




保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

★「電線の近くで作業をする」ときは非常に危険！

　お客さまの構内にある電柱の近くでクレーン等を使用して工事施工をされる

とき、測量や足場組等の長尺物を取り扱う作業をする時は、必ず事前に電気管

理技術者に連絡をして下さい。⇒ 重要！!

　電線の近くでクレーン等を使用するときは、安全のための距離をとらなけれ

ば作業者が感電死傷する恐れが有ります。

大事故に
なるぞ！

必ず事前に
電気管理技術者
に連絡をする
こと。

電柱（構内柱）

作
業
者
が
感

電
死
傷
す
る

恐
れ
が
あ
る

よ
！
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高圧電線
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電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

★『地中埋設電線路の損傷事故防止』について

　お客さまの構内道路を掘削するときや構内電柱の付近で作業されるときは、

必ず事前に電気管理技術者に連絡をして下さい。

　高圧ケーブルに損傷を与えると広範囲の停電事故(波及事故）を発生しますの

で注意して下さい。

出展：（一社）日本電気協会

地中埋設電線路

お客様ビル

お客様の構内掘削工
事で電気事故発生！

テレビが見ら
れない

お客様の構内掘削工事で電気事故
発生により変電所の保護装

置が異常を感知して、配電線が

停 電 発 生

電
会

力
社

広範囲に停電が発生するよ！
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一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

テ－マ

　漏電火災警報器の働きについて
１　漏電火災警報器の働き
　 　漏電火災警報器は一定以上の漏れ電流が発生した場合自動的に警報を発報して漏電を知らせる装置です。
２　漏電が流れますと危険
　 　漏洩電流が流れますと電気火災の発生原因又は感電死傷事故の原因となります。
３　法律では漏電火災警報の設置を義務付けています
　 　漏電火災警報器の設置は、消防法施行令第22条各項において規定され、壁、天井、床などの下地が準不燃材料
以外の材料つまり、木材等で構成され、その上に金網を貼った構造の建築物が設置対象……と定められています
が大半の受託先の高圧受電設備には「漏電火災警報設備」が設置されています。

※漏電火災警報が発報した時は 警備会社
「警備センタ－」

警備会社と設備監視を契約され
ている場合警備会社で 24時間
漏電警報が監視されています

管理事務所

警報盤「地絡警報・
漏電警報」

高圧受変電設備

漏電火災警報器

※保安規程第19条（記録）保安教育内容は３年間保存する。
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　電気機器の充電部分は絶縁されていて、通常は外箱などの金属製部分には電
気は流れていません。しかし、絶縁物にほこりが付着したり経年劣化が進むと、
電気機器の絶縁抵抗が低くなり、電気が金属製の外箱などに漏れることがあり
ます。これを『漏電』といいます。
　漏電が生じている機器が接地（アース）されていない場合は、機器に触れる
と感電します。

『感電』は電気が人の体内を流れたときに起こります。

機器が接地されていれば、漏電電流は大地を流れてキュービクルの変圧器に戻りま
す。このとき、キュービクルに付けられている漏電警報器が作動し警報を発します。 

＊必ず、機器が接地（アース）されていることを確認してください！！
＊湿気の多い場所、水気のある場所には漏電遮断器の設置が必要です。

★『漏電』と『感電』について

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

【感 電 の 例】
 ☆☆漏電機器に接触☆☆  

（機器が接地されていない場合）

漏電 

【漏 電 の 例】
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保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

単３中性線欠相保護機能付き漏電遮断器について
　単相３線式配線では、中性線が断線すると100（V）回路の負荷機器に異常電圧がかかって、小さい負荷機器で
は絶縁破壊が生じ、焼損に至る場合が有ります。

　異常電圧が125（V）以上～135（V）以下で動作電圧が設定されており、135（V）以上になると１秒以内で遮断し
ます。

　単３回路の中性線が何らかの原因で断線すると、下図のように負荷電力の小さい負荷機器のほうに本来100
（V）で使用している電圧より過大な電圧がかかって負荷機器の絶縁破壊、焼損に繋がり、火災を引き起こす場合
もあります。

（計算例）　テレビのインピーダンス　　　Z１＝100（V）×100（V）/ 100（W）＝100（Ω）
　電子レンジのインピーダンス　Z２＝100（V）×100（V）/1000（W）＝ 10（Ω）
　断線時のテレビの両端電圧　　　V１＝100（Ω）/{100（Ω）＋10（Ω）}×200（V）＝181.8（V）
　断線時の電子レンジの両端電圧　V２＝ 10（Ω）/{100（Ω）＋10（Ω）}×200（V）＝ 18.2（V）

以上の計算のようにテレビには181．8（V）がかかります。

内線規程（JEAC8001－2011）では単相３線式電路には中性線欠相保護機能付漏電遮
断器を使用するよう、記載されています。

テレビ 電子レンジ

１００（V） １００（V）

Ｒ Ｎ T

２００（V）
Z1 Z2

テレビ 電子レンジ

断線

１８１.８（V） １８.２（V）

１０００（W）１００（W）

Ｒ Ｎ T

２００（V）

V1 V2

Z2Z1

１０００（W）１００（W）

中性線が
断線すると
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

協会統一保安教育内容
電気安全豆知識

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

電気安全豆知識

定格以上の電流を流しますと
　　加熱・発火の恐れがあります

電工ドラムを巻いたまま使用すると
　　　中心部が異常加熱します

黄色いテープが出るまで伸ばす
　コードは最後まで伸ばして使いましょう

コンセントやテー
ブルタップに表示
された定格電流
〈使用可能な最大
電流量〉以上の電気
製品を同時使用す
ると、加熱・発火の
恐れがあります。

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

電気安全豆知識

●雷の侵入に備えて

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

電気安全豆知識

雷が近くに来た場合は安全確保の為、
　重要な機械等は止め電源スイッチを切って
　安全を確保しましょう
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保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

  ★電気の単位 ： 〔Ｖ〕 （ボルトと読む） とは？

　　電気設備点検報告書に書いてある〔Ｖ〕は、電圧の単位です。

　 一般に家庭では100〔V〕の電圧で使用しますが、最近では

   200〔V〕も使用されるようになってきています。電気製品

   に100〔V〕と表示があるものは100〔V〕で使用する電気機

   器であるということです。

     ①  電気を押し出す力： 電圧〔単位は〔Ｖ〕

     ②  電圧が高い程、電気を流す力は大きい。

  　水路に水が流れているとしますと電圧（電位差）〔V〕 は、

　  水圧（水位差）のことです。

   ★電気の単位 ： 〔A〕 （ｱﾝﾍﾟｱと読む） とは？

　　   電気設備点検報告書に書いてある〔Ａ〕 は、電流の

    単位です。一般の家庭にある消費電力が1,000〔W〕の

    電気ストーブを使用する場合、家庭の電圧は100〔V〕

    なので電流〔A〕は下記の式で求めることが出来ます。

        電流〔A〕＝　電力〔W〕÷ 電圧〔V〕

                 ＝　1,000 ÷ 100  ＝　10〔A〕となる。

        水路に水が流れているとしますと電流〔Ａ〕は、流れ

        れる水の量のことです。

貯水池 

水位差（電圧：電位差） 

水圧管路 

放水口 

貯水池 

水位差（電圧：電位差） 

水圧管路 

放水口 

流れる水の量（電流） 
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★ 『絶縁抵抗〔MΩ〕（メグオームと読む）』とは？

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

　電気の流通路以外の個所への電気の漏れを防止しなければならないことは当
然ですが、この役目をしているのが、いわゆる『電気絶縁』です。

家庭でも家電製品のコードの銅線が剥き出しだったら怖いですよね～
　『絶縁抵抗』とは、電気の漏れをさえぎる抵抗の大きさのことで、この値が大
きいほど安全度が大きいと言う事です。
　普通、この絶縁抵抗値の単位は〔MΩ〕（メグオームと読む）
　（１MΩ=1,000KΩ=1,000,000Ω）で表され、この値が小さくなると漏電、
火災などの発生の危険が増すことになります。

【電気設備技術基準の『絶縁抵抗値』の判定基準】
電路の使用電圧の区分　絶縁抵抗値〔MΩ〕
①電圧 単相 100〔V〕（例えば照明、コンセント他）の場合 0.1〔MΩ〕以上
②電圧 三相 200〔V〕（例えば、ポンプ、ファン他）の場合 0.2〔MΩ〕以上
＊ 上記の絶縁抵抗値の測定は、電源とアース（大地）間を絶縁抵抗計で測定を

行います。

絶縁抵抗計

機器の電源線へ

アース（大地）

（単相100Vか三相200V）

3
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保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

単相の配線方式について
単相２線式　配電線
交流電源に電圧線と接地線が２本つながれていて、
100（V）負荷として使用できます。

単相３線式　配電線
　交流電源に電圧線が２本と中性線が接地（アース）され３本つながれています。
負荷として、100（V）と200（V）が同時に使用できます。最近の一般家庭の配電盤はこの方式が多く使用され
ています。

接地（アース）

接地線

交流電源
１００（V）

ドラム式
洗濯機１００（V）

負
荷

電圧線

テレビ

交流電源
１００（V）

交流電源
１００（V）

接地（アース）

エアコン
２００（Ｖ）用

ドラム式
洗濯機

電圧線

電圧線

中性線（接地線）

１００（V）

１００（V）

２００（V）

負
荷

負
荷

負
荷

下の図は、負荷として
ドラム式洗濯機100（V）を
使用しています。

下の図は、負荷として
ドラム式洗濯機100（V）、テレビ100（V）
エアコン200（V）を使用しています。
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

協会統一保安教育内容
100Ｖ単相交流回路

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

１00V単相交流回路

関西電力㈱から送られている電源を100V交流回路（単相三線式回路）と言います

単相交流のサイン波形
IHクッキング
ヒーター

200V
冷蔵庫
100V

エアコン
200V

照明
100V

L1
L2
L3

漏電遮断器回路の概略図 漏電遮断器は、機器接地（アース）と対になって
人体（感電）に対する保護が確実になります

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

１00V単相交流回路

（コールドライン）L2
挿入口が長い（接地側）

（ホットライン）L1，L3
挿入口が短い（100V側）

＊　L2ラインは接地されています。
　　　L1-L2は　100V
　　　L3-L2は　100V
　　　L1-L3は　200V

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

１00V単相交流回路

1次側

大地

変圧器

Ｂ種アース Ｄ種アースⅠo（漏電電流）

2次側
漏電
遮断器

Ⅰo

Ⅰr
Ⅰ

漏電
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

漏電遮断器回路の概略図

漏電遮断器は、機器接地（アース）と対になって
人体（感電）に対する保護が確実になります

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

１00V単相交流回路

1次側

大地

変圧器

Ｂ種アース Ｄ種アースⅠo（漏電電流）

2次側
漏電
遮断器

Ⅰo

Ⅰr
Ⅰ

漏電

協会統一保安教育内容
200V三相交流回路

　三相交流とは、三つの単相交流を、120度ずつ位相をずらし組み合わせた交流の事で
容易に回転磁界が作れる事から、電動機の電源として、その他、工場の動力電源として
広く利用されています。

０

V

W

０

+

－

三相交流のサイン波形

線間電圧が
200Vの
三相電源

三相3線式配電

R
R線

図１

Z U

X

VY

W

ir

i ux
i wz

i vy

is

i t

S線

誘導電動機

S

T線
T

20
0V

20
0V

20
0V

図１は、三相交流の回路図の例です

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容

200V三相交流回路

イラストは同業種ホームページより転用

-1-

-2-

200V３相コンセント例
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＜高圧負荷開閉器＞
お客様側の高圧設備で地絡（漏電）事故が発生す
れば、この開閉器が正常に動作して電力会社側に
は波及しない役目をします。
（更新推奨時期は15～20年です。）

屋外に設置された高圧負荷開閉器は、風雨、雷、
汚損、海岸地域では、塩害などにより施設後10年以
上経過したものは故障の発生が多く見られます。

＜高圧ケーブル＞
最近はCVTケーブルと呼ばれる３本が別々により
合わせてあるものが多く使用されています。
ただし、自然劣化が原因とみられるケーブル故障
は、施設後15年を経過したものに多く見られます。
（更新推奨時期は20～25年です。）

＜主遮断器＞
受電設備において、高圧回路の開閉はもとより、
保護継電器と組み合せて、回路の過電流、短絡、
地絡などの事故を検出し、自動的に回路を遮断し
て、保護する役目をします。
（更新推奨時期は20～25年です。）

＜高圧変圧器＞
受電設備において、高圧受電電圧6.6KVを105Vま
たは210Vの低圧に変成するものをいいます。
高圧変圧器には油入形とモールド形などが有ります。
（更新推奨時期は25～30年です。）

（公社）日本電気協会「自家用電気工作物保安管理規程」
JEAC8021-2006より 

★ お客様の高圧受電設備の古い機器の更新はお済みですか？

年次点検により、不良を発見したなら速やかな
改修処置をお願いします。

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　
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お客様の受電設備の事故が起因して、波及事故となったもののうち高圧負荷開
閉器（地絡保護付）から高圧ケーブルを通って主遮断器までの事故が90％で、
主遮断器から変圧器までの高圧部分の事故が10％です。
（波及事故とは、上記事故が原因で電力会社の配電系統を停電させてしまい、
自ら損失を被ることは勿論、配電系統に接続されている工場、ビル、病院、銀行、
信号機、住宅なども停電させることになり社会的にも多大な被害を与え補償問
題となることもあります。）

★ お客様の受電設備は大丈夫ですか？

高圧ケーブル

電力会社取引メーター

主遮断器

変圧器
高圧コンデンサ

受電室（キュービクル）

電力会社
開閉器

お客様用 高圧負荷開閉器
　　　　　　　（地絡保護付）

電力会社側 お客様側（自家用）

電力会社
変電所

高圧ケーブルが地絡
（大地に漏電）

地絡電流

お客様の高圧負荷開閉器が正常に動作

しなかった場合 、電力会社の変電所の

遮断器が動作して停電させます。
　　　　　　　　 波及事故発生

地絡電流

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　
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テ－マ

感電事故防止【感電事故例】

発生年月 平成　○○　年　３　月

事故発生の事業所 受電電圧　6600V
契約電力　1300KW

概　　要 業　　種　食品加工業
被害状況 事故発生電気工作物 ブロア－負荷設備（３相200V）

被　災　者 男性作業員　　○○歳　　無資格
電気保安実務経験　年数無し

事故内容 感電負傷事故
事故状況 ブロア機器が突然停止したので停止した原因を調べるため、電動機に触れたところ突然感

電負傷した。電動機の故障は１相の電源接続部のネジが緩み、欠相状態の運転となり、モ
－タ内部が損傷し故障したもの。又外れた電源側１線が電動機本体に触れ電動機本体がD
種接地ア－スがされていなかったので充電状態になり、人が電動機に触れたので感電した
ものです。

事故原因 １　電動機の電源接続部が不適切な接続であった。
２　電動機本体にア－ス線が設置されていなかった。

事故防止対策 １　工場内の電動機器の接地ア－スを点検し不完全な接地ア－スを改修した。
２　電気工事の施工ミスを防止するため，電気工事は電気管理者の管理監督をお願いする。

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

D種接地ア－スが外
れていた【感電負傷】

電源接続部のネジが緩み
１相が外れ欠相となり外
れた電線が電動機本体に
触れた状態

※保安規程第19条（記録）保安教育内容は３年間保存する。
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

協会統一保安教育内容
感電事故例

事故発生状況

製品をホイストで吊り上げた状態で、右手で電動工具（ベ－ビサンダ－）を持って製品の研磨
作業中に体を移動したとき、ホイストの操作スイッチ用ケ－ブル保護クサリ（ケ－ブル保護に
金属クサリが添えてあります）が左肩に触れ、電撃ショックを受けて倒れ込んだ。すぐに近所
の整形外科医院で診察を受けたところ右肩脱臼と剥離骨折と診断された。

脱臼はその場で復元治療を受けましたが電撃ショッ
クを受けているので専門病院に一泊入院し検査をう
けました。幸い電撃傷は認められなかったが、剥離
骨折治療のため近所の病院へ５日間入院し、その後
自宅で療養しました。
事故原因
毎日使用している電動工具のため始業前の工具の安
全点検を全然おこなっていなかったため発生した感
電事故。

事故防止対策

①広報誌「でんきのかんり」の保安教育ページを必ず読み電気の知識を身につける。

②電気工具には必ずア－スを接地して使用する。

③毎日始業前に工具（電気工具含む）の点検を行なう。

保安規程第１０条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成 年 月 日

一般社団法人関西電気管理技術者協会

協会統一保安教育内容 電気管理技術者(保安教育実施者）

感電事故例　　１

事故原因

電気工具には必ずア－スを接地して使用する。

毎日始業前に工具(電気工具含む）の点検を行なう。

毎日使用している電動工具
のため始業前の工具の安全
点検を全然おこなっていな
かったため発生した感電事
故。

脱臼はその場で復元治療を受
けましたが電撃ショックを受
けているので専門病院に一泊
入院し検査をうけました。幸
い電撃傷は認められなかった
が、剥離骨折治療のため近所
の病院へ5日間入院し、その
後自宅で療養しました。

-2-

広報誌「でんきのかんり」の保安教育ページを必ず読み電気の
知識を身につける。

①

③

②
事故防止対

策

製品をホイストで吊り上げた状態で、右手で電動工具（ベ－ビサン
ダ－）を持って製品の研磨作業中に体を移動したとき、ホイストの
操作スイッチ用ケ－ブル保護クサリ（ケ－ブル保護に金属クサリが
添えてあります）が左肩に触れ、電撃ショックを受けて倒れ込ん
だ。すぐに近所の整形外科医院で診察を受けたところ右肩脱臼と剥
離骨折と診断された。

事故発生状
況

不良電動工具の漏電による感電事故

”あー”死ぬかと思った

助かってよかったよ。もっと

電気管理者協会会員の言うこ

“あー”死ぬかと思った助
かってよかったよ。もっと電気管理
技術者協会会員の言うことを聞い
ていればよかった。
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

協会統一保安教育内容

電気火災を起こさない為に
　電気火災の発生は大きく分類しますと、４つの項目に分けられます。
１ ．一般的に電気火災＝漏電火災と言われていますが、漏洩電流による発生熱（ジュール熱）が建築可燃物又は、
近くの可燃物に着火し、火災を起こすケース。

２ ．配線、電気機器に過電流（短絡電流）が流れ電流による発生熱が建築可燃物に着火、又は、近くの可燃物に着
火し、火災を起こすケース。

３ ．トラッキング現象による火災の発生、コンセントの差し込み口にほこりが蓄積し、湿度が高くなった両極間で
電流が流れ大きな熱を発生し、近くの可燃物に着火して火災を起こすケース。

４ ．グロー現象による火災の発生、電路の接続部がルーズになり、電流が断続的に流れる状態を繰り返していると、
ある瞬間から接続箇所のゆるみ部で異常なほどの熱を発生させ、近くの可燃物に着火して火災を起こすケース。

電気火災を起こさない為の対策
１．漏電火災に対する対策
　　漏電遮断器を設置する事が有効な対策となります。
２．過電流（短絡電流）火災に対する対策
　　適切な回路電流を遮断できる遮断器（ブレーカー）を設置する事が有効な対策です。
３．トラッキング火災に対する対策
　　コンセントの差し込み部を定期的に清掃し、ほこりの付着が無い状態を保つ事が最も有効な対策です。
４．グロー現象火災に対する対策
　　接触不良部、接続の緩い箇所の早期発見と，修理及び、接触部の発熱等の注意が有効な対策です。

イラストは同業種ホームページより転用

トラッキング現象の火災例 トラッキング火災に

ほこりに湿気が加わりプラグの相間で火花放電発生

グロー現象火災に

【危険な接続例】
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保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日　平成　　年　　月　　日
一般社団法人　関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)　　　　　　　　　　

協会統一保安教育内容

電気火災を起こさない為に

　電気機器からの出火は平成17～平成21年の間だけで5,127件で、118人が死亡。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショッキング　!!! （東京消防庁データ）

　　なかでも多いのが電気コードからの出火です。
　　　　　　「束ねられたコード」
　　　　　　「コードの踏みつけ」
　　　　　　「タコ足配線」
　　　　　　「素人の電気機器コードの再利用」

　　束ねたコードに定格電流を３分間流すと　コード表面温度が150℃に……
 （国士舘大学資料）

　たこ足配線は危険です！
　１つのコンセントやテーブルタップで同時に使用できる電流の容量は15A（定格電流）です。
　たこ足配線は、知らない間に定格電流を超えて使用してしまいます。定格電流以上の電流を流すと電気コードや、
器具が発熱し、火災に至る場合があります。

イラストは同業種ホームページより転用

電気機器のアンペア（A）のめやす
電気器機 容量アンペア（A）

エアコン（７～ 10畳） 10～ 13

電子レンジ ８～ 10

炊飯器（5.5合炊き） ５～６

掃除機 ２～ 10

オーブントースター ８～ 12

オフィスコピー機 ８～ 12

アイロン ８～ 10
たこ足配線はしないで
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