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検査員の現場報告

東

協会保有の多種類の測定器が大活躍 !! ―オフィスビルの停電を事前に回避―
仙台中央事業所
今回は、無停電による年次点検で、キュービクル
内の温度が異常に高くなっている箇所を発見し、電
気事故を未然に防止した事例をご紹介します。
お客さまからは「ていねいに何回も点検していた
だいたおかげで不良箇所を探し当てることができ、
助かりました」と、大変喜んでいただきました。こ
のこともあり、今回の点検作業で使用した各種の測
定器の活躍も併せてご紹介しようと思います。

【発見】

無停電年次点検の場合は、通電状態で設備を点検
するため、離れた位置からでも測定できる「①放射
温度計」を使用します。
これは目標物から出る赤外線を感知し、その箇所
の表面温度を表示するものです。
まずキュービクルの扉を慎重に開け、感電しない
ようキュービクルの外から温度測定を開始しまし
た。すると高圧引込用ケーブルの端末部で、3本の
内の1本が80℃と異常に高い温度を示しました。

①放射温度計

【原因と復旧】

詳細な点検として、停電のうえ、「③絶縁抵抗測
定器」を使って、直接、絶縁抵抗の測定を行いまし
た。その結果、やはり危険なレベルと確認できまし
メグオーム
た（正常な前回測定時は300M Ω でしたが、今回測
定時は1M Ωと急低下）。
原因は、20年以上にわたり長期間使用したことに
よる経年劣化と推定されます。このまま更に温度上
昇が続けば、ケーブルが地絡となって、継電器が動
作し、突然の停電になりかねないとお客さまに説明
したところ、直ぐにケーブル交換の工事を行ってい
ただき安全な設備となりました。

【お客さまの声】

「いつもの年次点検でもあり、特に問題なく終了
するだろうと考えていましたが、電気事故になるお
それがあると言われて驚きました。突然の停電なら
大騒ぎとなり、それに係る損失などを考えると未然
に防ぐことが出来て本当によかったと思っていま
す。我々には、2011年の東日本大震災時の停電の記
憶がまだまだ残っていますから。測定も①、②、③
のように段階的に行うので感心しました。」とのお
話をいただきました。

【まとめ】
放射温度計を使用した温度測定

次に、
「②リークホン」による測定を行いました。
これは絶縁不良部や接触不良部から出ている超音波
を感知する測定器です。測定を開始したところ先ほ
どの高温部で異常を示す表示ランプが点灯し、同時
に「ガリガリ」という特徴的な音が出たことで、こ
こに何らかの不良があると推定できました。

②リークホン

日高 伸幸

放射温度計では、設備内容にもよりますがキュー
ビクル内の電路の最低でも30箇所程度を測定し、
リークホンでは電気が流れる主な電路全体を丁寧に
確認します。
当協会ではその他にも数多くの測定器を準備して
います。例えば「赤外線熱画像診断」は、物体表面か
ら出る赤外線を基に温度分布を画像表示する高性能
機器で、広範囲の確認が瞬時にできます。
上記の機器も含め、約30種類もの試験診断が可能
です。
今後とも、
お客さまの設備状況に合わせ最適な方
法で安全確認を行っていきたいと考えております。

リークホンを使用した高圧引込ケーブル
箇所の絶縁診断試験

そこでお客さまの連絡責任者に、直ちに停電して
詳細な点検が必要である旨の説明を行いました。大
変驚かれた様子でしたが、日程調整をお願いし、休
日に停電点検を実施することになりました。

赤外線熱画像診断測定器を使用した電線接続部の過熱箇所撮影例
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岩泉乳業株式会社本社工場

今季号のお客さま

岩手県岩泉町

岩泉乳業株式会社 さま
120年の酪農の歴史がある岩手県岩泉町で、
格別に美味しいと評判のヨーグルトを製造販売
している岩泉乳業株式会社さま。2004年第三
セクターとして設立され、2008年にヨーグル
トを販売してから全国に販売を拡大し業績を伸
ばしています。

東北電気保安協会
宮古事業所長

佐藤 正之

牛

今回、岩泉乳業株式会社の山下欽也社長をお訪
ねし、当協会宮古事業所長佐藤正之がお話をう

─2004年に第三セクターで設立されていますが、
経緯をお聞かせください。
岩泉町は１次産業が中心で、なかでも酪農は120年
の歴史があります。その酪農業を将来的に安定して経
営ができるように、酪農家が自分たちで付加価値の高い
ものを作って売っていく６次産業を目指し、地域の酪農
家の皆さんとＪＡみやこ（現在の JA 新いわて）と岩泉
町が出資して設立した会社です。それ以来、社長は私
で４人目になります。
─設立後、会社経営はどんな状況でしたか。
設立当初は牛乳がメインでした。しかし、牛乳の消
費は低迷していました。健康志向に向けた商品としては、
豆乳や黒酢などが人気でした。牛乳の生産販売という
点では、非常に厳しい経営環境でした。このまま牛乳メ
インでいったらきっと会社
が持たないだろうと感じま
した。そんな時、牛乳の
試飲会をスーパーでやら
せてもらい、お客さま情報
をキャッチしていたなかで、
これからはヨーグルトが伸
岩泉ヨーグルトは、2011〜2013年、3年
連続でモンドセレクション金賞を受賞
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山 下 欽 也 さま

かがいました。

乳からヨーグルトへ

びそうだという兆しがありま
した。2008年、経営の大

岩泉乳業株式会社
代表取締役社長

転換を図るべく、主力商品をヨーグルトにシフトしました。
─ヨーグルト戦略はうまくいきましたか。
牛乳は「こだわって作っています」と言っても、味そ
のものは明確な区別ができず、売る戦略としても難しい。
その点ヨーグルトは、幅のある製品作りが可能で、当社
のオリジナリティーやものづくりのストーリーもきちんと打ち
出すことができました。

手

間ひまかけて作る美味しさ

─岩 泉ヨーグルトは、私どもの協会職員の間でも、
弾力があって風味豊かで濃厚な美味しさがあると
評判です。
そう感じていただけるのはとてもうれしいことです。まさ
にそこを目指した商品でした。
体に良いものでも、
味が美味
しいものじゃないと毎日食べていただけないんです。で
すから、良いものでなおかつ美味しいものを目指しました。
当社の製造法の特徴
は２つあります。１つは
「低温長時間発酵」。こ
れだと牛乳のほのかな
甘みや風味がヨーグルト
に残ります。もう１つはア
ルミ袋に詰めてその中で
ゆっくり発酵させる、い

目指す美味しさのために低温長時間発酵
など、とことんこだわった作り方をしている

地域の酪農家の未来のために、
良質の地域ブランド商品を開発
「岩泉ヨーグルト」を中心に、
「のむヨーグルト」
「ヨーグルトプレーン」
「ソース」
「ヨーグルト
ドレッシング」など魅力的な商品展開

わゆる「後発酵製法」です。業界では「前発酵」によっ
て短時間で効率的に仕上げる方法が主流ですが、当
社ではそうした方法の真逆な作り方をしています。長時
間発酵はコストがかかります。製造に２日間必要なので、
電気代がかかる、人件費もかかる。量も大量には作れ
ないというマイナス面があります。
しかしプラス面としては、
非常に美味しい。添加剤を入れなくてもきちんと固まって
くれる。当社は、このお金と手間のかかるタイプの作り
方で、美味しい商品を作っているということです。
─後発酵というのは、品質管理がたいへんではあり
ませんか。
発酵という生き物相手の作業ですので、温度と時間
の見極めが重要です。現在の品質にたどり着くまでにず
いぶん時間をかけました。どの温度でどのくらい発酵さ
せるとどんなものができるか、何回も何回も試作を重ねま
した。
そうして確立された管理方法で、
いま作っています。
抜き打ちで開けてでき上がりを確認します。非常に徹底
した管理をさせていただいています。
お客さまに渡ってからどう変化するかということも含め
て、きちんと説明するのがメーカーの仕事だと考えていま
す。特に食品というのはこういう時代なので、きちんと製
造管理してお客さまに理解をしていただかないと長くは
続かないと思います。

町 ぐるみで全国に発信
─ＴＰＰがもたらす影響としては、どうお考えですか。
おそらく国際競争力と
いう点で、酪農に携わる
人たちには厳しくなると
思っています。少なくとも

岩泉ヨーグルトは、岩手県岩泉町
産の高品質原料乳から作られる

地域の皆さんが生産した
牛乳を、100％当社で商
品にして確実に売るという
流れを早めに構築したい。

ヨーグルトや今後計画して
いるチーズも、きちんとしたブランドを作り、責任を持って
当社が販売していくという方法を確立しないと、地域の
酪農家が安心して生産に励めないと思います。そこで、
今度３つ目の工場を建てることにしました。これでこの地
域で生産した原料を全部使い切ることができるようになり
ます。酪農家の皆さんも作っただけ全部引き取ってくれ

るなら、安心して仕事に励めるし後継者もできやすいと
思います。そこまでやれたら、この会社の目的が達成さ
れるのかなと考えています。
─商 品作りで、いちばんたいへんなのはどんなこと
ですか。
難しいのは、作ることよりどうやって売るかということで
す。作り手の思いをどうお客さまに伝えられるか、買っ
ていただけるかというところにいちばん神経を使います。
きちんと伝えて納得してもらわないと売れません。
ヨーグルトは、私が一生懸命歩いて営業をかけたという
ことも基本にありますが、それを町民の皆さんが自分の親
戚や遠くにいる知り合いに「岩泉にこんな美味しいものが
できたよ」と、どんどん私どもの商品を送って発信してくれ
ました。まさに町ぐるみでこの商品を育てて全国に発信し
たということです。今では県内と県外が半々ぐらいです。

作 ったものを無駄にしないために
─先ほど、長時間発酵には電気代がかかるというお
話がありましたが、工場と電気との関わりについて
お聞かせください。
当社でいちばん怖いのは停電です。発酵時間が通常
より４倍も５倍も長く、完成までに２日間を要するので、その
間に停電してしまうと、温度が変化してしまい、商品として
出せなくなります。震災の時は２日くらい停電してしまって、
製造途中の商品はすべて廃棄せざるを得ませんでした。
せっかく酪農家の皆さんが汗水たらして生産した生乳が
無駄になってしまいますので、停電だけは怖いと思ってい
ます。保安協会さんには、これからもぜひ様々な面でアド
バイスをお願いできればと思います。
─大きな自然災害はどうしても避けられない場合が
ありますが、普段の電気回路の故障や漏電などが
ないように、私たちも万全な点検をするようこころ
がけております。これからも電気の保安を通して、
御社の良質な商品製造の一助になるよう努めたい
と思います。今日は、岩泉乳業さんのすばらしい
商品作りについて聞かせていただき、たいへんあ
りがとうございました。
※岩泉乳業さまの商品は、青森、岩手及び宮城県内のスーパー店頭のほか、
ホームページのオンラインショップでもお求めになれます。
URL：http://www.iwaizumilk.co.jp/
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太陽光発電設備のメンテナンスの必要性についてのご紹介
固定価格買取制度を活用した再生可能エネルギー発電設備の導入が急速に進んでおり、その中でも太陽光
発電が注目を集めています。その太陽光発電設備の発電量を維持するためには、確実な点検が重要です。
昨年の春季号では、太陽光発電設備のメンテナンスの概要を紹介しましたが、今回は点検の項目やその点
検に使用する測定装置についてご説明いたします。

１

当協会における太陽光発電設備の点検項目

50kW 以上の太陽光発電設備においては、
電気主任技術者を選任しその発電設備の保守管理を保安規程に定め
る点検、
測定及び試験を行う必要があります。
当協会では表１に示す点検基準に従い保守管理を行っています。
表１

太陽光発電設備に関する点検基準（売電専用の場合・一部抜粋）

電気工作物
太陽電池アレイ
接続箱

パワーコンディショナ
太陽電池
発電設備

系統連系保護装置

蓄電池等

接地装置

２

定
月次点検
○

点検項目
外観点検
接地抵抗測定
外観点検
絶縁抵抗測定
接地抵抗測定
外観点検
絶縁抵抗測定
接地抵抗測定
電圧値・電流値の測定
外観点検
単独運転検出機能の確認
外観点検
液量点検
電圧測定
比重、液温測定
絶縁抵抗測定
接地抵抗測定
外観点検
接地抵抗測定

期

○
○
○
○
○
○
○

○

点

検
年次点検
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

太陽電池の不具合事例

太陽電池パネルは屋外に設置されることから、自然環境の影響を受けやすく、いろいろな不具合が生じえ
ますが、ここではホットスポットという現象を紹介します。これは太陽電池の最小単位であるセルとセルと
の接続不良や、セルの集合体であるモジュールとモジュールとの間の配線の切断が原因で、電流が一部分に
集中し、その部分が過熱して発電能力を低下させてしまう現象です。（写真１参照）
また、太陽電池パネルを支える架台についても不具合が生じえます。架台は年数の経過にともない降雨や
紫外線の影響により腐食が生じたり、冬季の積雪により変形する可能性があります。

ホットスポット

太陽電池パネルの写真

同じ場所を熱画像で見た場合
写真１

太陽電池の不具合事例

写真出典：加藤和彦 著／2010年発行 「太陽光発電システムの不具合事例ファイル」～ PVRessQ! からの現場調査報告～
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日刊工業新聞社

３

長くお使いいただくためのメンテナンスについて

当協会では各点検項目について、定期点検（月次点検、年次点検）を行い、発電設備の安全の維持に努め
ています。しかし前述の要因により、発電量が低下する可能性がありますので定期的にメンテナンスを行う
ことが必要です。

●太陽電池の機能確認用ツールの紹介（オプション診断）
太陽電池が正常に機能しているかどうかを検査する手段の一例として、太陽電池の電流－電圧特性※1を測
定するツールと故障セルを特定するツールをご紹介いたします。
（1）電流－電圧特性測定装置（写真２参照）
ａ

用途
太陽電池モジュールの電気的な異常を検知する装置です。

ｂ

特徴
太陽電池ストリング※2ごとの電流－電圧特性を測定することができま

す。大容量の太陽電池においてもストリング相互間の比較をすることで異
常診断ができます。

写真２

例：電流−電圧特性測定装置

また、結果をパソコンに取込み、データ保存ができますので、初期状態時
の電流－電圧特性図と現在の電流－電圧特性図を比較することもできます。
（2）故障セル特定装置（写真３参照）
ａ

用途
各ストリングを構成する故障モジュール・故障セルを探査する装置です。

ｂ

特徴
モジュール間配線の断線、コネクタ接続不良箇所の特定が可能です。
また、故障モジュール及び故障セルの特定が可能です。

写真３

例：故障セル特定装置

更には、複雑な配置・接続となっているストリングごとの回路を特定で
き、保守管理用ツールとしても活用できます。
以上の電流−電圧測定装置と故障セル特定装置を活用し、ストリングごとの開放電圧※3などを定期的に測
定することで、セルの故障等を早期に把握することができます。
また、太陽光発電設備で最も自然環境の影響を受けやすく、劣化による異常が生じやすい太陽電池アレイ
をトータルで管理することができ、定期点検と合わせて行うことで点検精度の向上につながります。
※1
※2
※3

電流−電圧特性：太陽電池の性能をあらわすもの
ストリング：モジュールを直列や並列に接続し、ひとつの集合体としたもの
開放電圧：開閉器を開放した状態で、発電した電気を供給していないときの電圧

４

おわりに

大規模な産業用太陽光発電設備では、1,000kW 以上の発電を行っているケースもあり太陽電池に異常が生
じた場合、多大な損害が生じるとともに故障探査に膨大な時間を要します。
したがって、故障を起こすことなく安定的な発電を行うためには、定期的な点検やメンテナンスが必要な
ことから、積極的な予防保全をお勧めいたします。
詳しくは、最寄りの事業所または担当検査員にお問い合わせください。
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山形事業本部

省エネはダイエット

管理標準の作成と運用支援による省エネの取組み
省エネは、よくダイエットに例えられます。決意

設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運

に始まり、現状把握、プランニング、実行、定期的

転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理

チェック、そして成果と反省、まさにダイエットに

マニュアル」のことです。

ピッタリあてはまると言え、省エネでもその運用を
継続することが成功のカギと思われます。
今回の事例は、「省エネ法に係る支援業務」につ
いてご紹介いたします。
一般に省エネ法と言われる現在の「エネルギーの
使用の合理化に関する法律」では、エネルギーを使
用する全ての事業者に対して、事業者全体のエネル
ギー使用量把握と、国が定めた判断基準を遵守（管
理標準の設定、省エネ措置の実施等）すること及び
中長期的にみて年平均１％以上のエネルギー消費原
単位の削減に努めることが求められています。
そして、事業者の年間総エネルギー使用量（原油
換算値）が1,500kℓ以上の場合には国に対して届出
を行い、特定事業者として指定されて中長期計画書
や定期報告書の毎年度提出が義務付けられます。

より簡単に説明しますと「使用するときのルール
を決める」ということです。
例としまして
●照明
（1）作 業エリアごと適正な照度を決めて、無駄
な照明は消す
（2）ロッカー室等は使用時のみ点灯し不要時は消す
（3）定期的に照明器具を清掃し照度を保つ
などです。
管理標準の運用支援については、お客さまへ訪問
しての省エネコンサルティングや、照度・CO2濃度
などの各種計測を実施させて頂いています。
このような管理標準を使用した省エネの取組みに
は、お客さまから
●ようやく省エネ取組みのスタートラインに立
つことができた
●定期的な計測により無駄が発見できた
●従業員の省エネ意識高揚につながった
などの喜びの声を頂戴しています。
これからも、省エネ診断、各種計測及び空調機の
デマンド自動制御システムなど、お客さまにおける

CO2濃度測定

省エネ・省マネーの取組みに役立つ提案に努めてい
きたいと考えています。

山形支部では、法改正の平成22年度以降、12の企
業・団体の取組みを支援させていただいています。
その主な内容は、国への提出書類、設備台帳及び管
理標準の作成などそれぞれのお客さまニーズにお応
えしながら取組んでいるところです。
その中で、お客さまが一番苦労されているのが管
理標準の作成とその運用です。管理標準とは、使用
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管理標準の
運用と継続

1

電力システム改革に係る電気事業法改正内容について
2013年11月13日、電力システム改革に関する改正電気事業法が成立しました。これは、東日本大震災の影
響による電力需給の逼迫状況を踏まえ進められた電力システム改革の第１段階となります。以下、具体的な
内容について説明いたします。
国は電力システム改革の目的として、「安定供給の確保」「電気料金の最大限の抑制」「需要家の選択肢や事
業者の事業機会の拡大」を挙げており、これらを達成するために、
（1）
広域系統運用の拡大
（2）
小売及び発電の全面自由化
（3）
法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保
という３つの改革を、３段階に分けて進めることとしています。（表１）
まず、第１段階では、2015年を目途に「広域的運営推進機関（仮称）」を設立します。広域的運営推進機関
は、例えば、計画停電を防ぐため、電力に余裕がある電力会社から電力が足りなくなりそうな電力会社に対し、
地域を越えて電力を融通するよう指示することで、広域的な運営による電気の安定供給の確保に資すること
を目的としています。具体的な業務内容は次のとおりです。
（1）
需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強や
区域（エリア）を越えた全国大での系統運用等を図る。
（2）
平常時において、各区域（エリア）の送電事業者による需給バランス・周波数調整に関し、広
域的な運用の調整を行う。
（3）
災害時による需給逼迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を
行う。
（4）
中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う。
第２段階では、家庭やコンビニエンスストアなどの中小規模の電気利用者が電力会社以外の小売事業者か
らも自由に購入先を選べるようにする「小売り業参入の全面自由化」が予定されています。
また、最後の第３段階では、電力会社から送配電部門を独立させる「法的分離」と「料金の全面自由化」
が予定されています。
表１

実施時期及びスケジュール

実施時期

スケジュール

【第１段階】
広域的運営推進機関（仮称）の設立

2015年を目途に設立

2013年臨時国会にて法案成立

【第２段階】
電気の小売業への参入の全面自由化

2016年を目途に実施

2014年通常国会に法案提出予定

2018年から2020年までを
目途に実施

2015年通常国会に法案を提出する
ことを目指す。

【第３段階】
法的分離による送配電部門の中立性の一層
の確保、電気の小売料金の全面自由化

※経済産業省「電気事業法の一部を改正する法律案の概要」を基に作成
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ＬＥＤ照明への取替えによる省エネ・節電のおすすめ
給湯 1％

地球温暖化対策の一つの取組みとして省エネルギーが進められている中、ＬＥＤ
照明の利用が多くなってきました。オフィスビルのエネルギー消費に占める照明の比
率は、21％と熱源（空調関係）に次ぐ高さとなっています。
今回はこの分野で省エネ効果が期待されているLED 照明について紹介します。

コンセント
21％
動力 9％

その他 5％
照明
21％
熱源
31％

熱搬送 12％

LED とは

図1

オフィスビルのエネルギー消費構成

省エネルギーセンター
「オフィスビルの省エネルギーより」

発光ダイオード（Light Emitting Diode）の頭文字をとったもので、電流が流れ
ると発光する半導体※1です。半導体の材料により、赤、橙、黄、緑などの発光色があります。当初は電子機器の動
作表示灯等に使用されていましたが、1993年に青色ＬＥＤが実用化され、1996年には黄色の蛍光体と組み合わせた白
色のＬＥＤが実用化されたのに伴い、照明用として普及してきました。
ＬＥＤランプは発光効率※2が高いため消費電力が少なく寿命が長いという特徴があります。また、低温でも瞬時に点
灯します。近年は各メーカーの技術開発により発光効率は年々向上し、更なる省エネが進んでいます。
※1
※2

半導体／金属のような電気を通しやすい導体と、ガラスや磁器のような電気を通さない絶縁体の、中間の特性を持つ物質。
発光効率／単位電力当たりの全光束で、数値が高いほど効率がよい。（lm/W）

ＬＥＤランプの種類
●電球形
既存の照明器具のソケットにそのまま使用できることと、国内大
手メーカーのほとんどが白熱電球の製造を終了したことから急速
に普及し、価格も安くなっています。
電球形ＬＥＤは、白熱電球の約1/6の消費電力で40倍の寿
命です。（表１）

表1

種類

電球形ランプ比較表

電球形
ＬＥＤ
消費電力
6.3W
寿命
40,000h

白熱電球
40W
1,000h

●直管形
直管形ＬＥＤには、既設の蛍光管をそのままＬＥＤ管に取換える
表2 直管形ランプ比較表
種類 直管形
直管形
方法と点灯回路（安定器）を取外す方法があります。しかし、
ＬＥＤ
蛍光灯
上記のいずれの改造の場合も過熱や落下などの問題があり、安
消費電力
43W
84W
寿命
40,000h 12,000h
全性に優れたＬＥＤランプシステムや一体形ＬＥＤ照明器具が販売
されています。ＬＥＤ照明器具の価格は、普及とともに蛍光灯照
明器具とあまり差がなくなってきました。
直管形ＬＥＤは、直管形蛍光灯の約1/2の消費電力で３倍以上の寿命です。（表２）

電球形 LED ランプ

直管形 LED ランプ

●その他
事業場や工場等で使用される器具としては、シーリングライト、高天井用、誘導灯、屋外灯などが販売されており、
交通信号機、自動車のライト、標識灯など多種にわたって使用されています。

ＬＥＤ照明器具へ取替えによる省エネ効果例
直管形40Ｗ×２灯用蛍光灯照明器具250台※3をＬＥＤ照明器具に取換えた場合は、年間約53万円の電気料金が削
減出来ます。
（表３）
※3

延床面積750m2の中規模のオフィスビルを想定
表3 消費エネルギー比較表（概算）

消費電力（kW）
消費電力量（kWh） 電力量料金（万円）
基本料金（万円） 電気料金合計（万円）
蛍光灯
21
50,000
76
32
107
ＬＥＤ
11
26,000
39
17
55
差
10
24,000
37
16
52
〔年間点灯時間2,400時間、電力使用料金15円 /kWh 、基本料金1,500円 /kW 、力率割引15%と仮定した場合〕

一般社団法人日本照明工業会では、10年以上使用した照明器具は劣化が進行するため点検と交換を推奨していま
す。設備更新と省エネ・節電をあわせて検討されてはいかがでしょうか。
ＬＥＤ照明は、調光機能、人感センサ付き及びリモコン対応品などがあり、これらの機能を組み合わせることで更なる
省エネが期待できます。詳しくは最寄りの事業所または担当検査員にお問い合わせください。
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第58回澁澤賞を受賞した「スカラー方式磁気センサ型漏電探査器」のご紹介
澁澤賞について
澁澤賞は、故澁澤元治博士が昭和30年に文化功労者として表彰を受けられた栄誉を記念するため、昭和31
年に設けられたものです。本賞は、電気保安に傾注された博士の意を体して、広く電気保安に優れた業績を
上げた方々に毎年贈られており、民間で唯一の電気保安関係表彰として各界より認められている権威ある賞
です。
（出典：一般社団法人日本電気協会ホームページ）

開発のねらい
市販されているこれまでの磁気センサ型地絡探査器は、Ｂ種接地線から電路に高い周波数の地絡探査用信
号を重畳し、漏電した回路に流れるその信号が作る磁界の大きさを検知する方式です。しかし、対地静電容
量を持つ健全回路にも同じ信号が流れるため、正確な判断が難しいという課題がありました。そこで、市販
品の課題を克服し、漏電した回路を速やかに、かつ、高精度に発見することを目的に開発しました。

原理と概要
①

原理
電路にふたつの異なった周波数の正弦波交流を

探査器

クランプ式重畳 CT

同時に重畳し、漏電した回路に流れる双方の重畳
信号が作る磁界の大きさを検出します。演算処理
により地絡抵抗成分を検知するため対地静電容量
の影響を低減できます。
②

構成
写真１のように、絶縁性の棒に取付けた探査器
と、クランプ式重畳ＣＴを利用しＢ種接地線から
電路に信号を重畳する探査信号重畳器で構成され

写真１

本器の外観
探査信号重畳器

ています。
③

地絡箇所探査のイメージ

漏電した
モーター

探査信号重畳器
探知器

漏電

おわりに
本器は、市販品の検出原理などを根本的に見直し開発したものであり、現場従業者の負担軽減と早期の故
障復旧が期待されます。当協会は、今回ご紹介した装置をはじめ、現在までに計９回澁澤賞を受賞しています。
今後もお客さまに電気の安全、安心をお届けするために技術開発を進めてまいります。
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平成25年度「保安業務」アンケート結果の概要他
当協会では、保安管理業務を受託しているお客さまの受電設備の保守点検業務（保安管理業務）と一般の
ご家庭や商店などの電気設備の点検・調査業務（調査業務）を行っております。
このたび、それぞれの業務に関するアンケートを実施しましたのでその概要をお知らせいたします。ご協
力いただきましたお客さまにはお忙しい中、誠にありがとうございました。
アンケート結果を今後の業務運営に反映し、お客さまからより一層信頼いただけるよう努めてまいります
ので、今後ともよろしくお願いいたします。

平成 25 年度保安業務アンケート結果の概要
●ア ン ケ ー ト 対 象 保安管理業務受託のお客さま
●アンケート発送数

1,000枚（保安管理業務をご契約いただいているお客さまの中から無作為に抽出させて
いただき発送）

●回答数

１

●回答率

572枚

57.2％

検査員の点検内容についてお伺いします。
無回答 2.3％

2

検査員の点検結果の内容はご理解いただけましたか。
無回答 3.3％

まったく理解できない

0.9％

どこを点検しているか
わからない

2.3％

一部理解できない

5.6％

立ち会って
いないの
でわからない

よく理解できた

35.0％

23.6％

良く点検している

だいたい理解できた

69.9％

55.2％

もう少し丁寧に
点検してほしい

1.9％

3

停電などの電気事故が発生した場合、 どこに連絡
されますか。
（複数回答）

（%）
80
70
60

ご協力
ありがとう
ございます

61.7％

50
40
30
20

28.3％
16.8％

10
0

10

4.5％
東北電気保安 東北電力 電気工事会社
協会

その他

1.7％
無回答

東

4

電気に関する相談は主にどこにされていますか。

4－1 電気設備の新増設など工事に関すること。
（複数回答）

（%）
80
70

58.4％

60
50
40
30

26.6％

20

9.4％

8.4％

東北電気保安 東北電力 電気工事会社
協会

その他

10
0

3.5％
無回答

4－2 電気設備の保守管理に関すること。
（複数回答）

（%）
80
70

70.8％

（複数回答）
4－3 省エネルギーに関すること。
（%）
80
70

60

60

50

50

40

40

30

30

19.8％

20
10
0

5

26.9％

24.3％

20

5.2％

6.6％

東北電気保安 東北電力 電気工事会社
協会

その他

無回答 0.8％

1.0％

15.6％

10

2.5％

0

無回答

当協会の広報誌「電気と保安」をお読みになった
ことはございますか。
配布されたことがない

27.3％

6

東北電気保安 東北電力 電気工事会社
協会

その他

11.4％

無回答

当協会ではホームページを開設し、電気の安全技
術に関する情報提供やお客さまからの電気相談の
受付を行っておりますが、ご覧になったことはご
ざいますか。
無回答 1.0％

その他 0.2％

見たことがある 5.8％

よく読んでいる

18.7％

開設していることを
知らなかった

19.9％

ほとんど読んでいない

27.4％

時々読んでいる

52.1％

見たことがない

73.1％
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お客さまの声から

Ｑ 1 工場の状況に適した省エネアドバイスをしてほしい。
月次点検時にお伺いする検査員に是非お声がけ下さい。なお、次のお客さま訪問の予定がある場合

Ａ 1 がありますので、事前にご連絡いただければ日程を調整させていただきます。また各県の支部には
省エネルギーに精通した「エコパートナー」がおりますのでいつでもお申し出下さい。

Ｑ 2 電気安全セミナーを実施してみたい。
Ａ 2 電気安全セミナーは、お客さまの従業員の皆さまやそのご家族のための電気安全のお話です。各種

パンフレットやＤＶＤを用意し、また、開催時間帯もお昼休み時間の活用等も含めご相談させてい
ただきますので、最寄りの事業所または担当検査員にお申し付け下さい。

Ｑ 3 点検結果の報告だけではなく、改修方法も教えてほしい。
当協会の検査員は不良箇所を指摘するだけでなく、改修して安全な状態にしていただくことで仕事

Ａ 3 が完結すると考えております。したがって不良箇所があれば詳しく報告し、又は必要に応じて現場

を確認していただきながら、改修方法についてもご提案させていただいておりますので、不明な場
合は遠慮なくお尋ねいただければと思います。

Ｑ 4 点検後の説明で理解できないところがあることと、電気の知識が無いのでわかりやすく説明してほ
しい。

Ａ 4 点検後の報告書の記載や説明には、専門用語は極力避け、わかりやすい表現とするように心がけて
おりますが、不十分な場合は何度でもお尋ねいただければと思います。
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〈参考〉
平成 25 年度調査業務アンケート結果の概要
当協会は国に登録された「登録調査機関」の一つとして、一般のご家庭や商店など低圧受電のお客さまの
うちの一部について東北電力株式会社からの委託を受けて、４年に１度のインターバルでお客さまのお宅に
お伺いし、一般用電気設備の点検・調査を行っています。
●ア ン ケ ー ト 対 象 当協会で調査にお伺いしたお客さま
●アンケート発送数
●回答数

730件

●回答率

49.7%

１

1,470枚（アンケート対象のお客さまの中から、無作為に抽出し往復はがきによる郵送）

調査員は、お客さまの調査を始める前に、調査の
内容を説明しましたか。

おぼえていない

2

無回答 1.5%

無回答 4.9%

2.3%

説明しなかった

調査員は「電気安全のしおり」で電気の安全な使
い方や調査の結果をわかりやすく説明しましたか。

おぼえていない

0.7%

13.3%

わからなかった

3.7%

説明した 95.5%

3

調査を受けてどう思われましたか。

わかりやすく説明した

78.1%

4

電気の安全について不安を感じることはありますか。

無回答 1.5%

無回答 1.5%

特に思わない

3.3%
ある

17.4%
まったくない

32.3%

安心できた 95.2%

時々ある

48.8%

当協会では、今回いただいたご回答を真摯に受け止め、なお一層お客さまに満足していただけるサービス
の提供と、職員の接客マナー向上に努めてまいります。
また、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、電気を安全にお使いいただくためのご相談にお応え
してまいります。
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停電年次点検の
実施について
電気設備における年次点検は、感電事故や突然の停電を防止し電気設備を安全にご利用いただく
ために必要不可欠なものです。
人間に言い換えれば、定期健康診断や人間ドッグにあたります。
定期的に実施することで、不具合箇所の早期発見につながり、不意の停電など重大な電気事故を
防ぐことができます。

悪いところは
ないかな

元気アップ！

調子わるいなぁ

修理中！

発見！

〔年次点検〕

〔不具合発見〕

〔処置〕

〔健全〕

人間も電気設備も適切な管理が非常に重要です。
電気事業法では、電気設備が感電事故や他の設備に被害を与えないよう、適切な施設管理や定期
的な点検を義務付けています。

また、年次点検の実施については、保安規程※によりお客さま自身が国に届けている約束事項です。

年次点検の実施にあたっては、お客さまの保安規程により１年～３年に１回停電が必要となりま
すが、
その重要性にご理解を賜り、
併せて法令の順守にご協力いただきますようお願い申し上げます。

※保安規程とは、電気工作物の工事、維持及び運用について定めたものです。
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安易に電気室やキュービクルの扉を開けないようにしましょう
安易に電気室やキュービクルの扉を開けたために発生した最近の高圧事故について紹介します。
1 運送会社の事例
お客さま従業員がキュービクル下部基礎部分の穴開き及び腐
食の補修作業を実施するため、キュービクル扉を開けて作業し
ていたが、キュービクル内にある高圧進相コンデンサ固定用
ベースも腐食していることに気づき取替えが必要と判断した。
このため、予定になかったキュービクル内部の補修を実施しよ
うとして、高圧進相コンデンサ用の限流ヒューズ電源側端子に
頭部右耳後ろが触れて感電し熱傷を負った。

2 自動車販売会社の事例
スチーム洗車機の不具合を調査しに来ていた設備業者作業員
が、洗車機本体に電源が来ていないと思い確認するため、お客
さまにキュービクルの扉を開けてもらい、キュービクル内高圧
負荷開閉器（LBS）の限流ヒューズ負荷側をテスターにて電圧
を測定しようとしたところ、異音とともに短絡。テスターが焼
損し、限流ヒューズが溶断して停電した。
なお、今回の事故は、幸い熱傷などの怪我はなかった。

お客さまの電気設備の事故を防止するため、連絡責任者の皆さまのご協力をお願いいたします。

１
２

電気室やキュービクルのカギを使用するときは、電気主任技術者（保安協会等）へ連絡しましょう。
電気設備に係わる次の工事等を行う場合は、電気主任技術者（保安協会等）へ連絡しましょう。

（1）高圧機器を増設又は減設する工事を計画したとき
（2）非常用予備発電機に係わる工事を計画したとき
（3）樹木の伐採及び建物の建築工事等で、構内の電柱や電線に接近する作業を行うとき
（4）構内で、重機等による掘削工事を行うとき
（5）電気室又はキュービクルの低圧盤にブレーカー等を取付ける工事を計画したとき
（6）低圧分電盤のブレーカーの交換や配線等の変更に係わる工事を計画したとき
ご連絡をいただいた場合は、安全確保のための指導・助言又は必要に応じ立会いをさせていただきます。
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「感

震 ブレーカー」ってなに？

地震発生後の火災の原因
地震後に発生することが多い火災の原因には、電気が関わっている場合があります。
阪神・淡路大震災では、火災の発生原因の約６割が電気に関係したものとされています。
地震火災の発生を軽減するための「感震ブレーカー」をご紹介します。

感震ブレーカーとは？
感震ブレーカーは整定値以上
の震度の地震発生時に、配線用
ブレーカーまたは漏電ブレー
カーなどを遮断する信号を出す
ことにより、電気を自動遮断し
ます。
感震ブレーカー

横浜市ホームページより

感震ブレーカーの種類について
感震ブレーカーは主に次の種類があります。

❶ 分電盤タイプ
ご家庭の分電盤に、一定の震度を感知して電気を遮断する機能が付
いたもので、基本的にはご家庭内の全ての電気が遮断されます。電
気を使用する医療器具などがあるご家庭では、停電となりますので
設置について注意が必要です。

分電盤タイプ（遮断機能付）

❷ コンセントタイプ
ご家庭のコンセントに差し込むタイプと既存のコンセントと取替え
て埋め込むタイプ（要工事）などがあります。基本的には個別のコ
ンセントの電気を遮断するため、電気ストーブや観賞魚用ヒーター
などの電熱器具を接続する箇所への設置が適しています。
コンセント（埋込型）タイプ

❸ その他（簡易タイプなど）
ご家庭の分電盤に貼付け、一定の震度によりおもり玉が落下するこ
とでブレーカーを遮断するものなどがあります。比較的安価（3,000
円程度）なものが多く、工事が不要です。

簡易タイプ（通称：スイッチ断ボール）
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新潟東港地域水道用水供給企業団

新潟東事業所

東港浄水場さま

今回ご紹介する新潟東港地域水道用水供給企業団
東港浄水場さまは、一級河川「阿賀野川」の水を浄
水施設にて清浄な水道水に生まれ変わらせる施設と
して、昭和56年から新潟市、新発田市、聖籠町及び
新潟東港に接岸する船舶等に安全な水道用水を供給
しています。

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場

セミナーの内容
今回のセミナーは、同浄水場さまより依頼を受け、施設を管理する方々13名を対象に実施させていただき
ました。
セミナーは以前発行した「電気と保安」の「検査員の現場報告」を使用し、電気事故の具体的事例を説明
しました。また「低圧電気取扱いの基礎知識」
、
「不安全行動による電気事故を防ぐ」及び「感電事故の救急
措置～もし、あなたが事故現場に直面したら」のDVDを見て、事故に至った場合の危険性について再確認し
ていただきました。

セミナー後の感想
出席していただいた皆様からは、
●電気室で作業するときは保安協会へ事前に連
絡することが重要だとわかった。
●今後も、このようなセミナーを開催し、電気
安全に対する意識向上と理解浸透を図ってい
きたい。
とのお話をいただきました。

17

国の重要文化財「旧平山家住宅」電気設備の安全診断
五所川原事業所

五所川原事業所は、
「平成25年度お客さま感
謝月間Ｓ・Ｓ・Ｊ運動」の社会貢献地域活動の
一環として、五所川原市内にある「旧平山家住
宅」の電気設備安全診断を実施しました。

平山家一族の文芸評論家・板垣直子の資料が展
示されています。
この施設を管理している五所川原市教育委員
会のご担当者さまは、冬期間は休館で無人にな

代々津軽藩広田組代官所の手代を務めた平山

るため特に防火への意識を強くお持ちのようで

家の住居として造られた「旧平山家住宅」は当

した。そのため今回はトラッキング現象による

地方では、最も古い住居と言われ、廃藩当時は

火災の発生を防止するため、コンセントとプラ

大庄屋でもありました。建築年代については、

グの汚れや埃を重点的に清掃しました。また、

平山家の家記「平山日記」によって、明和６年

絶縁抵抗測定で電路の絶縁状態の確認と、照明

（1769年）に再建したものであることがわかっ

器具やコンセントの脱落・破損などを点検し、

ています。このことから、この建物はすでに

取付け不良箇所は手直しを行いました。

200年以上を経過した歴史ある建造物というこ

作業終了後には、この日立会いしていただい

とになります。昭和53年１月21日に、主屋と表

たご担当者さまから感謝のお言葉をいただきま

門が国の重要文化財に指定されており、平山家

した。

で使われていた生活用具、江戸時代の古文書、

旧平山家住宅

絶縁抵抗測定作業
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外観

コンセント取付け直し

平成26年度

7月開催 電気安全講習会のお知らせ
主催／電気安全東北委員会

開

催

場

所

プログラム

青森県八戸市
岩手県奥州市
秋田県能代市
宮城県大崎市
山形県新庄市

平成 25 年度の電気事故
について他
13:30 〜 16:30

福島県いわき市
新潟県三条市

共催／一般財団法人東北電気保安協会他１社3団体

問い合わせ電話番号

青森県電気活用協議会
（東北電力㈱青森支店お客さま本部内）
☎（017）744 － 2086
岩手県電気協議会
（東北電力㈱岩手支店お客さま本部内）
☎（019）651 － 6622
秋田県住宅電気協議会
（東北電力㈱秋田支店お客さま本部内）
☎（018）866 － 9620
電気安全宮城県委員会
（東北電力㈱宮城支店お客さま本部内）
☎（022）225 － 2160
山形県電気活用協議会
（東北電力㈱山形支店お客さま本部内）
☎（023）634 － 8014
福島県電力活用協議会
（東北電力㈱福島支店お客さま本部内）
☎代表（024）522 － 9151
新潟県電気活用協議会
（東北電力㈱新潟支店お客さま本部内）
（電気安全・ＰＲ部関係 )
☎代表（025）223 － 3151

●参加費は無料となっています。
※日程が決まり次第、（一社）日本電気協会 東北支部ホームページに掲載されます。http:// ｗｗｗ .jea-tohoku.jp/
※ご不明な点については、上記連絡先までお問い合わせください。（平日9～12時、13時～17時）

保安業務手数料のお支払いは「口座振替」が便利でお得です
口座振替なので振込みの
手続きが要りません

ご指定の金融機関で
ご利用いただけます

お客さまのご指定の口座から振替いたしますの

銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、農業協同組合、

で、金融機関へ足を運ぶ手間が省けます。

労働金庫などの金融機関でご利用いただけます。
（一部、取扱いできない金融機関がございます）

複数ご契約の振込みも
一度の申し込みでできます

振替のお知らせをいたします

同一口座からなら一度のお申し込みで複数ご契

振替の約一週間前に「口座振替のお知らせ」を、

約の振替が可能です。

また、翌月には「領収証」を郵送いたします。

なお、保安業務手数料の月額相当額から50円
（年額にすると600円）が割引になります。

お申し込みは担当の職員かお近くの事業所にお申しつけください
協会指定の「口座振替依頼書」をお持ちいたしますので必要箇所をご記入いただき、担当の職員にお
渡しください。
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ホームページのご紹介
当協会ホームページでは、電気の安全使用に関する情報や地域の情報、各種業務のご案内など盛り
だくさんの情報を提供しております。ぜひ、ご覧ください。

・高圧・特別高圧ケーブル診断
・変圧器劣化診断及び絶縁油
PCB 分析・フルフラール
分析
・特別高圧絶縁耐力試験

災害時の安全ポイント
避難前の対応

電気 と保安
春季号

お客さま
訪問

岩泉乳業株式会社 さま

設備の
点検
Point

東

など

電気安全セミナー

2014

春季号
vol.257

２０１４年
vol.257

お引受けできる主な試験診断

安易に電気室やキュービクルの扉を
開けないようにしましょう

平成二十六年四月一日

電気安全セミナーを無料で
行っております。

発行所 仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号 一般財団法人東北電気保安協会
印刷 ㈱ソノベ
菜の花と鳥海山

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は
携帯サイトでもご覧いただけ
ます。

一
般
財団法人

ISO9001認証取得 http://www.t-hoan.or.jp/

Q

○の中に言葉を入れてください。
東北電気保安協会でお引き受けできる
主な試験診断項目は◯種類です。

（数字をご記載ください）

ヒント

当協会ホームページ「法人のお客さま」の「お引き受けできる主な試験診断」をご覧ください。

官製はがき又は FAX にて、答、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまに図書カードを贈呈いたします。なお、
当選の発表は図書カードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、
当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275

● 締切り日

広報グループ 宛

平成26年6月30日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）

★前号Vol.256の
正解は、
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電源コード

でした。

★前々号 Vol.255 の応募者総数は 157 名、
正解者は 156 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

銀山温泉
（山形県）
東根事業所

銀山温泉の開湯は、寛永年間にこ
の地にあった延沢銀山の鉱夫が銀山
川の中に湧いている温泉を発見した
ことによると言われます。ＮＨＫ連
続テレビ小説「おしん」の舞台になっ
たことで一躍脚光を浴び、全国的に
その名が知られるようになりまし
た。泉質は含食塩硫化水素泉で、神
経痛・リウマチなどに効果があり、
体の芯まで温めてくれる若干熱めの
湯は、冷え症に悩む女性には特にお
薦めです。

銀山温泉

温泉街の街並みは、まさに大正時代にタイム

ることも一興かと思います。温泉街から徒歩15

スリップしたようなノスタルジックな風景。川

分のところに国指定の遺跡「銀鉱洞」があり、

沿いに立ち並ぶ多くの旅館は、大正から昭和初

当時のにぎわいを思い浮かべつつ一休みするの

期に建築され、三層四層の木造バルコニー建築

もお薦めです。

で大正ロマンを漂わせています。各旅館の戸袋

なお、四季折々の美しい景色が楽しめる銀山

などに漆喰で描いた鏝絵が数多くあり、屋号や

温泉ですが、特に雪景色をセピア色に染めるガ

色鮮やかな絵は木造建築に調和し見事なもので

ス灯の明かりがぬくもりを感じさせる冬の温泉

す。

街は、一見の価値があります。

こて え

わ

ら

し

ゆ

温泉街の中心には源泉を使用した「和楽足湯」
があり、風情あふれる景色の中でのんびりとす

わ

ら

し

大正ロマンがお出迎えする銀山温泉にぜひお
出かけください。

ゆ

「和楽足湯」

「銀鉱洞」

◎銀山温泉
■所 在 地／山形県尾花沢市大字銀山新畑
■交通手段／山形新幹線大石田駅より「はながさバス」銀山温泉行きで約36分
山形中央道東根 IC から車で約1時間
■問合せ先／尾花沢市商工観光課 TEL 0237-22-1111
（写真提供）尾花沢市商工観光課
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電気 と保安

思わぬ停電に備えましょう!!
置されています。

vol.257

間に合わせてオーバーホール（分解点検）や負荷試験を行い、万一の場合に備えましょう。
（内燃機関の整備点検等については当協会の
担当職員にご相談ください。
）

発行所

非常用予備発電装置の日常チェック

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

●燃料は十分あるか
●潤滑油の油量は不足していないか
●冷却水は不足していないか
●起動用バッテリーの液量、比重は良いか

企業の
イメージ
アップ

CO2
削減

一般財団法人東北電気保安協会

省エネ 進めてみませんか
電気
エネルギーの
効率改善

平成二十六年四月一日

非常用予備発電装置の日常チェックを行いましょう。また、メーカーの指定する運転時

循環型
社会の
実践

春季号

場合に防災用設備を始めとする重要な負荷設備に電力を供給するために設

２０１４年

非常用予備発電装置は、自然災害やその他の要因で常用電源が停電した

コスト
削減

印刷

防 止

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は
携帯サイトでもご覧いただけ
ます。

㈱ソノベ

温 暖 化

万全な体制で
サポートいたします

ご相談ください

地球

