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　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より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。

　昨年からの経済情勢を見渡しますと、米中摩擦で始まった資機材の不足、さらにはウクライ
ナ危機によるエネルギー価格の高騰など、困難な諸問題が継続しております。特に円安も加わっ
てさらに高騰が予想される電力・ガス料金に対しては、政府が料金補助を打ち出すなど異例の
対応が予定されており、需給の厳しさとも相まって電力使用の合理化が一段と求められる状況
になっております。またそのような中でも、地球温暖化対策としての脱炭素の世界的な潮流は変
わることなく進展が予想されており、わが国としても相応の対策が求められているところであり
ます。

　いうまでもなく脱炭素化には電化が欠かせません。情報技術の進展も踏まえますと、次世代
の経済社会を支えるインフラとして電気は一層重要になって参ります。一方、保安業界のみなら
ず電力・電気分野全般におきまして人手不足の問題が今後一層深刻化すると予想されており、
この重要な役割を果たすべき優秀な人材の確保が喫緊の課題となっております。こうしたことを
背景に、国でも電気保安の体制に関する様 な々議論が行われており、業務のデジタル化やスマー
ト化を念頭に様 な々制度改革や規制緩和が進んでいくものと予想されます。

　このような情勢の中、私どもとしましては、人材確保、人材育成にこれまで以上に力を入れて
参りますとともに、長年の業務実績を踏まえまして点検業務の合理化に資するスマート保安技術
の開発や現場実装に取り組み、電気保安の役割と責任をしっかり果たしていきたいと存じます。
「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」という当協会の経営理念を自覚し、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。
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ふなばしアンデルセン公園のアイスチューリップ
千葉県船橋市（16～17ページ参照）

　冬にチューリップ？　と不思議に思うかもしれません。「ふなばしアンデルセン公園」では、12月から1
月にかけて〝アイスチューリップ〟が咲き誇ります。夏に南半球から輸入した球根を冷蔵したのち秋に
植え、冬に開花させます。春のチューリップの見ごろは１週間程度ですが、冬の低い気温のおかげで長
持ちし、1ヵ月ほど美しく咲き続けます。
　千葉県第2の市である船橋市は、童話作家・アンデルセンの出身地、デンマーク王国オーデンセ市と
姉妹都市です。デンマーク式風車がシンボルの同公園は1996年に新装開園。旅行サイトのテーマパ
ーク部門で、同じ千葉県の東京ディズニーリゾート2園に次ぐ3位にランク付けされ、話題となりました。
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特　集 1

　政府は昨年11月に「電力需給に関する検討会合」
を開き、この冬の「無理のない範囲での節電の協力
を呼び掛け」を決めました。東日本大震災の影響で
電力供給が厳しくなった2015年以来のことです。
　電力の安定供給に必要な「予備率」は3％とされ
ます。この冬、関東地方（東京電力パワーグリッド
のエリア）の予備率は1月が4.1％、2月が4.9％の
見通し。安定供給は確保されていますが、大型火力
発電所が停止するなど、予期せぬトラブルが生じる
と危うくなる水準です。
　ロシアのウクライナ侵攻により、世界のエネルギ
ー需給は大変厳しくなりました。特に発電用燃料の
LNG（液化天然ガス）は価格が高騰し、安定的な確

政府は７年ぶりに、わたしたち国民に冬の節電要請を行いました。
数値目標は設けず、昨年12月から３月31日までの４ヵ月にわたって、
無理のない範囲での節電への協力を呼び掛けています。
非常に厳しい電力需給の情勢を踏まえての事ですが、
近年、増加する一途のエネルギーコストを抑えていく上でも、
省エネ・節電への取り組みは欠かせなくなっています。

Ⅰ 国が節電を呼びかけ

Ⅱ 冬の電力ピークは「ふたこぶ」

Ⅲ 省エネ・節電のポイント

グラフ1　冬の電力需要（本州・四国・九州エリア）

グラフ2　電力消費の内訳（冬季の１日間）

　電力需要のピークは夏と冬に訪れます。夏は気温
が高く、冷房が高稼働する14～15時ごろです。
　これに対して冬は、主に企業の事業活動が始まる
朝と、家庭に人々が帰宅する夕方から夜にかけてピ
ークが生じる「ふたこぶ」が特徴。さらに、空調（暖房）
と照明の使用量が日中を通じて多くなり、電力需要
は高いまま推移する傾向です（グラフ１）。

　従って、冬の省エネ・節電は暖房と照明をいかに
無駄なく効率的に使うかが重要になります。

　省エネ・節電の方法としては、電気製品の使い方
を工夫することと、製品そのものを高効率なものに
交換することの2種類が考えられます。
　使い方の工夫は、こまめに、継続的に行うことが
ポイント。一つひとつの効果はささやかですが、全
体で積み上げると、無視できない差が表れます。
　また、電気製品の省エネ性能は日進月歩で向上し
続けています。10年前の製品を使い続けるよりも、
初期費用がかかっても新しい製品に取り換えれば、
数年後に回収できる可能性があります。
　ここからは、オフィスや事業場などの省エネ・節
電の具体的な方法について紹介しましょう。オフィ
スビルの場合、電力消費の約8割は空調、照明、OA
機器が占めます。製造業の場合、空調や照明など一

　また、寒暖の感覚は人それぞれ。寒さが苦手な人
はウォームビズなど暖かい服装や、ひざ掛けなどを
使って調整しましょう。
●照明
　照明は必要に応じて、必要なだけ使用することが
基本です。使っていない会議室や廊下などの消灯を
徹底しましょう。外回りや在宅勤務などで在席者が
いないスペースは、消灯、照明の間引きを。昼休み
の完全消灯も効果があります。
　従来型蛍光灯を、Hf（高周波）蛍光灯やLED（発
光ダイオード）照明に交換すると、消費電力を削減
できます。特にLEDの導入は、短期的にはエネルギ
ーコストの削減、中長期的に温室効果ガスの排出量
削減（脱炭素）につながる、有効な設備投資です。
また、センサー付きの照明器具の導入も着実に効果
を積み上げられます（図1、2）。
　なお、大手電機・照明メーカーは概ね、従来型の
蛍光灯向け器具の生産を終了し、LED用器具のみの

●ホームページ
　当協会ホームページ「電気のお役立ち情報」の中

　コピー機、プリンター、複合機などOA機器の待
機電力にも気を配りましょう。省エネ待機モードを
備えた機器が一般的になりましたが、設定を忘れて
いないか、いま一度確認してください。コピー機を
複数台置いているオフィスなどは、使用頻度に合わ
せて稼働台数を減らせば効果的です。

保が懸念されています。また、コロナ禍を受けての
新しい生活様式が影響したのでしょうか。昨シーズ
ンは夏、冬ともに電力需要が増えました。
　こうした事情の下、あらためて国を挙げて省エネ・
節電に取り組む必要性が生じています。

生産に移っています。交換用の需要がまだまだ多い
蛍光灯の生産は継続していますが、将来的にはLED
に置き換わっていくでしょう。
●パソコン、OA機器
　パソコンは一定時間操作しないと自動的に低消費
電力モードになります。利便性と消費電力を考えて、
自身の使い方に適した設定にしてください。外出な
どで長時間使わない時は、電源を切りましょう。な
お、スクリーンセーバーに省エネ効果はありません。
ご注意を。

●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の方法を解説しまし
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
体的な省エネの方法を紹介。
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。

般設備の電力消費は17％です（グラフ2）。
●空調
　オフィスビルで暖房の設定温度を20℃に設定した
場合、22℃設定に比べて3.4％程度の節電効果が見
込めます。無理のない範囲で温度設定を引き下げま
しょう。
　オフィスでも暖かい空気は天井付近に溜まります。
サーキュレーターなどを使って空気の循環を。窓か
ら暖気を奪われないように、夕方になったらカーテ
ンやブラインドを閉めましょう。
　オフィスなどでは一般的に、始業時に寒くないよ
うに暖房の開始時間を設定します。その時間が早す
ぎないか、検討してみてください。例えば、すぐに
は使わない会議室を無駄に暖めていないかなど、対
策をとれば確実に節電につながります。
　室内機フィルターが目詰まりしていたり、室外機
周辺が障害物でふさがれたりしていると、エアコン
の暖房効率を落とす原因になります。日ごろからの
清掃や整理整頓を忘れずに。

に「家庭の省エネ情報」をアップしています。
https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/
　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。

出所：経済産業省「冬季の省エネ・節電メニュー」 出所：経済産業省「冬季の省エネ・節電メニュー」
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冬の　　　 ・　　  対策省エネ 節電

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 
2023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］

⬅ QRコードはこちら

2023年3月15日必着締切期日

発 表 2023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。

冬の電力需要は、朝と夕方から夜にかけてピークが
生じる「ふたこぶ」が特徴。空調（暖房）と〇〇の使
用量が日中を通じて多くなり、高いまま推移する傾向
です。漢字２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。

保防予 全
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

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。
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　電気の安全な使い方と省エネの方法を解説しまし
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
体的な省エネの方法を紹介。
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。

般設備の電力消費は17％です（グラフ2）。
●空調
　オフィスビルで暖房の設定温度を20℃に設定した
場合、22℃設定に比べて3.4％程度の節電効果が見
込めます。無理のない範囲で温度設定を引き下げま
しょう。
　オフィスでも暖かい空気は天井付近に溜まります。
サーキュレーターなどを使って空気の循環を。窓か
ら暖気を奪われないように、夕方になったらカーテ
ンやブラインドを閉めましょう。
　オフィスなどでは一般的に、始業時に寒くないよ
うに暖房の開始時間を設定します。その時間が早す
ぎないか、検討してみてください。例えば、すぐに
は使わない会議室を無駄に暖めていないかなど、対
策をとれば確実に節電につながります。
　室内機フィルターが目詰まりしていたり、室外機
周辺が障害物でふさがれたりしていると、エアコン
の暖房効率を落とす原因になります。日ごろからの
清掃や整理整頓を忘れずに。

　いかがでしたか。
　これから1年で最も寒くなる季節。「節電の冬」本番です。身体に負担をかけることなく、
知恵と工夫、最新技術も取り入れながら、乗り切りたいものです。エネルギーの効率的
な利用促進が、温室効果ガスの排出量削減・脱炭素社会への道を切り拓きます。

Ⅳ 当協会が提供する省エネ情報

に「家庭の省エネ情報」をアップしています。
https://www.kdh.or.jp/safe/energy_saving/
　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。データ提供 ： 一般社団法人日本照明工業会

FLR40形2灯用
逆富士形器具

LED一体型器具
FLR40形2灯相当

LEDで
省エネ

86W×28台
=2,408W

25W×28台=700W

改修前 改修後

約71％
省エネ

消
費
電
力

図1　LED化の一例

データ提供 ： 一般社団法人日本照明工業会

※あかるさセンサー計算条件：初期照度補正係数0.925 外光利用係数0.75
人感センサー計算条件：不在時25％減光 人感センサー感知時間率60％

（一社）日本照明工業会技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」

あかるさセンサー

人感センサー

約30％
省エネ※

約10％
省エネ※

図2　センサー使用の一例

あかるさセンサー・
人感センサー

人感センサー付
ダウンライト

人感センサー付
ベースライト

で

で

●昼光を利用し、明るさを一定に保ち
　省エネ
●ランプ初期の余分な明るさをカットして
　省エネ

●人の在・不在を検知し、不在時は
　必要最小限の明るさに減光して消エネ

器具の
消費電力が

器具の
消費電力が

冬の自然災害に備え、保安管理の徹底を …経済産業省が呼びかけ…
　経済産業省は、この冬の厳しい電力需給を踏まえ
て、自然災害に備えた電気設備の保安管理徹底を呼
び掛けています。
　冬季は大雪などの自然災害により電気設備が被害
を受け、安定供給に支障をきたすことが懸念されま
す。固定価格買取（FIT）制度の施行以降、太陽電
池発電や風力発電設備が急増しましたが、積雪によ
る太陽電池パネルの架台倒壊、冬季雷を受けた風車
ブレードの折損や火災といった事故も起きています。
　また、需要設備においては、非常用予備発電装置
を設置しているのに、点検を実施していなかったた

め、被災時に動作しなかった事例も発生しています。
　この冬は、例年にも増して自然災害に備えた入念
な設備点検、必要に応じた修理を施し、保安管理の
徹底を図りましょう。
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東京南事業本部 港南事業所　勝呂　明弘

の 記 録 から現場
絶縁監視装置の発報から
コンセント裏側の地絡を発見

　東京都心部の商業地には中小
規模のテナントビルが数多くあ
り、50年以上経過した古い建物
も少なくありません。これらは
壁材、部材の経年劣化が進んだり、
施工から歳月を経て締め付けな
どが緩んだりしている場合があ
ります。

大田区のお客さまを担当してい
ます。
　私が受け持っている目黒区は、
中目黒や自由が丘など「おしゃ
れなまち」のイメージが定着し
ていますが、駅前の商業地など
は中小規模のテナントビルが比
較的多く、1970年代ごろに建て
られた建物もあります。
　ある晴れた日の日中に、私が担
当しているお客さまの建物に設置
している絶縁監視装置が発報しま
した。当協会の事故対応者が対応
したところ、発報の原因はテナン
トの学習塾の教室内にあるコンセ
ント回路で絶縁不良が生じている
ことだと判明しました。
　しかしながら、当日は授業の
スケジュールが詰まっており、

教室に入って絶縁不良箇所を特
定することができません。お客
さまにご了解いただき、当該回
路のブレーカーを開放して、日
を改めて管理会社さま立ち会い
の下で、原因を調査することに
なりました。
　調査日当日、管理会社の担当
者さまと一緒に、当該回路に接
続されていたサーキュレーター
などの電気機器を順にコンセン
トから外して回りました。しかし、
いずれも絶縁不良は発見されず、
電気機器に問題はないことが確
認されました。
　そこで、壁付けのコンセント
内部を点検することになりまし
た。4つあるコンセントカバーを
外し、内部を確認したところ、

一つのコンセントで電線の被覆
が損傷している箇所を発見しま
した。コンセントの裏側には、
壁材の石膏ボードを固定する金
属枠が設置されていました。こ
れが何らかの原因で電線に食い
込み、そこから地絡（絶縁不良）
を起こしていることが判明しま
した。
　損傷している箇所の電線を絶
縁テープで手直し養生して、絶
縁状態が回復したことを確認の
上、主幹ブレーカーを投入し、

送電を再開しました。学習塾で
勉強する子どもたちを感電等の
被害から守ることができ、安堵
の思いでした。
　長く使用している間に、コン
セントの裏側の金属枠が電線の
被覆を損傷することがあること
を、認識した初めての事例でした。
金属枠が外れた原因は特定でき
ませんが、何らかの理由、例え
ば地震やプラグの抜き差しの際
などで生じる小さな振動などに
起因し、施工から年数が経った

結果、緩みが生じたのかもしれ
ません。
　電線類を収めるスペースは狭
いので、金属など導電性の部品
を電線類の近くに施工する場合、
電線と接触しないように、注意
して維持管理していただくよう、
管理会社の担当者さまにお願い
して現場を離れました。

◆　　◆　　◆
　この回路の主幹には漏電ブレ
ーカーが設置されていましたが、
地絡した箇所が接地相だったた
め、主幹の漏電ブレーカーは動
作しませんでした。
　今回の事例は、絶縁監視装置
を取り付けていなかったら、発
見することが難しい絶縁不良事
例でした。絶
縁監視装置を
設置していな
いお客さまに
は、ぜひとも
設置をお勧め
します。

　定期的な修繕を行うことで、
電気火災や感電などの電気事故
を防ぐことができますが、思い
のほか劣化が進んでいる場合も。
絶縁監視装置による常時監視は、
事故を未然に防ぐ有効な手立て
となっています。

◆　　◆　　◆
　東京南事業本部は、都心3区と
呼ばれる千代田・中央・港区と、
その西側に位置する目黒・品川・
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東西線葛西駅の高架下

　その名の通り東京都心部を東
西に貫く東京メトロ東西線。地下
鉄博物館は沿線の葛西駅高架下
にあります。（公財）メトロ文化財
団が運営し大人220円、こども
100円（4歳以上～中学生）と気
軽にリピートできる入館料がうれし
い施設です。

日本初の地下鉄車両

　自動改札機を抜けて館内へ。正
面に丸ノ内線の赤い電車が見えま
した。1954（昭和29）年から96（平
成8）年まで活躍した車両。ピンク
色の内装、エンジ色のシートに懐
かしさを覚える世代は少なくないで
しょう。

　その隣が日本初の地下鉄車両
1001号車です。黄色の車体は1927
（昭和2）年、上野～浅草間で開業
した当時の姿を再現。2017（平成
29）年に国の重要文化財に指定さ
れました。車内には入れませんが、
豪華な内装が素敵です。
　その先に進むと年表や記念切符
などを展示し、地下鉄の歴史が学
べます。東京メトロ各線の記念ス
タンプが並び、スタンプ帳はミュー
ジアムショップ一番の売れ筋商品だ
そうです。

地下鉄の「いま」を知る

　展示は地下鉄を「つくる」「まも

る」へと続きます。トンネル掘削
のシールドマシンカッターディスク
の実物、実寸大の単線シールドト
ンネルの構造などが見られます。
保守の現場で使う工具類も展示。
総合指令所を模した体験展示では、
実際の運行状況が表示されるなど、
安全運行を保つ地下鉄の「いま」
が学べます。
　体験型展示のひとつ「東京高速
鉄道（のちの営団地下鉄）」が渋谷
～新橋間で走らせた100形129号
車両は、運転席のハンドルを操作
すると目の前の車輪が動きます。
このほか昇降できるパンタグラフ実
物など、子どもたちが夢中になりそ
うな仕掛けがたくさん。
　2017年に引退した銀色にオレン
ジのラインを施した銀座線01系車
両の先頭車カットモデル。定期的
に行先表示幕を変え、「10月は鉄

道開業150周年にちなみ、行先表
示を新橋にしました」と企画施設課
兼収集・保管担当の小栗優一さん。

大人気の運転体験

　順路に沿って「地下鉄プレイラン
ド」へ。異なる形状の運転台が３
台並んでいるのが「電車運転シミ
ュレーター」です。銀座線、有楽
町線（週替わりで半蔵門線）、東
西線（同、日比谷線）の運転が体
験できます。これを目当てにリピー
トする来館者は多く、土・日・祝日

は行列ができる人気のコーナー。
　実際の運転席からの映像と速度
表示を見ながら走行し、駅の停止
位置目標にピタリと止められるか？
　運転士ＯＢが運転のコツを伝授
してくれます。
　シミュレーターはもう1台。千代
田線の運転体験ができる設備は、
実物の車両と同様に作られており、
走行すると動揺装置により、車体
が揺れる仕組み。より臨場感を味
わえます。
　このほか、都心の地下を鉄道
模型のジオラマで再現した「メト
ロパノラマ」も大人気。1日4回
の運行時間は人垣ができるため、
コロナ対策として平日の演出運転

に限っています。土・日・祝日に
ホールで上映する地下鉄建設記
録映画も、熱心なファンを中心に
人気があります。

予防保全の大切さ

　小栗さんはシミュレーターの保守
管理も担当。「故障などで休止し、
楽しみにご来館されたお客さまをガ
ッカリさせてはいけませんから」と
予防保全の重要性を強調します。
　空調制御も細心の注意で。プレ
イランドは「密」になりがち。来
館者が快適な環境で楽しむため、
温度管理に気を配ります。重要文
化財の車両をはじめ、貴重な展示
物を維持・保管する上でも温度・
湿度管理はとても重要です。
　キュービクルに案内してもらいま
した。「昨夏、コンデンサの異常が
あり、周辺の影響と診断していた
だきました。館内の温度管理に直
結するもので気を使います」と小
栗さんも、担当検査員のアドバイス
に信頼を寄せている様子。
　当協会は電気安全という共通の
認識の下、これからも地下鉄博物館、
メトロ関係者の皆さまのお手伝いを
続けて参ります。

東京高速鉄道100形129号車両

メトロパノラマ

実寸大の単線シールドトンネルの構造

シールドマシンカッターディスクの実物

こ ん に ち はまさ客お

地下鉄博物館
〒134-0084　東京都江戸川区東葛西6-3-1
☎03-3878-5011　www.chikahaku.jp

企画施設課 兼 収集・保管担当　主任

小栗 優一さん
（丸ノ内線展示車両にて）

計5路線が体験できる簡易型の運転シミュレーター、
臨場感たっぷりの千代田線（右）

丸ノ内線301号車（左）と
国の重要文化財指定の地下鉄車両1001号車（右奥）

エントランス
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特　集 2

1 電気火災の実態

　令和3（2021）年中、東京消
防庁管内では3,935件の火災が発
生し、そのうち電気設備機器な
どによる火災（以下「電気火災」
と い う。）は1,399件（前 年 比
236件増加）と、全火災件数の
35.6％を占めました。電気火災は、
年々全火災に対する割合が増加
しています（表参照）。

2 電気火災の
　 出火要因別発生状況

　電気火災1,399件の出火要因を
みると｢維持管理不適｣が531件、

｢取扱方法不良｣が365件、「設置
（取付）工事方法不良」が66件、
「構造機構不良・改悪する」が65
件などとなっており、使用者の
取り扱いに起因する火災がほと

んどです（図１参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書

などをよく読み、正しく使用し
ましょう。

3 主な家庭電気製品の
　 火災発生状況

　令和3年中における家庭電気製
品の火災状況は、充電式電池（モ
バイルバッテリーなど）が87件、
コンセントが86件、電気ストー
ブが85件、プラグが82件、電子
レンジが65件、コードが53件な
どとなっています（図2参照）。
　充電式電池は、モバイルバッ
テリーなどに使用されるリチウ
ムイオン電池からの火災が増加
しています。機器購入時に付属
されているメーカー指定の充電
器やバッテリーを使用し、膨張、
異音、異臭などの、異常を感じ
た場合は使用しないでください。
また、廃棄の際は事業団体が回
収するリサイクルへ出しましょ
う。
　コンセントやプラグといった
配線器具は、プラグのトラッキ
ング現象やコンセント内部の接
続部の緩みによる発熱、プラグ
をコンセントに差し込む際の、
アース線やヘアピン等の挟み込

みなどを要因とした火災が発生
しています。普段から使用して
いる電気製品やコード、コンセ
ント、プラグなどの点検が大切
です。また、日ごろ使用してい
ない器具は、プラグをコンセン
トから抜くよう心がけてくださ
い。

4 トラッキング現象に
　 よる火災

　令和3年中、東京消防庁管内で
は、延長コードのプラグや電気
機器の電源プラグのトラッキン
グ現象による火災が39件発生
（前年比18件増加）しています。
トラッキング現象とは、コンセ
ントに差し込んだプラグの差し
刃間に付着した綿埃等が湿気を

帯びて微小なスパークを繰り返
し、やがて差し刃間に電気回路
が形成され出火する現象を言い
ます（図3・写真1参照）。
　トラッキング現象による火災
は、電気機器を使用していなく
てもプラグを差してあると発生
する危険性があります。また、
家具の裏側など隠れた部分で発
生すると、発見が遅れて思わぬ
被害に繋がる場合があります。
　トラッキング現象による火災を
防ぐため、プラグは、使用時以

電気は、私たちの日常生活における必要不可欠なエネルギーとして、
社会の隅々まで深く浸透しています。
その一方、電気や電気製品にかかわる火災は、東京消防庁管内で毎年多く発生しており、
全火災件数に対する割合は近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者による不適切な維持管理や、
不注意な取り扱いによるものなどがあげられます。

外はコンセントから抜くようにし
ましょう。長時間差したままのプ
ラグ等は、定期的に点検し、乾

いた布等で清掃し、発熱等の異
常がある場合は、交換しましょう。
　特に、埃や湿気の多い環境で

電気火災を防ごう

東京消防庁

注 1　全火災件数は、治外法権火災及び管外からの延焼火災を除いています。
　 2　電気火災件数には、「放火（疑い含む）」、「火遊び」、「無意識放火」、「車両本体からの火災」を除いています。

表　最近５年間の電気火災の状況
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図１　電気火災の出火要因別発生状況 図２　主な家庭電気製品の出火件数の推移

図３　トラッキング現象図解

写真１　トラッキング（再現実験）

コード 屋内線

プラグ 差し刃 壁付コンセント

トラッキング

使われているものや、家具等の
陰に隠れているものには、注意
しましょう。
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不明 43件3%
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可燃物の取扱不適 30件 2%

設置（取付）位置不適 31件 2%

取扱位置不適 63件 4%

構造機構不良・改悪する 65件 5％

設置（取付）工事方法不良 66件 5%
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特　集 2

1 電気火災の実態

　令和3（2021）年中、東京消
防庁管内では3,935件の火災が発
生し、そのうち電気設備機器な
どによる火災（以下「電気火災」
と い う。）は1,399件（前 年 比
236件増加）と、全火災件数の
35.6％を占めました。電気火災は、
年々全火災に対する割合が増加
しています（表参照）。

2 電気火災の
　 出火要因別発生状況

　電気火災1,399件の出火要因を
みると｢維持管理不適｣が531件、

｢取扱方法不良｣が365件、「設置
（取付）工事方法不良」が66件、
「構造機構不良・改悪する」が65
件などとなっており、使用者の
取り扱いに起因する火災がほと

んどです（図１参照）。
　電気設備、電気器具、コンセ
ント等は、普段から点検・清掃
などを適切に行うとともに、使
用する場合は、必ず取扱説明書

などをよく読み、正しく使用し
ましょう。

3 主な家庭電気製品の
　 火災発生状況

　令和3年中における家庭電気製
品の火災状況は、充電式電池（モ
バイルバッテリーなど）が87件、
コンセントが86件、電気ストー
ブが85件、プラグが82件、電子
レンジが65件、コードが53件な
どとなっています（図2参照）。
　充電式電池は、モバイルバッ
テリーなどに使用されるリチウ
ムイオン電池からの火災が増加
しています。機器購入時に付属
されているメーカー指定の充電
器やバッテリーを使用し、膨張、
異音、異臭などの、異常を感じ
た場合は使用しないでください。
また、廃棄の際は事業団体が回
収するリサイクルへ出しましょ
う。
　コンセントやプラグといった
配線器具は、プラグのトラッキ
ング現象やコンセント内部の接
続部の緩みによる発熱、プラグ
をコンセントに差し込む際の、
アース線やヘアピン等の挟み込

みなどを要因とした火災が発生
しています。普段から使用して
いる電気製品やコード、コンセ
ント、プラグなどの点検が大切
です。また、日ごろ使用してい
ない器具は、プラグをコンセン
トから抜くよう心がけてくださ
い。

4 トラッキング現象に
　 よる火災

　令和3年中、東京消防庁管内で
は、延長コードのプラグや電気
機器の電源プラグのトラッキン
グ現象による火災が39件発生
（前年比18件増加）しています。
トラッキング現象とは、コンセ
ントに差し込んだプラグの差し
刃間に付着した綿埃等が湿気を

帯びて微小なスパークを繰り返
し、やがて差し刃間に電気回路
が形成され出火する現象を言い
ます（図3・写真1参照）。
　トラッキング現象による火災
は、電気機器を使用していなく
てもプラグを差してあると発生
する危険性があります。また、
家具の裏側など隠れた部分で発
生すると、発見が遅れて思わぬ
被害に繋がる場合があります。
　トラッキング現象による火災を
防ぐため、プラグは、使用時以

電気火災を防ごう

写真4　出火時の居室の再現状況

写真2　プラグにハンガーのフックが接触した状況 写真3　プラグの焼損状況　

写真6　ホーム上の焼損状況 写真7　モバイルバッテリーの焼損状況

写真5　焼損した布団の状況

外はコンセントから抜くようにし
ましょう。長時間差したままのプ
ラグ等は、定期的に点検し、乾

いた布等で清掃し、発熱等の異
常がある場合は、交換しましょう。
　特に、埃や湿気の多い環境で

事 例 ハンガーのフックがプラグに接触し、出火した火災1

●出火箇所： 洗面所
●被害状況： 建物ぼや1棟、
 プラグ1等焼損
……………………………………………

　複合用途建物内の共同住宅の
洗面所で起きた火災です。乾燥
機の電源プラグと壁付コンセン

トの隙間にハンガーが落下し、
ハンガーの金属製フックを介し
て短絡したことが原因でした。
　居住者は、使用中の乾燥機を
確認するために洗面所の扉を開
け、コンセント付近から火花が
上がったのを発見しました。コ

ンセントの焦げ跡を確認し防災
センターの職員に報告、同職員
は焦げたコンセントを確認した
後に119番通報しました。火花
が上がった乾燥機のプラグは居
住者がコンセントから引き抜き
ました。

事 例 電気ストーブの放射熱で出火した火災2

●出火箇所： 居室
●被害状況： 建物ぼや1棟、
 掛布団1枚等焼損
……………………………………………

　共同住宅の2階居室から出火し
た火災です。

　居住者が就寝する際に、布団
付近で電気ストーブを消さずに
使用していたことが原因で、電
気ストーブの放射熱により布団
から出火しました。
　居住者は臭気と煙で目を覚ま

し、部屋の換気をしていたところ、
布団から炎が立ち上がりました。
台所のボウルに水を入れて初期
消火を行い、その後、自身の携
帯電話から119番通報をしてい
ます。

事 例 地下鉄車両内でモバイルバッテリーから出火した火災3

●出火箇所： 乗客用車両内
●被害状況： 車両ぼや、
 モバイルバッテ
 リー 1台焼損
……………………………………………

　地下鉄の車両内で、乗客が鞄
に入れていたモバイルバッテ

リーが出火しました。モバイル
バッテリーのセルが劣化や衝撃
等、何らかの要因により短絡し
たことが、出火原因でした。
　所有者は焦げたような臭いを
感じて鞄の中を見ると、スマー
トフォンを充電中のバッテリー

から白い煙が出ていました。異
常に気付いた他の乗客が非常通
報ボタンを押し、火災を通報。
ホームに出た所有者がモバイル
バッテリーを床に落としたとこ
ろ、駆け付けた乗務員が消火器2
本を使用して火を消しました。

5 令和3年中の電気火災事例

使われているものや、家具等の
陰に隠れているものには、注意
しましょう。

電気火災を防ぐポイント

コンセント・プラグ・コード
■プラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張らず、プラグ
本体を持つようにしましょう。

■プラグは、コンセントと緩みがないか点検しましょう。
■コードが、家具などの下敷きになったり、押しつけなどによ
り傷ついたりしないように注意しましょう。
■コードを束ねたり、ねじれたままの状態で使用したりしない
ようにしましょう。
■こんろの上方など、コードが加熱されるような場所での使用
はやめましょう。

■コードを柱などにステップル止めをするのはやめましょう。
■コンセントやコードには、定格容量があります。表示されて
いる容量を確認して使用しましょう。

■コードを延長するために、コード同士をねじり合わせて、直
接つなげて使用すること（手より接続）は危険です。コー
ドに不具合が生じた時は、専門の業者に点検を依頼し、修
理してから使用しましょう。

■コードが短絡した際に、瞬時に電源を遮断する機能を備え
た配線用遮断器を設置しましょう。

白熱電灯・蛍光灯
■物置やクローゼット内の白熱電球の近くに、衣類や寝具を
置かないようにしましょう。

■クリップ式の白熱電球は、傾きや緩みでずれていないか点
検しましょう。

■蛍光灯の安定器は、定期的に点検や交換を行いましょう。
■直管ＬＥＤランプに交換する際は、蛍光灯照明器具との組み
合せが適合しているか確認しましょう。

■照明器具に衣類やタオルなどの物をのせたり、覆いかぶせ
たりしないようにしましょう。

■照明器具を使用した後は、スイッチを必ず切り、安全を確
認しましょう。

電気製品全般
■使用する前に、電気製品の取扱説明書をよく読みましょう。
■使用していない電気製品のプラグは、コンセントから抜いて
おきましょう。

■故障した場合は、自分で分解せず、専門の業者に修理を依
頼しましょう。

■電熱器等の電気製品の周囲には、燃えやすいものを置かな
いようにしましょう。

■長年使用していなかった電気製品は、使用する前に専門の
業者に点検を依頼して、安全を確認してから使いましょう。

■長年使用している電気製品は、異常の有無を点検しま
しょう。

地震、風水害時の火災等防止対策
■普段から、使用後は電気器具のスイッチを必ず切るととも
に、プラグをコンセントから抜く習慣を身につけましょう。

■感震機能付住宅用分電盤を設置しましょう。
■地震後、避難する前に大元（主幹）のブレーカーを切り、
電気に起因する火災の発生を防止しましょう。

■断線したり、垂れ下がったりしている電線には、絶対に触
れないようにしましょう。

■一度水につかった屋内配線や電気機器は、火災の原因とな
りますので、使用しないようにしましょう。

電気ストーブ
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　千葉県北西部、東京湾に面する船橋市はJR、東武、
京成、東京メトロなどの鉄道9路線が走り、都心部な
どへのアクセスは抜群。
　湾岸部の集合住宅建設や内陸部の宅地開発が進み、
人口は64万人超。政令指定都市ではない都市としては
国内最大の規模です。駅前中心街のにぎわい、湾岸部
には大型商業施設が立地し、千葉の「商都」の顔を
持ちます。
　内陸部は緑が残ります。広がる住宅地の間に農地が
点在。野菜や果樹が収穫され、非公認ご当地キャラク
ターで知られる梨の栽培面積は県内4位。ちなみに千
葉県は梨の生産量全国1位です。

残る自然、変わり続ける景色
　三番瀬（さんばんぜ）は東京湾の最奥部に広がる干
潟・浅海域です。周辺域は江戸時代初期、「御菜浦（お

さいのうら）」として、新鮮な魚介を将軍家に納めました。
　干潮時の水深は深いところでも5ｍほど。「ふなばし
三番瀬海浜公園」前面の人工干潟は、都心から最も近
い潮干狩り場としてにぎわいます。ハゼなどの小魚、カ
ニなどが生息し、それらを狙った渡り鳥や水鳥が飛来
します。「関東の富士見百景」に選ばれており、10月と
2月、夕陽が山頂に重なる「ダイヤモンド富士」を見る
こともできます。
　大型ショッピングモール、外資系家具店の旗艦店進
出など、開発が進む南船橋駅周辺。昭和の高度成長期、
このエリアには温浴施設を中心にした総合レジャー施
設がありました。平成初めの一時期には、屋内スキー
場の巨大な建物が電車の車窓から見られました。時代
のニーズを写すように、この一帯の景色は変化し続けて
います。

小トラベル好奇心
いっぱい！

対岸のビル群を眺めながら磯遊びが楽しめる「ふなばし三番瀬海浜公園」
（フォトコンテスト入選作品、提供：船橋市公園協会）

南船橋付近の夜景空撮。船橋競馬場の右下側に、
国内最大規模のショッピングモール（Vertical/Pixta）

（記事提供　電気新聞）

【ふなばしアンデルセン公園】 【中山競馬場、船橋競馬場】

【小松菜ハイボール】

千葉県 船橋市Access┃  アクセス

東京駅からJR総武線快速で約25分
上野駅から京成本線特急で約30分
新宿駅からJR総武線で約50分
羽田空港から鉄道各線を乗り継ぎ約50分

公共交通の場合：

　広大な敷地に5つのゾーンがあります。1800 年代のデン

マークの農村風景を再現した「メルヘンの丘ゾーン」では、首

都圏が大雪に見舞われた2018年1月、その名の通り「アイス

チューリップ」が見られました。シンボルの風車は現存する粉

ひき風車を手本に、デンマークの職人の手で建てられたもの

です。「花の城ゾーン」も童話をモチーフにしています。

　国内有数の規模を誇るフィールドアスレチック、夏には水

遊びができる池などを備えた「ワンパク王国ゾーン」では、め

いっぱい身体が動かせます。
●新京成「三咲」からバス約15分、ＪＲ「船橋」からバス約40分
★詳しくはホームページ（park-funabashi.or.jp/and/）参照

【船橋アリーナ】
　バスケットボールＢリーグ・千葉ジェッツふなばしのホーム

アリーナで、開催日はチームカラーの赤に染まります。館内

の「吉澤野球博物館資料展示室」は、市が私設博物館の所蔵

品を引き継いだもので、戦前の東京六大学野球を中心とした

貴重な野球の史料が見られます。
●東葉高速線「船橋日大前駅」から徒歩8分

　船橋市は日本で唯一、2つの競馬場があるまちです。

　中山競馬場は中央競馬の主場の一つ。年末のビッグイベン

ト「有馬記念」をはじめ、数々の重賞レースが開催されます。

場内には幼児向けの遊具、アスレチックなどを備えた広い芝

生広場があり、土、日曜のちょっとしたお出かけにお勧め。

競馬開催日以外は入場無料です。

　船橋競馬場は県、船橋・習志野の2市による組合が運営

する地方競馬。春～秋は平日ナイターが行われます。2024

年完成に向け大規模改修中。緑の広場や馬とのふれ合いエリ

アなどを設け、にぎわい施設へと変わります。
〔中山競馬場〕
●JR「船橋法典」から徒歩約10分
〔船橋競馬場〕
●京成「船橋競馬場」から徒歩約5分、JR「南船橋」徒歩約10分

　見た目は青汁。覚悟して口にすると意外や柑橘系の風味で、

すっきり爽やか。船橋市の野菜生産者と飲食店が協力して完

成した、西船橋のご当地ドリンクです。飲むと鼻の下につく“緑

のヒゲ”がお約束。

　江戸川対岸の東京都・小松川はコマツナ発祥の地で、船

橋市も生産が盛ん。「地産

地消で地域を元気に」とい

う関係者の願いが込められ

ています。西船橋駅周辺を

中心に、船橋駅の居酒屋で

も味わえます。アルコール

抜きの炭酸割りもできます。
●価格は400円から

見どころ見どころ

※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。

中山競馬場の芝生広場

（提供：船橋市公園協会）
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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③─

第 回

脱炭素社会構築と関連する法律（3）

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」が今年４月に施行されます。
連載３回目は、今回の改正のポイントを解説します。

Q 1 拡大された対象とは？

（記事提供：電気新聞）

85 
　単位となる量の製品などをつくる際に必要となるエネルギー消費量の総量のことで、下記の算式で求
めます。

　分母はエネルギー使用量と密接な関係を持つ値を用います。製造業なら生産量、空調・照明などのエ
ネルギー使用量が多い商業施設なら床面積などを使います。事業者が自ら設定し、運用や環境変化に応
じて変更することができます。省エネ法では「中長期的にみて年平均1％以上」の低減を求めています。

エネルギー消費原単位

▶用語解説

Q 2 なぜ、それらも省エネの
対象になったのですか？

Q 3 「再エネ」は「省エネ」として
扱われなくなると聞きますが？

Q 4 再エネの普及に水を差さない？

Q 5 電気需要に関する改正は？

A 　第１回で触れた通り、法律の名称に「非化

石エネルギーへの転換」が加わりました。改

正前まではエネルギーを「燃料並びに熱及び電気」

と定義していましたが、これを「化石燃料及び非化

石燃料並びに熱及び電気」に改めたのです。

　「使用の合理化」つまり省エネの対象は、すべて

のエネルギーとなりました。これまで省エネ法の適

用対象外だった太陽光発電、風力発電、地熱発電な

どの再生可能エネルギー（再エネ）や、バイオマス、

水素、アンモニアなどの非化石燃料が加えられまし

A 　例えば、水素やアンモニアは国内生産のみ

ならず、海外からの調達も必要となります。

従って、化石燃料と同様に供給上の制約があり、需

要側でも効率的に使うことが求められます。

　FIT（固定価格買取）制度の導入などで普及拡大

した再エネは国産エネルギーですが、これらを合理

的に使用することは、燃料資源の有効利用につなが

り、エネルギーの安定供給維持に役立つと考えられ

るからです。

A 　省エネとしてまるまる評価するのではなく、

限定した評価となります。もちろん、太陽光

発電などは系統電力と比較すれば、省エネ性に優れ

ているとされます。

　これまでは、化石エネルギーを非化石エネルギー

に転換すれば、省エネとして評価されました。例えば、

太陽光パネルで自家発電を行い、電力会社からの系

統電力を減らせば、化石燃料の消費削減が進んだと

A 　今回の法改正の2番目の柱は「非化石エネ

ルギーへの転換」です。むしろ再エネなどの

積極的導入を促します。

　年間エネルギー使用量が原油換算1,500kｌを超え

る特定事業者等は、どのように非化石エネルギーの

利用を進めていくのか、中長期的な計画と実績を示

す報告書作成が求められます。エネルギー使用量に

カウントされることになった非化石エネルギーの利

用割合について、年度ごとの目標を掲げることにな

ります。

　とはいえ、非化石エネルギーは化石エネルギーに

比べて燃焼効率が劣ります。それでも利用を増やす

ため、エネルギー消費原単位の算定に際して、補正

係数を用いることが考えられています。

　また、改正法では自家発自家消費の太陽光発電、

されましたが、違ったかたちで導入を促す仕組みに

なります。

オンサイト型PPA（電力購入契約）などの非系統電

気に加え、電力系統を介して購入・調達した非化石

電気、例えばオフサイト型PPA、再エネ証書の購入

なども非化石エネルギーへの転換として、評価され

ることになっています。

A 　東日本大震災後の2013年、省エネ法に「電

気需要の平準化」が追加されました。夏冬の

最大電力（ピーク）が発生する時間帯に、ピークカ

ットを一律に求めるものです。今回の法改正では、

これを需給の状況に応じ、メリハリをつける「需要

の最適化」に改めました。

　太陽光発電などの普及拡大に伴い、春～夏の日中

に電気の余剰が生じています。この時間帯に需要を

増やせば、再エネの活用が一層進みます。これが「上

げDR（デマンドレスポンス）」です。かたや厳冬期

などは、太陽光による発電電力量が少ない時間帯に

ピークが訪れるので、需要を減らす工夫が必要です。

こちらが「下げDR」です。

　上げDRには再エネ係数を、下げDRは火力重み付

け係数を用いて、特定事業者等の取り組みを促す制

度設計が行われます。また電気事業者には、こうし

た取り組みにインセンティブを与える電気料金の整

備を求めます（図２）。

　一般需要家にかかわる新たな取り組みもあります。

電気機器に需要最適化にかかわる性能向上、すなわ

ち新たなトップランナー基準が課される方向です。

既に供給側の周波数低下に合わせ、自動で出力抑制

する機能を持つエアコンが製品化されています。こ

うした性能を持つトップランナー機器の実現には、

AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）な

どのデジタル技術を育て、駆使していくことが欠か

せません。

た（図１）。

エネルギー消費原単位 ＝　
エネルギー使用量（実測値）

生産量等

図1　省エネ法の「エネルギー」の定義

図2　電気の需要の最適化のイメージ

出所：「今後の省エネ法について」（資源エネルギー庁）

「今後の省エネ法について」（資源エネルギー庁）を基に作成
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風力発電、
廃棄物発電など

起源とする 熱源とする

▽原油及び揮発油 (ガソリン)、重油、
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火力重み付け係数を使用

火力平均係数を使用
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省エネトップランナー制度、
空調の自動制御など推奨／エネ庁
　経済産業省・資源エネルギー庁は、エアコンや電

気温水器へのデマンドレスポンス（DR）機能搭載を、

省エネトップランナー制度の中でメーカーに推奨す

る仕組みを検討します。

　一部のエアコンには、系統の周波数低下を感知し

て自動で出力を抑制する機能が搭載されてきまし

た。普及すれば災害後の需給逼迫などの際、機動的

な需要削減が期待できます。

　エコキュートは太陽光の電力が余る昼間に湯を沸

き上げる機種などの普及を狙います。ルール形成、

技術開発で先行することで、日本の産業競争力強化

にもつなげる考えです。総合資源エネルギー調査会

の省エネルギー小委員会で合意し、詳細は同小委下

部のワーキンググループ（WG）で議論します。

　エアコンのDR機能は「自律分散型負荷制御」と

呼ばれ、三菱電機製「霧ヶ峰」の高級機種に実装さ

れてきました。周波数が0.8Hz以上低下した場合、

エアコンの消費電力を自動で5％低下させ10分間保

持します。エアコンをネットに接続し、需要家の事

前承諾が条件となっています。

　エコキュートについては、太陽光の自家消費を促

進する「おひさまエコキュート」などが徐々に広が

りを見せており、そうした機能を念頭にトップラン

ナー制度上どう位置付けるか、検討を深めていきま

す。

　海外では、オーストラリアがこうした家庭用エア

コンや給湯器、ＥＶ（電気自動車）充電器などのＤＲ

機能搭載を義務化しています。ＷＧでは、どこまで

の強度で事業者に対応を求めるか、新たな仕組みの

是非を含めて議論します。

　このほか、今後の省エネ政策の方向性として、事

業者の定期報告内容の任意開示化、省エネ補助金の

抜本強化などがエネ庁から提示されましたが、委員

から異論はありませんでした。

「認定高度保安」期間は7年、
制度の詳細設計入り／経産省
　経済産業省は、改正電気事業法に盛り込んだ「認

定高度保安実施設置者制度」の詳細設計に入りまし

た。産業構造審議会電力安全小委員会のワーキング

グループ（WG）で議論を始めました。

　審査では書面確認、電気工作物の現地調査に加え、

経営トップへのインタビューを行います。認定の有

効期間は７年で、更新の場合は書面確認を省略しま

す。認定を受けた事業者が死亡事故などを起こした

場合、原因究明や再発防止策を求め、十分な改善が

ない場合は認定を取り消します。

　2022年6月に成立した改正電事法には、テクノロ

ジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保でき

る事業者を認定する制度が盛り込まれました。認定

事業者は届け出などの煩雑な行政手続き、国の審査

が一部不要になります。1年半以内に施行されます。

　経営トップが主体的に保安管理体制を監査できる

ことを認定要件とし、適合性の判断に当たって、経

営トップが保安管理体制の維持・向上に関与してい

るかを、インタビューや社内監査での発言記録など

によって確認します。認定は保安を一体的に確保し

ている組織ごとです。例えば旧一般電気事業者のう

ち、送配電は事業者単位、発電分野は火力や水力な

どの部門単位で認定することが考えられます。他法

令でコンプライアンス違反があった場合も、認定を

取り消す可能性があります。

　WGでは、政府の「デジタル臨時行政調査会」の

議論に基づく、電気保安行政のデジタル化も取り上

げました。分電盤など家庭の一般電気用工作物は、

電事法に基づき電力会社などが4年に1回、技術基

準に適合しているかを測定器や目視などで調査して

います。単身世帯の増加などで、日中の訪問による

対面調査は難しくなっており、遠隔監視や故障予測

の技術で代替できないかを検討します。「4年に1回」

の調査頻度の変更も含め、2024年6月までに制度を

見直す方針です。

（記事提供　電気新聞）
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nformation インフォメーション

「関東電気保安協会」×「スガ シカオ」

2月の「省エネルギー月間」に
テレビCM「安全のプロ編」をTBS系列で放送

テレビCM
・TBS テレビ： 首都圏 （東京都・栃木県・群馬県・茨城県・
       埼玉県・千葉県・神奈川県）
・群馬テレビ： 群馬県
・テレビ山梨： 山梨県
・静岡放送： 静岡県
　　＊詳しい放送スケジュールは
　　　ホームページをご覧ください。

タイアップソング「灯火（ともしび）」が収録されたスガ シカオさん
デビュー25周年の集大成となるニューアルバム『イノセント』が
2月1日にリリースされます。

「安全のプロ編」30 秒ver.

YouTube
公式チャンネル

（ https://youtu.be/GW_zo-CotW4 ）

協会ホームページ
（ https://www.kdh.or.jp ）

　当協会が7年ぶりに制作した新テレビCM「安全
のプロ編」が、8月の「電気使用安全月間」に続き、
2月の「省エネルギー月間」にもTBS系列他で放送
されます。
　CM のコンセプトとなる生活に欠かせない “電気
安全を支える” プロフェッショナルであることをスト
レートに伝えるため、NHK 総合「プロフェッショナ
ル 仕事の流儀」のテーマソングなどで広く知られ、
今年デビュー25周年を迎えたアーティスト・スガ シ
カオさんに白羽の矢を立てました。

　タイアップソング「灯火」のメロディーに乗せて、
当協会の四本柱の業務の一つ「保安業務」の「電気
設備の保安管理」の様子を通じて、職員が “安全の
プロ” として電気を安全に使用するための定期点検
の必要性や停電等のトラブル発生時に電気安全を守
り続ける姿をドキュメントタッチで紹介しています。
　また、このテレビCMは協会ホームページや動画
共有サービスYouTubeからも視聴できるほか、
YouTubeではテレビCMと連動した動画広告を期間
限定で配信しています。

ともしび
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第　　回　省エネ待ったなし5

燃料価格の高騰が、仕事や暮らしを直撃しています。
省エネは電気代の抑制・低減に直結します。さらに
CO2の排出削減にも繋がります。いまや省エネは「待っ
たなし」。直ちにできることに着手しましょう。

課題解決の具体策

　世界的な資源価格高騰、ロシアに
よるウクライナ侵攻、急激な円安の
進行などを背景に燃料価格が急騰し
ました（図1）。これに伴い、卸電力
市場の価格は高騰し、新電力の破綻・
撤退、大手電力の値上げ表明などが
続いています。
　差し迫った課題のエネルギーコス
ト削減、中長期的に果たさなければ
ならない温室効果ガス排出量の削
減。省エネの徹底は、最も効果が見
込め（図2）、具体的な施策です。

高効率機器を導入

　資源エネルギー庁の資料※１による
と、業務部門では2019年度時点で「高
効率な照明機器の導入」が75.6％、「既
存建築物の断熱改修」は64.2％と順調
な進捗でした。反面、「トップランナー
制度等による機器の省エネ性能向上」

が22.8％にとどまるなど、対策の加速
化が求められているものがあります。
　高効率な照明機器を導入していま
すか？　蛍光灯はLEDに取り換えた
でしょうか？　照明器具も取り換え
時期があり、10年が目安です。
　受電設備で年季の入った変圧器を
使い続けていませんか？　更新目安
は25年です。現在のトップランナー
変圧器は、2005年以前の機種に比
べて45.3％のエネルギー消費効率改
善が見込めます（図3）。

専門家の診断を

　省エネの具体策は専門家に相談す
るのが得策です。気になるのはコス
ト負担。例えば省エネルギーセンター
の「省エネ最適化診断」は中小の事
業者も安心できる料金で、専門家の
診断が受けられます。
　診断の結果、得られる提案は例え
ば「ＯＡ・事務機器の節電モード設
定」など、コストがかからない運用
改善が約４割を占めるといいます。

省エネ・節電ポータルサイト https://www.shindan-net.jp/service/shindan/about.html……チェックしてみよう‼

  関東電気保安協会にご相談ください

■ 空調、照明、変圧器の更新

　「第67回澁澤賞」贈呈式が2022年11月17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44件・111名。この中に当協会職員２名をメンバー
とする「非接触高圧絶縁抵抗測定器」の開発グループが選ばれました。
　今回開発したものは､通電状態で高圧の電気機器の絶縁状態や抵抗値の計測を可能にする装置です｡
　現状、絶縁抵抗値は設備を停電して測定しており、その間、お客さまは電気を使えません。しかし、この
装置を使えば、劣化した電気機器から発生する放電音を捉えることで、通電状態でも高圧の電気機器の劣化
の程度や絶縁抵抗値のおおまかな予測が可能となります。
　結果的に、高圧の電気機器の劣化状態を常に把握することにより、故障を回避して修繕を行うことが可能
になり、お客さまには安全に電気をご使用いただくことにつながると考えています。
　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
 ⑤　令和 4（2022）年度 非接触高圧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「非接触高圧絶縁抵抗測定器」開発グループ 開発グループの当協会職員

※1 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エ
 ネ対策等のあり方検討会」説明資料

図2　脱炭素に向けた取り組みイメージ図1　燃料価格の推移 図3　変圧器のエネルギー消費効率改善状況
経済産業省資料を基に作成出所： 東京電力エナジーパートナー発表資料

＊1 2005年以前
＊2 2006年以降（油入変圧器）/2007年以降（モールド変圧器）
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現在
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32.8%改善
12.5%改善

省エネにつながりますので、お勧めします。

■ 電気使用合理化診断

「トップランナー変圧器」が進化。 
2014年基準の製品は45％以上の省エネ（2005年以前の製品との比較）

当協会では、ご契約のお客さまに実施しています。
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