協会は「〇〇〇〇」の考え方に基づいて、設備更新の目安を
お示ししています。設備更新の目安は、物理的な製品寿命のみ
ならず、経済性、社会性にも基づく最適なタイミングとして示さ
れます。漢字４文字でお答え下さい。

◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品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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　今春、ある高圧受電設備で真空遮断器（VCB）の
焼損事故が発生しました（写真1）。地中線用負荷開
閉器（UGSまたはUAS）を 設置していなかったた
め、近隣世帯を約1時間にわたって停電に巻き込む、
波及事故となりました。
　VCBの更新目安は20年。事故原因となったもの
は設置してから30年以上経過しており、経年劣化は
絶縁抵抗測定の数値にも表れていました。波及事故
対策の不備も指摘されていたのですが、設備投資に
踏み切れず、後手に回ってしまいました。
　事故後、VCBの撤去・交換工事（写真2）と、高
圧キャビネットにUASを設置し（写真3）、相応の
設備・工事費を支出することになりました。 

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

適最 化
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

　当協会は「予防保全」の考え方に基づいて、設備
更新の目安をお示ししています。
　問題が起きてからの対応を「事後保全」と言いま
すが、復旧までに思わぬ時間を要することがあります。
まず、交換する機器の調達。在庫がないと長く納品
待ちとなることがあります。工事の日程調整も厄介で
す。電力会社の母線工事が必要な場合は、数ヵ月待
ちというケースもあります。
　予防保全の考えに基づき、計画的な設備更新に取

り組むなら、停電工事は1回だけで済みます。地絡継
電装置付高圧気中負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ）と、高
圧引込みケーブルをセットで更新するなど、重要機器
をまとめて工事し、効率化を図ることがお勧めです。
　なお、設備更新の目安は、物理的な製品寿命のみ
ならず、経済性、社会性にも基づく最適なタイミング
として示されます（図1）。特に近年は、様々な社会
的要請に応える視点・姿勢が大切になっています。

　メンテナンスも大切です。検査員は、月次点検で 
は受変電設備のホコリや塵を確認します。うっすら
と積もっていれば、停電作業でしっかりと清掃する
ようお勧めします。溜まったホコリが湿気を帯び、
トラッキングなど事故のリスクが高まるからです。
　特に屋上設置のキュービクルは風雨や日射の影響

　波及事故を起こすと設備費のほか、事業活動が停
滞し、営業損失が膨らむ場合もあります。損害賠償
を請求され、思わぬ負担が生じるかもしれません。

受変電設備使用機器は計画的に更新を

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

上記ホームページアドレス、またはＱＲコードから
アクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

Ⅳ 更新目安のチェックリスト

を受けやすく、台風や暴風雨の後は要注意。また、
雨水の影響は大きく、例えばハンドホール内に水が
溜まり、高圧ケーブルが浸かっていると、絶縁劣化
が早く進むおそれがあります。
　検査員が点検中にPASのブッシング部分の黒ず
みに気付き、絶縁低下による事故を未然に防げた事
例（写真4）がありました。
　検査員は、視覚はもちろん、聴覚、嗅覚なども駆
使し、お客さま設備の健全性を確認しています。そ
れでも事故や故障は突然発生します。その多くが、
更新目安の年数を境にしています。ぜひ、日ごろの
メンテナンスと、早めの設備更新にご理解いただく
よう、お願い申し上げます。
　なお、経年劣化は電気機器に限ったものではあり
ません。例えばケーブル引込口のすき間などを塞 ぐ
パテ。乾燥して脆くなると、小動物の侵入を許して
しまう場合があります。ご注意ください。

地絡継電装置付高圧気中負荷開閉器　GR付PAS
架空引込み方式において、責任分界点直近の構内１号柱上に設置す
る開閉器です。お客さま構内で起きた事故の電流を検知して電路を開
放し、波及事故になることを防ぎます。

更
新
目
安15年

そろそろ更新

更新目安超過

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

チ
ェッ
ク

直列リアクトル　ＳＲ
コンデンサの突入電流の抑制や高調
波流入抑制に使用されます。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

高圧カットアウト　ＰＣＳ
主に300ｋＶＡ以下の変圧器一次側等に設置され、過負荷
保護を目的に使用されます。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

低圧開閉器　ＭＣＣＢ
低圧回路で過電流やショート（短絡）
が発生したときに電気を遮断します。

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

進相コンデンサ　ＳＣ
電動機などの負荷で発生する遅れ無効電流を進み電流で打
ち消し、力率を改善します。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

変圧器　Ｔ
高圧の電気（6600Ｖ）を低圧（100・200・400Ｖ）に変
換します。油入式と乾式があります。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

地中線用負荷開閉器　UGS
地中引込み方式において、責任分界点
となる高圧キャビネット内に設置する開
閉器です。ＧＲ付ＰＡＳと同様に、構内
事故時に動作して波及事故を防ぎます。

無停電年次点検適用年数（屋内設置）15年

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

断路器　ＤＳ
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。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

真空遮断器　VCB
受電設備の主遮断装置として多く用いられています。保護
継電器と組み合わせて異常発生時に電気を遮断します。

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

計器用変流器　ＣＴ
主に高圧回路の電流を変流して、電流計への表示や過電流
継電器を動作させます。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

高圧ケーブル
高圧引込みに用いられ、ＣＶ（架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シース）ケーブルが主流ですが、水トリー対策としてＥ-Ｅタ
イプ（３層同時押出）を推奨します。

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

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

計器用変圧器　ＶT
主に高圧の電気を電圧計に表示させるための小型の変圧器
で、保護継電器の電源などにも使われます。

更
新
目
安25年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

高圧交流負荷開閉器　LBS
300kVA以下のキュービクルの主遮断装置として多く使われ
ます。ヒューズと保護継電器で事故時に短絡電流を遮断し
ます。

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

保護継電器　　
受電設備の高圧側の異常を感知する装置です。漏電を検知
するもの、使いすぎやショート（短絡）を検知するものがあ
ります。

更
新
目
安20年

そろそろ更新

更新目安超過

チ
ェッ
ク

受変電
設備の

更新時
期を

ぜひ一
度

チェッ
クして

みてく
ださい

過電流継電器（OCR）
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沼津事業本部 富士事業所　佐藤　光

の 記 録 から現場
要注意！ 
暴風雨で太陽電池パネルが被災

　私たち関東電気保安協会は、
お客さまの電気設備でのトラブ
ルに対応するため、24時間・
365日、出動態勢を整えています。

　近年、台風や集中豪雨などの
自然災害が増加し、暮らしや社
会に甚大な被害をもたらしてい
ます。その影響は予見が難しく、
思いもよらない大きな事故に発
展してしまうことがあります。
　電気設備も同様です。今回紹
介するのは、暴風雨による敷地
外からの飛来物によって、太陽
電池発電所のパネルが被災した
事例です。

◆　　◆　　◆
　暴風雨となった翌日、太陽電
池発電所の設置者さまから連絡
がありました。
　「昨夜の暴風雨により隣地建物

の構造物が飛来し、太陽電池パ
ネルが破損したようだ。至急、
現地を確認してほしい」とのこ
とでした。どのような状況か想
像がつきませんでしたが、急い
で現地へ向かいました。
　到着し、状況を確認したところ、
隣地工場の屋根が強風で吹き飛
ばされ、太陽電池パネルの上に
かぶさり、パネルが大きく破損
していました。
　直ちに管理者へ電話で状況を
報告したところ「集電箱内の開
閉器を開放してほしい。また、
破損した太陽電池パネルが敷地
外へ飛散していないか確認を」
と指示を受けました。
　「台風一過」と言いますが、現
地は朝から雲ひとつない晴天。
太陽電池パネルはしっかり発電
をしています。一方で、大雨の

影響でパネルの下には大量の水
が溜まり、池のようになってい
ました。このような状況では、
破損した太陽電池パネルなどに
不用意に触れると感電し、二次
災害となる恐れがあります。
　状況を確認するため、車両に
積んでいる安全用具（電気安全
帽・高圧ゴム手袋・高圧ゴム長靴）
を着用し、慎重に集電箱に向か
いました。集電箱内の開閉器を
開放し、安全を確保した上で、
太陽電池パネルが敷地外に飛散
していないことを確認。設置者
さまへ状況を報告しました。

　◆　　◆　　◆
　再生可能エネルギーの利用拡
大に向けて、各地で太陽電池発
電所が建設されました。一方で
近年の自然災害は激甚化してお
り、台風などの防風雨による太

陽電池パネルの水没、破損・飛散、
架台の倒壊、あるいは地震によ
る太陽電池発電所の倒壊といっ
た事故が発生しています。
　破損した太陽電池パネルは、
安易に触れると感電する危険が
あり、注意が必要です。また、
割れたパネルの破片が敷地外に
飛散すると、近隣住宅などに被
害を与える可能性があります。
　自然災害による被害を完全に
防ぐことは困難です。しかし、
設置時の基礎の地盤調査、施工
時の状況確認、さらに定期的に
太陽電池パネルや架台のネジの
緩みがないかなどの点検・管理
を行うことで、被害を免れたり、

最小限に抑えたりすることは可
能です。あらためて、事故の未
然防止への取り組みが重要と考
えさせられた経験でした。
　なお、電気関係報告規則では、
太陽電池パネルの敷地外への飛
散、50kＷ以上の太陽電池パネル

破損を事故報告の対象としてい
ます。
　暴風雨や地震の後など、電気
設備において、事故などが発生
した場合は、当協会の総合監視
指令センターまでご連絡いただ
きますよう、お願い申し上げます。



10 11電気と保安 2022年 9・10月号 電気と保安 2022年 9・10月号

入場無料の市営施設

　群馬県桐生市は、繊維産業とと
もに発展しました。まちのシンボル、
織物工場の「のこぎり屋根」が点
在する市街地。それを見おろす丘
陵で観覧車が回っています。「アー
スケア桐生が岡遊園地」です。隣
接して「未来へはばたけ 山田製作
所桐生が岡動物園」。ともに市営
で入場無料です。

織物のまちを一望

　観覧車は小ぶりなものですが、
遊園地ある丘陵の標高を加え、頂
点はかなりの高さ。市街地を一望
できます。丘を下るとすぐに重要

伝統的建造物群保存地区（重伝
建）。歴史的建造物を訪ねる観光
客にも、まちを俯瞰（ふかん）す
る展望台としてお勧めです。
　園内を一周するミニレールも素晴
らしい眺望。「天候に恵まれると富
士山も見えますよ」と、指定管理者・

桐生市スポーツ文化事業団の宮前
温子さん。これらの料金は大人
200円、小人（中学生以下）100円。
ちょっと立ち寄り、家族で楽しんで
も懐は痛みません。
　このほか、メリーゴーランド、ス
カイヘリ、アドベンチャーシップ、
サイクルモノレールなどの遊器具が
同じく格安の料金で楽しめます。

世代を超え愛され50年

　この秋、ウエーブメルヘンカップ
（コーヒーカップ型遊器具）を撤去
し、新しい遊器具を導入します。
ミニレールは３代目と設備更新を怠
っていませんが、園内は何だか懐
かしい雰囲気。「壁面に描いた案
内図など、手づくり、手入れして
使い続けているものも多いからでし
ょうね。ゲームコーナーは特にレト
ロ感がありますよ」と宮前さん。
幼児向けの固定乗り物は１回20
円！　中高年世代が興奮するゲー
ム機などが今も現役です。
　大々的な祝賀行事は見送りまし
たが、昨年50周年を迎えました。
自らも「子どものころお世話になっ
た」という宮前さんが、エピソード
を紹介してくれました。「おばあち
ゃんが仏壇にでも仕舞ってあった
のでしょうね。すごく昔のチケット
を持ってくるお孫さん。３世代、い

え４世代にわたって愛されている遊
園地だと思います」。

頭上を歩くレッサーパンダ

　改札のない門をくぐって、市が直
営する動物園へ。遊園地より約20
年先に当地で開園しました。地方
の公立動物園と侮ってはいけませ
ん。飼育する動物は100種類以上、

ライオンをはじめ、つがいで飼育す
る動物の繁殖実績は豊富。ライオ
ンの獣舎は距離がけっこう近く、
百獣の王の迫力が十分に感じられ
ます。国内の飼育頭数が減ってい
るキリンもつがいで見られます。
　今春、市制100周年事業として
レッサーパンダがやってきました。
「公立の、無料で見られる動物園と
しては県内唯一」と動物園長の丹
羽泰史さん。半世紀余りにわたっ
て来園者に愛されたアジアゾウが
推定62歳で死んだ後、新たなアイ
ドルとして期待されています。
　他園の設備を参考にしたという
獣舎は、最新の行動展示です。柵
を使わず、アクリル板やガラスを通
して愛くるしい姿が見られ、手が届
きそうな距離にある頭上の吊り橋を、
レッサーパンダが渡っていきます。

　ところで、最近の悩みはやはり
エネルギーや飼料の高騰。６月ま
での電気料金は約30％も上昇。丹
羽園長は「もともと減らすのは難し
いですから…」と、暖房費用がか
かる冬を思い、頭を痛めています。

チームで安全を保つ

　遊園地は様々な集客イベントの
ほか、ダンスサークルの発表会など、
地域の活動に場所を提供していま
す。当協会の「電気安全出張相談
所」にもご協力いただいています。
　遊園地園長の小林洋治さんから
「遊器具は電気で動き、その安全
確保で保安協会さんに貢献いただ
いています。私たちは一つのチーム。
これからも一緒にお客さまが楽しく、
安全に過ごせるように、協力しまし
ょう」と温かい言葉をいただきまし
た。

市街地を見おろし走るミニレール（左）と
サイクルモノレール。
桐生が岡は桜の名所

遊園地園長小林 洋治さん（左）
運営担当宮前 温子さん　  

動物園長丹羽 泰史さん

こ ん に ち はまさ客お
桐生が岡

遊園地・動物園
〒376-0056　群馬県桐生市宮本町

4丁目1- 1（遊園地）　☎0277-22-7580
3丁目8-13（動物園）　☎0277-22-4442

アドベンチャーシップ（左）、
レトロ感たっぷりの固定乗り物

ライオンなど人気の動物を飼育（左）、
吊り橋で遊ぶレッサーパンダ

コンパクトに遊器具を配置した遊園地。丘陵地にあるため、観覧車は意外な高さ
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特　集 2

1 はじめに

　令和3(2021)年度の関東東北産
業保安監督部管内（関東1都6県
およ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3年度の電気事故総件数は
147件で、前年度に比べ1件減と
なっています。

3 波及事故

　波及事故は、56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82％、次いで故
意・過失が18％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、施工および保
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 3年度は 46件
発生しています。

（2）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社ま
た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３年
度は 10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）等を指します。
なお、令和 3年度は発生していま
せん。

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3年度は13件の
報告がありました。そのうち負
傷事故が12件で、死亡に至った
事例は1件ありました。

〔事例1〕
　電気主任技術者（被災者）が

電気室内で高圧コンデンサ盤の
蛍光灯の交換を行っていた。脚
立に登って交換作業をしようと
したところ、高圧コンデンサ盤
の照明器具の上部にある充電中
の断路器に頭部を接近させ、電
撃傷を負った。被災者は、ヘル
メットや絶縁手袋を装備してい
なかった。

〔事例2〕
　架空送電線下のゴルフ場にて、
造園業者が高所作業車で樹木伐
採作業を行っていた。その際、
高所作業台（バケット）が送電
線に接触または接近したことに
より、作業員2名が受傷した。そ
の後、作業員2名の死亡が確認さ
れた。送電線近接における作業

について、送電線の設置者には
事前に連絡が無かったため、施
工方法の確認等の事前協議は実
施されていなかった。また、監
視人の設置などの必要な保安措
置が講じられていなかった。

　令和3年度は、電気事業者の事
故も含めると、事例2で紹介させ
ていただいたような送電線に接
触または接近し、感電する事故
が当部管内で3件（負傷者1名、
死者3名）発生しています。また
配電線においても同様の事故が1
件（負傷者1名）発生しています。
　これらの事故を受けて、下記
の通り経済産業省および当部の
ホームページにおいても周知お
よび注意喚起しております。

5 主要電気工作物の
　  破損事故等

　令和3年度は79件発生してい
ます。
　本事故における報告は、全て
が発電設備における事故（主に
太陽電池発電所の逆変換装置）
であり、需要設備における事故
はありませんでした。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3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3年度は令和2年度と比較
し、電気事故総件数は1件減少し
ました。感電またはアーク等に
よる死傷事故は前年度より5件減
少しているものの、13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
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

● 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地絡継電装置付高圧交流負
荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、Ｕ
ＧＳ）の設置

②水の影響を受ける場所の高
圧ケーブル更新の際、「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。

図1　管内自家用電気事故件数の推移

図2　波及事項の原因分類 図3　月別感電等事故件数（過去３年分）

令和3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

経済産業省　関東東北産業保安監督部　電力安全課

（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３年度は感電負傷と電気火災に該当する事故が１件、主要電気工作物破損と社会的影響を及ぼした事故に該当する事故が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。
 ５． 平成２８～令和３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。
 ６． 主要電気工作物の破損等には、以下の事故を含む。
  令和３年度は電気工作物に係る社会的影響を及ぼした事故が４件、物損等事故が１件発生。

●経済産業省ホームページより

　高電圧送電線近接作業における死亡災害について
https://www.meti.go.jp/policy/
safety_security/industrial_safety/
oshirase/2021/06/20210615.html

●関東東北産業保安監督部ホームページより

　【注意喚起】送電線・配電線には、絶対に近づかないでください！
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/
denki/jikohokoku/data/
20210906chuuikanki.pdf

感電・アーク等による死傷
電気火災
主要電気工作物の破損等
波及
合計
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故意・過失

18％
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1 はじめに

　令和3(2021)年度の関東東北産
業保安監督部管内（関東1都6県
およ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3年度の電気事故総件数は
147件で、前年度に比べ1件減と
なっています。

3 波及事故

　波及事故は、56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82％、次いで故
意・過失が18％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、施工および保
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 3年度は 46件
発生しています。

（2）故意・過失
　故意・過失は、作業者（自社ま
た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３年
度は 10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）等を指します。
なお、令和 3年度は発生していま
せん。

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3年度は13件の
報告がありました。そのうち負
傷事故が12件で、死亡に至った
事例は1件ありました。

〔事例1〕
　電気主任技術者（被災者）が

電気室内で高圧コンデンサ盤の
蛍光灯の交換を行っていた。脚
立に登って交換作業をしようと
したところ、高圧コンデンサ盤
の照明器具の上部にある充電中
の断路器に頭部を接近させ、電
撃傷を負った。被災者は、ヘル
メットや絶縁手袋を装備してい
なかった。

〔事例2〕
　架空送電線下のゴルフ場にて、
造園業者が高所作業車で樹木伐
採作業を行っていた。その際、
高所作業台（バケット）が送電
線に接触または接近したことに
より、作業員2名が受傷した。そ
の後、作業員2名の死亡が確認さ
れた。送電線近接における作業

について、送電線の設置者には
事前に連絡が無かったため、施
工方法の確認等の事前協議は実
施されていなかった。また、監
視人の設置などの必要な保安措
置が講じられていなかった。

　令和3年度は、電気事業者の事
故も含めると、事例2で紹介させ
ていただいたような送電線に接
触または接近し、感電する事故
が当部管内で3件（負傷者1名、
死者3名）発生しています。また
配電線においても同様の事故が1
件（負傷者1名）発生しています。
　これらの事故を受けて、下記
の通り経済産業省および当部の
ホームページにおいても周知お
よび注意喚起しております。

5 主要電気工作物の
　  破損事故等

　令和3年度は79件発生してい
ます。
　本事故における報告は、全て
が発電設備における事故（主に
太陽電池発電所の逆変換装置）
であり、需要設備における事故
はありませんでした。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3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3年度は令和2年度と比較
し、電気事故総件数は1件減少し
ました。感電またはアーク等に
よる死傷事故は前年度より5件減
少しているものの、13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
浸透しているか。

令和３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

● 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

● 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地絡継電装置付高圧交流負
荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、Ｕ
ＧＳ）の設置
②水の影響を受ける場所の高
圧ケーブル更新の際、「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。

　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（2021）
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。

外部委託受託者に対する報告徴収・立入検査について

その他の電気保安情勢等について

関東東北産業保安監督部ホームページ
https://www.safety-kanto.meti.go.jp

保安管理業務を委託設置者
電気保安法人
または

電気管理技術者

国（経済産業大臣）

外部委託承認

承認申請

承認事故時等に
指導

保安管理業務を
行う者への
直接指導を可能に
する
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那須塩原市
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　避暑地として知られる栃木県北部・那須エリア。そ
の玄関口、新幹線が停車する那須塩原市は2005年、1
市2町の合併により誕生しました。アクセスの良さから
首都圏通勤者も多く暮らします。
　代表する観光地が、1200年以上の歴史を誇る塩原
温泉郷です。市域の南側を流れる箒（ほうき）川の渓
谷沿いに、泉質の異なる温泉地が連なり「塩原十一湯」
と呼ばれます。まだ暑いこの時期は渓谷や滝巡りなど
に涼を求め、秋の深まりにつれて、紅葉に色づく渓谷
や山々の景色が楽しめます。
　北側を流れる那珂川上流には「下野の薬湯」と呼ば
れる板室温泉。梁から下がる綱につかまり、深めの浴
槽につかる独特の入浴法「綱の湯」は膝や腰などの関
節痛に効果があるといいます。さらに上ると標高
1230mの沼ッ原湿原。木道が整備され、四季折々の花
や植物観察ができます。

明治の元勲が拓いた農場
　2つの川に挟まれる那須野が原は、国内最大級の扇
状地です。かつての荒れ野は明治政府の殖産興業の下、
日本三大疎水（そすい）に数えられる那須疎水が開かれ、
豊かな農場となりました。酪農が盛んで、那須塩原市

は生乳の粗生産
額が全国4位。
ちなみに3位ま
では北海道です。
　私財を投じ、
当地で大規模農
場の経営に取り
組んだのが明治
の元勲・貴族階

級たちでした。その代表格、広大な敷地で新鮮な乳製品、
動物とのふれあいなどが楽しめる那須千本松牧場は、
松方正義（公爵・首相）が開きました。
　このほか、著名どころでは乃木希典（伯爵・陸軍大将）
の別邸などが今に残り、これらは文化庁認定「日本遺
産」の構成文化財となっています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

11の温泉地が連なる塩原温泉郷。秋の紅葉も魅力
（TNK/PIXTA）

板室温泉独特の入浴法「綱の湯」
（提供：那須塩原市観光局）

生乳の粗生産額は本州1位
（提供：那須千本松牧場）

（記事提供　電気新聞）

JR東京駅から東北新幹線で那須塩原駅まで約70分。
JR上野駅から東北本線で西那須野、那須塩原、
黒磯の各駅まで約３時間
東北自動車道・浦和ICから西那須野塩原、
黒磯板室の各ICまで約90分

公共交通の場合

自動車の場合

：

： 

【回顧の滝】 【旧青木家那須別邸】

【スープ入り焼きそば】

栃木県 那須塩原市Access┃  アクセス

　「みかえり」と読みます。「塩原十名瀑（ばく）」を代表する

滝で、帰る時、振り返らずにはいられない美しい景色である

ことから、この名が付いたといいます。秋は紅葉の中、約

50ｍを一気に流れ落ちる様が格別。観瀑台へと向かう際に

渡る「回顧の吊橋」は長さ100ｍ、高さ30ｍ。スリル満点です。
●那須塩原駅からバスで約30分「もみじ谷大吊橋」下車徒歩５分。
車は西那須野塩原ICから約15分

【大山参道】
　初代陸軍大臣などを務めた大山巌（公爵・元帥）も那須野

が原の開発に取り組んだ一人。その遺志により、自身の農場

内に葬られました。墓所への参道は、1917年(大正６)年、

宮内省技師の設計により整備されました。樹齢約90年のモ

ミジ並木は紅葉の名所で、例年11月中～下旬に見ごろを迎え

ます。
●西那須野駅から徒歩約５分。車は西那須野塩原ICから約10分

　維新の後、ドイツに留学し、駐在公使も務めた青木周蔵(子

爵・外相)は「ドイツ翁」と呼ばれた人物でした。その別邸が

道の駅「明治の森・黒磯」敷地内に移築、一般公開されてい

ます。ドイツの建築様式を取り入れた洋館は、国指定重要文

化財。ドイツ人の妻との間に生まれた愛娘の名を冠した「ハ

ンナガーデン」に咲く季節の花、秋はコスモスに彩られます。
●開館時間：4～ 9月 9:00 ～ 17:30、10 ～ 3月は16:30閉館、月
曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始など休館
●入館料：大人200円、小中学生100円
●黒磯駅からバスで約20分「青木別荘前」下車。車は黒磯板室IC
から約10分

　見た目はラーメン、醤油系スープから立ち上るソースの香り

…… !?　塩原温泉では「ご当地グルメ」という言葉が生まれる

以前、50年前から親しまれた味だそうです。元祖とされる2

店のほか、観光施

設のレストラ

ン など で

食べら

れます。

※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

JR埼京線

J
R
東
北
新
幹
線

J
R
東
北
新
幹
線

J
R
東
北
本線

東

北
縦
貫
自
動車道

沼ッ原湿原沼ッ原湿原

塩原温泉塩原温泉

板室温泉板室温泉
那須千本松牧場
もみじ谷大吊橋

回顧の滝

那須千本松牧場
もみじ谷大吊橋

回顧の滝

旧青木家
那須別邸
旧青木家
那須別邸

大山参道大山参道

西那須野
塩原I.C.

黒磯板室
I.C.　

那須塩原駅
西那須野駅

黒磯駅
400

（提供：那須塩原市観光局）
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─省エネ法の改正①─

第 回

脱炭素社会構築と関連する法律（１）

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」。
日本は2050年達成を宣言し「脱炭素社会」構築へと踏み出しました。
その実現のため、様々な法律が整備されています。
「改正省エネ法」が国会承認され、2023年に施行されます。
そもそも省エネ法とは、どのような経緯を歩んできたのでしょうか。

Q 1 改正省エネ法の要点は？

（記事提供：電気新聞）

83 

Q 2 そもそも、どのような
法律なのですか？

Q 3 省エネ法制定の経緯は？

Q 4 省エネ法はどのような
目的で制定されたのですか？

Q 5 これまでの改正で
特筆すべき内容は？

A 　改正前、省エネ法の正式な名称は「エネル

ギーの使用の合理化等に関する法律」でした。

これが「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネ

ルギーへの転換等に関する法律」に改められました。

　制定から40年余り、数度の改正を行ってきた同法

において、今回は特に大きな改正となりました。要

点は以下の3つです。

① 「使用の合理化」の対象拡大

② 非化石エネルギーへの転換に関する措置

③ 電気の需要最適化に関する措置

　詳しい解説は次回以降、順次進めていきます。

A 　法律は以下の章立てとなっています。

第１章　総則

第２章　基本方針等

第３章　工場等に係る措置等

第４章　輸送に係る措置 

第５章　建築物に係る措置等

第６章　機械器具等に係る措置

第７章　電気事業者に係る措置

第８章　雑則

第９章　罰則

　法律によって直接規制されるのは、第3章、第4

章に示された工場・事業場、輸送の事業分野です。

第5章の建築物は「建築物省エネ法」の制定に伴い、

具体的な内容は移行しています。

　また、機械器具は製造・輸入業者を「トップラン

ナー制度」で規制するかたちになっています。

A 　1973（昭和48）年に起きた第１次石油危

機（オイルショック）は、トイレットペーパ

ーの買い占めなどの社会的混乱が起き、今も語り継

がれています。日本は消費する石油のほぼすべてを

輸入し、その8割を中東に依存していました。これ

を契機に、国を挙げて「脱石油」に取り組むことと

なります。

　78（昭和53）年から、第2次石油危機が襲いました。

省エネ法は、二度にわたる石油危機を背景に、79年

に制定されました。なお、その前身は、戦後復興か

ら高度経済成長へと向かう時期に制定した「熱管理

法」です。

　通商産業省（当時）に資源エネルギー庁が設置され、

それまで石油、石炭、原子力など個別的な政策はあ

っても、体系的に考えることがなかった日本は「総

合エネルギー政策」に取り組み始めます。「省エネ

ルギー」という言葉も、このころ生まれたと言われ

ます。

A 　二度の石油危機を受けて日本は、石油の①

安定的な確保 ②効率的な使用 ③依存度低減

――に取り組みました。省エネ法は②に基づき、第

１条（目的）で「燃料資源の有効な利用に資するため」

と記して「エネルギー使用の合理化」を掲げました。

　第2条で、同法における「エネルギー」を、以下

の3つと定義していました。

①燃料…原油・ガソリン・重油・その他の石油製品、

天然ガス、石炭・コークス・その他の石炭製品（燃

焼用途）

②熱…上記の燃料を熱源とするもの（蒸気、温水、

冷水など）

③電気…上記の燃料を起源とするもの

　太陽熱、地熱、太陽光発電、風力発電、廃棄物発

電などは、省エネの対象外でした。

A 　数々の改正を行ってきた中で、97年の

COP3（気候変動枠組条約第3回締約国会議）

で採択された「京都議定書」を受けての翌年の改正は、

同法を私たちの身近なものにしました。先にも触れ

た「トップランナー制度」の導入です。

　自動車、エアコン、テレビなど身近な耐久消費財

の省エネ性能を向上させる規制は、産業競争力の強

化、消費者の省エネマインド向上にも有効な法改正

となりました。

　 また、法律の名称に「等」が入ったのは、2013

年のことです。この「等」とは「電気の需要の平準化」

の推進を指します。季節や時間帯で変動する電気の

需要変動を縮小することを法の目的に加えたのです。

そしてこの条文は、今回の改正でさらに今日的課題

を踏まえた内容に変わりました。

省エネ法等の改正の経緯 出所：資源エネルギー庁「今後の省エネ法について」

熱管理法制定(石油・重油）   ※1947 熱管理規則 制定

省エネ法 制定 ●エネルギー（熱・電気）管理指定工場の指定
●住宅・建築物分野、機械器具分野の判断基準制定

●エネルギー管理士
　試験の導入

●基本方針の策定
●定期報告制度の導入

●エネルギー管理指定
　工場の拡大

●定期報告制度の導入

●家電や自動車を対象とする機器トップランナー制度の導入

●熱・電気一体管理の導入

●事業者単位の導入、連鎖化事業者制度の導入
　（フランチャイズチェーン等）
●セクター別ベンチマーク制度の導入

●特定建築物の規制強化※
●住宅事業建築主の
　性能向上努力義務の追加

建築物省エネ法制定
●省エネ基準適合義務化※

●省エネ基準適合義務化対象拡大
●建築主への省エネ性能説明義務

●輸送事業者、
　荷主規制の導入

●特定建築物に住宅を追加
●大規模修繕の追加　等

●特定建築物（住宅を除く）の
　省エネ措置の届出義務化

●特定建築物（住宅を除く）の新築
　増改築に係る指示・公表の対象化

●電力需要の平準化を目的に追加
●建材トップランナー制度の導入

●連携省エネの認定制度（工場・事業場、荷主、輸送事業者）、認定管理統轄事業者制度
●荷主の定義の見直し、準荷主の位置づけ

※第1種・命令の追加
　第2種・勧告の追加

※大規模非住宅
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83
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工場 事業場 輸送 住宅・建築物

石油危機を
契機に制定

原単位の年
平均１％以上
改善の
努力目標



●受け持ちの地域を紹介してください

　横浜市で人口が２番目に多い青葉区を担当してい
ます。都心からのアクセスがよい人気の地域です。私
が担当する「こどもの国協会」様は、緑あふれる広大
な丘陵地に、自然を生かした数々の施設があります。
牧場や白鳥のいる池で癒しを頂いております。

●仕事で心掛けていることは？

　係長として、特に職場でのコミュニケーションに力
を入れています。お客さまから相談されている事、担
当者が抱える悩み事など、班員全員で共有し早急に
解決できるよう、取り組んでいます。

●日ごろ注意していることは

　点検業務は一人作業が多いので、特に安全には

配慮しています。置かれた状況にどのような危険が潜
むのか、自分の視野だけで判断せず、俯瞰（ふかん）
的にも考えながら、安全作業に努めています。
　指摘事項を報告する際は「お客さまの立場なら？」
と常に考え、分かりやすい表現を心掛けて、不具合が
あった時の影響を最小限にする方法などをご提案申
し上げております。

●協会で働く魅力、また、働くきっかけは？

　電気主任技術者としての責務とやりがい、豊富な
電気知識や経験を持った先輩方の助言、全体として
の組織力。これらが協会で働く大きな魅力です。
　きっかけは、協会に就職していた大学の同級生か
ら「資格を活かした仕事をしないか」と誘われたこと
でした。「生涯この仕事」と思える出会いとなり、今も
その友人には感謝の気持ちでいっぱいです。

●プライベートも含め、
　今後の目標や抱負を

　いくつになっても、仕事や趣味、色々な
事に挑戦していきたいと思っています。
　趣味のカメラでは、初めて鈴鹿サー
キットへ行き、流し撮りに挑みました。新
鮮で楽しかったです。また、新しい習慣と
して妻と共に筋トレとランニングを始めま
した。身体がどんどんスマートになってい
く事に喜びを感じています。

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

カメラ、旅行、電子工作

ハンバーグ、カロリーオフ食品

為せば成る

何事にも一生懸命

【趣味は？】

【好きな食べ物は？】

【好きな言葉は？】

【自分の長所は？】

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

最終保障、市場調達を容認。
契約急増で供給維持へ／エネ庁
　経済産業省・資源エネルギー庁は、卸電力市場

と連動する新たな最終保障供給料金開始に向けた

方向性を示しました。「各旧一般電気事業者の小売

部門が、産業用標準メニューの新規契約受け付け

再開見通しを示し次第、速やかに当該一般送配電

事業者が最終保障料金を見直すことが期待される」

としました。一方、足元の旧料金での最終保障供

給急増を踏まえ、一般送配電事業者によるスポッ

ト市場からの供給力調達を容認します。

　エネ庁は、標準メニュー受け付け再開の見通し

が立たないままに、最終保障料金の改定のみが行

われることは、需要家保護の観点から望ましくな

いと判断しました。また、最終保障供給を受けて

いる需要家について、選択肢がない中でやむを得

ず選んでいることが多いとの認識を示しました。

　リスクヘッジ費用を含む電力調達費用を適切に

標準メニューに反映できるよう、国の指針が改訂

される方向です。これを前提条件に、旧一般電気

事業者の小売部門に受け付け再開を推奨します。

　最終保障契約は急増しており、６月15日時点の

データでは全国で約１万4000件、約211万ｋＷと

なっています。現状、一般送配電事業者は、最終

保障に調整力を活用してきましたが、高需要期に

安定的に供給力を確保できるか懸念されています。

　そのため、一般送配電事業者によるスポット市

場での電力調達を一定の条件下で認めます。一般

送配電事業者の参加で、スポット取引の買い応札

が増えますが、エネ庁は「日本全体のマクロ的な

需給に変わりはない」としています。

　こうした最終保障供給費用はレベニューキャッ

プ制度に基づき、託送料金での回収が認められる

ことから、最終的には国民負担となります。

特高受電の絶縁状態常時監視、
スマート保安技術の第１号／NITE
　製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は、スマー

ト保安技術の第１号案件として「高圧絶縁設備の

常時監視（技術区分：IoTセンサー）」を認定しま

した。特別高圧受変電設備において複数のセンサ

ーによる常時監視を行う技術で、停電を伴う年次

点検を年１回から３年に１回に延伸できます。「ス

マート保安技術カタログ」に初めて掲載し、同技

術の普及拡大が期待されます。

　スマート保安の普及拡大に取り組む官民協議会

では、技術の妥当性確認を行う場として「スマー

ト保安プロモーション委員会」を設けました。委

員会は学識経験者で構成され、ＮＩＴＥが事務局を

務めています。事業者から申請があったスマート

保安技術について、委員会が従来の電気設備保安

技術を代替できると判断した場合、同カタログに

掲載されます。

　掲載される技術は、従来の電気設備保安技術を

代替できるばかりでなく、設備の常時監視による

保安レベルの向上、保安点検経費の削減が見込ま

れると認められたものです。

　第1号となった技術は、特高受変電設備に、地絡

過電圧、部分放電を検出する各センサーを設置し

て高圧電路絶縁状態を24時間365日常時監視。熱

画像診断装置などの活線測定器類を活用すること

で、無停電年次点検の導入を可能にしました。

　エネサーブ神奈川が清水建設の賃貸オフィスビ

ル「メブクス豊洲」に適用しました。同カタログ

に掲載されることで、ビジネスチャンスが広がる

と同時に、他社の参考事例として、技術の拡大が

期待されます。

（記事提供　電気新聞）
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職場でのコミュニケーションを大切にしている小板橋さん（中央）

神奈川事業本部 相模原事業所 電気保安2課
小板橋　淳宏さん （47歳、入所13年目）



デマンドレスポンス
（DR）って何？

安 全 エ レ ち ゃ ん の

あります。これらは再生可能エネ

ルギーの導入と密接にかかわり

ます。下げが節電。この夏「需給

ひっ迫注意報」が出された時間帯

は、日が沈み太陽電池が発電で

きなくなる夕方でした。

　一方、上げは需要を増やす手

段です。ゴールデンウイークなど

太陽電池がフル稼働し、供給過

剰になる季節に適用します。

　さて、DRは新たなビジネスを

生み出しました。アグリゲーター

（集積事業者⇒特定卸供給事業

者）です。契約した需要家の電力

消費を遠隔制御し、節電に対価

を支払います。節電で積み上げ

た電気を供給力として売りに出し

て、収入を得ます。需給バランス

をとるために、稼働率の低い火

力発電所を抱える必要がなくなる

電力会社などが買い取ります。

　少し古い話ですが、東日本震

災が起きた2011年の夏、深刻な

電力供給力不足の中、自動車メー

カーが業界大で「輪番休日」に取

り組みました。休日を平日に振り

替えてピークシフト。日本自動車

工業会によると、東京電力エリア

で計60万kW程度のピーク抑制

効果が得られたといいます。

　こうした取り組みは定着しませ

んでした。経済合理性がなかっ

たからです。いまなら、中規模

火力1基分相当の供給力を生み

出したことになり、ビジネスとし

て成立します。節電や蓄電など

で積み上げた供給力は、仮想発

電所（VPP）と呼ばれます。

　日本は一向に「我慢の省エネ」

から抜け出せていないと言われ

てきました。この度の電力不足を

奇貨として、省エネ・節電がDR

などの手法を用いることで新たな

価値を生み、かつ脱炭素に一層

貢献する段階へと進化することが

期待されます。

　デマンドレスポンス

（DR、需要応答）は、電

力の需給バランスを安

定化させる手法です。政府がこ

の夏冬の電力供給力不足をしの

ぐ対策の柱の一つに据え、関心

が高まることとなりました。

　DRは、電力の供給が厳しい季節

や時間帯（ピーク）の消費を抑える

（ピークカット）、ずらす（ピークシフト）

という考え方が基盤になっています。

　「料金型」と「インセンティブ型」

があり、前者はピーク時の料金

を割高に、夜間を割安にするな

どして、電力消費の平準化を促し

ます。以前からある「時間帯別料

金」「需給調整契約」などです。

　後者は、節電の要請に応じた

需要側にインセンティブが支払わ

れます。電力小売り事業者の節

電プログラム、政府による節電

ポイント付与がこれに当たります。

　さらに「上げDR」「下げDR」も
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どう
なる
どうする
第　　回　再エネ導入、太陽光を活かす3

省エネと再生可能エネルギー（再エネ）の活用は、脱
炭素経営の有効な手段です。“売電バブル” が過ぎたい
ま、太陽光発電は自家消費用の発電設備として脚光を
浴びています。

脱炭素３つの視点

　二酸化炭素（ＣＯ２）などの排出量
削減は、①エネルギー消費量の削減
（省エネ）②エネルギーの低炭素化③
利用エネルギーの転換（電化の促進）
――が手段となります（図1）。
　②の具体策が、太陽光・風力発
電など非化石（再生可能）エネルギー
の導入。改正省エネ法も「非化石へ
の転換」への措置を新たに法律に盛
り込みました。

売電から自家消費へ

　固定買い取り期間が終わる「卒
FIT」。太陽光発電は売電から、自
家消費のメリットを考える段階へと
移りました。
　オンサイトPPA（電力購入契約）
などの方法もありますが、最もコス
ト効果が見込める自己所有は、国や
自治体の補助、税制優遇などを活か
すのがポイントです。
　環境省の事例集に、太陽光発電
の新設と冷凍・冷蔵設備
の高効率化投資で補助を
受けた食品製造業の導入
事例を紹介しています。
災害へのレジリエンス（強
じん性）を高める上でも、
太陽光発電は有効です
（図2）。

監視・点検を怠らずに

　太陽光パネルのホコリや汚れを放
置すると、発電効率が下がります。
1枚のモジュールに不具合が生じ、
直列された回路（ストリング）全体が
発電できなくなることも。太陽光発
電は、状態監視や定期点検などを怠
らないことが重要です。

環境省事例集 https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/jirei.html……チェックしてみよう‼

図1　温室効果ガス大幅削減の方向性
（出所：環境省「温室効果ガス削減中長期ビジョン検討会

とりまとめ」を基に作成）

（出所：環境省「 エネ特 」 事例より抜粋）図2　太陽光発電の導入効果（食品製造業の事例）

太陽光発電所の
●遠隔監視・巡視点検・細密点検・性能確認
●ドローン点検によるホットスポット、コネクタ未接続など未発電箇所の発見
●モジュールの洗浄、除草・防草などのメンテナンス
●台風など自然災害への備え

  関東電気保安協会にご相談ください
担当検査員または、お客さまサービス部（☎03-６４５３-８８８８）へ写真提供 ㈱エネテク

CO2排出量（t－CO2/年） エネルギーコスト（万円/年） レジリエンス

事業実施前 事業実施後 事業実施前 事業実施後

約171t－CO2
の削減 約136万円

の削減
約40%
削減
できた

電気料金を
約10％削減
できた

407 1247

236
1111

停電時におけるPCや
サーバー用の電源を確保

現状の
CO2
排出量

2050年の
CO2排出量

①
消費量の
削減

②
低炭素化

③
利用エネの
転換

電気 熱

電気

電気

電気

熱

熱

熱

① ①
③

②②

朝のピーク 夜のピーク
上げDR

（消費や蓄電など）

下げDR
（節電）
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