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六本木・けやき坂イルミネーションと東京タワー
東京都港区（16～17ページ参照）

　クリスマスイルミネーションの季節となりました。都心部の繁華街では様々な灯りの演出が行われま
す。その中で屈指の人気を集めるのが、六本木・けやき坂です。LEDの光に彩られた並木道の先に、
きらめく東京タワー。電力不足の影響が心配されましたが、今年も11月10日～12月25日の間、約80
万個のLEDが幻想的な世界を演出します。
　東京都港区は千代田、中央区とともに都心３区と呼ばれ、日本経済の中枢を担っています。おしゃ
れで洗練された繁華街や高層ビルのそびえる再開発エリア、さらには江戸～昭和初期の建物など史
跡も多く、訪ねどころいっぱいです。

お客さまこんにちは　八芳園

11月11日は配線器具の日
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 お  知  ら せ ● ● ● ● ●

当協会では、一般のお客さまを対象に労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特
別教育講習会や保護継電器試験実務（初級）講習会を開催しております。
2022（令和4）年度も、大変ご好評をいただいております本講習会を開催いたし
ます。
当協会の講師が分かりやすく講義をさせていただきますので、皆さまのお申し
込みをお待ちしております。
申し込み及び日程・料金等については、当協会のホームページをご覧ください。

電気取扱者特別教育講習会、
保護継電器試験実務(初級)講習会

開催のご案内

2022年度

なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で開催すること
も可能ですので、最寄りの事業所へご相談ください。

https://www.kdh.or.jp/
関東電気保安協会ホームページ

ｋｄｈ講習会 検索

●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
　関東電気保安協会 広報部
　［TEL］03-6453-8896

●当日の講習会に関するお問い合わせ
　講習会開催事業所
　（当協会ホームページをご覧ください）

電気取扱者特別教育講習会
●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技1 時間）
　　　※対象は開閉器の操作業務のみを行う方
●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）
　　　※対象は点検・測定を主な業務とする方　

保護継電器（OCR,GR,DGR）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。
高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、
初心者向けの1日講習会です。
保護継電器の役割、試験器を使用し各種保護継電器の試験方法を実習で学びます。

●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技7 時間）
　　　※対象は点検・測定を主な業務とする方
●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会
　　　※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

【
1
日
コ
ー
ス
】

【
2
日
コ
ー
ス
】

申し込み
お待ちして
おります。
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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

長引くコロナ禍、食料やエネルギーをはじめとした物価の上昇…。
厳しい世相の中で、今年も年の瀬が近づいてきました。
電力不足が心配されるこの冬は、一層の省エネが叫ばれています。
電気用品の点検や清掃は、事故や火災、急な不具合を防止し、
電気の無駄遣いをなくすためにも大切な事柄です。
チェックポイントを紹介しますので、取り組んでみてください。

電気用品を点検、清掃して
安全、省エネで
年末年始を迎えましょう！

Ⅰ コンセント、コード等の点検と清掃

□テーブルタップの口数以上にプラグを差し込んでいませんか？　テーブルタップは使用できる

電気の容量に制限があります。

□コードを束ねて縛っていませんか？　過熱して発火するおそれがあります。

□コードをステップルなどで床や壁に固定していませんか？

□コードが家電などの下敷きになっていませんか？　配線類に無理な力がかかって破損すると、

漏電や火災などの原因になります。

点検のポイント

　コードの取り扱いには注意が必要です。また、複数の電気用品を使用するため、テーブルタップを使って
いるご家庭は多いと思います。正しく使用しないと思わぬ事故につながることがあります。

②コードやテーブルタップの点検

　破損しているコンセントやプラグをそのまま使用すると、感電やショート（短絡）の原因となります。素
人工事は危険です。電器店・電気工事店など専門業者に依頼し、修理・交換しましょう。

□長い間、差したままのプラグにホコリが溜まっていませんか？

□プラグが抜けかかっていませんか。ピンやクリップなどの金属製品が触れて短絡し、火災に至

るおそれがあります。

□コンセントプレートが割れていませんか？　中身が見える状態なら、非常に危険です。

□プラグを差し込んだ時にグラグラしませんか？　刃受けが緩んでいるかもしれません。

□プラグに焦げたような痕がありませんか？　トラッキングが起きている可能性があります。

点検のポイント

①コンセント、プラグの点検

　洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、食洗機などはアース線を取り付けましょう。万が一、これらが
漏電しても、アース線を通じて電気が大地に逃がされるので、感電や火災などの被害を防げます。

□アース付きコンセントの端子に、アース線がしっかりと固定されていますか？

□エアコンは3極のプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？　2極の場合は、室

内機または室外機にアース線が取り付けてありますか？

点検のポイント

③アース線を点検しよう

　大きな家電の裏のコンセント周辺などには、チリやホコリが溜まりがちです。注意しなければならないの
が「トラッキング現象」。チリやホコリが、湿気を帯びて電気の通り道になり、発火するおそれがあります。
特にタンスや冷蔵庫の裏など、ふだん清掃しないところは要注意です。

□あらかじめブレーカーを切りましょう。

□コンセントからプラグを抜き、掃除機でチリやホコリを吸い取りましょう。

□乾いた布で拭き取りましょう。

□しつこい汚れをつくらないため、日ごろから清掃に心がけましょう。

清掃のポイント

④コンセント、プラグ、コードなどの清掃

!!始める前に注意。
これだけは守りましょう

▶まず、機器の電源を切り、コンセントから抜きましょう。
▶電気は水気が大敵。濡れた雑巾での拭き掃除、電気用品に水や洗剤を
　直接吹きかけることは絶対に避けましょう。
▶おかしいな？ と思ったら取扱説明書をよく読みましょう。
　それでも分からなければ購入店やメーカーの窓口に相談を。



　いかがでしたか？
　電気用品の点検や清掃は安全性を確保するととも
に、製品の寿命を伸ばし、消費電力を減らすことに
もつながります。もし不具合が見つかった場合は、
早期に交換や修理を行ってください。コンセントプ
レートの交換などDIYが可能なことはありますが、

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11・12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

2023年1月15日必着締切期日

発 表 2023年3・4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。

コンセント周辺などに溜まったチリやホコリが湿気を
帯び、電気の通り道になって発火することを「〇〇〇
〇〇〇現象」といいます。〇に入るカタカナ６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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特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

GU S
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

7・8月号正解

Ⅱ 家電製品の清掃

電気用品を点検、清掃して安全、省エネで年末年始を迎えましょう！

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。

専門の資格を持った人に任せることをお勧めします。
　大掃除の機会に電気の不安を解消し、明るい気持
ちで新年をお迎えください。「電気と保安」では、
来年も電気の安全で上手な使い方についての幅広い
情報を掲載してまいりますので、引き続きよろしく
お願い申し上げます。

　エアコンは室内の空気を吸い込んで熱交換するため、ホコリも一緒に吸い込みます。吸込口のフィルター
にホコリが溜まると空気の流れが妨げられ、冷暖房の能力が低下します。こまめな清掃を心がけてください。
室外機は効率よく熱が交換できるように、周囲をすっきり片付けましょう。

□室内機の前面パネル、吸い込み口、吹き出し口など、外側についたホコリを掃除機で吸い取り

ましょう。

□フィルターを外し、表面についたホコリは掃除機で吸い取ります。水洗いは裏面から。空気の

流れと逆方向から流すと効果的です。

□洗ったフィルターはよく乾かしてから本体に取り付けましょう。

□熱交換器のフィンにホコリや汚れがついていたら、掃除機で吸い取りましょう。

□室外機を掃除するときも、室内機のプラグを抜いてください。

□室外機の裏側に溜まった落ち葉なども排熱に影響するので、掃き掃除を行いましょう。ドレン

管の詰まりもチェックしてください。

清掃のポイント

①エアコン

　詰め込み過ぎは冷蔵能力を低下させます。清掃とあわせて食材の整理をしましょう。食材収納は「コ」の
字形に収めると中身を見やすく、取り出しやすいので理想的です。庫内温度設定もチェックしてください。
冬は「中」でも十分です。
　冷凍室はぎっしり詰め込むのがおすすめ。冷凍食材同士が冷やし合って冷却の効果が高まります。

□食材を取り出し、取り外せるパーツは水洗いします。

□ドア内部のゴムパッキンをアルコールなどで拭き掃除します。名刺をはさんで、ずり落ちるよ

うなら、取り換え時です

□庫内が軽くなったら冷蔵庫を移動し、裏面やプラグに溜まったホコリを清掃しましょう。

□冷蔵庫は背面10cm、側面は2～5cmくらいの放熱スペースを確保しておきましょう

清掃のポイント

②冷蔵庫

　ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れたりすると、照明の明るさが低下します。拭き掃除をすると見
違えるほど明るくなることもあります。
　LEDを使った照明に切り替えることもお奨めです。電力消費を抑え、長寿命なので、コスト削減効果が
見込めます。

□照明のスイッチは必ず切って、十分に冷めてから清掃を行いましょう。

□ペンダント式照明は、フードを外して、ホコリを拭き取ります。

□蛍光灯タイプの照明器具は、蛍光灯を外して乾拭きしましょう。

清掃のポイント

③照明器具

　テレビの画面は静電気でホコリを引き寄せてしまいます。小さな子どもがいるご家庭などは、指紋や手形
の汚れもあるかもしれません。こうした汚れは明るさを低下させて、画像を見えにくくします。液晶の画面
は傷つきやすいので、取扱説明書をよく読んで、推奨された方法で優しく清掃してください。

□プラグを抜き、しばらく置けば静電気がなくなるので、画面のホコリを拭き取りましょう。裏

面に溜まったホコリの拭き取りも忘れずに。

□旅行や帰省で家を長く空ける場合は、主電源をオフにしましょう。

清掃のポイント

④テレビ
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群馬事業本部 渋川事業所　石井　力

の 記 録 から現場
豪雪地域の点検は１日がかり。
雪の吹き込み事故防止に早めの備えを

　私が所属する渋川事業所は、
群馬県の北部がサービスエリア
になっています。冬には深い雪
に埋もれる山間部があり、そう
した豪雪地域のお客さま施設に
も点検にお伺いしています。
　毎年12月から3月までは、冬
期通行止め規制区間ができるた
め、豪雪地域のお客さま施設の
点検に向かう時には、道路の通
行許可が必要になります。
　私が受け持つ、そうした地域
にあるお客さま施設は、冬期は
休業しています。除雪されるの
は生活道路のみ。通常2車線の道
路も、冬期は車1台分しか通行で
きなくなります。　
　積雪は2ｍ近くになり、道路標
識の上部が膝の高さくらいにな
ります。車で訪問する際は、ス

リップにも注意しながら、慎重
に運転しなければなりません。
当然、通常より多くの移動時間
を要します。
　お客さまの施設の駐車場に到
着すると、スノーシューに履き
替えます。積雪による道なき道
をたどってキュービクルまで移

動します。やっとたどり着いたら、
今度は雪かきです。雪に埋もれ
たキュービクルの扉を掘り起こ
すために、1時間以上かかります。
　まだまだです。キュービクルの
扉の地面近くは凍結しており、
そのままでは扉を開けません。
持参したピッケルで凍結した氷を
削って、やっと扉を開けられ、
点検を開始できるようになります。
　このように豪雪地域では移動
や準備に時間を要し、1日1軒し
か点検できないこともあります。

◆　　◆　　◆
　さて、今回ご紹介するのは、
現場は異なりますが、大雪によ
り起きた事故事例です。
　関東地方を記録的な大雪が襲
った日のこと。お客さまから停

電の連絡が入りました。なにしろ、
記録的大雪です。当日はとても
対応することができませんでし
た。お客さまにご了解いただき、
翌朝に対応させていただくこと
になりました。
　次の日、現場に到着し調査し
たところ、UGS（地中線用負荷
開閉器）が開放状態でSO（過電
流ロック）表示が出て停電して
いました。つまり、キュービク
ル内で短絡事故が起きていたこ
とを意味します。
　キュービクル内を点検すると、
VCB（真空遮断器）およびVT（計
器用変圧器）が焼損していました。
焼損まで至った原因を調査した
結果、キュービクル内部に雪が
吹き込み、VCBの上に積雪。そ
の雪が融けることによって絶縁
低下を起こし、VCBが相間短絡
して焼損、VTも焼損してUGS
が動作し、停電したものと判明
しました。

　お客さまの施設は、第2キュー
ビクルがあり、事故が発生した
のが受電キュービクルだったの
で、第2キュービクルのVCBを
受電側に移設し、焼損したVTは
取り外して仮復旧しました。第2
キュービクルは、VCBの電源側
と負荷側を直接接続して仮送電
しました。
　この事故の原因は、キュービ
クルの扉や通気口から雪が吹き
込んだことでした。対策として、
キュービクルの扉のすき間をパ
ッキンでふさぎ、キュービクル

上部の通気口部には雨水防止板
を設置する必要性をお伝えしま
した。

　◆　　◆　　◆
　電気設備は雨水や雪などの浸
入への備えが肝心です。キュー
ビクル内に雨や雪が吹き込むと、
事故や故障の原因になります。
台風シーズンや降雪期など、気
象条件が厳しくなる前に、キュ
ービクルにすき間や損傷箇所が
ないか確認し、早めに補修して
おくことをお勧めします。
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日本の美、新たな価値

　四方八方、どこを見ても美しい
──八芳園の由来です。自慢の庭
園は、四季折々の自然と風情豊か
な日本の美が結集されています。
　結婚式場や宴会場として都内で
抜群の知名度。でも、それだけで
はありません。既存事業の枠組み
にとらわれない「総合プロデュース
企業」を掲げ、歴史と伝統を守り
ながらも、次世代を見据え新たな
価値創造に取り組んでいるのが、
いまの八芳園の姿です。

守り続ける「ふるさと」

　「何も変わらないね」。年配のお
客さまが、ゲストリレーションの橋
本朱里さんに話しかけました。47
年前に挙げた式。「あの時の景色

そのまま。それがうれしい」と。
そんな気持ちに寄り添い「ずっと
守らなければ」という思いを若い
橋本さんも強くしたそうです。
　2世代にわたり式を挙げるご家族
は少なくありません。庭園中庭は
両家記念撮影のスポット。木々の

枝ぶりなど、景色を保ち続けてい
ます。八芳園の企業理念の前半は
『日本のお客様には、心のふるさと
を』。帰ってきた、と思える場所が
ここにあります。

自然あふれる回遊式庭園

　ハイセンスな街として知られる東
京・白金台。高台からの傾斜地に
八芳園の敷地が広がります。
　かつて徳川家康の側近・大久保
彦左衛門の屋敷があったと伝えら
れます。大名屋敷の時代を経て、
明治末期に渋沢栄一の従兄・渋沢
喜作が所有。大正に入ると鉱山王
と呼ばれ、日立製作所などの企業
の礎を築いた久原房之助の手に渡
ります。久原は敷地を拡張し、も
との地形や川などを活かしながら、
今につながる庭園を整備しました。
　敷地は約1万坪。池を中心とし
た回遊式の庭園には、歴史ある日
本家屋や茶室、文化財的な価値が
ある石塔、灯篭（とうろう）など
を配します。自慢の盆栽は樹齢
500年以上の逸品も。
　生い茂る樹木は自然をあるがま

まに。これからの季節はモミジ、
イチョウなどが鮮やかに彩ります。
庭園に面する本館1階の宴会場。
窓からの景色はまるで襖（ふすま）
絵です。

庭園を眺めてランチを

　披露宴や宴席がなければ、なか
なか訪ねる機会が…。そこでレス
トラン「Thrush Café（スラッシュ
カフェ）」のランチはいかがでしょう。
ハーフコースは3800円（税込・サ
ービス料別途）。広 と々した窓、バ
ルコニーから庭園を楽しめ、十分

にお値うちです。
　「ママ友の集まりな
ど、お子さま連れも多
いですよ」と橋本さん。
長引くコロナ禍の中で
「『家に籠ってばかりで
は…。ここなら広いお

庭もあり安心』とお運びいただい
たお客さまも」と話します。
　今年5月には、岸田文雄首相が
訪日中のバイデン米大統領を招き、
園内の料亭「壺中（こちゅう）庵」
で非公式日米首脳夕食会を催しま
した。このニュースで、欧米系の
方の関心が高まったといいます。
企業理念は後半『海外のお客様に
は、日本の文化を』と続きます。
インバウンドの回復も期待されると
ころです。

全国と連携する新拠点

　おしゃれなショッ
プやカフェなどが並
ぶ白金台プラチナ通
り。2020 年 8 月、
ここに新拠点を開設
しました。ポップア
ップ型ショールーム
「MuSuBu（むすぶ）」。
　新たな事業展開
の一つが、社会貢

献や地域活性化を目指した全国各
地の自治体との協働・連携です。
地産品を使った商品企画、イベン
トプロデュースなどに取り組んでい
ます。
　生産者の想い、ひとつひとつの
商品の物語・価値も伝えます。地
域ごとにフォーカスした、様々なイ
ベントが週替わりで。アンテナショ
ップとはちょっと違った商品を探し
に、足を運んでみませんか。

諸課題しっかりお手伝い

　施設担当の中野賢太郎さんは
「一生に一度の場。照明や音響な
ど支障があっては」と、日々のメ
ンテナンスの重要性を話します。
電気火災が大敵の日本家屋は「意
匠にこだわりがあり、作業環境は
楽ではありませんが、点検を怠ら
ず予防保全に努めています」。
　電気工事店スタッフが確認に訪
れ、当協会の担当検査員が加わっ
た3者協議も。「柔和な人柄で、
気軽に相談できます」と中野さん。
電気機器は増加基調で、設備更新、
省エネなど課題はいろいろ。当協
会は、今後もこれら電気にかかわ
る諸課題解決へ、しっかりとお手
伝いして参ります。

庭園に配された古い日本建築。 茶室[夢庵]（左）、正門(右)

OMOTENASHIセクション　　　　　　　　 
ゲストリレーション 橋本 朱里さん

こ ん に ち はまさ客お

八芳園
〒108-8631　東京都港区白金台1-1-1
☎0570-064-128　www.happo-en.com

襖絵のように庭園を望む本館の宴会場（左）。
緑に囲まれたチャペル(下)

「MuSuBu」のイベント

静寂に満ちた日本庭園。 秋は池の周囲を紅葉が染める

カフェの
ランチメイン
　　 （一例）



12 13電気と保安 2022年 11・12月号 電気と保安 2022年 11・12月号

特　集 2

1 漏電とは

　電気配線や機械器具には、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。一
般的な電線の場合、電気をよく
通す「導体」である銅線の外側
を「絶縁体」のビニールなどで
覆って電気が漏れるのを防いで
います。絶縁体になるものは、
ほかにガラス、ゴム、プラスチッ
ク、磁器、空気などがあります。
　電線などが傷ついたり、老朽
化して外側の被覆が劣化したと
ころに電気を通しやすいものが
触れたりすると、絶縁が保たれず、
外部に電気が漏れ出てしまいま
す。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
なったりした場合などでも、漏
電が起こります。

2 感電事故の危険性

　感電事故は、漏電している機
械器具などに触れることで発生
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。

　漏電した機械器具から離れた
場所にいても、壁や床、家具な
どに金属などの導体があれば、
電気は流れてきます。台所の食
器洗浄乾燥機の漏電で、離れた
お風呂場にいた人が感電した事
故などが報告されています。
　大きな電流が人の身体に流れ

た場合は、命にかかわる重大な
事態となります（図1）。電流の
大きさに加え、身体を流れた時間、
身体のどこを流れたかなどに
よっても、ダメージは違ってき
ます。

3 絶縁監視装置の警報

　当協会の検査員が現場での経
験をつづる本誌連載「現場の記
録から」。お客さまの電気安全に

役立てていただこうと、日常の
点検業務や緊急対応などでの経
験を紹介してきました。
　様々なエピソードの中で多い
のが、漏電トラブルへの対応で
す（表1）。当協会の総合監視指
令センターでは、絶縁監視サー
ビスをご契約いただいているお
客さまの電気設備の状態を集中
監視しており、警報が出ると、
昼夜を問わず検査員が駆け付け
る態勢をとっています。

　今年の3・4月号では金属加工
工場の事例を紹介しました。絶
縁監視装置が発報し検査員が出
動。調査の結果、プルボックス
内の配線施工において、ビニー
ルテープの巻きが甘かったため
絶縁が保てず、そこから漏電し
ていたことが判明しました。
　2021年11・12月号は、オフィ
スで起きる漏電を検査員が突き
止めた事例でした。ＯＡフロアの
配線溝の中に収められた各種配

線のうち、一部の電線の被覆が
削れて傷ついており、その部分
の床パネルを踏むと損傷部分が
金属部に触れ、漏電が発生して
いたのです。
　これらの事例では、幸い大き
な事故に至る前に必要な対策が
とられることとなりましたが、
漏電は工場、オフィス、店舗な
ど場所や業種を問わず発生する

危険性があることを十分に認識
してください。その原因は、経
年劣化、施工不良、無資格者に
よる素人工事、屋外での風雨の
影響など様々です。

4 漏電遮断器の動作

　2017年3・4月号の記事をプ
レイバックしましょう。

　ある自動車ディーラーで動力
回路が停電し、修理工場の業務
がストップしてしまいました。
連絡を受け、駆け付けた担当検
査員が分電盤を確認すると、動
力主幹の漏電遮断器が動作し、
回路が切り離されていました。
　調査の結果、回路に異常なし。
検査員は、空調機器、コンプレッ
サーなどの使用機器のいずれか
に不具合があると見定めて、原
因特定に取り組みました。
　粘り強い聞き込みなどを経て、
タイヤチェンジャーのペダルを
踏みこんだ時、漏電遮断器が動
作することを突き止めます。漏
電は、使用機器の経年劣化が原
因でした。内部の配線ケーブル
がペダルに接触しており、ケー
ブルの被覆とこすれ合って摩耗
が進み、絶縁性能が低下してい
たのです（図2）。
　停電で業務が一時止まってし
まいましたが、この回路には漏

感電による死傷事故は中長期的に減少傾向にありますが、
残念ながらゼロ災達成には至っていません。
東京消防庁管内で起きる火災の、約３分の１は電気火災。
これら感電事故、火災の原因の一つが漏電です。
漏電は電気配線・機器の経年劣化や外傷、水分による絶縁劣化、
無資格者の電気工事に起因する人為ミスなどにより発生します。
漏電に関する知識を深め、適切な対策をとり、災害を防ぎましょう。

電遮断器が設置されており、タ
イヤチェンジャーにはアース線
（接地線）が正しく取り付けてあ
りました。このため、漏れ出た
電流は操作していた従業員の身
体を通ることなく、アース線を
通って大地へと流れた（地絡し
た）のです。これを感知した漏
電遮断器が正常に動作し、感電
事故を防ぐことができました。

5 漏電遮断器の仕組み

　漏電遮断器とは、どのような
仕組みで、どのような働きをす

るのでしょうか。エアコン室外
機の電源を漏電遮断器に接続し
た例で説明しましょう（図3）。
　正常時、漏電遮断器とエアコ
ン室外機をつないだ2本の配線を
流れる行きの電流（Ｉ）と戻り
の電流（Iｒ）は同じです（Ｉ－
Ｉｒ＝０）。
　ところが絶縁の劣化などに
よって漏電すると、行きと戻り
で電流に差が出ます（Ｉ－Ｉｒ
≠０）。これを感知し、設定され
たレベルを超えたとき、漏電遮
断器が動作します。感電事故防
止用の高感度高速型は、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する
ことができます。
　漏電遮断器は、負荷の特性や
設置目的によって、動作する感
度が設定されています。漏電遮
断器の設置基準に関する法規等
は、「電気設備技術基準」「労働
安全衛生規則」「内線規程」など
の法規等で細かく定められてお
り、適切に設置することが必要
です（表2）。
　ご不明な点があれば、当協会
にご相談ください。

漏電による電気災害を
防止しよう

図1　電流の大きさと身体への影響

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

※1mA（ミリアンペア）は１Ａ（アンペア）の1/1000　※人により身体への影響は異なります

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

　　　  掲載号

 2017年 3・4月号

  5・6月号

  9・10月号

 18年 3・4月号

  5・6月号

  11・12月号

 19年 3・4月号

  5・6月号

  9・10月号

 20年 1・2月号

  5・6月号

  9・10月号

  11・12月号

 21年 7・8月号

  11・12月号

 22年 3・4月号

場　所

自動車ディーラー

テナントビル

工場

テナントビル

ホテル

―

―

テナントビル

冷凍倉庫

工場事務所

工場

工場

レジャー施設

工場

オフィス

工場

　　　　　　　　　　　状況・原因など
動力回路の漏電遮断器が動作。

長年使っていたタイヤチェンジャーの内部配線の被覆が摩耗していた

テナント立ち看板の電源コードで、補修した箇所のテープが破れ、

散水栓の金属蓋に触れていた

軒下に防水型ではないコンセントが設置されており、

台風の風雨で普段は浸入しない湿気を帯びた

ＯＡフロアのカーペット下を通したテーブルタップの被覆が損傷。

踏みつけると金属部に触れていた

配膳室の埋込型コンセントで電気用品（ポット）を使うと漏電することが判明。

コンセント内は焼損していた

タイマーで夜間のみ回路と接続される外灯で絶縁低下。

日中の点検では発見できない案件だった

年次点検で絶縁不良を示す測定値。

分電盤の詳細な調査で主幹ブレーカーを介さない誤配線を発見

自動ドアを開放固定するため、通常より奥に押し込むと、

ドアの金属フレームが配線の損傷個所に触れていた

冷凍機の霜取りヒーターに絶縁不良箇所があり、

霜取り動作で氷が溶けると漏電が発生

延長コンセント設置で「単線」と「より線」、異なるケーブルを接続。

緩みが生じて、より線が金属部に接触

屋根の修理工事で打ち込んだビスが、

屋根下に敷設した幹線ケーブルを損傷

プレス機の差し込み型コネクタが焼損。

むき出しになった線が本体に接触。無資格者が配線していた

ときたま起きる漏電。原因はゲーム機内部配線の誤接続だった

動力コンセントの回路で漏電。

無資格者が溶接機のプラグ修理を行い、アースと電源線を誤接続していた

ＯＡフロアの床下配線で束ねられた電線の被覆が摩耗。

フロアパネルを踏むと金属フレームに触れて漏電

配線の接続箇所テーピングが甘く、プルボックスの金属部に触れて漏電していた

表1　本誌「現場の記録から」で紹介された漏電の事例（2017～2022年）
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す。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
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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
なったりした場合などでも、漏
電が起こります。

2 感電事故の危険性

　感電事故は、漏電している機
械器具などに触れることで発生
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。

　漏電した機械器具から離れた
場所にいても、壁や床、家具な
どに金属などの導体があれば、
電気は流れてきます。台所の食
器洗浄乾燥機の漏電で、離れた
お風呂場にいた人が感電した事
故などが報告されています。
　大きな電流が人の身体に流れ

た場合は、命にかかわる重大な
事態となります（図1）。電流の
大きさに加え、身体を流れた時間、
身体のどこを流れたかなどに
よっても、ダメージは違ってき
ます。

3 絶縁監視装置の警報

　当協会の検査員が現場での経
験をつづる本誌連載「現場の記
録から」。お客さまの電気安全に

役立てていただこうと、日常の
点検業務や緊急対応などでの経
験を紹介してきました。
　様々なエピソードの中で多い
のが、漏電トラブルへの対応で
す（表1）。当協会の総合監視指
令センターでは、絶縁監視サー
ビスをご契約いただいているお
客さまの電気設備の状態を集中
監視しており、警報が出ると、
昼夜を問わず検査員が駆け付け
る態勢をとっています。

　今年の3・4月号では金属加工
工場の事例を紹介しました。絶
縁監視装置が発報し検査員が出
動。調査の結果、プルボックス
内の配線施工において、ビニー
ルテープの巻きが甘かったため
絶縁が保てず、そこから漏電し
ていたことが判明しました。
　2021年11・12月号は、オフィ
スで起きる漏電を検査員が突き
止めた事例でした。ＯＡフロアの
配線溝の中に収められた各種配

線のうち、一部の電線の被覆が
削れて傷ついており、その部分
の床パネルを踏むと損傷部分が
金属部に触れ、漏電が発生して
いたのです。
　これらの事例では、幸い大き
な事故に至る前に必要な対策が
とられることとなりましたが、
漏電は工場、オフィス、店舗な
ど場所や業種を問わず発生する

危険性があることを十分に認識
してください。その原因は、経
年劣化、施工不良、無資格者に
よる素人工事、屋外での風雨の
影響など様々です。

4 漏電遮断器の動作

　2017年3・4月号の記事をプ
レイバックしましょう。

漏電による電気災害を防止しよう

　ある自動車ディーラーで動力
回路が停電し、修理工場の業務
がストップしてしまいました。
連絡を受け、駆け付けた担当検
査員が分電盤を確認すると、動
力主幹の漏電遮断器が動作し、
回路が切り離されていました。
　調査の結果、回路に異常なし。
検査員は、空調機器、コンプレッ
サーなどの使用機器のいずれか
に不具合があると見定めて、原
因特定に取り組みました。
　粘り強い聞き込みなどを経て、
タイヤチェンジャーのペダルを
踏みこんだ時、漏電遮断器が動
作することを突き止めます。漏
電は、使用機器の経年劣化が原
因でした。内部の配線ケーブル
がペダルに接触しており、ケー
ブルの被覆とこすれ合って摩耗
が進み、絶縁性能が低下してい
たのです（図2）。
　停電で業務が一時止まってし
まいましたが、この回路には漏

電遮断器が設置されており、タ
イヤチェンジャーにはアース線
（接地線）が正しく取り付けてあ
りました。このため、漏れ出た
電流は操作していた従業員の身
体を通ることなく、アース線を
通って大地へと流れた（地絡し
た）のです。これを感知した漏
電遮断器が正常に動作し、感電
事故を防ぐことができました。

5 漏電遮断器の仕組み

　漏電遮断器とは、どのような
仕組みで、どのような働きをす

るのでしょうか。エアコン室外
機の電源を漏電遮断器に接続し
た例で説明しましょう（図3）。
　正常時、漏電遮断器とエアコ
ン室外機をつないだ2本の配線を
流れる行きの電流（Ｉ）と戻り
の電流（Iｒ）は同じです（Ｉ－
Ｉｒ＝０）。
　ところが絶縁の劣化などに
よって漏電すると、行きと戻り
で電流に差が出ます（Ｉ－Ｉｒ
≠０）。これを感知し、設定され
たレベルを超えたとき、漏電遮
断器が動作します。感電事故防
止用の高感度高速型は、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する
ことができます。
　漏電遮断器は、負荷の特性や
設置目的によって、動作する感
度が設定されています。漏電遮
断器の設置基準に関する法規等
は、「電気設備技術基準」「労働
安全衛生規則」「内線規程」など
の法規等で細かく定められてお
り、適切に設置することが必要
です（表2）。
　ご不明な点があれば、当協会
にご相談ください。

表2　漏電遮断器の設置基準　

図2　タイヤチェンジャーからの漏電

（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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図3　漏電遮断器が動作する仕組み
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　東京都港区は事業所、従業員数が東京23区最多。
千代田、中央区とともに都心3区と呼ばれ、日本経済
の中枢を担っています。民放の在京キー局はすべて区内。
情報・文化の発信地です。
　神宮外苑イチョウ並木は、東京の晩秋を代表する景観。
港区はこのほか、おしゃれな繁華街、江戸～昭和初期
の史跡など訪ねどころ豊富です。

発展し続ける、坂のまち
　港区は地形的に東西2つに分けられます。東京湾に
面した東側は平坦な低地で、サラリーマンの街・新橋、
東京タワーや増上寺がある芝など、親しみやすさを感
じるエリア。海の玄関・芝浦、レインボーブリッジの先
の台場など、ウォーターフロント一帯の多くは江戸、東
京の発展とともに広がった埋立地です。
　西側は武蔵野台地の末端になる、起伏に富んだ高台。
赤坂、青山、六本木、麻布、白金など、おしゃれな繁華街、
高級イメージの住宅地が連なります。大名屋敷の跡地

が提供されたことから、このエリアには、多数の外国
大使館があります。
　港区は坂のまち、区のホームページにはコンテンツ「坂
図鑑」があります。アイドルグループ名で知られる坂も
すべて区内。光に彩られ
た並木道の先、きらめく東
京タワーを望む六本木・け
やき坂のイルミネーション
は都内屈指の人気です。
　年の瀬の定番、赤穂浪士。
ゆかりの泉岳寺と義士の
墓地は参拝者が絶えませ
ん。そこから坂を下りると
山手線新駅・高輪ゲートウ
ェイです。周囲で進む再
開発工事。港区は発展し
続けています。

小トラベル好奇心
いっぱい！

黄色く染まる神宮外苑イチョウ並木。146本のイチョウは遠近法の視覚効果を計算して木の高さが整えられています
（momo/pixta）

港区には100以上の坂が
あるといわれ、70ヵ所以上に
標識が立てられています

泉岳寺山門。右手に大石内蔵助像

（記事提供　電気新聞）

■　J R     新橋、浜松町、■地下鉄 虎ノ門、神谷町、芝公園など
■　J R     田町、■地下鉄 三田、■ゆりかもめ 台場など
■地下鉄 赤坂、赤坂見附、青山一丁目、表参道、など
■地下鉄 六本木、乃木坂、麻布十番など
■　J R     品川、■地下鉄 白金台、高輪台、泉岳寺など                       

エリア別の主要駅（■地下鉄 ＝東京メトロおよび都営地下鉄）
〔 芝・新 橋 〕
〔芝浦・台場〕
〔赤坂・青山〕
〔麻布・六本木〕
〔高輪・白金〕

：
：
：
： 
：

【迎賓館赤坂離宮】 【旧新橋停車場・高輪築堤跡】

【区立伝統文化交流館】

東京都 港区Access┃  アクセス

　日本では唯一のネオ・バロック様式による宮殿建築物です。

東宮御所（皇太子さまのお住まい）として1909（明治42）年、

当時の日本の建築、美術、工芸界の総力を結集し、建設さ

れました。74（昭和49）年に迎賓館として新たな歩みを始め、

国賓・公賓をお迎えし、国際会議の場としても使用されてい

ます。平成の大改修を経て2009（平成21）年に国宝に指定

されました。
●ＪＲ、東京メトロ「四ツ谷」から徒歩約７分
●公開時間：10:00 ～ 17:00（最終受付16:00）、水曜休館・接遇等に
よる非公開日があります
★詳しくはホームページ（geihinkan.go.jp/akasaka/）参照

【東京都庭園美術館（旧朝香宮邸）】
　赤坂の迎賓館が開設されるまで、白金迎賓館として使用さ

れていたのが、旧朝香宮邸です。1933（昭和８）年竣工。当時、

フランスで全盛だったアール・デコ様式を正確に留めます。

昭和初期の東京における文化受容の様相をうかがえる貴重な

歴史的建造物で、国の重要文化財に指定されています。現

在は美術館として使われ、建築と庭園が一つの美術品です。
●JＲ、東急「目黒」から徒歩７分、東京メトロ・都営地下鉄「白金台」
から徒歩６分
●開館時間：10:00 ～ 18:00 （入館は17:30まで）。月曜休館（祝日
の場合は翌日）※庭園のみ公開の期間は、旧朝香宮邸には入れ

ません
★詳しくはホーム
ペ ー ジ（teien- 
ar t-museum.  
ne.jp/）参照

　日本の鉄道は

1872（明治5）年

に開業しました。

新橋停車場跡は、

汐留地区の再開

発に先立つ埋蔵

文化財の発掘調

査で、開業当時の駅舎やプラットホームなどの構内施設の礎

石や遺物が見つかりました。現在の建物は当時の写真や図面

を基に、同じ外観・同位置に再現されたものです。礎石や

発掘品の一部を常設展示しています。

　用地事情のため、鉄道は新橋を出発して程なく、海上に造

られた高輪築堤を走りました。2019（平成31）年、品川駅改

良工事の際に発見し、発掘調査が進められています。停車

場跡と合わせて国指定史跡になっています。
〔旧新橋停車場〕
●ＪＲ、東京メトロなどの「新橋」、都営地下鉄「汐留」から徒歩３
～５分、
●営業時間：10:00～17:00（入館は閉館15分前まで）、月曜休業（祝
日の場合は翌日）、入場無料
★詳しくはホームページ（ejrcf.or.jp/shinbashi/）参照

　木造建物を１件紹

介しておきましょう。

大正から昭和にかけ

て、芝浦は多くの芸

者を抱える花街でし

た。この建物は1936

（昭和11）年、料亭・

置屋・待合茶屋（三

業）を取りまとめる組合の事務所（見番）として建てられました。

都内に現存する唯一の木造見番建造物で、当時の意匠や装

飾が随所に残されています。区が保存整備し、地域の伝統

や文化を次世代につなぐ施設として、2020年に開館しました。

芸妓さんが練習に使った舞台と合わせて100畳ある大広間は、

落語会などに活用されています。
●ＪＲ「田町」から徒歩８分、都営地下鉄「三田」から徒歩９分
★詳しくはホームページ（minato-denbun.jp/）参照

※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

有楽町有楽町

新橋新橋

台場台場

芝公園芝公園
三田三田

田
町
田
町

泉
岳
寺

泉
岳
寺

品川品川

虎
ノ
門

虎
ノ
門

赤坂見附赤坂見附青山一丁目青山一丁目

赤坂赤坂六
本
木

六
本
木

乃
木
坂

乃
木
坂

神谷町神谷町

高
輪
台

高
輪
台

白
金
台

白
金
台

麻布十番麻布十番

旧新橋停車場旧新橋停車場

東京タワー東京タワー

港区伝統文化
交流館
港区伝統文化
交流館
泉岳寺泉岳寺東京都

庭園
美術館

東京都
庭園
美術館

八芳園八芳園

けやき坂けやき坂

神宮外苑
イチョウ
並木

神宮外苑
イチョウ
並木

迎賓館赤坂離宮迎賓館赤坂離宮



18 19電気と保安 2022年 11・12月号 電気と保安 2022年 11・12月号

大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─省エネ法の改正②─

第 回

脱炭素社会構築と関連する法律（2）

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。
連載2回目は、省エネ法で規制される具体例などを取り上げます。

Q 1 省エネ法は工場・事業場に
何を求めていますか？

（記事提供：電気新聞）

84 

乗用自動車
エアコンディショナー
照明器具
テレビジョン受信機
複写機
電子計算機
磁気ディスク装置
貨物自動車

ビデオテープレコーダー
電気冷蔵庫
電気冷凍庫
ストーブ
ガス調理機器
ガス温水機器
石油温水機器
電気便座

自動販売機
変圧器
ジャー炊飯器
電子レンジ
DVDレコーダー
ルーティング機器
スイッチング機器
複合機

プリンター
ヒートポンプ給湯器
交流電動機
電球
ショーケース
断熱材※
サッシ※
複層ガラス※

1
2
3
4
5
6
7
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9
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13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

　規定量以上のエネルギーを使用する工場は省エネ法第10条に定める「第一種エネルギー管理指定工場」
に指定されます。このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の５業種は「エネルギー
管理士」の資格を持つ人のうちから、エネルギー使用量に応じ１～４人の「エネルギー管理者」を選任
しなければなりません。これ以外の業種は「エネルギー管理員」の選任が求められます。
　エネルギー管理者は省エネ法第11条に定める、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用
の方法の改善および監視、その他経済産業省令で定める業務の管理を行います。エネルギー管理士の資
格は国家試験、もしくは認定研修（3年以上の実務経験が必要）により取得できます。

エネルギー管理者

▶用語解説

Q 2 法規制はすべての
工場・事業場が対象ですか？

Q 3 中小規模の工場・事業場は
規制されないのですか？

Q 4 中小事業者が努力義務に
取り組む具体策は？

A 　法律は第3章「工場等に係る措置等」で、

工場と事業場の省エネ規制を定めており、具

体的には以下の事項を掲げています。

イ）燃料の燃焼の合理化

ロ）加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

ハ）廃熱の回収利用

ニ）熱の動力等への変換の合理化

ホ）放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失

の防止

ヘ）電気の動力、熱等への変換の合理化

A 　報告義務が課されているのは、全体のエネ

ルギー使用量（原油換算値）が1500kL/年度

以上であり、特定事業者または特定連鎖化事業者に

指定、ならびに認定管理統括事業者に認定された事

業者です（図1）。

　これら大規模な事業者はエネルギー使用量で２つ

に区分され、3000kL/年度以上が「第一種エネルギ

ー管理指定工場等」、1500kL/年度以上～3000kL/年

度未満は「第二種エネルギー管理指定工場等」となり、

課される義務に違いがあります。

A 　エネルギー使用量が1500kL/年度に満たな

い事業者には義務は課されていませんが、省

エネの「努力義務」の対象者です。経産省告示の「判

断基準」に定めたエネルギー管理標準の設定、省エ

ネ措置の実施等について全ての工場・事業場設置者

が取り組むことが求められます（図1）。

　具体的目標としては「中長期的に見て年平均1％

以上のエネルギー消費原単位または電気需要平準化

原単位の低減」に向けての努力を、すべての工場・

事業場に求めています。15業種・19分野については

「産業トップランナー（ベンチマーク）制度」によ

る省エネ努力目標も示されています。

　なお、「電気需要平準化」については、新たな課

題を踏まえて今回の法改正で見直されました。解説

は次回に譲ります。

A 　省エネ性能に優れた機械器具、建築材料を

積極的に導入することで「年平均1％以上」

の省エネ努力目標の達成に結び付けられるでしょう。

すなわち「トップランナー制度」の基準を満たした

製品を使うことが省エネの具体策です。

　省エネ法では、第6章「機械器具等に係る措置」で、

製造・輸入業者にエネルギー消費性能の向上への努

力義務、国の勧告や命令を定めています。製造・輸

入業者の規制を通じて、機械器具等の使用者を間接

的に規制するかたちとなっています。

　トップランナー基準は、現在商品化されている製

品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているも

の（トップランナー）の性能に加え、技術開発の将

来の見通し等を勘案して定められており、32品目が

対象です（図2）。

　なお、中小企業等の省エネ支援のために、無料省

エネ診断、省エネルギー相談地域プラットフォーム

（省エネお助け隊）などの制度があります。省エネ

性に優れた機器の導入に際しては、国の補助金制度、

税制優遇も設けられています。

　電気需要平準化については以下を定めています。

1.電気需要平準化時間帯における電気の使用から

燃料または熱の使用への転換

2.電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間

帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を

使用する時間の変更 

図2　トップランナー制度の対象品目

図1　エネルギー使用者の義務（工場・事業場） 出所：資源エネルギー庁パンフレット

出所：資源エネルギー庁・省エネポータルサイト

※30～32は建材トップランナー制度対象品目

エネルギー使用量（原油換算値kL）　1500kL ／年度以上

1500kL／年度未満

特定事業者、特定連鎖化事業者
または認定管理統括事業者（管理関係事業者を含む）

工場・事業場の設置者

●エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者

● エネルギー使用状況届出書（指定時のみ）
● エネルギー管理統括者等の選解任届出書（選解任時のみ）
● 定期報告書（毎年度）及び中長期計画書（原則毎年度）

● 判断基準に定めた措置の実践（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）
● 指針に定めた措置の実践（燃料転換、稼動時間の変更等）

● 中長期的にみて年平均１％以上のエネルギー消費原単位
　 または電気需要平準化評価原単位の低減

● 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示へ対応
　 （指示に従わない場合、公表・命令）等

事
業
者
の
義
務

選任すべき者

報告義務等対象者 努力義務の対象者

提出すべき事項

取り組むべき事項

事業者の目標

行政によるチェック 指導・助言への対応
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今冬運用容量、36万～86万ｋＷ増。
需給改善に効果／東北東京間連系線
　3月に起きた福島県沖地震の影響で設備の一部が

停止していた東北～東京間連系線の運用容量が、今

冬に増加する見通しです。送電線の2回線事故を想

定した場合の電源制限（電制）の優先順位を見直し

「同期安定性」を高めることで、来年1、2月に36万

～86万kW運用容量を拡大します。電力広域的運営

推進機関（広域機関）の検討会で決定しました。厳

しい状況が予想される今冬の需給改善につながりそ

うです。

　東北～東京間連系線は通常500万kW程度で運用し

ています。運用容量は、発電機が安定して運転継続

できる度合いを表す同期安定性と、送電時の発熱に

どこまで耐えられるかを示す熱容量などの限度値に

よって決まります。同期安定性は電源と需要地の距

離が長くなれば低下します。

　福島県沖地震では連系線に近い電源、送電設備が

相次ぎ停止しました。需給バランスを一定に保つた

め、青森や秋田など東北北部で出力を引き上げたこ

とで、電源が北部寄りとなりました。首都圏の需要

地と距離が離れたため、同期安定性が崩れ、運用容

量が低下しました。9月現在で419万kWにまでしか

戻っていません。

　2023年1、2月の運用容量は連系線を構成する50

万Ｖ送電線の2回線事故を想定した場合の同期安定

性で決定されます。こうした事故時などに備えて設

置されている系統安定化装置の電制の方法を変更。

同期安定性に効果のある電源を優先して遮断するよ

う運用を見直し、限度値を高めます。

　広域機関のシミュレーションによると、電制順位

の見直しで2回線事故時の同期安定性制約は大幅に

緩和。被災した発電所が復旧するめども立ったこと

から、運用容量は前回公表時と比べ、1月が459万

kWから545万kW、2月は544万kWから580万kWへ

増加することを確認しました。

全国で予備率３％超に。
今冬は使用制限令回避へ
　電力広域的運営推進機関（広域機関）は、今冬の

需給見通しを公表しました。火力の復旧や供給力

（キロワット）公募の落札電源の稼働などを織り込

んだ結果、最も需給が厳しい1月でも、安定供給に

最低限必要な予備率3％以上を全国で確保できる見

通しとなりました。経済産業省は電力使用制限令の

検討を需給対策から外したものの、状況は依然厳し

いとして、無理のない範囲での節電を呼び掛ける方

針です。

　総合資源エネルギー調査会の小委員会で、広域機

関が最新の見通しを示しました。供給力公募の落札

電源も反映。10年に1度の厳寒を想定した最大電力

（H1）に対する予備率は1月に東北、東京エリアで

3.4％、中部～九州エリアで4.8％。全国で3％以上を

確保できる見込みです。

　供給力公募では東日本エリアの落札量が募集量に

届きませんでした。要綱に定める上限価格を応札価

格が上回ったためで、広域機関では落選した電源も

協議が整って稼働すると仮定した場合、東北、東京

エリアの予備率は1月に4.1％、2月には4.9％まで改

善すると試算しています。

　需給検証では確実に供給力として見込めるものの

みを計上しました。設備不具合で停止し、復旧時期

を見通せていない勿来ＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発

電）や広野ＩＧＣＣのほか、姉崎火力新1号機など

リプレース火力の試運転も実需給断面で追加の供給

力になり得るとしています。

　広域機関の検証結果を踏まえ、同会合では経産省・

資源エネルギー庁が今冬の需給対策をまとめまし

た。需要家には数値目標のない節電を要請。燃料調

達に万全を期す狙いから、今夏に続き電力量（キロ

ワット時）公募も実施。9エリアの一般送配電事業

者が共同で調達し、募集量は今夏の2倍に当たる20

億kW時とする予定です。 （記事提供　電気新聞）
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太陽光パネル洗浄等のご案内
　太陽光パネルはメンテナンスフリーと言われていますが、良好な状態
を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要です。その具体策が
パネル洗浄で、発電効率の改善や機器の故障予防に効果的です。また、
洗浄や除草により太陽光発電所の景観を良好に保つことで、近隣との調
和を図ることができます。

　発電効率に悪影響を及ぼす代表的な原因と
して、パネル表面上の落ち葉やゴミ、砂ぼこ
りや鳥のふんの付着があります。また、付着
物の影響により、長期間発電できない状態が
続き、パネルの一部が局所的に高温になる現
象（ホットスポット）があります。

　ホットスポットとなっている部分は、何ら
かの原因で抵抗体となり発熱し、通常より発
電量が低下している状態です。最悪の場合、
連結しているパネル全体の発電量が低下する
おそれもあります。

■発電量低下の原因

パネル洗浄による発電効率の改善

パネル洗浄以外のメンテナンス

　下図は、各パネルの洗浄前と洗浄後の発電電力（Ｗ）を比較した一例です。
　※改善率は洗浄1ヵ月後の比較数値であり、汚れや設置の状況で異なります

パネルA パネルB パネルC パネルD パネルE

＋11％ ＋9％ ＋11％ ＋11％ ＋9％改善率

1,847W

2,084W

1,847W

2,023W

1,851W

2,068W

1,859W

2,072W

1,861W

2,037W

洗浄前

洗浄後

◆除草＆防草シート敷設
　雑草対策は景観の悪化や発電効率低下の抑制、
事故の未然防止に効果的です。

◆パネル診断
　定期的なパネル診断により、不具合箇所を早期
発見し発電量の低下を防止しましょう！

目視によるホットスポット

パネル洗浄作業

除草前

除草後 測定器による診断 ドローンによる診断

サーモカメラで見たホットスポット

ご不明点などは、関東電気保安協会にお気軽にお問い合わせください！

パネルが汚れる原因
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nformation インフォメーション

第　　回　迫るＥＶの時代4

日本の二酸化炭素 (ＣＯ２）総排出量の２割弱を運輸部
門が占め、その大半は自動車によるものです（図１）。
脱炭素社会の実現に向けて、電気自動車（ＥＶ）、燃料
電池車（FCV）など電動車の普及が欠かせません。

日欧、2035年目標に

　2035年は大きな節目。この年を
目標に、ＥＵ(欧州連合)が「自動車の
二酸化炭素(ＣＯ２)排出ゼロ」、日本
は「新車販売で電動車100％実現」
を掲げました。国内自動車各社も世
界市場を念頭に戦略を表明（図２）。
ＥＶ、ＦＣＶ など、電動車の時代が
迫っています。

商用車の導入は？

　利用側の動きはどうでしょう？
　日本郵便は配達車両の電動化を進
め、2025年までに軽自動車の約1
万2000台をＥＶ化します。ヤマト
ホールディングスは、30年までに２
万台導入する方針です。
　ＥＶとガソリン車の購入コストは
縮まっています。軽商用車の場合、
EVが100万円余り高いのですが、

国の補助金41 万円、自治体補助金、
さらに重量税免除など税制優遇も受
けられます。運用後の燃費を考える 
と、ペイできる水準が来ています。

ＥＶが蓄電池になる

　ＥＶを複数台運用するなら、充電
インフラも整備したいところ。整備
費の 50 ～ 100％ (上限あり)で補助
が受けられます。なお、出力が大き
い急速充電スタンドを設置する場
合、自家用電気工作物に該当し、電
気主任技術者を選任する必要が生じ

る場合があります。
　Ｖ２Ｈ（ビークル・ツー・ホーム）
はＥＶが蓄電池となる仕組みです。
太陽光発電と併用すれば、環境性・
経済性に優れた自家消費型システム
となります。災害時などには非常用
電源の役割を果たせるので、ＢＣＰ
（事業継続計画）上も有効です。

(一社)次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/……チェックしてみよう‼

ＥＶ充電スタンドの
●本体設置工事 ●保守サービス ●緊急時対応
●デマンド抑制 ●設備容量の増設 ●電気主任技術者※
●補助金申請支援

  関東電気保安協会にご相談ください
お客さまサービス部（☎03-６４５３-８８８８）まで写真提供 東光高岳

図2　自動車3社の電動車・EV戦略
出所：各社発表

※トヨタはBEV 
　（バッテリーEV）

トヨタ 日産 ホンダ

８兆円投資 今後５年間で
約２兆円投資

今後10年で
約５兆円投入

2035
2040

EV※の世界
販売台数
350万台/年

ＥＶ15車種
含む

電動車23種

世界で生産
200万台以上、
ＥＶ30種
世界の

新車販売すべて
ＥＶ、ＦＣＶに

※自家用電気工作物に該当し、電気主任技術者を選任する必要が
　生じる場合があります。

図1　国内各部門（左）と運輸部門（右）のCO2排出量（2020年度） 出所：国土交通省ホームページ

CO２総排出量
10億4400万t
〔2020年度〕

運輸部門
1億8500万t
〔17.7％〕

業務
その他部門
1億8200万t
〔17.4％〕

家庭部門
1億6600万t
〔15.9％〕

産業部門
3億5600万t
〔34.0％〕

その他
1億5500万t
〔14.9％〕

営業用貨物車
4039万t
〔21.9％〕

自家用乗用車
8440万t
〔45.7％〕

自家用貨物車
3210万ｔ
〔17.4%〕

バス 
294万t 〔1.6％〕
タクシー
126万t 〔0.7%〕
二輪車
75万t 〔0.4％〕

鉄道 784万t 〔4.2％〕
内航海運 986万t 〔5.3%〕
航空 524万t 〔2.8%〕

内訳 自動車全体で
運輸部門の 87.6% 
(日本全体の15.5%)

組織改編のお知らせ

　このたび、弊協会の管理体制見直しに伴い、一部の事業所の分割ならび
に名称変更を行いましたので、お知らせいたします。
　なお、連絡先ならびに住所に変更はございません。今後ともご愛顧のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

記

 １ 変更日
  2022年10月1日

 ２ 変更内容
  （１） 事業所の分割（同一建物内で２つに分割）に伴う名称の変更
   （旧）練馬事業所　⇒　城西事業所、城北事業所に名称を変更
   （旧）芝浦事業所　⇒　芝浦事業所、港南事業所に名称を変更
   （旧）国立事業所　⇒　国立東事業所、国立西事業所に名称を変更

  （２） 名称の変更
   （旧）都留事業所　⇒　都留支所に名称を変更
   （旧）富士事業所　⇒　富士支所に名称を変更

以上　　



https://www.jewa.or.jp/

後援　経済産業省

この用紙は再生紙を使用しています。
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