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笛吹市桃源郷春祭り 菜の花と桃の花の競演
山梨県笛吹市（16～17ページ参照）

　「日本一桃源郷の郷」宣言を行った笛吹市は、桃の一大産地。栽培面積、収穫量、出荷量のいずれ
も全国の市町村で第1位を誇ります。毎年3月下旬から4月上旬にかけて、約30万本ともいわれる桃の
樹木が一斉に開花し、市内は一面、ピンク色に染まります。各所の桃農園では、黄色い菜の花と濃い
ピンクの桃の花の競演が楽しめます。
　ことしは3月26日から4月9日に「笛吹市桃源郷春祭り」を開催。期間中には「桃源郷を歩こう・
2023」が4月1、2日に行われるほか、桃の花見タクシー、春の花見バスツアーといったイベントも。ミズ
バショウに桜と、好みの花見を選ぶことができます。

お客さまこんにちは　千本松牧場

2023年度 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
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─サイバー攻撃による被害が生じた際、迅速に対応できるようにするため─
セキュリティ管理責任組織の設置、組織内の体制・役割・責任・目的・対象システムの明確化、

想定される被害の洗い出し及びその対策の要否などの対策も有効です。

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティ
ガイドラインの制定について

　本ガイドラインの適用範囲は、設置者が施設する自家用電気工作物の遠隔監視システム及び制御

システム並びにこれらのシステムに付随するネットワークを対象とし、これらに携わる者に適用します。

・ 設置者
・ 保安管理業務の外部委託の受託者

詳しくは、経済産業省の以下のサイトをご参照ください
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/06/20220610.html

セキュリティ管理責任組織を構築

　経済産業省は、電気保安分野におけるスマート化の推進や再生可能エネルギー

の導入拡大に合わせて、自家用電気工作物（発電事業の一部を除く）に対し、サイ

バーセキュリティ（CS）の確保と保安規程への記載を求めることとしました。

　それに伴い、技術基準省令・解釈の改正及び「自家用電気工作物に係るサイ

バーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）（通称：自家用GL）」及び

「電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方（内

規）」を制定しました。

　まずは、攻撃を受ける可能性のある設備や想定される被害を洗い出し、それに対

する対策の必要性を検討していただく必要があります。

機器における対策
▼ウィルス対策ソフトの導入
▼定期的なウィルスチェック 　など

通信における対策
▼他ネットワークとの接続点の最小化
▼接続点の防御措置 　など

物理的な対策
▼セキュリティ区画の設定
▼アクセス管理の実施　　など

運用面での対策
▼アカウントの制限
▼アクセス端末の制限
▼セキュリティマニュアルの整備 など

サイバーセキュリティ対策について不明な点があれば、システム構築事業者（SI）や、サイバーセキュリティ専門
事業者へ相談することを推奨します。 また、「IT導入補助金」の制度を活用してサイバーセキュリティお助け隊サー
ビス制度等も積極的にご活用ください。

まず、何を行うべきか（抜粋）

・ 系統接続先の電力会社
・ 遠隔監視サービス提供事業者など

これらに携わる者の具体例

 お  知  ら せ ● ● ● ● ●
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特　集 1

　私たち関東電気保安協会は、1966年（昭和41年）
の設立以来「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」という経営理念のもと、業務に取り組んでま
いりました。
　具体的には、調査・保安・建設・広報業務を4本柱に、
お客さまのニーズに応え、お客さまに電気を安心し
てお使いいただけるよう、務めております。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）をはじめ情報化が進展する一方、
燃料費の高騰などエネルギー情勢は大きく変化しています。
国を挙げて取り組む「脱炭素社会」の構築も、電化の進展がカギになります。
私たち関東電気保安協会は、電気保安の役割と責任がより重要になると認識し、
電気を安全で効率的にご利用いただくためのサービスに一層努めてまいります。

Ⅰ 関東電気保安協会の主な業務

Ⅱ 調査業務

Ⅲ 保安業務

　一般家庭などの電気設備は、電気事業法で「一般
用電気工作物」と位置付けられ、技術基準に適合し
ているか、調査することが定められています。この
調査は「電線路維持運用者」（当協会のエリアは主

に東京電力パワーグリッド株式会社）またはその委
託を受けた登録調査機関が行います。
　当協会は、その登録調査機関として委託を受けた
エリアの業務を行っており、原則として4年に1回、
お客さまを訪問して、電気設備の安全点検（調査業
務）を行います。点検内容は、屋外の配線や屋内の
分電盤、ブレーカーなどの目視点検等のほか、漏れ
電流計や絶縁抵抗計を使用した絶縁状態（漏電の有
無）の確認などです。
　訪問の際には、電気の安全な使い方や省エネルギ
ーなどのご質問・ご相談もお受けしております。
●その他
　お客さまからのご依頼に応じて、有償で電気設備
の点検をお受けしています。
　なお、お客さまからの定期調査の訪問日程変更な
どは、コールセンターで受け付けております。

　高圧・特別高圧で受電する需要設備、発電設備な
どは「自家用電気工作物」と位置付けられています。
これを設置しているお客さまを対象とするのが「保
安業務」です。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は「自主保安体制」の確立を基
本とし、設置者が保安規程を作成・届出するととも
に、電気主任技術者を選任する必要があります。
　このうち、一定規模未満の自家用電気工作物につ

●試験・技術業務
　電気主任技術者立ち会いのもと、お客さまのご要
望に応じた各種業務を行っています。
　例えば受変電設備や発電設備の巡視点検、測定・
試験などのお手伝い、省エネルギー、特に電気使用
合理化についての診断も行っております。このほか
絶縁用保護具等の定期自主検査、電気設備の清掃、
漏電監視、高調波障害対策のコンサルティングとい
った業務も承っています。

少しの工夫でできる地球にやさしい事例を解説した
後、果物電池、クリップモーターなどの体験型実習
を通して、電気エネルギーの発生メカニズムを学ん
でいただきます。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担う電気技術者の育成を目的と
して、作文コンクール「ＫＤＨ未来の電気技術者奨
励賞」を実施しています。工業高校電気科などに在
学する高校生を対象に、電気技術者としての夢や抱
負について作品を募集、表彰しています。

いただいているお客さまを対象に、事故の未然防止
や緊急対応を目的に実施しています。電気設備点検
の結果、技術基準に適合していない事項や至急改修
すべき事項などが判明した場合、改修工事をご提案
し、お客さまのご依頼を受けて工事を行う場合があ
ります。
　また、電気設備には経年劣化を踏まえた更新目安
があり、更新時期が近づいた設備について更新工事
のご提案を行っております。

　電力会社から低圧で電気の供給を受ける、一般の
ご家庭や商店、小規模な工場などのお客さまを対象と
した「調査業務」を実施しています。
●定期調査

　当協会の建設業務は、主に保安管理業務をご契約

リスクがある業務に携わらせる場合、安全衛生教育
を行うことを義務付けています。
　当協会では、事業者に代わり安全衛生教育等の講
習会（低圧及び高圧・特別高圧電気取扱者特別教育
講習会）や、保護継電器試験実務初級講習会を技術
研修所などで有料で開催しています。　　

いては、電気主任技術者を外部の電気管理技術者や
電気保安法人に業務委託できます。
　当協会は、この「外部委託承認制度」に基づき、
電気保安法人としてお客さまと保安管理業務の契約
を締結し、自家用電気工作物の工事、維持、運用に
関する保安の監督に係る業務を行っています。豊富
な知識と経験を有する当協会の電気主任技術者が、
月次点検、年次点検、事故対応などで電気保安をサ
ポートいたします。
　また、電気事故受付や絶縁監視装置の警報監視を
「総合監視指令センター」に集中化し、関東全域を
カバーする拠点ネットワークに指令を出すことで、
24時間・365日いつでも迅速にトラブル対応できる
体制を構築しています。
　発電所の保安管理業務も実施しており、太陽電池
発電所をはじめ、風力発電所や小規模な水力発電所
など再生可能エネルギーによる発電所の保安業務も
承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、事
故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービス
まで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ、各種パンフレットやマスメデ
ィアによるＰＲを行い、地域に密着した活動を展開
しています。
●地域貢献活動
　重要文化財などの電気設備の配線診断のほか、高
齢者宅、福祉施設などを対象に電気事故の未然防止
のため、関係団体と協調し、特別点検を実施してお
ります。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電
気安全や省エネルギーに関する普及活動に取り組ん
でいます。こうした講習会等は、自治体・町内会・
学校・児童館などと連携して開催しています。
　例えば「こども電気教室」では「電気を上手に使
って地球の温暖化防止」を子供たちに伝えています。

　●各種講習会の開催
　労働安全衛生法は、事業者が従業員を感電事故の

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気を　　  で　　　  に
関東電気保安協会の業務ご紹介

定期調査

年次点検

総合監視指令センター

月次点検 事故対応 太陽電池発電所の巡視・点検

安全 効率的
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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5月15日必着締切期日

発 表 2023年7・8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、電気事故受付や絶縁監視装置の警報監視
を「○○○○○○センター」に集中化。24時間・365
日いつでも迅速にトラブル対応できる体制を構築して
います。漢字6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。

ッラト キ ン グ
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

11・12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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　私たち関東電気保安協会は、1966年（昭和41年）
の設立以来「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」という経営理念のもと、業務に取り組んでま
いりました。
　具体的には、調査・保安・建設・広報業務を4本柱に、
お客さまのニーズに応え、お客さまに電気を安心し
てお使いいただけるよう、務めております。

特　集 1 安 全 エ レ ち ゃ ん の

　一般家庭などの電気設備は、電気事業法で「一般
用電気工作物」と位置付けられ、技術基準に適合し
ているか、調査することが定められています。この
調査は「電線路維持運用者」（当協会のエリアは主

に東京電力パワーグリッド株式会社）またはその委
託を受けた登録調査機関が行います。
　当協会は、その登録調査機関として委託を受けた
エリアの業務を行っており、原則として4年に1回、
お客さまを訪問して、電気設備の安全点検（調査業
務）を行います。点検内容は、屋外の配線や屋内の
分電盤、ブレーカーなどの目視点検等のほか、漏れ
電流計や絶縁抵抗計を使用した絶縁状態（漏電の有
無）の確認などです。
　訪問の際には、電気の安全な使い方や省エネルギ
ーなどのご質問・ご相談もお受けしております。
●その他
　お客さまからのご依頼に応じて、有償で電気設備
の点検をお受けしています。
　なお、お客さまからの定期調査の訪問日程変更な
どは、コールセンターで受け付けております。

　高圧・特別高圧で受電する需要設備、発電設備な
どは「自家用電気工作物」と位置付けられています。
これを設置しているお客さまを対象とするのが「保
安業務」です。
●保安管理業務
　自家用電気工作物は「自主保安体制」の確立を基
本とし、設置者が保安規程を作成・届出するととも
に、電気主任技術者を選任する必要があります。
　このうち、一定規模未満の自家用電気工作物につ

●試験・技術業務
　電気主任技術者立ち会いのもと、お客さまのご要
望に応じた各種業務を行っています。
　例えば受変電設備や発電設備の巡視点検、測定・
試験などのお手伝い、省エネルギー、特に電気使用
合理化についての診断も行っております。このほか
絶縁用保護具等の定期自主検査、電気設備の清掃、
漏電監視、高調波障害対策のコンサルティングとい
った業務も承っています。

少しの工夫でできる地球にやさしい事例を解説した
後、果物電池、クリップモーターなどの体験型実習
を通して、電気エネルギーの発生メカニズムを学ん
でいただきます。
●高校生作文コンクール
　未来の電気保安を担う電気技術者の育成を目的と
して、作文コンクール「ＫＤＨ未来の電気技術者奨
励賞」を実施しています。工業高校電気科などに在
学する高校生を対象に、電気技術者としての夢や抱
負について作品を募集、表彰しています。

いただいているお客さまを対象に、事故の未然防止
や緊急対応を目的に実施しています。電気設備点検
の結果、技術基準に適合していない事項や至急改修
すべき事項などが判明した場合、改修工事をご提案
し、お客さまのご依頼を受けて工事を行う場合があ
ります。
　また、電気設備には経年劣化を踏まえた更新目安
があり、更新時期が近づいた設備について更新工事
のご提案を行っております。

　電力会社から低圧で電気の供給を受ける、一般の
ご家庭や商店、小規模な工場などのお客さまを対象と
した「調査業務」を実施しています。
●定期調査

　当協会の建設業務は、主に保安管理業務をご契約

リスクがある業務に携わらせる場合、安全衛生教育
を行うことを義務付けています。
　当協会では、事業者に代わり安全衛生教育等の講
習会（低圧及び高圧・特別高圧電気取扱者特別教育
講習会）や、保護継電器試験実務初級講習会を技術
研修所などで有料で開催しています。　　

いては、電気主任技術者を外部の電気管理技術者や
電気保安法人に業務委託できます。
　当協会は、この「外部委託承認制度」に基づき、
電気保安法人としてお客さまと保安管理業務の契約
を締結し、自家用電気工作物の工事、維持、運用に
関する保安の監督に係る業務を行っています。豊富
な知識と経験を有する当協会の電気主任技術者が、
月次点検、年次点検、事故対応などで電気保安をサ
ポートいたします。
　また、電気事故受付や絶縁監視装置の警報監視を
「総合監視指令センター」に集中化し、関東全域を
カバーする拠点ネットワークに指令を出すことで、
24時間・365日いつでも迅速にトラブル対応できる
体制を構築しています。
　発電所の保安管理業務も実施しており、太陽電池
発電所をはじめ、風力発電所や小規模な水力発電所
など再生可能エネルギーによる発電所の保安業務も
承ります。各種手続きのお手伝いから保守点検、事
故対応、さらに遠隔監視などのオプションサービス
まで、フルサポートいたします。

　電気使用に関する安全知識の普及や、電気災害防
止に対する関心を高めていただくために、広報誌「電
気と保安」をはじめ、各種パンフレットやマスメデ
ィアによるＰＲを行い、地域に密着した活動を展開
しています。
●地域貢献活動
　重要文化財などの電気設備の配線診断のほか、高
齢者宅、福祉施設などを対象に電気事故の未然防止
のため、関係団体と協調し、特別点検を実施してお
ります。
●出前授業などの開催
　地域や職場の方々を対象に「電気安全講習会」「出
前授業」「電気安全出張相談所」などを開催し、電
気安全や省エネルギーに関する普及活動に取り組ん
でいます。こうした講習会等は、自治体・町内会・
学校・児童館などと連携して開催しています。
　例えば「こども電気教室」では「電気を上手に使
って地球の温暖化防止」を子供たちに伝えています。

いかがでしたか。
　一般家庭や商店などの調査業務から、高圧・特別高圧のお客さまに対する保安業務、電気設備の改修など建
設業務、電気安全普及に向けた広報業務まで、すべて電気安全を確保することが私たちの業務です。

Ⅳ 建設業務

Ⅴ 広報業務

Ⅵ その他

　●各種講習会の開催
　労働安全衛生法は、事業者が従業員を感電事故の

関東電気保安協会の業務ご紹介

特高・高圧電気設備の点検（保護継電器試験）

学科講習（低圧） 実技講習（高圧・特別高圧）

非常用予備発電装置の点検・整備

電気使用合理化診断（診断のための調査・測定）

電気安全出張相談所 高齢者宅の配線診断 技術研修所（千葉市美浜区）

電気を　　  で　　　  に安全 効率的
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山梨事業本部 甲府事業所 都留支所　三枝　正尚

の 記 録 から現場
シュリンクバック現象で絶縁破壊
ケーブル端末部確認の重要性を再認識
　電気設備は、経年劣化や施工・
保守の不備といった内的要因だ
けではなく、天候や動植物とい
ったものによる思わぬ外的要因
によって事故や故障を起こすこ
ともあります。
　こうした原因を予見して、防
止対策を行い、波及事故に至ら
ないよう高圧気中負荷開閉器
（PAS）などの設置や日々の点検・
設備更新など万全の備えを講じ
ておくことが大切です。
　今回はケーブル端末部を確認す
ることの重要性について再認識し
た事故事例についてご紹介します。

補助者と調査を継続しましたが、
残念ながら風雨が強まったため、
調査続行困難と判断。お客さま
に状況を説明して、翌日調査を
行うことにしました。
　翌朝、再びお客さまの児童福
祉施設へ訪問し、当直者と補助
者の2名で調査を再開しました。
高圧絶縁抵抗測定を行ったとこ
ろ、天候の回復が影響したのか、
前日は1MΩだった抵抗値が、所
内機器一括は150MΩで、高圧引
込ケーブルは100MΩ（G端子方
式10,000MΩ）と良好でした。
　その後、キュービクル内を確認
しました。特に異常もなく、小動
物侵入の痕跡も見られないことか
ら、お客さまと相談の上、PAS
を投入し、現状復帰して様子をみ
ていただくことにしました。
　それから1週間後。午後11時頃、
総合監視指令センターに、同じ

児童福祉施設の絶縁監視装置か
ら停電発生の応動要請があり、
当直者が応動しました。
　現地を確認したところ、今回
もPASが開放状態となっていま
す。お客さまは不在で、連絡も
取れないため、翌朝連絡をする
ことにして帰所しました。
　翌朝、お客さまと連絡が取れた
ため、現地で待ち合わせをして調
査を再開しました。高圧絶縁抵抗
測定を実施したところ、高圧ケー
ブルが再び6MΩと絶縁抵抗値が
低下していました。このため、絶
縁耐力試験を行い、健全性を確認
することにしました。
　絶縁耐力試験を開始して試験
電圧を印加した直後、高圧ケー
ブル端末部付近からリーク音が
したため、試験をすぐに中止し
ました。お客さまには、高圧ケ
ーブルの使用は危険であること

を説明。その上で、電気工事店
に要請して、すぐに当該の高圧
ケーブルを取り換えていただく
ようお願いしました。
　その後しばらくして、お客さ
まが依頼した電気工事店が到着
しました。高所作業車を使用して、
高圧ケーブルの端末部を確認し
たところ、青相端末部が「シュ
リンクバック現象」※注により焼
損していることが判明しました。
　高圧ケーブルを確認してみる
と、幸いにも十分な余長があり
ました。電気工事店の施工によ

って、端末部の交換工事をする
だけでお客さま設備を復旧する
ことができました。

◆　　◆　　◆
　今回の停電事故の原因は、シ
ュリンクバック現象によって高
圧ケーブル内部が露出し、その
露出部から雨水または湿気が浸
入したことで絶縁破壊が起こり、
PASが動作して全停電となった
と推測されます。
　1回目の停電の原因は、雨によ
って絶縁低下したことです。こ
れで全停電となりました。しかし、

翌日に天候が回復することによ
って、高圧絶縁抵抗測定値が回
復したと考えられます。
　1週間後、再び天候が悪化し降
雨により高圧ケーブルが絶縁破
壊し、2回目の停電となったもの
と推測されます。
　今回の事故は、シュリンクバ
ック現象が原因と特定された稀
な事故でした。
　この事故以来、お客さまの点
検をする際は、構内1号柱や高圧
ケーブル周辺を特に注意して確
認するようにしています。

◆　　◆　　◆
　この日は、前日から降り始め
た雨がなかなか降りやまないよ
うな1日でした。
　そうした中、午後3時頃に、総
合監視指令センターに児童福祉
施設のお客さまから「建物が全
館停電しているので、状況を見
に来てほしい」との連絡が入り
ました。応動要請を受け、現場
である児童福祉施設へ急いで向
かいました。
　現地に到着後、まず構内1号柱
に設置しているPASの状態を確
認しました。PASは地絡動作の
表示が出ており開放状態になっ
ていました。その後、合流した

※注 シュリンクバック現象とは
日射や通電等によるヒートサイクルにより、シースが収縮する事象をいいます。 
端末部においてシュリンクバック現象が発生すると、シース端部が露出して水が
ケーブルに浸入したり、遮蔽銅テープが破断したりして絶縁破壊に至ることがあ
ります。

図　シュリンクバック現象のメカニズム例

日射による温度変化等によりシースが
収縮し、遮蔽銅デープに引っ張り力が加わる

遮蔽銅デープが破断し、充電電流が外部半導電層を
介して非接地側から接地側に強制的に流れる

外部半導電層および絶縁体を徐々に焼損する 絶縁体が絶縁破壊し地絡する　　　

絶縁体

焼損

焼損

端末部で固定

遮蔽銅テープ外部半導電層

シース

絶縁体
導体

非接地側接地側

21

43
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桜並木の乗馬体験

　那須連山をあおぐ那須野が原。
桜の見ごろは東京都心部より2週
間ほど遅い、4月半ばです。千本
松牧場のメインストリートは約300
ｍ続く桜並木。200本以上のソメ
イヨシノが来場者を迎えます。
　マーケティング戦略部・江連美
香さんのおすすめは馬上からのお
花見。「目線が高くなり花が間近。
周りを花に囲まれ、格別な気分を
味わえます」。乗馬は初心者向け
から経験者向け場内周遊まで、
プランいろいろ。小さなお子さまは
ポニー乗馬を楽しめます。

乳製品を循環型酪農で

　ゴールデンウィークごろに牛の放
牧を再開し、千本桜牧場は観光ト
ップシーズンへと向かいます。

　千本松牧場は、東北自動車道の
西那須野塩原ＩＣから2分、那須
塩原駅からは車で20分ほど。塩
原温泉に向かう国道に沿って、牧
場敷地が延 と々続きます。総面積
は834ha、これは東京ドーム178
個分に相当します。
　その広大な敷地の約4分の1を
牧草地が占め、約500頭の乳牛を
飼育しています。循環型酪農で生
産した生乳からつくる乳製品は安
全・安心、そして美味。確固たる
ブランドを築いています。

　天然のアカマツが群生し、様々
な鳥類、ムササビなどの小動物が
生息する敷地の全体が自然保護区
に指定されています。その豊かな
自然の中、数々のアミューズメント
を備えた観光牧場として、冒頭の
乗馬のほか、動物とのふれあい、
サイクリングなどが楽しめます。コ
ロナ以前は、年間100万人が来訪。
現在は個人客中心に７～８割程度
まで回復しました。

美肌の湯でイチゴ栽培

　桜の開花はもう少し先ですが、
いまの季節はイチゴ狩りがおすすめ
です。「とちおとめ」をはじめ、栃
木県が誇る様々な品種をハウス栽
培し、20分食べ放題。
　そのハウスの暖房は、場内に沸

く温泉の熱を利用しています。源
泉かけ流しの温泉は「Ｐh（水素
イオン濃度）9.0の豊かなアルカリ
性泉質。とろりとした湯ざわり、植
物由来のモール成分も含まれた美
肌の湯です」と江連さん。もちろ
ん手ぶらで入浴できます。

時間限定の超濃厚ソフト

　牧場での楽しみといえば、自家
製の乳製品、畜産品。千本松牧
場のソフトクリームは生乳の甘さが
広がる逸品で、テレビをはじめメデ
ィアで度々紹介されています。最
近は週末だけ販売する超濃厚ソフ
トが評判です。
　食事はグリルハウスでジンギスカ

ンを。1964年から提供を開始し「本
州最古」を誇ります。特選ラム肉
に加え、地元の銘柄豚、牛肉も味
わえ、地元の人々も食事に訪れる
人気です。暖かくなれば、コロナ
の3密対策がきっかけで新設した、
屋外テラス席の開放感も良さそう
です。

大河ドラマのロケ地に

　マツや広葉樹の森の中にたたず
む洋館。場内に牧場の祖・松方正
義の別邸が遺っています。
　牧草地では、大河ドラマ2作の
ロケが行われました。いずれも幕
末から明治維新後の時代が舞台で
した。1893（明治26）年に始まる

牧場の歴史との縁を感じます。
　那須野が原は明治政府の殖産興
業に基づき開拓され、当時の華族
階級が大規模農場の経営に取り組
みます。その一人が明治時代に首
相を2度務めた松方翁でした。
　経営は昭和初期に現在のホウラ
イ株式会社（本社・東京）が引き
継ぎ、今日に至っています。

多様な電気設備を守る

　広大な敷地では、観光施設、農
場施設のほか乳業工場も稼働して
います。加えて国内ランキング上位
に名を連ねる2つのゴルフ場も。
来場者おもてなし、牛の飼育、乳
製品の品質確保など、電気の果た
す役割は多岐にわたります。
　総務経理課担当課長の河内大樹
さんが「移動するのも大変な広さ
の中、一人で電気設備を点検して回
っていただき、頭が下がります」と、
担当検査員をねぎらってくださいま
す。「おかげさまで大きなトラブル
もなく、安心して電気を使っていま
す」と当協会への信頼の言葉もい
ただきました。
　那須野が原の自然を守り、共生
して事業展開する千本松牧場。当
協会も電気安全を守るとともに、環
境と共生できる電気の効率的な利
用普及に努めて参ります。乗馬や動物ふれあい（上）など多彩なアミューズメントを満喫

「本州最古」のジンギスカン

こ ん に ち はまさ客お

千本松牧場
〒329-2747　栃木県那須塩原市千本松799
☎0287-36-1025　www.senbonmatsu.com

大人気のソフトクリームをはじめ新鮮な乳製品

「美肌の湯」でほっこり（左）。 
イチゴのハウス栽培はその熱で

春、満開の桜並木がお迎え

那須連山を望む広大な牧草地

千本松牧場本部
マーケティング戦略部

江連 美香さん（左）
本社・千本松事務所
総務経理課担当課長

河内 大樹さん
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特　集 2

1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
は、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体です。電気製品の
安全性を示す目印としてＳマー
ク【図1】を推奨するとともに、
Ｓマーク認証制度の普及のため
の諸活動を行っています。

2 Ｓマーク認証制度とは

　電気製品の安全を担保するた
めの制度には、国が定めた電気
用品安全法があり、製造事業者
または輸入事業者に経済産業局
への届け出、技術基準の準拠、

製品への「PSEマーク」の表示、
検査記録の保管等の義務が課せ
られています。
　この中の技術基準の準拠に関
しては、一般的な家電製品は丸
形PSEに区分され、欧米の考え
方にならって「自己確認」とさ
れており、安全性の確認は事業
者自身に委ねられています。し
かし残念なことに、昨今の一部
の海外からの輸入品に関しては
不具合、事故も報告されており、
消費者から不安視する声も上
がっています。
　そうした中で1995（平成7）
年に誕生したのが「Ｓマーク」。
公正・中立な第三者認証機関が、
公正な立場から当該製品の安全
性を客観的に評価し、安全性が
確認された製品であることを表
すもので、自己責任原則に基づ

く事業者の自己確認を補完する
役割を担っています。
　Ｓマークを製品に表示するた
めには、指定の認証機関である
一般財団法人電気安全環境研究
所（JET）、一般財団法人日本品
質保証機構（JQA）、株式会社 
UL Japan、テュフ・ラインラ
ンド・ジャパン株式会社【図2】
で実施する製品試験に合格し、
さらに、継続的に安全性を維持
しているかを確認するため、工
場での検査を年に1回受けなけれ
ばなりません。それに合格する
ことで、初めて認証を取得する
ことができます。
　このように、製品そのものの
型式試験（感電・火災・ケガ・
電波障害などの危険が発生しな
いことを確認）およびその後の
工場での品質管理の調査を継続

して実施することで、市場に出
ているＳマーク付き電気製品が
消費者にとって安心して購入・
使用できる電気製品となってい
ます。

3 Ｓマークの店頭普及率
　 低下は危険な傾向

　Ｓマークは、その制度を開始
して27年が経過しており、市場
における電気製品に対するＳ
マークは定着してきました。
　しかしながら、2021年度の調
査では店頭普及率は全体平均で
66.2%になっており、近年では
緩やかな低下傾向にあります。
このデータは全国の流通事業者
様の協力を得て、当協議会が独
自に実施している店頭調査結果
に基づくもので、【グラフ1】で
はＳマークの店頭普及率の推移
を表しています。
　2020年からは従来の調査先

（実販中心）とは別にネット販売
大手3社が公表している「売れ筋
ランキング」データを元に分析
しています。合わせて、価格.
comも同様に調査しています。
　【グラフ2】では、17種類の製
品カテゴリーに分類して、青色
のグラフが主として従来型の店
舗販売のＳマーク普及データで、
右の緑色がネット販売の同デー

タを表しています。
　それでは、なぜこのようなＳ
マークの店頭普及率が低下傾向
にあるか？　を分析してみまし
た。このデータからわかるように、
ネット販売のデータは別で集計
していますので、ネット販売が
増えたことが主な要因ではあり
ません。
　【グラフ3】では、製品カテゴ

リーの中で、Ｓマーク普及率の低
い「電気ポット」「コーヒーメー
カー」「フードプロセッサー」で
国内メーカーと海外メーカーで
Ｓマーク取得率を比較してみま
した。これを見れば、明らかに
海外メーカーの製品のＳマーク
取得率が低いことが分かります。
　そして、実販のお店において
も海外メーカーの製品が多く販
売されている実態がそれを裏付
けています。低価格を売りにシェ
アを伸ばす中国製品、デザイン
性を売りにシェアを伸ばすフラ
ンス製品などは皆さんがお店で
電気製品を購入する際に、よく
目にされるのではないかと思い
ます。
　Ｓマークの認証機関としても、
決して手をこまねいているわけ
ではありません。海外の大手メー
カーにはアプローチをかけてお
り、少しずつ成果は上がってき
ていますが、冒頭のＳマーク普
及率を改善するまでには至って
いません。
　調理家電（電気ポット、フー

ドプロセッサー、コーヒーメー
カー等）については、手頃な価
格帯であることに加えて、メー
カーとしてＳマーク認証のため
に必要となる費用と期間を惜し
む傾向があると想定されます。
前述したように、法的規制では
丸形ＰＳＥ対象製品はメーカー
の「自己確認」でよいとされて
おり、安全性の確認は事業者自
身に委ねられています。従来消
費者が安心して購入していた日
本のブランドメーカーと同様に
無条件に安全・安心と考えてい
い時代は終わったと考えるべき
です。

4 消費者の購買に
　 求められる安全意識

　これらの分析からもわかるよ
うに、法律も規制緩和、事業者
側の自主規制に切り替わってき
たものの、残念ながら肝心の消
費者の意識が何ら変わっていな
いのです。ネット販売も含めて、
「市場で堂々と販売されている製

品に変なもの、危険なものがあ
るわけがない」と考えているの
ではないでしょうか。あまり悲
観的には考えたくないのですが、
残念ながら現状は危険に満ち満
ちているといっても過言ではな
いでしょう。
　ネット販売においても、「詐欺
ま が い の 危 険 な サ イ ト」や
「SNSでの製品販売」なども増え
てきており、ますます消費者の
正しい判断が求められています。
　ところが、電気製品を購入す
る際に、消費者が安全・安心な
製品をどのようにして見極める
のかというと、これはなかなか
難しい問題です。
　まずは、電気用品安全法で定
められた「PSEマーク」が表示
されていることは最低限の条件
です。しかし、表示されていれ
ば安全かというと、製品を提供
する海外の事業者が正しく技術
基準を遵守しているかは、残念
ながら、消費者にとって確認の
方法がありません。
　従来であれば、日本メーカー
のナショナルブランドを信じて
いれば、ほぼ間違いのない製品
が購入できましたし、アフター
サービスも安心できるものでし
た。では、名も知らないような
海外メーカーの製品は大丈夫で
しょうか？
　その答えは「Ｓマーク」にあ
ります。Ｓマークは実績のある第
三者認証機関が試験・評価した
製品です。第三者認証機関とは
野球でいえば審判です。ピッ
チャーが投げたボールがストラ
イクかボールかの判定をピッ

    マーク認証制度を
ご存知ですか？

電気製品認証協議会（SCEA）

チャー自身が判定するのが「自
己確認」です。きわどいボール
はどうしても自分に有利な判定
になりがちですね。
　Ｓマークは、審判が公平・公
正に判断した製品に表示されて
います。海外製品にもＳマーク
が表示されたものがありますの
で、低価格でＳマークが表示さ
れている製品はむしろお買い得
といえます。お店で製品を選ぶ
際には、製品の裏面や側面に銘

板が付いていますので、Ｓマー
クを探してみてください。認証
機関名称付きＳマークは、12
ページ【図2】を参照してくだ
さい。
　海外製品を中心に扱っている
国内の輸入事業者の中には、そ
の不安要素をＳマークで払拭し、
それを特徴にして販売を伸ばし
ているところがあります。輸入
事業者の独自ブランドで販売さ
れていますので、製品選択の一

助としてください。【図3】は、Ｓ
マーク付き海外製品の事例です。
　消費者の多くの皆様へＳマー
クをより知っていただくために、
2022年11月より電気製品認証
協議会でTwitterのアカウント
を開設しましたので、ご紹介し
ます。ＨＰからでも入れます。
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1 電気製品認証協議会
　 （SCEA）とは

　電気製品認証協議会（SCEA）
は、製造事業者、流通事業者、
消費者、認証機関などの47団体
と学識経験者により構成され、
日本で唯一の第三者認証制度を
協議する団体です。電気製品の
安全性を示す目印としてＳマー
ク【図1】を推奨するとともに、
Ｓマーク認証制度の普及のため
の諸活動を行っています。

2 Ｓマーク認証制度とは

　電気製品の安全を担保するた
めの制度には、国が定めた電気
用品安全法があり、製造事業者
または輸入事業者に経済産業局
への届け出、技術基準の準拠、

製品への「PSEマーク」の表示、
検査記録の保管等の義務が課せ
られています。
　この中の技術基準の準拠に関
しては、一般的な家電製品は丸
形PSEに区分され、欧米の考え
方にならって「自己確認」とさ
れており、安全性の確認は事業
者自身に委ねられています。し
かし残念なことに、昨今の一部
の海外からの輸入品に関しては
不具合、事故も報告されており、
消費者から不安視する声も上
がっています。
　そうした中で1995（平成7）
年に誕生したのが「Ｓマーク」。
公正・中立な第三者認証機関が、
公正な立場から当該製品の安全
性を客観的に評価し、安全性が
確認された製品であることを表
すもので、自己責任原則に基づ

く事業者の自己確認を補完する
役割を担っています。
　Ｓマークを製品に表示するた
めには、指定の認証機関である
一般財団法人電気安全環境研究
所（JET）、一般財団法人日本品
質保証機構（JQA）、株式会社 
UL Japan、テュフ・ラインラ
ンド・ジャパン株式会社【図2】
で実施する製品試験に合格し、
さらに、継続的に安全性を維持
しているかを確認するため、工
場での検査を年に1回受けなけれ
ばなりません。それに合格する
ことで、初めて認証を取得する
ことができます。
　このように、製品そのものの
型式試験（感電・火災・ケガ・
電波障害などの危険が発生しな
いことを確認）およびその後の
工場での品質管理の調査を継続

して実施することで、市場に出
ているＳマーク付き電気製品が
消費者にとって安心して購入・
使用できる電気製品となってい
ます。

3 Ｓマークの店頭普及率
　 低下は危険な傾向

　Ｓマークは、その制度を開始
して27年が経過しており、市場
における電気製品に対するＳ
マークは定着してきました。
　しかしながら、2021年度の調
査では店頭普及率は全体平均で
66.2%になっており、近年では
緩やかな低下傾向にあります。
このデータは全国の流通事業者
様の協力を得て、当協議会が独
自に実施している店頭調査結果
に基づくもので、【グラフ1】で
はＳマークの店頭普及率の推移
を表しています。
　2020年からは従来の調査先

（実販中心）とは別にネット販売
大手3社が公表している「売れ筋
ランキング」データを元に分析
しています。合わせて、価格.
comも同様に調査しています。
　【グラフ2】では、17種類の製
品カテゴリーに分類して、青色
のグラフが主として従来型の店
舗販売のＳマーク普及データで、
右の緑色がネット販売の同デー

タを表しています。
　それでは、なぜこのようなＳ
マークの店頭普及率が低下傾向
にあるか？　を分析してみまし
た。このデータからわかるように、
ネット販売のデータは別で集計
していますので、ネット販売が
増えたことが主な要因ではあり
ません。
　【グラフ3】では、製品カテゴ

リーの中で、Ｓマーク普及率の低
い「電気ポット」「コーヒーメー
カー」「フードプロセッサー」で
国内メーカーと海外メーカーで
Ｓマーク取得率を比較してみま
した。これを見れば、明らかに
海外メーカーの製品のＳマーク
取得率が低いことが分かります。
　そして、実販のお店において
も海外メーカーの製品が多く販
売されている実態がそれを裏付
けています。低価格を売りにシェ
アを伸ばす中国製品、デザイン
性を売りにシェアを伸ばすフラ
ンス製品などは皆さんがお店で
電気製品を購入する際に、よく
目にされるのではないかと思い
ます。
　Ｓマークの認証機関としても、
決して手をこまねいているわけ
ではありません。海外の大手メー
カーにはアプローチをかけてお
り、少しずつ成果は上がってき
ていますが、冒頭のＳマーク普
及率を改善するまでには至って
いません。
　調理家電（電気ポット、フー

ドプロセッサー、コーヒーメー
カー等）については、手頃な価
格帯であることに加えて、メー
カーとしてＳマーク認証のため
に必要となる費用と期間を惜し
む傾向があると想定されます。
前述したように、法的規制では
丸形ＰＳＥ対象製品はメーカー
の「自己確認」でよいとされて
おり、安全性の確認は事業者自
身に委ねられています。従来消
費者が安心して購入していた日
本のブランドメーカーと同様に
無条件に安全・安心と考えてい
い時代は終わったと考えるべき
です。

4 消費者の購買に
　 求められる安全意識

　これらの分析からもわかるよ
うに、法律も規制緩和、事業者
側の自主規制に切り替わってき
たものの、残念ながら肝心の消
費者の意識が何ら変わっていな
いのです。ネット販売も含めて、
「市場で堂々と販売されている製

品に変なもの、危険なものがあ
るわけがない」と考えているの
ではないでしょうか。あまり悲
観的には考えたくないのですが、
残念ながら現状は危険に満ち満
ちているといっても過言ではな
いでしょう。
　ネット販売においても、「詐欺
ま が い の 危 険 な サ イ ト」や
「SNSでの製品販売」なども増え
てきており、ますます消費者の
正しい判断が求められています。
　ところが、電気製品を購入す
る際に、消費者が安全・安心な
製品をどのようにして見極める
のかというと、これはなかなか
難しい問題です。
　まずは、電気用品安全法で定
められた「PSEマーク」が表示
されていることは最低限の条件
です。しかし、表示されていれ
ば安全かというと、製品を提供
する海外の事業者が正しく技術
基準を遵守しているかは、残念
ながら、消費者にとって確認の
方法がありません。
　従来であれば、日本メーカー
のナショナルブランドを信じて
いれば、ほぼ間違いのない製品
が購入できましたし、アフター
サービスも安心できるものでし
た。では、名も知らないような
海外メーカーの製品は大丈夫で
しょうか？
　その答えは「Ｓマーク」にあ
ります。Ｓマークは実績のある第
三者認証機関が試験・評価した
製品です。第三者認証機関とは
野球でいえば審判です。ピッ
チャーが投げたボールがストラ
イクかボールかの判定をピッ

特　集 2 マーク認証制度を
ご存知ですか？

チャー自身が判定するのが「自
己確認」です。きわどいボール
はどうしても自分に有利な判定
になりがちですね。
　Ｓマークは、審判が公平・公
正に判断した製品に表示されて
います。海外製品にもＳマーク
が表示されたものがありますの
で、低価格でＳマークが表示さ
れている製品はむしろお買い得
といえます。お店で製品を選ぶ
際には、製品の裏面や側面に銘

板が付いていますので、Ｓマー
クを探してみてください。認証
機関名称付きＳマークは、12
ページ【図2】を参照してくだ
さい。
　海外製品を中心に扱っている
国内の輸入事業者の中には、そ
の不安要素をＳマークで払拭し、
それを特徴にして販売を伸ばし
ているところがあります。輸入
事業者の独自ブランドで販売さ
れていますので、製品選択の一

助としてください。【図3】は、Ｓ
マーク付き海外製品の事例です。
　消費者の多くの皆様へＳマー
クをより知っていただくために、
2022年11月より電気製品認証
協議会でTwitterのアカウント
を開設しましたので、ご紹介し
ます。ＨＰからでも入れます。

【グラフ3】 国内メーカーと海外メーカーのＳマーク取得率比較
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【図3】 Sマークを取得した海外製品の事例（いずれも中国製）

電気製品の安全Sマーク
（@Smark_ninsho）さん / 
Twitter

 マークをより知っていただくために
　Sマークについて、よ

り詳しく知っていただく

ために右記PCサイト、

消費者サイト、モバイ

ルサイトを開設しており

ます。また電気製品に

付いているSマーク、

認証機関による試験の

様子、モーションまんが

「Sマークってなあに？」

をYouTubeの動画で

ご覧になれます。ぜひ

一度アクセスしてみてく

ださい。

モバイルサイト：
左のQRコードで
アクセス

PCサイト：「SCEA」で検索
（http://www.s-ninsho.com/）

YouTube：
モーションまんが
左のQRコードでアクセス

消費者サイト：「Sマークってなあに」で検索
（http://www.s-ninsho.com/jp/index.html）

〒160-0022 
東京都新宿区新宿1丁目18番13号 協建新宿1丁目ビル4階
TEL：03-5362-7077　FAX：03-3358-5558

電気製品認証協議会
（SCEA）事務局
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　甲府盆地の中央部、やや東寄りにある笛吹市は、東
京都心から約１時間半というアクセスの良さで、首都圏
から多くの観光客が訪れます。
　近隣の中部高知には縄文時代の黒曜石鉱山があり、
当時から栄えた古い土地柄。駅名にもなっている石和
温泉郷、隣接する春日居温泉郷を中心に、甲府盆地に
広がる果樹園が特徴。旧石和町や御坂町、一宮町など
6町村が2004年10月に合併。2006年には芦川村が合
併編入し、現在の笛吹市になりました。

桃とぶどう栽培は日本一
　肥沃で排水がよい土壌と長い日照時間、昼夜の温度
差の大きさから果樹栽培が盛ん。農林水産省の果樹生
産出荷統計で、桃とぶどうは栽培面積、収穫量、出
荷量いずれも全国の市町村で第１位を誇ります。「桃・
ぶどう日本一の郷」、「日本一桃源郷」の両宣言で、日

本中にその名を知られています。
　4月初旬には、30万本ともいわれる桃の花で、市内
は一面のピンクに！　〝日本一早い開花〟を誇るミズバ
ショウや桜と合わせた花見は全国でもここだけ。
　また、初夏から秋の収穫期には、観光果樹園で桃や
ぶどうなどフルーツ狩りが楽しめます。市内に12カ所あ
るワイナリーでは、ワインの試飲・直売も。好みのワイ
ンを探すのも一興です。
　石和温泉郷は1961年にブドウ畑から突然湧き出た
〝青空温泉〟に始まり、隣接する春日居温泉郷と合わせ
て、県内最大規模の温泉地。年間を通じて多くの宿泊
客が訪れます。温泉地の旅館やホテルで心と体を癒す
のはもちろん、市内の公営温泉施設や足湯施設で地元
の人たちと触れ合ってみるのも旅の醍醐味です。

小トラベル好奇心
いっぱい！

桃の花の盛りは３月下旬から4月上旬

市内に12カ所ある
ワイナリーでは、

自慢のワインを直売。
試飲も可能

（写真は笛吹ワイン）

（記事提供　電気新聞）

【釈迦堂遺跡博物館】 【駅なかワインサーバー】

【ラーほー】

山梨県 笛吹市Access┃  アクセス

JR新宿駅から中央線特急で約１時間30分
新宿から中央自動車道で一宮御坂ICまで約1時間20分、
一宮御坂ICから石和温泉駅まで約10分

鉄 道 の 場 合
自動車の場合

：
：

　笛吹市を含む山梨県の中部高地には、縄文時代の黒曜石

鉱山があり、縄文時代にはとても栄えていました。釈迦堂遺

跡博物館には、1980年２月から81年11月に中央道の建設に

先立つ発掘調査で見つかった土器、土偶、石器など、日本

有数の縄文遺跡の出土品が展示されています。1116点の土

偶をはじめ縄文時代中期の資料として、5599点が国の重要

文化財に指定されています。中央道下り線の「釈迦堂パーキ

ングエリア」から階段で行くこともできます。
●笛吹市一宮町千米寺764
●開館時間9:00 ～17:00、火曜日、年末年始、祝日の翌日休館。
●入館料　一般・大学生400円、小中高生200円。
●中央道勝沼ICから５分、JR勝沼ぶどう郷駅からタクシー

【大蔵経寺】

　真言宗智山派の寺院で、枯山水庭園が美しい。国の重要

文化財・絹本著色仏涅槃図（複製）や天井画、現代仏画約

50点の拝観ができます。室町時代の応安3年(1370年)、甲

斐守護・武田信成が伽藍を修造し武田家の祈願寺となりまし

た。徳川家ともゆかりが深く、家康公の念持仏である三面大

黒天や権現堂逗子などの宝物が残っています。
●笛吹市石和町松本610
●拝観時間9:00 ～16:00　●拝観料（庭園・現代仏画）300円
●JR石和温泉駅北口から徒歩５分、中央道一宮御坂ICから約10分

　日本のワイン造りの発祥地である山梨県。約150年前に勝

沼の2人の青年がフランスで学んだワイン醸造技術を地元に

広めて以来、着実に発展しました。現在では、国内の約2割

のワインを生産する日本を代表するワイン産地に。その中央

部に位置する笛吹市にも、12のワイナリーが個性豊かなワイ

ンを生産しています。

　石和温泉駅１階の石和温泉駅観光案内所には、市内ワイ

ナリーの内、10社がつくる赤、白、ロゼ計16種類のワイン

を一度に楽しめるサーバーが設置されています。利用方法は、

カウンターでグラスを受け取り、銘柄や量を決めてから自分

でタッチパネルを操作、グラスに注ぎます。ここで好みのワ

インを見つけてタクシーや徒歩でワイナリーに行ってみよう。
●営業時間9：00 ～16：00（平日）、9：00 ～17：00（土日祝）
●料金200～400円（※試飲用プラスチックグラス付）
●笛吹市石和温泉駅観光案内所内（JR石和温泉駅1階）

　「ラーメン」×「ほうとう」＝「ラーほー」!?　山梨県名物の「ほ

うとう」を、ラーメンのように気軽に食べてもらいたいという

思いで開発され

た笛吹市の新ソ

ウルフード。市内

に約20ある提供

店では、その店

ならではの工夫を

凝らした様々な味、

アレンジが楽しめ

ます。

見どころ見どころ

石和温泉駅前公園あしゆ。
無料で楽しめるので、
旅のスタートにも
フィナーレにも

※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 央

自

動車
道 釈迦堂遺跡

博物館
釈迦堂遺跡
博物館

石和・春日居温泉郷石和・春日居温泉郷

大蔵経寺大蔵経寺

駅なかワイン
サーバー

（JR石和温泉駅）

駅なかワイン
サーバー

（JR石和温泉駅）

JR中央
本
線

一宮御坂I.C.

JR春日居町駅
JR勝沼
ぶどう郷駅

甲斐南I.C.
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大変
役立つ電気保安と　　  ミニ知識法律

─建築物省エネ法とその改正─

第 回

脱炭素社会構築と関連する法律（4）

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。
建築物の省エネを促す「建築物省エネ法」が改正され、昨年6月に公布されました。
連載４回目は、同法の概要と改正のポイントを解説します。

Q 1 建築物省エネ法とは？

（記事提供：電気新聞）

86 
　非住宅の省エネ性能の評価には、 ①非住宅の壁や外壁などの外皮性能（PAL・パルスター）を評価す
る基準  ②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準――の２つの基準を用います。
●外皮性能（PAL）
　ペリメーターゾーンの年間熱負荷係数

●ペリメーターゾーンとは
建物（オフィス）の窓際や壁際などで外光や外気に温度が影響されやすいエリア。各階の外気に接す
る壁の水平距離が5m以内の屋内の空間や、屋根直下の階の屋内、及び外気に接する床の直上の屋内
の空間をいいます。

非住宅用途建築物の省エネ性能評価方法の概要

▶用語解説

Q 2 現在、建築物の省エネルギーは
どう規制されていますか？

Q 3 昨年6月に公布された改正は
どのような背景がありますか

Q 4 今回の改正のポイントは

A 　東日本大震災後、建築部門の省エネルギー

対策を抜本的に強化する必要から、2015年

に制定、2016年から段階的に施行されたのが「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建

築物省エネ法）です。

　従来、「省エネ法」で措置されていた300m2以上

の建築物の新築等の「省エネ措置の届出」や、住宅

事業建築主が新築する一戸建ての住宅に対する「住

宅トップランナー制度」などの措置が建築物省エネ

法に移行されました。

　建築物の省エネ性能の向上を図るため、

①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の

規制措置

②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘

導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措

置

――を一体的に講じました。

A 　建築物省エネ法は、規制措置は2017年4

月に、誘導措置は2016年4月にそれぞれ、

施行されました。その後の改正で2021年4月に施行

された現在の建築物省エネ法では、省エネ基準への

適合義務制度について、300㎡以上の非住宅建築物は、

省エネ基準に適合する義務があります。中大規模の

住宅には、省エネ基準に関する届け出義務制度があ

ります。

　その一方で、300m2未満の小規模非住宅・建築物

について、建築士から建築主への省エネ性能に関す

る説明が義務付けられ、省エネ基準への適合は努力

義務とされています。

　また、戸建住宅を大量に供給する大手住宅事業

者を対象に、目標年度を示した上でトップランナ

ー基準の達成を誘導する「住宅トップランナー制

度」があります。この対象事業者として、注文戸

建住宅と賃貸アパートを供給する住宅事業者を追

加しました。

A 　「改正省エネ法」と同様、2050年カーボン

ニュートラルと2030年度温室効果ガス46%

削減の実現へ向けて、建築物分野の省エネ対策をさ

らに徹底することにしました。同時に、二酸化炭素

吸収源として木材利用拡大を図るよう規制措置が強

化されました。なお、再生可能エネルギー（再エネ）

の利用促進を図るため、法律名も「建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律」と「等」を加

える改称が行われました。

A 　最も大きい改正は、省エネ対策を加速させ

るため、「建築主は、（中略）建築物のエネル

ギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければ

ならないようにする」 （第6条第1項改正）としたこ

とです。

　具体的には、現行法では中大規模非住宅建築物を

対象としていた省エネ基準適合基準を、すべての新

築住宅・非住宅に省エネ適合基準適合を義務付けた

ことです。よって、現行法で「届出義務」が必要な

中大規模の住宅、「適合努力義務」を課された小規

模の非住宅・住宅も、省エネ基準に適合することが

求められることになります（図1）。

　適合義務対象がすべての建築物に拡大されること

に伴い、対象件数が大幅に増加し、申請側と審査側

双方の負担増大が見込まれます。このため、審査の

簡素化と合理化が求められます（図2）。

　このため、

①建築確認の対象外の建築物（都市計画区域・準

都市計画区域の外の建築物（平屋かつ200m2以

PAL＝　
各階のペリメーターゾーンの年間熱負荷（MJ/年）
ペリメーターゾーンの床面積の合計（m2）

図1　適合義務対象 図2　手続き・審査の要否

下）…①

②建築基準法における審査・検査省略の対象であ

る建築物（都市計画区域・準都市計画区域の内

の建築物（平屋かつ200m2以下）で建築士が設

計・工事監理を行った建築物…②

　――については適合性審査が不要となります。

　仕様標準による場合など省エネ基準への適合性

審査が容易な建築物は省エネ適判手続きが省略

されます。…③

　その他建築物は、建築確認の中で構造安全規制な

どの適合性審査と一体的に実施する予定です。具体

的な適合審査の手続き方法については、今後省令な

どで判例を示すことになっています。中小工務店や

審査側の体制整備などに配慮し、十分な準備期間を

確保しつつ、2025年度までに施行する予定です。

　なお、今回の改正では、住宅トップランナー制度

の対象に、新たに分譲マンションが加わりました。

また、建築物に対する「省エネ性能表示」を推進し

ます。

　さらに、再エネの利用を広げるため、市町村が地

域の実情に応じて太陽光発電などの再エネ設備を促

進する区域を設定できるようにしました。

大規模
2000m2 以上

中規模

小規模
300m2 未満

300m2 以上
300m2 未満

平屋かつ
200m2 以下

適合性判定/建築確認・検査

適合性判定/建築確認・検査

【省エネ適判必要】
適合性判定／
建築確認・検査

【省エネ適判不要】

建築確認・検査 ③

非住宅
適合義務
2017.4 ～
適合義務
2021.4 ～
説明義務

（適合努力義務）

住宅

届出義務

届出義務

説明義務
（適合努力義務）

非住宅
適合義務
2017.4 ～
適合義務
2021.4 ～

適合義務

住宅

適合義務

適合義務

適合義務

現行 改正後

省エネ基準への適合性審査・検査省略 ②
建築確認・検査不要 ①

非住居 住居
審査が容易な場合

今回をもって「法律ミニ知識」は終了します。 ご精読、ありがとうございました。
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使用状況など需要側報告拡充。
多消費業種の目安固まる／改正省エネ法
　改正省エネ法の施行に向けた検討の大部分が、総

合資源エネルギー調査会で終了しました。同法は

2022年5月に成立、23年4月1日に施行されます。

年間のエネルギー使用量が大きい事業者のうち、エ

ネルギー多消費産業について、非化石目標の目安が

固まりました。

　省エネ法は全体のエネルギー使用量が原油換算で

年間1500kl以上の事業者を「特定事業者」として指

定し、毎年度エネルギー使用状況などの報告を求め、

その結果に応じS、A、Bのクラス分けがなされてき

ました。今回の改正により、非化石エネルギー転換

に向けた目標、中長期計画策定や、非化石エネルギ

ー使用状況の定期報告が求められます。

　改正法では電気だけでなく、ある製造工程で使わ

れるエネルギーの非化石比率目標を定めるなど、非

化石化に有効な指標を需要家の任意で設定する仕組

みも設けます。こうした情報はESG（環境、社会、

企業統治）投資にも活用されます。

　特定事業者のうち鉄鋼業、化学工業、セメント製

造業、製紙業、自動車製造業のエネルギー多消費産

業は、国が非化石エネルギー使用割合の目安を定め

ます。それぞれの事業者はこれを踏まえて目標を設

定し、毎年の進捗を報告しなければなりません。目

安や各事業者の目標などを踏まえて、非化石エネル

ギー転換が著しく不十分であれば、国による勧告や

公表に至ります。

　自動車製造業や鉄鋼業（電炉）で使用される電気

は、2030年度の非化石割合目標の目安について、外

部調達分と自家発電分を合わせて59％としました。

第6次エネルギー基本計画で掲げた電源構成での非

化石電源比率を、需要側でも目指していく格好です。

現状、自動車製造業が購入した電気に占める非化石

エネルギーの割合は、約27％にとどまっています。

従って59％は野心的水準です。敷地内に自家消費型

の太陽光・風力を設置する動きなどが加速する可能

性があります。

新築屋根設置も入札対象外。
事業用太陽光の導入拡大へ方針／経産省
　経済産業省・資源エネルギー庁は、FIT（固定価

格買い取り制度）、FIP（フィード・イン・プレミアム）

における事業用太陽光について、新築建物屋根への

パネル設置を入札対象外とする方針を固めました。

2022年度から既設建物屋根へのパネル設置は入札を

免除していますが、23年度に新築屋根へのパネル設

置についても入札対象外とします。入札除外の要件

として建物登記の提出を求めますが、入札の手続き

を省くことで太陽光パネルの屋根設置を増やしたい

考えです。

　この方針は調達価格等算定委員会で示し、了承さ

れました。既設建物屋根へのパネル設置のFIT、FIP

申請は現段階で16件、約1万kW分が届いていると

いいます。屋根設置は森林を伐採する可能性が低く、

地域住民への影響が少ないため、国として導入を拡

大する方針を示しています。新築建物への設置も入

札対象外にして、地域共生型の太陽光発電を増やす

考えです。

　委員会では、23年度におけるFIT、FIPの事業用太

陽光発電の入札回数も提示。22年度同様に4回とす

る案が了承されました。5月を予定する23年度初回

の募集容量は22年度の落札容量の平均値となる10

万5000kWを提示して認められました。

　合わせて、24年度におけるバイオマス発電の扱い

も議論しました。既にFIT認定を受けた石炭混焼バ

イオマス発電は、電源の自立化を促す観点からFIP

移行を認める方針を提示し。委員から了承されまし

た。

　また、24年度も2000kW以上のバイオマス発電案

件はFIPのみ認めることが決まりました。早期の市

場統合を促すため1000kW以上の案件をFIPの対象と

する案も出ましたが、稼働率が事業者によって異なる

ため、一律でFIPのみ認めることが妥当ではないと

判断しました。ココナッツ殻などの新規バイオマス燃

料をFIT、FIPの対象とすることも認められました。

（記事提供　電気新聞）
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●受け持ちの地域を紹介してください

　私は千葉市と市原市を受け持っています。大規模
な工場が立ち並ぶ東京湾岸地域から畑と緑豊かな
里山風景が広がる内陸部までバラエティーに富んだ
地域です。湾岸沿いのコンビナート群は観光資源
にもなっている工場夜景が楽しめます。ゴルフ場が
多い山間部には、近年、太陽光発電施設も増えて
きました。

●どのような仕事をしていますか？

　主に高圧（6600V）受電の事務所ビルや工場（自
家用電気設備）を所有するお客さまを定期的に訪問

し、電気設備を
点検して異常が
ないことを確認
し安全性を確保
しています。発
電設備や蓄電池
設備を所有する
お客さまからは、
設備の点検整備
業務も受託して
います。
　最近は、係長
として班員の業
務も手伝ってい
ます。

●地域ならではの苦労やエピソードがあれば

　沿岸の大きな工場から定期的に耐圧試験などの
業務を請け負いますが、初めて出会う機器があると
結構苦労します。一方で、以前、ディズニーリゾー
ト周辺のホテルを夜間点検していた時に見た夜景は、
忘れられないほど美しく、心から癒されました。

●前職と、協会で働こうと思った動機は？

　前職はビル管理会社でビルの管理業務を行ってい
ました。転職を考えている時に、以前の職場で委託
していた協会の担当者がとても親切だったことを思い
出し、面接を受けようと思いました。前職で学んだ
電気の基礎と空調などの知識は今も役立っています。

●協会で働く魅力は

　仕事が大変な時もありますが、終わった後の満足
が大きいことです。自分だけでは解決しないことも、
同僚や上司の助言で解決し、スキルアップできます。
　その分、仕事に際しては、お客さまや同僚とコミュ
ニケーションをよく取り、仕事のしやすい環境づくり
に努めています。一人ではできない事も多くあるの
で協力し合うことにも気を掛けています。

●プライベート含め、今後の目標を

　趣味の園芸で、プランターで花や野菜を楽しん
でいます。今後は小さな畑に挑戦したいと思ってい
ます。

［協会の職員紹介］
スポットライトスポットライト

ガーデニングと軽い筋トレ

スイカと各種鍋料理

なんとかなるさ

みんなと協力して物事を成し遂げること

【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。

お客さまの電気設備を点検する笠さん

千葉事業本部 千葉事業所 電気保安３課
笠　浩隆さん （46歳、入所９年目）
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第　　回　「デマンド」への意識を高めよう6

国を挙げた省エネの取り組みが続いています。電気料
金高騰は頭の痛い問題ですが、設備の効率的使用で削
減は可能。さあ、今こそ化石燃料消費を抑え、脱炭素
社会の実現に向けたアクションを起こす時です！

負荷の「平準化」

　電力設備は電気が最も使われる季
節・時間帯（ピーク時）を考えて整備
します。ピークの先鋭化を抑え、電
力需要（デマンド）の増減を少なくす
る「負荷平準化」を図れば設備利用
率が上がり、供給コストが抑制でき
ます。このため電力会社はこれを促
す料金制度を設けています。

契約電力を下げる

　電気料金は基本料金や電力量料
金などで構成され、基本料金の要素
が「契約電力」です（図１）。電力会
社はお客さまの30分ごとのデマンド
値を計り、当月分を含めた過去12カ
月の最大値から契約電力を決めま
す。８月に冷房を多く使い最大となっ
た場合、以降 11 カ月は８月を基準
に基本料金が決まります（図２）。
　従って、最大デマンド値を抑制で
きれば、契約電力を下げられます。
手法の一つが「デマンド監視装置」

の導入。例えば空調が高稼働し、設
定したデマンド値を超えそうになる
と警報が発せられ、手動で空調の停
止や設定温度の変更などを行いま
す。「空調自動制御」を追加すれば、
これらは機械にお任せです。

「最適化」を見据えて

　近年、夏ピークの電力供給は太陽
光発電の普及が奏功しています。反
面、日が落ちる夕方に出力が激減、
火力発電の燃料を焚き増すという、
新たな問題も生じています。
　これらを背景に「デマンドレスポン
ス(DR)」が期待されています。太陽
光など非化石エネルギーの消費を促
す「上げDR」、化石エネルギー消費
を抑える「下げDR」。国はこれらを
「負荷最適化」と位置付け、制度設
計や技術的課題などを検討中です。
　脱炭素へ、まずは「平準化」を。
デマンドへの意識を高めれば、次な
る「最適化」に視野が広がるでしょう。

（本連載は今回で終わります）

当協会サイト https://www.kdh.or.jp/corporation/demand.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

■ デマンド監視サービス

図1　電気料金の仕組み

・電気料金を削減
・電気使用量を
　「見える化」
・省エネ意識の向上
・地球環境に貢献 ！

図2　契約電力の決め方
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契約電力
コスト削減当月を含む過去12カ月で最も大きいデマンド

「高圧絶縁監視機能搭載SOG 制御装置
による絶縁劣化の予兆検知技術」が
スマート保安技術カタログに掲載

　昨年12月9日、関東電気保安協会と株式会社三英社製作所が共同開発した「高圧絶縁
監視機能搭載SOG制御装置による絶縁劣化の予兆検知技術（以下、「スマートUGS/UAS」）」
が独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下、「NITE」）の『スマート保安技術カタログ※

（電気保安）第5版』に掲載されました。

（1）技術の概要
　地中線用GR付高圧交流負荷開閉器（UGS/UAS）に内蔵されている零相変流器や零相変圧器などを
活用（新規センサー不要によるコスト削減）して、地絡動作値より低い設定値の絶縁低下あるいは放
電性の微地絡を検出して警報を発する装置です。
（2）電気保安における活用例
　高圧地絡停電事故の多くは、設備機器の経年劣化や雨水浸入などによる絶縁低下に起因する地絡事
故が原因となっています。そのため、引込口開閉器において、地絡遮断電流（数百mA）よりも小さ
い地絡電流（数mA）を前兆現象として検出することで、地絡事故の発生前に設備点検やメンテナン
スを実施し、高圧地絡停電事故の未然防止を図ることができます。

※スマート保安技術カタログ
　電気設備の新たなスマート保安技術をまとめたものです。本カタログに掲載されている技術は、電気設備
を常時監視することで保安レベルが維持向上し、従来の電気設備保安技術を代替できるものとして、スマー
ト保安プロモーション委員会で評価・承認されたものです。

　電気保安の現場では、需要設備の高経年に起因する劣化や電気保安人材の高齢化・人材不足、
台風や自然災害など、さまざまな課題を抱えています。こうした課題の解決に向け、NITE　
は経済産業省からの要請を受けて、スマート保安プロモーション委員会を立ち上げました。
　本委員会では、学識経験者等からなる委員が、申請のあった保安管理技術要件の代替性・
実効性・経済性などを評価します。

●ホームページアドレス： 
　https://www.nite.go.jp/gcet/tso/smart_hoan.html　

スマートUGS/UASの技術内容

スマート保安
プロモーション委員会とは

高圧絶縁監視可能な設備範囲の一例

電力系統

電力会社設備 需要家設備 検出範囲

smartUGS/UAS 自家用需要家
キュービクルVCT

LBS

Tr SC

主遮断装置
（CB,LBS）



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。
2023（令和5）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。
お申し込み及び日程・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。

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。
2023（令和5）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。
お申し込み及び日程・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

2023年度

●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）

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

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。

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
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この用紙は再生紙を使用しています。
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