
 

 

 
とうとうカフェジカも電験３種の本を出すぞ！！ 

 

しかも、ゴールデンなメンバーたちとの共著！ 

 

その名も・・・ 

 

 

 



 

 

 

 

電験アカデミア 

With  

カフェジカ！！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

電験アベンジャーズ ゴッド・・・ 
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魂の連鎖が、 
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電験３種向けの書籍として 
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「電験３種の受験生を助けたい」 

 

悩める電験受験生を救済すべく結成された集団 

 

 

電験アカデミア 
 

 

 

初学者の疑問や悩みを吹き飛ばす、 

 

そんな一冊の本が出来上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

By オーム社ァァ！！！ 

 

電験アカデミア？？ 

 

どんな集団よ！？ 

 

 

しかも、 

 

電験アカデミアと 

カフェジカとの 



 

 

 

 

 

共著！！！ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

電験アカデミア… 

 

 

・・・その正体は？ 

 

 

  



 

 

はじまりのご紹介 

 

 

 

 

カフェジカが、、、 

 

いよいよ、、、 

 

電験本を出すことになりました！！！ 

 

 

 

と、言ってもその中身は 

 

電験アカデミアと言われる謎の集団がメインに書かれている初学者向けの Q&A 本 

 

その Q&A をやり取りをカフェジカでしているという設定なのです！！！ 

 

 

 

そこで今回はメインとなる謎の 4 人組、電験アカデミアをご紹介させて頂きましょ

う！！！ 

 

 

  



 

                 

① 赤の勇者         

理論を極め、理論を愛し、理論に生きる男 

～ 電気男 ～ 

 
デビュー作『電験「理論」を極める！』が、空前絶後のロングヒット。 

 

3 種取得者から 1 種取得者まで、彼をリスペクトする受験生は数知れず。 

 

そんな中、満を持して次にリリースされた『電験三種 まずはここから！基礎力養成計算 

ドリル』。 

 

表紙にカフェジカ水島を当てるというぶっとんだ戦法が SNS 界で話題を呼ぶ。 

 

「悩める受験生を救うバイブルを作りたい」 

 

そんな彼の想いが詰まった渾身の一冊。 

 

【何かを成し遂げるには、まずは周りの誰かを救うために動くこと】  

 

水島も彼へのリスペクトが止まない。 

 

電験アベンジャーズゴッドでの活躍もさることながら、今度は『電験アカデミア』という

新たなユニットを結成し、カフェジカと共にギモンを討伐する旅に出る！ 

 

とんでもないぜ、電気男！ 

 

理論を極め、理論を愛し、理論に生きる電気男。 

彼の行動力や、突き進んでいく想いは、やがて僕たちを合格まで導いてくれる。 

 



 

                  

② 青の魔導士 

電験界のアカシックレコード『電気の神髄』編纂者 

～ 摺り足の加藤 ～ 

 
この男の加入を誰が予想できただろうか…？ 

 

電気男を情熱に燃える『赤い炎』とするなら、彼は静かに、それでいて何よりも熱く燃える

『青い炎』と言えるだろう。 

 

『たとえそれが、鬼畜なクソ問題であろうが、彼の研究データベースにかかれば、一撃一網

打尽』 カフェジカ解答速報(電験アベンジャーズ)の成功には、彼の放つ瞬殺解読魔法の力

が大きく、 電験アベンジャーズ結成の 2019 年より、多くの受験生のため、精力的に活動

している。 

 

『誰かと何かを創ることは不慣れだ』 

彼はそう言っていた。 

 

しかし、最高の教材に仕上げるために誰よりも率先して仕事を遂行し、メンバーのフォロー

にもいち早く取り組み、見事な連携を見せる彼を見ていた我々はこう思った。 

 

「それ絶対ウソやん？」。 

 

フリーランスとして電験界に身を置き、孤高の存在として誰もが絶大な信頼を寄せる彼は、

実はまだ変革の途中にいるのかもしれない。 

 

進化を止めない男…なんて恐ろしい子…！！ 

誰もが最初に触れる初級から、誰もが到達できるわけではない超上級まで網羅する「電気

の神髄」をその右手に携え、彼は今日も難問と戦っている。 

 



 

                   

③ 緑の戦士 

電験界の伝説の戦士 

～ なべさん ～ 

 
こんなヤツが何の野心も持たず、平和に暮らしていたというのか…！？ 

 

電験二種、三種、エネ管(電気)、技術士一次を一年のうちに全て一発合格。  

さらに翌年に電験一種も一発合格。 家族、仕事を抱えながら常人レベルを遥かに超えた戦

歴を叩き出した男。 

 

それが伝説の戦士、なべさん。  

 

普段ののほほんとした雰囲気に誰もが騙されているが、電気男は見抜いていた。 

 

その秀ですぎる才を押さえ込むような立ち振舞い。 

そしてその奥から感じる重厚な完成度を…！！ 

 

彼がその手に持っているのは、どんな攻撃からも受験生を守る最強の盾。 

 

鍋のふたではない。盾だ！特にアレだ。変圧器の攻撃とか、彼の前では全くもって無力

だ！！！ 

 

『圧倒的な学習量をもってすれば、AT フィールドを纏った電験も、一撃で貫くことが可能

だ』 

 

そう、実は彼はその盾の奥に何物も貫く槍も持っている。 

彼がアカデミアに加わった事で、我々は最強の盾と武器を同時に手に入れたと言っても良

いだろう。 

受験生のために立ち上がった彼を、もう誰も止めることはできない。 

 



 

                 

④ 白の神官 

突如として現れた電験界の『新世代(ニューウェーブ)』 

～ niko ～ 

 
「3 種向けの教材を作るにあたり、3 種合格者の声も反映させたい」  

 

そのような想いを持つ勇者たちを待っていたのは、素顔も出自も、何もかも謎に包まれた

男だった。 

 

彼が本当は何者なのかはまだ誰も知らない。 

 

しかし、彼が登場したことで全ては一つにつながり、『電験アカデミア』は産声を上げた

のだ！！！ 

 

電験一種ホルダーが並ぶ中で電験三種に合格したばかりの彼はまだ実力未知数であったも

のの、なんと、プロジェクト進行中に電験 1 種を合格。 

 

メンバーと共に、受験生を想いギモンを討伐していくことで、電験の最高峰の頂きへと到

達してしまったのか…？ 

 

それとも我々が思っている以上のポテンシャル(変態)を秘めているのか…？ 

 

彼が得意とするのはその特徴のある声から発せられる回復や強化などの援護呪文。 

 

ギモンで傷ついた受験生を後方から援護し、戦うためのチカラを与えてくれる…！！ 

 

アカデミアでの活躍を皮切りに、彼の才能がどのように音を立て爆発していくのか。 

 

ここからの動きに、目が離せない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

この豪華すぎるメンバーがカフェジカを舞台に電験にまつわる Q&A をしていくという何

ともまあ贅沢な内容です！ 

 

 

そして、続いては、 

 

執筆を終えた電験アカデミアの皆さんと、ZOOM で座談会を決行いたしました！ 

 

この内容もなかなかスリリングで面白い内容ですので、電気通信ピカリや冊子にて発信さ

せて頂きます！ 

 

 

さてさて、みなさま、 

 

じっくり 

 

 

お読みくださいませ～ 

 

 

 

 

 

 



 

 

電験アカデミア 出版記念座談会 

 

『niko』、祝・電験一種合格！ 

 

水島：まずは niko さん、電験一種、見事合格！おめでとうございます！ 

niko：ありがとうございます！ほんと、なんとかなって良かったです。 

加藤：今年の問題、「いやムズ過ぎるやろこれ」ってレベルでしたよね。 

niko：そう、電力・管理はヤバいなぁって思いましたね。でも得点調整が大きかったじゃな

いですか、（合格基準点が）51.7%だったかな。 

加藤：51.7％！？そこまで下げても（合格者）70 人か・・・ 

niko：そうです。それと平均点もマイナス 5 点の調整があったんですよね。だから平均点は

それなりに高くても、合計点数で達してる人がめちゃめちゃ少なかったのかもしれないで

すね。 

加藤：両科目とも成功した人がいなかったって感じなんですかね。 

niko：そういうことだと思います。機械・制御は結構できて（60 点満点中）55～58 点くら

いの感触だったんですが、電力・管理でかなり落としたんで、ちょっとどうだろうなぁと思

ってたんですけど、なんとか合格できた、という感じですね。 

電気男：いやぁ～素晴らしい！ 

なべさん：ほんと素晴らしいです、すごい！ 

niko：ありがとうございます。合格したことはもちろん嬉しいんですけど、単純に自分が受

かって嬉しいというだけじゃなくて、なんですかね、今回のカフェジカ本のこともあったか

ら、絶対に受かりたいなと思って。なんだろう、これ（カフェジカ本）が忙しかったとかを

言い訳にしたくないじゃないですか。それに今回のミーティングの場でも「いやぁ残念だっ

たね」という雰囲気の中で居るのはすごく嫌だなぁと思ったので、絶対受かりたいと思って

たんですよね。 

一同：おめでとうございます！ 

niko：ありがとうございます！ 

加藤：結果報告をもらった瞬間、僕一人で拍手しちゃいましたもん（笑） 

niko：ほんとですか！？めっちゃ嬉しい！ 

 

 



 

 

カフェジカ本の出版と電験アカデミア結成の経緯 

 

水島：それでは本題に入りましょう。Twitter で宣伝した通り、カフェジカ＆電験アカデミ

ア著という形でオーム社さんから出版させていただくことになったのですが、本を出版す

ることになった経緯や電験アカデミアの結成の経緯などお聞かせください。 

電気男：まず、水島さんには私の 2 冊目の著書「基礎力養成計算ドリル」の帯に推薦文を書

いていただいたのですが、その流れでオーム社の担当編集者さんとの「次はぜひカフェジカ

とコラボした本を出したいですね」という雑談から始まりました。 

とても面白そうなのでもちろん私は二つ返事で OK したのですが、具体的な話を進めてい

く中で「他にも著者さんを交えて共著という形にしたら面白いかもですね」「共著者は最大

4 人くらいでしょうか」というご提案をいただいて、私の中で共著というイメージがなかっ

たので、どうしたものかと悩んだのですが、誰と書きたいかなぁと考えたときに最初に頭の

中に浮かんだのが「摺り足の加藤さん」「なべさん」「niko さん」のお三方だったんですね。 

それでお声がけさせていただいたらありがたいことに皆さん OK をいただいたというのが

経緯ですね。 

水島：もともとどのような接点があったんですか？ 

電気男：加藤さんとなべさんは昨年の電験アベンジャーズの活動を一緒にしていて面識が

ありました。あとは昨年の一次試験後に niko さんが開いた（Twitter の会話機能の）「スペ

ース」に電験界隈の著名な方々がたくさん参加していて面白そうだったので、私も参加させ

ていただいて。そこで niko さんの声を初めて聴いたんですが、すごいいい声だなぁと（笑） 

niko：あのスペース 80 人くらいきてくれてましたからね。 

水島：すごっ！何の話されてはったんですか？ 

niko：電験一種一次試験の感想戦といいますか、今回こんな感じだったよね、とか、あとは

二次試験に向けてどういう準備すればいいのか教えていただけませんかってことで、加藤

さんにもゲストでお越しいただいてアドバイスいただいたりとか。 

加藤：あのスペースは楽しかったですね。あれは確かに良い会だったなと。 

水島：はぇ～～ 

電気男：あの場に確かこの 4 人全員居ましたよね。なべさんも居ましたよね？ 

なべさん：うん、居ました居ました。 

電気男：それで何気なく参加したスペースだったんですが、niko さんってご自身の情報っ

てあまり開示されてないじゃないですか。 

 



 

 

niko：はい、そうですね。 

電気男：ですよね。でも話し方とか場の回し方とかを聴いてて「この方はたぶんタダモノで

はないな」と感じまして。 

水島：ははは！（笑） 

電気男：あと日頃の Twitter での発信力もすごいのを見て、一緒にやってみたいな、という

のを感じたんですよね。 

ピカリ：なるほど、niko さんとはそういう出会いがあったんですね。それでは加藤さんと

なべさんについては、アベンジャーズで知り合った中でもなぜこのお二人にお声がけしよ

うと思ったんですか？ 

電気男：あまり深く考えてはいなかったんですが、直感的にフィーリングが合ったというか、

一緒に何かを作るイメージができたのがこのお二人だったという感じですかね。 

加藤：ありがとうございます。 

ピカリ：皆さんタイプがそれぞれ違うような気がするのですが、何かお考えがあったんです

か？ 

電気男：そうですね、似たタイプを集めてもしょうがないなと思ってました。加藤さんはウ

ェブサイトでストイックに情報発信する活動をしている一方で、なべさんや niko さんは

Twitter をメインに活動されていますし、元メーカーの変圧器設計者はたまたま二人います

が（笑）、その後の進路は全然異なるなどバックグラウンドもそれぞれ全然違うので、そう

いう方向性の違う人を集めた方が面白いだろうなぁというのは意識しました。異色な集団

にしたかった（笑） 

水島：なるほど。では逆にお三方が引き受けるのを決意した理由はなんなのでしょう？ 

なべさん：まずもともとアベンジャーズでご一緒していて本も知っていた電気男さんから

のオファーだったというのが 1 つと、あとはそのときに「他に誰が参加するんですか？」と

聞いたところ「声をかけてるのが加藤さんと niko さんです」と聞いて、ただならぬメンバ

ーだったので、自分がこの中に入って大丈夫かなぁという心配もあったんですが、それより

も「一緒にやってみたいなぁ」という楽しみが強かったので参加させてもらったという感じ

ですね。 

電気男：ほんとありがとうございます！ 

水島：niko さんはどうですか？ 

niko：単純に電気男さんのファンだったんですよね。 

電気男：ありがとうございます（照） 

  



 

 

niko：一種を受けるにあたって最初に手に取ったのが「電験「理論」を極める！」で、一周

目を読み終えたときに面白くてそのまま二周したんですよね。良い本だなぁ、こんな本を書

く人ってどんな人なんだろうと思っていたんですが、少ししてから「電気男」さんが著者だ

ということを知って「え！そうだったの！？」ってビックリして。 

その後、Twitter の方でも少し交流させてもらって、ある日 DM で「一緒に執筆してみませ

んか？」とお声がけいただいて、それはもう断る理由がないな、という感じで引き受けさせ

ていただきました。 

電気男：ありがとうございます（照） 

niko：なんで逆に三種しか持っていなくて経歴も本名も何もかも分からない人間に声かけて

くれたんだろうって不思議でしょうがなかったんですけども（笑） 

でも本を 2 冊も出してらっしゃる電気男さんから声をかけていただけるなんて、こんなチ

ャンス逃したらもう二度と本を書くなんてことはないだろうなと思って、絶対にやろうと

思って引き受けました。 

電気男：ありがとうございます。試験も忙しい中で声をかけていいかどうかちょっと悩んだ

んですよね。これが重荷になってしまったら申し訳ないなと思って。 

niko：そうなんです、ほんとモロにかぶってたんですよね、執筆のタイミングと試験の準備

が（笑） 

水島：加藤さんはどうでしょう？ 

加藤：僕もともと誰かと何かやるってことがいままであんまりなくて。最近 SAT さんの通

信講座用の電験二種の教材を出したんですが、あれも一人で全科目を 1 年半くらいかけて

書きあげて。あとは電気の神髄のサイトも 3 年くらい書き続けているんですけど、ずっと

一人でやってきて。あんまり誰かと何かを作るっていうのがなかったんですね。「このまま

一人でやり続けてていいのかなぁ」と常々思ってたので、こういう機会に恵まれて嬉しかっ

たというのがまず 1 つですね。メンバーもアベンジャーズとかスペースとかで全員の人柄

も分かっていて仲間意識が最初からあったというのもありましたし、それぞれ別の場所で

知り合った人たちと一つに繋がるみたいな機会に恵まれたというのがすごく嬉しいなと思

ったので引き受けました。 

あとは僕フリーランスなので、基本的に面白そうだなと思ったことは断らずにやるという

スタンスでやっているので、今回も面白そうだなと思って速攻で引き受けました。 

あとは電気男さんのブログは僕が電験の受験生だったときに読んでたんですが、まさかそ

の数年後にその管理人からこういう声をかけてもらえるなんて思ってなくて、巡り合いっ

ていうのがあるんだなぁと感動して、そういうのも引き受けた理由の一つですね。 

でもやっぱ一番は「仲間が欲しかった」ということですね、いつも孤独でやってるので（笑） 

  



 

 

電気男：ありがとうございます。加藤さん確かアベンジャーズが終わった後にも「解答速報

以外に何か別のこともできたら良いですね」みたいなことをおっしゃってましたよね。 

加藤：はい、言いましたね。 

電気男：それを覚えてたので、機会があれば一緒に何かやりたいなとは思っていたんですよ

ね。 

加藤：あぁ、そうだったんですね。 

電気男：でも加藤さんって Twitter で積極的に発信するようなタイプでもないし孤高の存在

みたいなイメージがあって、気軽に声をかけにくくて。 

加藤：そうなんですよ、人を誘ったりとかするの苦手で・・・ 

電気男：私もそうなんですよ。自分に対して好意的な相手じゃないと積極的に誘えないんで

すよ。でもさっきおっしゃってたように私のブログを見てくれていたということを、例の

niko さんのスペースでおっしゃっていたのを聞いて、多少なりとも好意的に見てくれてい

るのかなと思ったので、勇気を出してお声がけさせていただきました（笑） 

niko：そう考えると、あのときのスペースって結構大きかったのかもしれないですね。 

水島：すべては繋がってるんですね。 

加藤：僕が受験生のときに見てたブログからずっと繋がってるって思うと感慨深いですね。 

ピカリ：めちゃめちゃいい話やないですか。 

一同：ははは（笑） 

ピカリ：なんかもう物語になってますよね。ほっこりする話ですね。 

 

書いていて難しかったこと・学んだこと 

 

ピカリ：そしたら次のテーマということで、書いていて難しかったことや学んだことなど思

いの丈をぜひ語り合ってください。 

電気男：今回一番難しかったのが、分かりやすく説明するためにはやっぱりある程度のペー

ジ数が必要で、今回は 1 テーマに対して 2～3 ページ程度というページ数に制限があったの

がかなりきつかったです。皆さんどうでした？ 

なべさん：きつかったですね～。 

加藤：重いテーマに当たったときはかなりきつかったです（笑） 

電気男：そうですよね。あとはどこまでを前提知識としていいのかっていうのも難しかった

ですね。 

  



 

 

niko：そうですね。 

加藤：最初にテーマ案を提出したらダメ出しされたときがあったじゃないですか、出版社さ

んから。 

電気男：ありましたありました（笑） 

加藤：テーマの選定からムズイですよね。どこが分からないのかっていうのにズレがあるの

かなと感じました、我々と出版社さんの間で。分からないところが分からないみたいな。 

 

 

もし次の機会があるとしたら？ 

 

電気男：ちょっと話飛びますけど、もし次の機会があったらどういうことやりたいですか？ 

加藤：次は二種向けというかある程度分かっている人向けのを書いてみたいですね。 

電気男：今回のようなＱ＆Ａスタイルで？ 

加藤：そうです、今回のやつのさらにステップアップしたバージョンみたいな。 

電気男：それだったらたぶん書きやすいですよね。 

加藤：そう、それだったらみんな書きやすいと思います。 

電気男：三種を前提知識としていいって言うのはデカいですよね。 

niko：それはかなり大きいですね。 

電気男：今回、途中で「三種で微分積分はいらないけど、知っていると分かりやすくなりま

すよ」みたいなテーマも書こうって話になったじゃないですか。あんなん絶対出してたら出

版社に問答無用で却下されてましたよね。出さなくてよかった（笑） 

加藤：そうですね、数学とか理論の面白さっていうのは書いてみたいですね。niko さんな

んか特に共感してくれると思いますけど、数式を用いてこういう理屈だからこうなんだっ

ていうのが分かったときの感動っていうのを伝えたいですね。 

niko：そうですね、分かります。 

加藤：そのときに数学は必須になってくるというか、数学って一種の言語なので、言語を知

っていればより表現が分かるっていうのがあるので、そういう縛りをなくした（数学を前提

知識とした）本があればなぁと思います。だから二種くらいかなぁと。 

電気男：そうですね、電験でいえば。 

  



 

 

niko：三種での疑問は二種受験時には解決してないと問題が解けないですよね。三種は文系

でも理系でも受けている人いますけど、二種になってくると最低でも理系で学ぶような最

低限の数学の知識が必要になってきますよね。逆に言えば、三種で「なんでこうなってる

の？」という疑問が二種で紐解かれていくんですよね。あの気持ちよさをどうにか伝えられ

ないかな、というのはありますね。 

加藤：紐解かれるときの快感ったらないですよね。 

niko：そうですね。意外と三種の理論でつまずいていた人が、二種の理論に挑戦して理論を

理解できて、三種の理論が楽に合格できたっていうケースもあるんですよね。 

なべさん：へぇ～そうなんだ。 

niko：三種の参考書って知識自体のインプットを重視するゆえに割と説明が簡略化されてい

るものもあったりして、そんな説明の仕方をされても・・・っていうことがあって。 

加藤：だから今回も（前提知識が限られるという）縛りプレイの中で書くという難しさがあ

って、分かりやすいとは何かを探求するという感じでしたね。 

 

 

どこまでもストイックな『摺り足の加藤』 

 

niko：いやーでも執筆は大変でした、本当に。加藤さんの愛あるダメ出しが・・・（笑） 

加藤：ほんとすいません。でも僕やっぱり細かい表現とかそういうところが気になっちゃっ

て。（出版されるので）どうでもよくないものだからこそいつも以上に気になっちゃったと

いうか・・・。 

niko：でもすごく助かりましたし、自分も他の方の文章をチェックしているときに、「自分

ももしかしたらこういう風に見えてるのかな」と気付いたり。一人で書いていたら感じない

ことがいっぱいあったんじゃないかなと思いますね。 

電気男：わたしもなべさんから細かい法令上の言い回しとか表現について指摘していただ

いて、「すごいなぁ、そこまで細かく見てくれているのか」と思いましたね。 

なべさん：ちょっ・・・と・・・ネッ・・・トワークの・・・状態が・・・ 

niko：なべさんが聞こえてないのかな（笑） 

でも、それぞれ文体とか構成とか違って個性が出てますよね。 

加藤：個性ありますね、一人ひとり全然違いますよね。 

電気男：その個性はやっぱり残したいですよね。せっかく共著なんだから。 

 



 

 

水島：（電験の本で）今まで 4 人共著っていうのはあるんですか？ 

niko：本の厚みによってはないこともないと思いますね。 

加藤：技術書なんかは 1 章ごとに違う人が書いててトータルで 7～8 人とかは普通にあり

ますよね。 

電気男：でも電験の本ではあまりないかも知れませんね。2 人までは見たことあるかな。 

水島：そういう意味ではやっぱ 4 人の名前が連なると「アカデミア」って感じしますよね。 

 

 

『なべさん』、電波復活 

 

なべさん：あ、とりあえず何とか復活しました！全然話が聞けなかった（笑） 

加藤：えっと、テーマは「書いてて難しかったこと」でしたっけ？なべさんどうでした？ 

なべさん：単純に、絵を描くのが大変だったって感じですね。手描きだと後で編集ができな

いからやっぱりなんかツールを使って描きたいなと思いながらも、うまく（ツールを）使い

こなせなくて・・・ほんと絵を描くのに苦労したなって感じはありますね。 

niko：今回のコンセプトだと絵を多用しないと分かりやすくならないというか、ある程度絵

の力を借りなきゃいけない部分が多くて、そういう意味でもちょっと苦労しましたね。どん

な絵を使えばわかりやすくなるかなっていうのが・・・。そういう意味では電気男さんの

Q&A はイラストを多用してましたよね。 

なべさん：すごいなぁと思ってました、僕も。 

niko：ゲームキャラみたいなのも出てきてましたしね。 

電気男：あれはもっちさんに描いてもらったんですよね、お願いして。 

niko：良いなぁ～と思って。そんな手があるならすればよかったなぁ～って（笑） 

電気男：ははは（笑）。でも（もっちさんには）何回も修正させてしまって申し訳なかった

です。 

水島：いやいや、でもサクッと直してたんで大丈夫ですよ。 

 

 

 



 

縁の下の力持ち、イラスト担当『もっち』について語る 

 

電気男：もっちさんは何か言ってました？今回のプロジェクトについて。 

水島：やっぱり本人も、自分の描いた絵がまさか本になるなんてっていうので、あまり感情

を表に出す子ではないんですけど、喜んでますね。 

電気男：それは良かった。 

水島：僕もやっぱりカフェジカのコンセプトというか僕がそうしたいというのもあるんで

すけど、ここ（今回のプロジェクト）と一緒にして活動の場を作れていくことが素敵なこ

となので、それが近くで働いているもっちにも作ってあげられてこっちとしてもすごく嬉

しいなと思っていて、こういう機会をいただけたのがすごくありがたいなって感じです

ね。 

電気男：ほんと良かったですよね。もっちさん居なかったら表紙とかキャラ絵とかどうなっ

てたでしょうね。 

niko：たしかにたしかに。 

水島：なかなかアイデアのある子だし、これからどんどん電気のことも詳しくなってくれた

ら面白くなっていくんじゃないかなと思いますね。 

 

特別講義担当の『あきら先生』について語る 

 

電気男：（特別講義の原稿を書いてくださった）あきら先生はなんか言ってました？ 

水島：あきら先生は・・・実は・・・びっくりしてもらおうと思って、まだメンバーのこと

も含め、特に何も話をしていません（笑） 

電気男：本になることは分かってるんですかね？（笑） 

水島：それはやんわりと。書いた原稿を電気男さんにちょっと修正していただいて、まあそ

れがちょっとなのかだいぶなのかは置いといて（笑）、それがすげぇって言ってましたね。

僕らもそう思いましたけど。 

電気男：それは良かった。でもほんと申し訳ないですけど、2 本目の原稿、ほんと面白かっ

たですね（笑）1 本目は保安規程について書いてくれとお願いして、思ってたようなものを

書いていただけたんですけど、2 本目が・・・なんか・・・面白かったですよね（笑） 

水島：なんか・・・うん、これ出せねぇなと思って（笑） 

一応（電気男さんに）見てもらいますけど、ちょっとイメージと違うと思いますよって言い

ました。あきらワールド全開な感じでしたね（笑） 

 



 

 

電気男：あれもどこかで活かせたらいいんですけどね。 

水島：カフェジカの講習とかでは使えるかもしれないですね。 

電気男：（著作権フリーの）萌えキャラがカフェジカを紹介するみたいな感じの内容でした

もんね。 

水島：今回の本も電験本の中ではかなり異端ですが、「その更に上の異端をぶつけてきた」

みたいな感じで（笑） 

 

 

ベタ褒めされて照れる『電気男』 

 

水島：でもほんと電気男さんの修正力というか、プロが直すとこうなるんだなーというのは

驚愕でしたね。 

niko：ほんと書き手さんが書くってこういうことなんだなーと思わされましたね。 

水島：そりゃすごいもん作ってはるわって思いました。僕らが気付かへんところの書き方の

気配りというか見せ方というか、そういうのがあるんやなっていうのがすごく分かりまし

たね。 

電気男：すいません、べた褒めいただいてありがとうございます（照） 

niko：ほんとそういうところは今回勉強になりましたね。 

なべさん：そうですね、自分も niko さんと一緒で勉強になりました。 

電気男：今回、3 名もの電験のスペシャリストに見ていただくっていうことはこれまでなか

ったので、私も非常にいい経験になりました。 

加藤：やっぱり電気男さんの文章ってやっぱり分かりやすくて感動しましたね。すげぇ分か

りやすいなって。 

電気男：（加藤さんにそんなことを言っていただけるなんて・・・）ありがとうございます

（照） 

niko：そう、なんというか、普通の参考書ではなかなかこういう書き方はしないけど、こう

いう記事を読んだらすごい助かる人いっぱいいるだろうなと思って。そういう意味でもこ

の本を出す価値はあるなってほんと思いましたよね。 

電気男：ありがとうございます（照）売れるといいですね。売れるといいっていうか、多く

の人に読んでもらえるといいですね。 

 

 



 

難しかった座談会 

 

加藤：あと、座談会のページの執筆が難しかったなーと思いますね。校正してるときに、ふ

と「え、これ大丈夫？固すぎじゃない？座談会ってこんなんだっけ？」みたいに思っちゃっ

て。 

なべさん：たしかに。 

加藤：僕らは普段すごい真面目な文章ばかり書いていて、くだけた文章は書かないので。

次はもっとこう「話してる感じ」で、まさに今見たいに無駄話的な感じの文章を書いてい

かなきゃいけないなと反省しました。今は少しでも砕けた感じになるように絶賛校正中で

すので仕上がりをお楽しみに！ 

でも、内容自体はすごいタメになると思うんですよ。電験受験生にとっては。 

電気男：座談会という名の、ほぼ「コラム」みたいな感じでしたもんね。 

加藤：そうですね、たしかにコラムの方がイメージ近いかも。 

電気男：ジョジョネタが却下されちゃったのはちょっとショックでしたね・・・ 

niko：ははは（笑） 

電気男：ジョジョネタを切っちゃうとさらに固くなっちゃうなぁと思って。ギャル電、ズル

いなぁ～（笑） 

 
 

 



 

 

コイル巻きのスペシャリスト『なべさん』 

 

加藤：こんなところですかね。 

電気男：そうですね。なべさん（途中ネットワークの調子が悪くてあまりしゃべれてなかっ

たので）、なんか言い残したことはありますか？（笑） 

なべさん：そうですね、何かあるかなぁ、えっと・・・ 

電気男：すみません無茶ぶりで（笑）なべさん、土日は家族サービスも積極的にされていて、

そんな中での執筆は大変だったんじゃないですか？ 

なべさん：いやー結構大変でしたね。 

電気男：平日のお仕事も結構遅くなることは多いんですか？ 

なべさん：そうですね、平日もまぁぼちぼち遅いですね、やっぱり。でも、前職はもっと忙

しくて、土曜日もコイル巻くために出勤することがよくあって。（数量が）死ぬほどあるら

しくって、もう平日だけじゃやり切れんから土曜も来てくれって言われて。 

niko：すごい巻いてみたいですけどね、変圧器。 

一同：ははは（笑） 

なべさん：ちょっと上手くなりましたね。最後の方はかなりのスピードで巻けてました（笑） 

一同：ははは（笑） 

niko：何回巻くのが平均的なんですか？ 

なべさん：あのー、低圧なんで・・・ 

加藤：巻線は円筒とかですか？ 

なべさん：円筒は使わないです。角筒です。断面が長方形の。 

加藤：あ、じゃあ油道とかスペーサ入れずに巻いていく感じ？ 

なべさん：そうです、木型に直接絶縁物挟んで巻いていくって感じで。 

～ここから元・変圧器設計者の二人によるディープな変圧器談義が続く～ 

 

 

 

 

 



 

素早過ぎてドン引きされる『摺り足の加藤』 

 

加藤：なんでしたっけ、テーマ。めちゃめちゃ脱線しちゃった（笑） 

なべさん：めっちゃ脱線しましたね（笑） 

電気男：執筆の時間をいつ取ってたかですね・・・ 

加藤：電気男さんはいつやってました？ 

電気男：私は基本的には家帰ってからやってました。でも後半は土日とかカフェに行ってや

ったりしてましたね。あまりにも加藤さんのペースが速いから（笑） 

なべさん：そうそう（笑） 

niko：かなり焦りましたよね（笑） 

加藤：僕はだって平日いつでもやれちゃうから、仕事の一環としてやってる感じでした。僕、

素早いって言われるんですよね、動きが。いつもドン引きされるですけど（笑）返事とかす 

ぐ返しちゃう。情熱を注げることはすぐやりたくなっちゃって。面白いなと思ったらすぐ手

を付けるって感じで。それを毎日積み重ねていたらもう終わってる、みたいなことが多くて。 

やっぱ（今回の執筆は）面白かったので、すごく。早いうちに終わっちゃいましたね。だか

らこの仕事ができてよかったなと思いました。 

一同：・・・（ドン引き） 

 

 

またベタ褒めされる『電気男』 

 

加藤：反応がみんなすぐに返ってくるのがありがたかったですね。 

電気男：皆さんほんと反応早かったですよね。人数が多い割にはすごく進めやすかったとい

うか。もうちょっと LINE 以外にも効率的なツールはあるんでしょうけど、LINE で十分事

足りるくらいのスピード感でできましたよね。 

加藤：そうですね。やっぱり（みんな）熱意があるっていうことですかね。 

niko：楽しかったですよね、やり取りが全部。書き出す前のユニット名とか本の名前を決

めるところとかから始まって、なんかすごくそういうところからみんなで楽しもうみたい

な感じがあって。すごく良かったなと思いますね。 

なべさん：うん。 

 

 

 



 

niko：すごく申し訳ないなと思ったのが、折衝から企画の進行から全部電気男さんに丸投げ

しちゃったので・・・ 

加藤：ほんとそうですよね。 

電気男：いやいや。勝手にやりたいように進めさせてもらってほんと申し訳なかったです。 

niko：いやでもすごくやりやすかったです。ほんと、「いまどうなってるんだろう？」って

いうのがなかったので、良かったですね。 

プロジェクトによっては「大丈夫かなこのチーム？」みたいなときもあったりするから（笑） 

なべさん：うん、そうですね。 

niko：そういうのが今回全くなかったのですごく良かったなと思いましたね。 

なべさん：niko さん、みんつくの進め方と比較したりしません？ 

niko：あぁ～しますします。 

加藤：みんつくはどんな感じなんですか？ 

niko：そうですね、アカデミアのストイックな感じに対して、みんつくはその名の通り、み

んなでワイワイ楽しくつくろうみたいな感じですかね。 

～ここからディープなみんつく談義（社外秘）が続く～ 

 

 

『電験アカデミア』、早くも次なる活動！？ 

 

加藤：みんつくってそんなすごいメンバーでやってるんですか。いいなー、なんか面白そう。 

ピカリ：えっ、加藤さん興味もっていただいたんですか！？ 

加藤：僕、孤独なんで、最近あまり筆も進まなくなることがあって。なんでやろなって考え

てたら、あんまり誰ともコミュニケーション取ってないから、僕こうやって電験界隈の人と

話すのめっちゃ久しぶりで、実は。誰とも話さないとまずいなと思って。 

ピカリ：でもこのグループの速度感を求めちゃうと（加藤さんストイックだから）ちょっと

合わないかもしれないですね。もちろんみんつくの皆さんも熱意もって段取り良く効率的

に進めてくださってますけど、ここの LINE の方は締め切りが短いこともあって全員が圧

倒的な速さで「ボーン！」ってやりとりしていきましたから（笑） 

  



 

 

水島：たしかに、みんつくはもっとワイワイと楽しみながらユルい感じでやって頂けたらと

思ってはいます。そうではない部分ももちろん沢山あるんですが。や、。 

加藤：そっか、じゃあもし「難問集」みたいなの作るときに呼んでください。 

電気男：むしろ我々で作りますか？難問集。 

加藤：あぁ～いいですね！みんつくの「亜種」みたいな感じで・・・ 

niko：みんつくの「亜種」！？（笑） 

加藤：僕、（一種～三種の）過去問 50 年分集めたんで。図書館でコピーして何日もかけて。 

niko：50 年分ですか！？（笑） 

加藤：もう見た目が気持ち悪い問題（誉め言葉）とかもあるんですよ、中には。 

niko：へぇ～見てみたい！ 

加藤：そういうのを参考に難問集作りたいんですよ。これをやっても合格に近付くかは分か

らんけど、それでもよければどうぞ・・・みたいなやつを作りたいですね。 

電気男：それを作るのはやっぱ加藤さんしかいないですよ（笑） 

加藤：半分ネタだけど、受かるか分かんないけど・・・、みたいな。 

水島：まさに天下一武道会じゃないですか（笑） 

加藤：そうそう。作ってる側だけは面白いと思う。 

niko：はっはっは（笑） 

ピカリ：そのコンテンツ、皆さんでやってくださるんですか？（笑）電験アカデミア第二弾、

ミズノワから PDF 販売、全然、ジョジョネタ入れてもらっていいので。 

一同：はははは（笑） 

ピカリ：自由にやってもらっていいんで、ほんとに。なんでも大丈夫なんで。 

水島：（どこかから）怒られたら、怒られたっていうので宣伝しますから（笑） 

電気男：でもやっぱ（せっかく結成したのに）これで終わっちゃうのは嫌だなぁと思って。

今後も何かはやっていきたいなぁとは思いますね。 

水島：今回の本は受験生が勇者でモンスターを倒すみたいな感じですけども、逆に今度はモ

ンスターが勇者をボコボコにするみたいな本があってもいいんじゃないかと。なんかアン

サーソングみたいな感じでね（笑） 

一同：はははは（笑） 

ピカリ：それめっちゃやりたいですね。 

電気男：またもっちさんに頑張ってもらって、（今回作ってもらった）我々4 人のキャラ絵

がダークサイドに堕ちたバージョンのやつも作ってもらって・・・ 

niko：そうすると完全に黒の狐面ですね、私は（笑） 

  



 

 

水島：血しぶき浴びてるみたいな感じの。ブシャーって。 

一同：はははは（笑） 

水島：なべさんのダークサイドバージョンも見てみたいですね。 

niko：あの可愛らしいキャラのダークサイドですか！？（笑） 

なべさん：盾にスパイクみたいなトゲトゲがついて完全に攻撃する用になってるとか。 

一同：はははは（笑） 

加藤：私はなんか、ヴォルデモート的な。名前を言ってはいけない、みたいな。 

niko：あの可愛い魔術師が！？（笑） 

ピカリ：そして読み手を圧倒するディープな座談会も見てみたいですね。 

電気男：初心者に寄り添う本を書いた我々がいきなり 2 冊目でそれやっちゃうっていうの

がまた面白いですよね。何個かやった後でじゃなくて、2 つ目でそれやるか！？みたいな。 

なべさん：三種受かって電気分かってきたぜっていう子たちをボコボコにする（笑）電気舐

めるな！と（笑） 

一同：はははは（笑） 

水島：やっぱり（カフェジカにいらっしゃるお客さんにも）三種受かって二種や一種にチャ

レンジするような方も増えて来たんで、そういう人たちに働きかける本って言うのもあっ

てもいいかもしれないですね。 

加藤：そうですね。でもやっぱり売り上げが立たないから普通に本として発売されることは

ないかなって思いますね。 

水島：だったらやっぱり PDF 販売が一番いいですね。 

niko：電験に受かるための本というよりは、電験界隈がざわつく本がいいですよね。 

ピカリ：それじゃ、お願いします。 

一同：はははは（笑） 

               

 



 

 

最後に・・・ 

 

水島：我々（ミズノワ）は電験にそんなに強いわけでもないんですけど、声をかけていただ

いてありがたかったですね。しかも一種の方々と一緒にやるっていうことで、最初はもう何

が何だかって感じでしたけど、これだけの人たちが集まって作るものはきっと面白いもの

になるだろうし、こっち（ミズノワ）は盛り上げてなんぼみたいなところなので、これから

どういう風に盛り上げていけるかなぁというのが楽しみですね。 

電気男：本当に早く本になったものを見てみたいですね。 

水島：あれが本屋さんに並ぶとさぞ面白いだろうなぁと思いますね。 

電気男：早く見たいですね、その光景を。 

水島：あとは SNS でも皆さんそれぞれ活躍されているので、その方々がそれぞれ告知して

いくとどうなるんだろうって思いますね。出版社さんももちろんいろいろな形で告知して

いくでしょうけど、ここまで SNS をふんだんに活用するっていうのはないでしょうから、

それがどのように渦巻いていくのかっていうところが楽しみですね。 

あとは僕らは三種が取れたらその先どういう道があるのかっていうところとか、実務を知

ってもらったりとか、そういうところを勉強する意欲を掻き立てるようなコンテンツをせ

っせと作っていきたいなと思っています。 

電気男：ありがとうございます。あと発売イベントみたいなのもできればやりたいですよね。 

加藤：それはぜひやりたいです。 

水島：うちはもういつだってなんだって貸し切りは大丈夫ですから！ 

電気男：あとはこの 4 人が大阪に集まれるかどうか。 

niko：行きたいけどなぁ～ 

電気男：無理ならオンラインで繋ぐって手もありますからね。 

水島：この時代だからオンラインが一番いいでしょうね。本当はサインとか「頑張ってね」

とかを見開きのところに書いてあげられたら一番効果は大きいんですけどね。 

電気男：頑張って調整して 4 人が大阪に集まったのに全然お客さん来なかったらさみしい

ですけどね。 

一同：はははは（笑） 

niko：常連さんが 2～3 人くらいしか来なかったらどうしよう（笑） 

加藤：常連さんが来てくれればもう全然それで良いですよ（笑） 

電気男：でも何かやりたいですね、発売イベント。 

 



 

 

水島：形はまだ決まってないけど、なんかできたらいいですね。 

電気男：これから考えていきましょう。それでは遅くまでありがとうございました。 

一同：ありがとうございましたー！ 

 

 

 

 

発売イベント実施決定！？ 

 

そして発売日は？？？ 

 

 

気になる詳細は… 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

続報を待て！ 


