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八幡平市では、
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トップランナー変圧器による省エネ
～「株式会社 オイカワ製作所」さまの省エネ事例のご紹介～
株式会社オイカワ製作所さまは、岩手県花巻市に
て精密板金部品加工や三次元ＣＡＤの導入による板
金設計などを行っており、
昨年で創業70周年を迎えま
した。
1983年に岩手県内で初のレーザ加工機を導入し、
これまで精密板金製品技能フェアで金賞など、数々
の賞を受賞されています。
今回は、変圧器を交換したことにより、電気事故
防止とともに、省エネルギーにつながった事例につ
いてご紹介します。

１

変圧器と省エネルギー

変圧器は、2006年（油入変圧器の場合）に「エネ
ルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）
」
※1
に定めるトップランナー制度 の対象機器に指定さ
れ、エネルギー消費効率の改善が図られてきました。
現在販売されている変圧器は、
「トップランナー
※2
変圧器」
と呼ばれており、トップランナー変圧器で
ないものと比べてエネルギーロス（損失）が少ない
省エネ性能に優れたものとなっています。
（図１）

株式会社オイカワ製作所さま

３

変圧器の更新

お客さまに提案内容をご理解いただき、使用中の
変圧器３台（電灯用１台、動力用２台）すべてを更
新していただきました。
変圧器の更新により、安全・安心に電気を使用で
きることに加え、省エネルギーによる電気料金の削
減につながることが期待されています。
（図２）

図１ エネルギー消費効率の改善状況※3

更新した変圧器

４

２

更新の提案

お客さまが使用中の変圧器が、更新推奨時期（日
本電機工業会推奨の製造後20年）を経過しており、
このまま老朽化がすすむと変圧器の故障による停電
事故などにより、生産活動に支障をきたすおそれが
あることから、更新を提案しました。

更新前
更新後

変圧器の容量
（kVA）
50
200
200
50
200
200

まとめ

変圧器の更新により、突然の故障による停電等の
不安をなくすだけでなく、エネルギーロス（損失）
の低減で電気料金の削減にもつながります。
弊協会では、更新推奨時期を過ぎた変圧器を設置
されているお客さまに対し、省エネ性能に優れた
「トップランナー変圧器」への更新をお勧めしてお
ります。
ご不明な点がございましたら、弊協会担当者にお
気軽にご相談ください。

図２ 省エネルギー効果試算※4

種類
電灯用
動力用
動力用
電灯用
動力用
動力用

電力損失
（W）
301
1,467
1,467
178
866
866

削減電気使用量（kWh/年） 削減電気料金（円／年）

11,600

174,000

※１

現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているものの性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して目標となる省
エネ基準を定める制度。変圧器でも用途が特殊なものは対象から除外されているものもある。
※２ トップランナー制度に定めるエネルギー消費効率目標基準値を達成した変圧器。
※３ 2005年以前の変圧器を100とした場合。（一般財団法人省エネルギーセンター発行「省エネルギー手帳」を参照）
※４ エネルギー消費効率及び油入変圧器損失比較は、一般財団法人省エネルギーセンター発行「省エネルギー手帳」を基に算出。削減電気料金は、単価
を15円/kWhとして計算。
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本社社屋

今季号のお客さま

健康経営優良法人2019に認定されました

宮城県加美町

ナカリ株式会社 さま
創業以来100年近くの歴史を持つ米穀業の会社
が、米どころ大崎耕土が広がる宮城県加美町にあり
ます。品質の格差を出しにくいとされる業界の中で、
品質の良さで全国の取引先から大きな信頼を寄せら
れています｡
本日はナカリ株式会社 中村 信一郎社長をお訪ね
し、弊協会古川事業所長 加藤 忠良がお話をうかが

ナカリ株式会社
代表取締役社長

いました。

中村 信一郎さま

創

業100年近い、歴史を持つ米穀業

─ナカリ様の創業からの沿革について教えてください。
大正12年（1923）
、初代中村利三郎がお米や雑穀
などの集荷を始めたのが創業です。ただ開戦直後の
昭和17年（1942）に食糧管理法が制定され、米は統
制下に置かれたことから昭和25年まで別の仕事にあ
たり、昭和26年に２代目が米穀業を再開させました。
昭和31年株式会社とし、昭和30年代後半には米菓・
味噌・焼酎などに使われる加工用の米も扱うように
なり、そこから今まで業績を上げてきました。小売
業の「タカラ米穀株式会社」
、
炊飯を行う「ボン・リー
宮城株式会社」というグループ会社も設立して今に
至っています。

本社全景
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東北電気保安協会
古川事業所長

加藤 忠良

生

産者の米づくりの思いを引き継いで

─事業の特徴と会社の基本的な考えについてお聞か
せください｡
ひと言で言うと「オールライスメーカー ®」です。
主食用の上米・炊飯米・無洗米から、酒造用・味噌
用・米菓用・ビール用など加工原料米に至るまで、
すべての米穀を取扱っています｡ 主食用の米だけを
扱う会社はたくさんありますが、当社はあらゆる用
途の米をすべて主力として扱っています。しかもボ
ン・リー宮城はお米の炊飯会社で、酢飯、シャリ玉、
おにぎりなどのご飯の加工品も取扱っています。
お米というのは、産地でつくって全国各地の消費
地にお届けするものです。その産地の一番近いとこ
ろにいて、生産現場から全国に発信するというのが
私たちの仕事です。当社の経営理念は「生産者の思
いを形にし、お客さまとの信
頼の輪で、地域社会の発展に
貢献します」と掲げています。
最近、大崎の農業の数百年の
取組みが世界農業遺産とし
て認定されましたが、米はこ
れからも日本の文化であり、
これからも私たちの仕事で
それを未来につなげていく
栄養たっぷり！美味しい！
ことが役割と考えています｡
金芽米

生産者の米づくりの思いを
精米の品質精度と心を込めて全国につなぐ

一

流の納品先に応える、高い品質

─商品づくりで苦労されていること、そして喜びを
感じるのはどんなことでしょうか。
お米は精米して白米にして仕上げる、味つけなど
がないシンプルな仕事ですが、それだけにごまかし
がきかない。つまり徹底した生産管理、品質管理な
どによって私たちの思いをしっかりと商品に込めて
いくことでしか、良い商品はできない。これが商品
づくりについての一番基本的な考え方です。それに
は設備をよくする、機械をよくする、社員のスキル
をよくするなどが必要になります。今回、新しい精
米工場に投資をしました。米に入っている微小な異
物を除去する精度に関しては、今の時点では日本一
になると思います。
たとえば、大手ビール会社様で使用する原料米は
当社で精米しています。また、有名なテーマパーク
様で販売しヒットしているせんべいの原料も、当社
から生地屋さんに納めています。どちらのお客さま
もそうですが、より要求事項が高く異物の混入は御
法度です。当社の米に信頼をいただき当社の米でつ
くっていただいています。品質格差があまりない中
で、私たちのオリジナルな品質管理がお客さまに評
価いただいている点が私たちの喜びと感じています。

品

─社員教育などの面で大切にされていることはあり
ますか。
社員がどれだけ心を込めて、お客さまと同じ気持
ちで品質や精度を上げていけるか。それが私たちの
やり方です。そこで大事なのは社員みんなが同じ気
持ちを共有するということです｡ そのために最も重
視しているのが「朝礼」です。また、15年前に安全
衛生委員会を立ち上げて、危険箇所などを点数化し
て点数の高い所から改善してきました。震災の後、
県内の米穀会社で一番早期に工場を再開させたのは
当社でした。なぜなら、折れやすい、倒れやすいな
どの項目の危険箇所を改善してきたからです。安全
衛生というテーマから継続して改善してきたことが、
震災時に驚くような成果が上がったということです。

社員教育朝礼風景

信

精米機と色彩選別機

カドミウム測定装置（原子吸光分光光度計）

質安全衛生向上の思いを社員と共有

会社がキレイ、社員がキレイ、
製品がキレイ

頼性と安全安心こそ基本

─電気のことで気になっている点や要望はございま
すか？
私たちの精米業は電気なくしてはどうにも前に進
みません。これを日々安定して供給していただくこ
とは何ごとにも代えがたいものと思います。電力自
由化の中でもベースはしっかり守るという大手電力
会社さんの信頼性が何よりと常に感じています。先
日は保安協会さんに、早朝の５時と深夜の０時過ぎ
に来ていただいて即対応していただいたことがあ
り、とても感謝しています。今後ともぜひご指導し
ていただきたいと思っています。

弊協会も、ナカリ様の電気設備のいっそう安全安
心な保守管理ができるよう力を尽くしていきたいと
思います｡ 本日は貴重なお話をお聞かせいただき、
たいへんありがとうございました。
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検査員の現場報告1
台風による強風！木の枝が電柱上の電線直撃
花北事業所

阿部 忠男

台風による全停電事故発生。引込柱付近の樹木は、
広範囲に伐採することが重要と再確認した事例を紹
介します。

〔状況〕

昨年９月上旬の夜中午後11時過ぎ、電気事故受付
センターに、お客さまから「施設すべての電気が停
電している」との電話連絡がありました。折しもそ
の日は台風21号が通過する夜で、夕方から雨も風も
強くなり、６千ボルトの高圧設備が停電したのでは
ないかと判断し２名で出動しました。

〔調査〕

約１時間後に到着してお客さまにご挨拶した後、
施設内の電灯回路・動力回路とも停電していること
を確認して、キュービクル設備へ向かいました。停
電時に自動起動する消火設備用の非常用発電機が起
動していたことから、お客さまのご了解を得て停止
させ、引込柱及びキュービクルを確認したところ、
高圧気中負荷開閉器が開放（切）になっており、地
絡保護継電器にも漏電を示す表示がありました。お
客さまも心配しながら遠目に見つめていらっしゃい
ましたので、早く原因究明しなければと思い、まず、
高圧設備の絶縁抵抗測定を行いました。測定値は０
メグオームと、非常に低い危険な数値でした。この
数値は、高圧ケーブルを含む引込柱側でしたので、
すぐに昇柱して調査を行ったところ、引込柱上の高
圧機器と高圧ケーブルを接続している付近の電線３
本に、横一文字の傷があることを発見しました。

〔お客さまの声〕

雨の中でのテープ巻き付けでしたので非常に苦労
しましたが、深夜の間に復旧できたことで、「夜が明
ける前に電気が使えるようになって、大変助かりま
した」とお客さまから感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、台風の影響とはいえ、引込柱周辺
に樹木が接近していたことが直接の原因でした。そ
の後、同様の事故が発生しないよう、お客さまに樹
木や高圧機器に近い枝を伐採していただきました。
普段、電線と樹木が直接触れていなくても、台風な
どの強風時は、枝があおられて接触する可能性があ
ることから、より広範囲に伐採が必要なことを再確
認できた事例でした。

〔原因〕

電線の傷

引込柱付近には、何本もの杉の木が生えており、
強風で枝が高圧電線に何度もぶつかったことで傷が
付き、雨水を伝って漏電したものと判明しました。
お客さまにご説明したところ、枝が電線を傷つけた
ことに大変驚かれておられました。

〔復旧〕

引込柱から手の届く限りの枝を伐採し、電線の傷
の付いたところを絶縁テープで補修するとともに、
電線相互の間隔を均等に修正し、午前２時20分、お
客さまに復電することをお伝えして無事に受電いた
しました。
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伐採後の引込柱周辺

検査員の現場報告2
製造ラインストップ !! 生産の最盛期に全停電事故
柏崎事業所

吉岡 政宏

製造工場のお客さまにおいて、変圧器の老朽化が
原因で全停電となった事例を紹介します。

〔状況〕
陽気の良い11月初旬の午前11時過ぎ、お客さまよ
り「工場が停電した」と電気事故受付センターに電
話連絡がありました。受付センターからの連絡を受
け、高圧設備の事故と判断し３名で直ちに出動しま
した。10分後に到着すると、お客さまは今日中に設
備が稼動できるか非常に心配しておられました。

〔調査〕
早速、引込柱の高圧気中負荷開閉器の地絡保護継
電器（ＧＲ）が地絡表示していることを確認しまし
た。次に、受電設備の外観点検を行い、動力変圧器
１台に絶縁油が噴出した跡があるのを発見しまし
た。その動力変圧器単体の高圧絶縁抵抗測定を実施
したところ、０メグオームで絶縁不良でした。他の
設備は、高圧絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験におい
て異常がないことを確認しました。

〔原因〕
変圧器は、1973年製で40年以上使用しており、負
荷状況は、月次点検時の計測において定格電流の80
～90％の使用状況ですが、機器の稼働状況により

〔お客さまの声〕
「今日中に復旧できず製造ラインが動かなかった
ら、自社だけでなく他グループ会社に部品供給をし
ているため、グループ会社全体の生産がストップし
てしまい、多大な損害が出るところでした」と、早
く復旧できたことに感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、お客さまが変圧器の更新計画をさ
れている矢先に停電事故となり、設備更新の必要性
について再認識したとお話されていました。今後も
停電事故未然防止のために、的確に設備異常の有無
を確認してまいります。
指摘・指導事項の計画的な改修及び更新の必要性
について、あらためて考えさせられる事例でした。

100% を超過していた可能性もありました。そこで、
２年前の３年１回の停電年次点検時に変圧器の内部
点検を実施した結果、絶縁油が汚損しており、更新
のお願いをしていたところでした。
原因は、変圧器の経年劣化と負荷増加による過負
荷で、絶縁油の酸化汚損が進んだことにより内部で
絶縁破壊を起こしたものです。

〔復旧〕

絶縁油が噴出した変圧器

事故原因の変圧器を除き、
午後２時頃に仮復旧しま
した。
その後、お客さまから電気工事店に変圧器の交換
工事を依頼していただき、工事への立会い、工事終
了後の竣工検査を実施して午後７時頃にすべて復旧
しました。また、もう１台絶縁油が汚損している変
圧器がありましたが、翌年の２月に交換していただ
きました。

事故後の変圧器内部
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お客さまポータルサイトのサービス開始について
弊協会は、平成31年４月より、インターネットを活用したお客さま専用サイト「お客さまポータルサイト」
のサービスを開始いたしました。
お客さまのパソコン・タブレット・スマートフォンから「お客さまポータル」にアクセスしていただくと、
いつでも「報告書」
、
「更新推奨機器一覧」
、
「保安業務担当者のお知らせ」及び「一括お客さま用『一括総括表』
」
の閲覧が可能となります。また、
「デマンド Web サービス」をご契約のお客さまにつきましては、本サービス
に統合となります。
「お客さまポータルサイト」のサービス開始により、従来の「点検報告書」の電子化を順次進めさせていた
だき、お客さま設備の画像を掲載することで、よりわかりやすい内容となっております。
また、お客さまから頂戴しておりましたご捺印につきましても、携帯端末への電子サインまたは当サイトか
らの一括サイン登録に変更させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お客さまによる「報告書（協会控）」の確認印の変更イメージ
お客さまに直接ご捺印を頂戴している場合

郵送にてご捺印を頂戴している場合

点検報告書にご捺印

点検報告書にご捺印後にご返送

保存

弊協会控え

保存

保存

お客さま控え

弊協会控え

保存

お客さま控え

①報告書
印刷

①報告書をご郵送

③ご確認・ご捺印

弊協会控え

②点検結果をご報告
保安業務担当者

④控えを受領

②ご確認・ご捺印

連絡責任者さま

保安業務担当者

③控えをご返送

ご担当者さま

変更後
携帯端末で電子サイン受領

ご担当者さまが一括電子サイン

②内容をご確認後
電子サイン

①携帯端末画面で
点検結果をご報告

③アップロード
④いつでも閲覧・
ダウンロード可能

①点検実施後
アップロード
お客さまポータル

お客さまポータル
保安業務担当者
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電子データ
連絡責任者さま
保存

保安業務担当者

電子データ保存

②報告書内容を
ご確認後
一括サイン
③いつでも閲覧・
ダウンロード可能

ご担当者さま

お客さまポータルサイト開設によるサービス向上のポイント
●指摘・指導事項を写真添付してよりわかりやすく

携帯端末画面

報告書の様式(プレビュー)

●お客さまによる電子サイン

指摘事項1
受電設備のキュービクルが老朽化により発錆が見られます。このまま放置すると雨水侵入により停電
するおそれがありますので、キュービクル本体の塗装をお願いします。なお、塗装実施にあたって
は、感電防止のため事前に協会へご連絡をお願いします。

●指摘文書

受電設備のキュービクルが老朽化により発錆が
見られます。このまま放置すると雨水侵入によ
り停電するおそれがありますので、キュービク
ル本体の塗装をお願いします。なお、塗装実施
にあたっては、感電防止のため事前に協会へご
連絡をお願いします。

●写真添付

●ペーパレスによる書類紛失防止と書類整理省力化 ●一括ご契約のお客さまによる各事業場さまの閲覧・確認
弊協会
データセンター

A事業場さま

※一部の点検報告書等は開発中

B事業場さま

本社ご担当者さま
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お客さまポータルサイトのパソコン画面イメージ（スマートフォン・タブレット等からの閲覧も可能）
《ホーム画面》
⑤
④

①

②

〇主な閲覧項目
①現在指摘の有無
②点検実績、指摘件数及び新規指摘
③更新推奨機器の有無
④当月の電気事故出動件数、過去1年間累計出動
件数
⑤電気事故受付センターのフリーコール
⑥デマンドWebサービスへのリンク
※シングルサインオン機能にて再ログイン不要
⑦エネルギー監視サービスへのリンク
⑧未サイン報告書の一括サイン

③

⑦

⑥

⑧
《年次・月次・電気事故画面》
①

②

③

④

〇主な閲覧項目
①過去最大 4 年間の点検報告書及び事故報告書
（電子保存開始は本業務スタートからとなり、
一部の報告書を除きます）
②更新推奨機器一覧
③保安業務担当者等のお知らせ
〇主な機能
④検索機能
（新規指摘事項、重大指摘事項、長期未改修、
今回改修事項等）

お客さまポータルサイトご利用開始の流れ
「デマンド Web サービス」をご利用のお客さま

①平成31年４月10日
（水）
以降、弊協会ホームページよりお客さまポータルへのログインが可能となります。
②デマンド Web サービスの ID ／パスワードでログインをお願いします。
③ア カウント変更の画面が表示されますので、お客さまのメールアドレス及び任意のパスワードにてお客さま
ポータル正式アカウントに移行をお願いします。
※平
 成31年4月10日以降、デマンド Web サービスのご利用は、お客さまポータルへのアカウント移行が必要となりますのでお早
目の登録をお願いいたします。

「デマンド Web サービス」をご利用でないお客さま

①弊協会又は保安業務担当者より、お客さまの仮 ID ／パスワードを書面にて順次お知らせいたします。
②平成31年４月９日
（火）
以降、弊協会ホームページ又は書面に記載の URL にアクセスいただき、仮 ID ／パスワー
ドでログインをお願いします。
③お客さまのメールアドレス及び任意のパスワードにて、正式アカウントの作成をお願いします。
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平成31年度「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「電気技術者講習会」のご案内
電気取扱者安全衛生特別教育講習会
「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」及び「低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を
開催いたします。

電気技術者講習会
電気設備の保安管理に従事されている電気技術者の皆さまを対象に、実務に役立つよう「電気技術者講習会」
を開催いたします。講習内容は保護継電器の概要及び試験方法等を予定しております。

開催日程、講習内容等の詳細は弊協会ホームページをご覧ください。

h t t p : / / w ww .t - ho an.o r.j p /

※電気取扱者安全衛生特別教育講習会とは
労働安全衛生法第59条３項では「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。また、労働安全衛生規則第36条で特別教育を必
要とする業務を規定しており、電気に関しては同条第４号で「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若
しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部が露出して
いる開閉器の操作の業務」と定められています。
弊協会は、事業者さまが実施しなければならない安全教育の支援のために、労働安全衛生法に沿った「電気取扱者安全衛生特別教育講習会」を開催
しております。
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分電盤試験に係る技術支援
近年、低圧分電盤や高圧キュービクル等（以下「電気工作物」という。）が日本工業規格（JIS）、電気規格
調査会標準規格（JEC）及び日本電機工業会規格（JEM）等が要求する「構造や性能」を満足しているかを
検証するための、問合せや試験依頼が増えています。
弊協会総合技術センターは「インパルス試験装置」を所有していることもあり、その問合せや試験依頼に
応え、各規格に規定されている「雷インパルス試験」及び「温度上昇試験」を、事前打ち合わせのうえ実施
させていいただいております。
今回は、これまで実績のある、
「JIS C8480 キャビネット形分電盤」に基づく低圧分電盤に関する試験から、
「雷インパルス耐電圧試験」及び「温度試験」に加え、総合技術センターとして初めて実施した「短時間耐電
流試験（５［kA］）」についてご紹介いたします。

１

雷インパルス耐電圧試験

雷インパルス耐電圧試験は、雷などの異常電圧
が電気工作物に侵入しても、絶縁破壊や絶縁物が
損傷しないことを検証する目的で行われます。試
験条件は、
各規格により試験電圧（大きさ）、極性（プ
ラス・マイナス）、波形（雷に似せた形）及び試験
回路毎の試験回数等が細かく規定されています。

2.52
［kV］

総合技術センターが所有している「インパルス
試験装置」は、100［kV］までの雷インパルス試
験が可能で、これまで試験電圧が5［kV］の低圧
分電盤から60［kV］の高圧キュービクル等の試験
実績があります。

図１

雷インパルス試験電圧例

今回の試験では、JIS C8480に規定されている「雷インパルス耐電圧試験」から、試験対象分電盤の仕様で
ある単相3線式（100／200［V］）に適用する2.5［kV］のインパルス耐電圧試験を実施しました。

２

温度試験

温度試験は、電気工作物の機器及び材料が規格
に定められている温度上昇限度を超えないことを
検証する目的で行われます。
分電盤の「温度試験」は、各分岐開閉器に定格
電流の2/3以上の電流を流し、１相の合計電流が主
2.52
［kV］
幹ブレーカーの定格電流以下（分電盤定格電流）

となるよう分岐回路数を選定します。電流を流し
ながら数時間かけて、各部の温度変化が安定した
値から温度上昇値により良否を判定します。
図１
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雷インパルス試験電圧例

図２

温度試験後の分電盤熱画像

３

短時間耐電流試験

短時間耐電流試験は、大きな過電流を規定時間流したときの母線構造強度と、分電盤の主幹ブレーカーが
過電流を遮断したときに発生する遮断ガスの圧力に対する分電盤構造の強度を検証する目的で行われます。
分電盤の「短時間耐電流試験」は、母線に対し定格短時間耐電流を「ブレーカーを含まない場合 0.2秒」、
「ブ
レーカーを含む場合は遮断するまで」流します。
今回の試験では、試験用変圧器（2,000［Ａ］）と電圧調整器（０～260［Ｖ］、500［Ａ］）を使用し、分電
盤に定格短時間耐電流の5,000［Ａ］を流しました。5,000［Ａ］は、試験したブレーカー定格電流の40倍に相
当します。5,000［Ａ］もの大電流を扱うため、試験に用いる電線類は極力抵抗の小さいものを使用しなけれ
ばならず、太い電線を極力短距離で配線したり、銅バーなども使って試験を実施することができました。
分電盤
通電部
電流実効値
5,000
［A］

試験変圧器

最大波高値
電流実効値
1.5倍
（以下）

図３

短時間耐電流

試験変圧器

図４

短時間耐電流波形例

ご紹介した試験は、製品として出荷される分電盤等が関係する規格の要求事項を満足していることを証明
する目的があり、今回は、いずれの試験も JIS C8480 に規定するそれぞれの試験の要求事項を満たしている
ことを確認しました。また、試験の実施にあたっては、製造工場に出向くか総合技術センターへ持込んで実
施させていただいており、弊協会管轄区域を問わず要請に応じて実施しております。
総合技術センターでは、各種規格に応じた試験のほか、弊協会各事業所を通じて様々な現地試験の技術支
援を行っておりますので、電気設備の試験や電気設備に関することでお困りのことがありましたら、お近く
の弊協会事業所又はホームページにお問い合わせください。

〔参考文献〕日本工業規格「JIS C 8480 キャビネット形分電盤」
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ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理について
高濃度ＰＣＢ廃棄物及び高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の処分期間終了が近づいています!!
１

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）とは

ＰＣＢは絶縁性、不燃性などに優れた特性を有することから、変圧器（トランス）・コンデンサといった電
気機器の絶縁油をはじめ幅広い用途に使用されました。
しかし、その後有毒性が判明し社会問題化したため、昭和47年にＰＣＢの製造は中止、新たな使用は禁止
されました。

２

高濃度ＰＣＢ廃棄物 ( 含有電気工作物 ) はなぜ処分が必要ですか

（１）保管中の高濃度ＰＣＢ廃棄物について
「ＰＣＢ特別措置法」（平成28年８月改正）において、保管事業者に処理期限内の処分委託が義務付けら
れました。
（２）使用中の高濃度ＰＣＢ含有電気工作物について
電気事業法における使用中の「高濃度ＰＣＢ含有電気工作物」は、ＰＣＢ特別措置法の規定が適用除外
でありますが、電気事業法で設置者に対し以下の３つの措置を講じ早期処理を推進しています。
ａ

電気設備技術基準省令による使用禁止

ｂ

電気関係報告規則による毎年度の管理状況（廃止予定時期）の届出

ｃ

主任技術者内規による高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の掘り起こし

３

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間はいつまでですか
変圧器

コンデンサ

2022年３月31日まで注1
12

安定器

汚染物等

2023年３月31日まで注1
注１：上記処分期限は、下記の処理施設及び対象区域の場合となっています。
処 理 施 設：ＪＥＳＣＯ（北海道ＰＣＢ処理事業所）
処理対象区域：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、長野県
※低濃度ＰＣＢ廃棄物の期限については、2027年3月31日までとなっています。

４

ＰＣＢ含有電気工作物の届出と廃棄物の処理手続きは

ＰＣＢ含有電気工作物（高濃度・低濃度）を廃止した場合、その都度遅滞なく産業保安監督部へ「ポリ塩
化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書」の届出が義務付けられています。さらに、ＰＣＢ含有電気工作物
の廃止後は、都道府県又は市へＰＣＢ廃棄物としてＰＣＢ特別措置法の届出が必要となります。
また、高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理するには、ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）へ登録申請
が必要です。その後、①中小企業者等軽減制度申請（対象事業者のみ）→
集運搬事業者との収集運搬委託契約→

５

④処理費用の支払い→

②処理委託契約の締結→

⑤搬出と運搬→

③収

⑥処理完了となります。

ＰＣＢ含有電気工作物はどのような方法で確認しますか

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物は、電気工作物の銘板等で確認できます。なお、掘り起こし調査等で充電中
のキュービクルや電気室内に体を入れ感電する事故が全国で相次いでいますので、現場確認を要する場合は、
必ず弊協会に連絡をお願いいたします。
低濃度ＰＣＢ含有電気工作物については、銘板等ではＰＣＢの含有の有無を判断することができません。
そのため、絶縁油に含まれるＰＣＢ分析（有料）を行う必要性があります。
また、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理は、ＪＥＳＣＯではなく、民間事業者（環境大臣認定の無害化処理事業者、
又は都道府県許可の特別管理産業廃棄物処理業者）により処理されており、早めのＰＣＢ分析をおすすめし
ます。
ＰＣＢ分析につきましては、弊協会にお気軽にご用命ください。
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電気の契約変更、悪質な電話勧誘に注意を
個人情報の慎重な扱いなど 監視委と国民生活センターが呼び掛け
電力・ガス取引監視等委員会と国民生活センター

電力・ガス監視委と国民生活センターでは、スイッ

は、2016年４月の電力小売り全面自由化から約３年

チングに関連した電話勧誘があった場合には、事業

が経過したことを受け、電話勧誘でのスイッチング

者名を確認するとともに、自らの意思を明確に伝え

（供給者変更）について、消費者に注意喚起を行っ

る必要性を強調しています。また、切り替えの意思

ています。顧客番号などを誤って伝えてしまい、切

がなければ、顧客番号や供給地点特定番号といった

り替えの意思がないにもかかわらず、知らない間に

検針票の記載情報を不用意に知らせないようにとも

契約手続きが進むといった悪質な事例があったため

アドバイスしています。

で、検針票に記載の個人情報を電話で安易に知らせ
ないよう呼び掛けています。
具体的な事例としては、大手電力をかたる小売電

小売電気事業者の営業活動が本格化した2016年１
月以降、国民生活センターと消費生活センターには
電力小売り全面自由化関連で計6,836件（2018年11月

気事業者からの電話に対し顧客番号を伝えたとこ

30日時点）の相談が寄せられています。このうち、

ろ、当該事業者との契約に勝手に切り替わっていた

2018年７～９月には相談の63.5％を電話勧誘のトラ

り、資料請求のつもりが本契約扱いとなり、解約の

ブルが占めました。また、電力・ガス監視委にも計

ための手数料を請求されたといった例がありました。

2,642件（同）の相談がありました。

自然災害の続発受け 重要インフラの緊急対策決定
3年で7兆円、エネ分野に3,000億円
政府は、2020年度までの３年間で集中実施する重

エネルギー関連では、分散型電源の導入、製油所・

要インフラの緊急対策と、国土強靱化基本計画の改

油槽所への非常用発電機の配備に加え、自家発電設

定を閣議決定しました。緊急対策の事業規模は、財

備を備えた「住民拠点ＳＳ（サービスステーション）」

政投融資を含め総額７兆円程度を見込んでいます。

を全国約8,000カ所へと拡大することも記載しまし

このうち、電力などエネルギー分野には3,000億円を

た。

投じる方針で、約55万 kW 分の分散型電源の導入、

2014年の策定以来、今回が初の改定となった国土

燃料供給の要となる製油所での非常用発電機の整

強靱化基本計画の中でも、緊急対策は特に優先度の

備・増強などを進めるとしています。

高いものが対象です。2018～20年度にかけて集中的

緊急対策は、2018年に相次いだ西日本豪雨や台風

に取組み、進捗状況は定期的にフォローアップする

21号、北海道胆振東部地震といった自然災害を踏ま

考えです。総事業費約７兆円のうち、防災分野で3.6

え、各府省庁が実施した重要インフラの点検結果を

兆円程度、経済・生活基盤分野で3.4兆円程度を見込

踏まえて策定。インフラ機能を「防災」と「経済・

んでいます。

生活基盤」に大別し、計160項目を盛り込みました。
具体的には、河川氾濫を防ぐため堤防の強化対策

緊急対策と基本計画の改定は、閣議に先立って開
かれた国土強靱化推進本部と関係閣僚会議で決定さ

やかさ上げを実施。非常時でも診療機能を維持でき

れました。安倍晋三首相は「災害が激甚化する中、

るよう、病院の耐震化率の引き上げや電源の配備も

防災・減災や国土強靱化は喫緊の課題。スピード感

行います。

を持って進めていく必要がある」と話しました。
（記事提供
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電気新聞）

常盤地区老人クラブ連合会（ときわ寿大学）さま

奥州事業所

今回ご紹介する常盤地区老人クラブ連合会さまは、
奥州市中心部東側に位置する常盤地区の方々で組織さ
れており、豊かな教養と健康で生きがいのある生活を
目指し
「ときわ寿大学」
を年６回ほど開催しております。
今回のセミナーは、会場となった「常盤地区セン
ター」さまから講師のご依頼があり、旧水沢事業所の
所在地区で日頃からお世話になっており、少しでも地
区の皆さまのお役にたてればとの思いで引き受けさせ
ていただきました。
当日は、日常生活に欠かせない「電気とガスの正し
い使い方」をテーマに、地元ケーブルテレビ局が取材
する中、約60名の皆さまにご参加いただきました。ガ

会場の「常盤地区センター」さま

ス会社さまからは「ガスメータの警報が出た際のリ
セット方法」についてご説明があり、弊協会からは「電
気を安全にご使用いただくための留意点」についてご
説明させていただきました。

セミナーの内容
セミナーでは、ＤＶＤ「電気侍

電気の安全、拙者

が守る」を視聴していただき、家庭内の電気の安全・
安心な使い方、電気事故防止のポイントについて、わ
かりやすく楽しく学んでいただくとともに、資料「電
気を安全にお使いいただくために」等をもとにご説明
させていただきました。参加された方々からは、
・冬場に電気使用量が多くなる

セミナー風景

・太陽光発電設置について電話がくるが良いものなのか？
・契約ブレーカーの容量変更はどうしたら良いのか？
・ニセ調査員の話があったが、調査依頼の電話がくる
が本物か？
等の幅広いご質問をいただき、回答を通じてさらにご
理解を深めていただきました。

セミナー受講後の感想
●隠れた場所のコンセントプラグはこまめに掃除しな
ければいけない。
●怪しい電話は、個人で判断せず家族に相談する。
などのご感想をいただきました。

セミナーで使用した教材
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ブレーカーが切れるのはなぜ？
分電盤は、部屋や機器に応じて電気を分ける装置です。中には契約容量による「アンペアブレーカー」、漏
電事故を防ぐ「漏電ブレーカー」、回路ごとの「回路ブレーカー」が組み込まれています。
それぞれのブレーカーの切れる原因と、切れた場合の復旧方法について見てみましょう。

アンペアブレーカー
契約容量以上に電流が流れると、自動的にブレーカーが切れて電気が止まるしくみになっています。一度
に電化製品を使い過ぎ、契約アンペアを超えてしまったのが原因です。このブレーカーが切れてしまうと、
家全体の電気が消えてしまいます。
復旧方法は、切れる前に使っていた電化製品のスイッチをいったん切り、ブレーカーを入にしましょう。

漏電ブレーカー
万一漏電した場合、瞬間に電気を止めて感電死傷事故や漏電火災事故を防ぐ安全装置で、「漏電遮断器」と
もいいます。漏電ブレーカーが切れた場合も家全体の電気が消えてしまいます。
復旧方法は、
「回路ブレーカー」をすべて切り、漏電表示ボタンを押してから「漏電ブレーカー」を入にし
ます。その後、
「回路ブレーカー」を１個ずつ入にしていき、「漏電ブレーカー」が切れないかをチェックし
ます。
「回路ブレーカー」を入にして「漏電ブレーカー」が切れた回路が漏電していることになります。
（漏電
している回路を除き電気は使用できます。）漏電している回路は、電気工事店などに連絡して修理してもらい
ましょう。

回路ブレーカー
機器やコードなどの故障でショートしたり、ブレーカー容量以上に電気が使われたとき、自動的に電気を
切って屋内配線をまもります。回路ブレーカーが切れたときは、その回路で使用している電化製品のみが使
用できなくなります。
復旧方法は、アンペアブレーカーと同じく、切れる前に使っていた電化製品のスイッチをいったん切り、
ブレーカーを入にしましょう。

分電盤
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「第43回弘前城雪燈籠まつり」に参加しました
弘前事業所

桜の名所、弘前城の冬もまた格別です。
厳冬の夜、灯りがともされた200基に及ぶ燈
籠や雪像は、照明に浮かぶ弘前城天守とあい
まって、幻想的で詩情豊かな郷愁を誘います。
また、弘前公園内本丸から岩木山に向かって
望む蓮池の周りには、ローソクを灯したミニカ
マクラ約300基が並び、あたりは雪と光のファ
ンタジーに包まれます。
みちのく五大雪まつりのひとつ「弘前城雪燈
籠まつり」は、昭和52年（1977年）にスタート
し、長くて辛い北国の冬を楽しく演出しようと、
市民の手作りで行われています。

雪燈籠のベース

２日目と３日目は、雪燈籠作りです。
固めた雪のベースに、雪燈籠の形になるよう
線引きと削りだし作業を行います。
線引きでは、４面全ての面に水平に線を引く
ことが、きれいに完成させるコツとなります。
削りだし作業では、スコップ、ノコギリ、左
官ごてなどを使用して慎重に作業を進めます。
最後に、整形作業を行い、雪燈籠全体の形を
きれいに整え完成となります。
弘前事業所では30年以上前から毎年参加して
おり、
今年もきれいに制作することができました。

ライトアップされた弘前城天守

弘前事業所では、平成31年２月８日～11日ま
での４日間にわたり開催された「第43回弘前城
雪燈籠まつり」に参加し、２月４日、６日、７
日の３日間、協会従業員延べ50名で、まつりの
主役となる雪燈籠の制作を行いました。
初日は、台座を作ります。

完成した雪燈籠

まつり開催期間中は、国内外から26万人以上
の観光客が訪れました。
メイン会場の四の丸には大雪像への３Ｄプロ

90c ｍ×180cm の木枠４枚の中に、雪を詰め
て固める作業を行い、雪燈籠のベース２基が完

ジェクションマッピング、津軽錦絵大回廊、大
きな滑り台、
花火大会など、
雪を楽しむたくさん

成しました。
雪を詰めて固める作業は、氷点下の寒いなか
でも、汗をかくほど体力を使う作業でもありま
す。

のイベントも行なわれ、賑やかに閉幕しました。
私ども東北電気保安協会は、これからも地域
に密着した活動を展開してまいります。
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電気保安協会の名前をかたった勧誘にご注意ください！
最近、
一般のご家庭の方から「東北電気保安協会の名前や類似した名前をかたって、強引な営業を行っ
ている者がいる」との問い合わせが多発しています。

私ども東北電気保安協会では、電話による勧誘や一般の皆さんに機器を斡旋

することは行っておりませんのでご注意ください。

なお、不審と思われる場合は、本部又は各事業本部までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

電気保安協会の名をかたった事例
・お客さまに電気保安協会をかたって訪問し、

「この機器を取付けると電気料金が安くなる」と言って機器を販売する。

・お客さまに電気保安協会をかたって訪問し、

「この工事をすると電気料金が安くなる」と言って工事を勧誘する。

・お客さまに電気保安協会をかたって電話し、電気料金の問い合わせを行い、

「設備を見せてほしい」と言って点検の勧誘をする。

私たちに
おまかせください。

電気設備の調査にお伺いする調査員は、
❶制服の胸部に調査員証を表示しています。
※上記イラスト参照

❷お客さまから料金はいただきません。

私ども協会の、調査員の標準
スタイルは右図のとおりです。
参考にしてください。

❸電気器具など、物品を販売しません。

お問い合わせ窓口

一般財団法人 東北電気保安協会

■本

部

☎022-748-0251

■青森事業本部

☎017-743-0298

■岩手事業本部

☎019-631-2552

■秋田事業本部

☎018-863-1986

■宮城事業本部

☎022-748-1291

■山形事業本部

☎023-644-9665

■福島事業本部

☎024-526-1311

■新潟事業本部

☎025-230-6913
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電気の安全・省エネ ワンポイント

風の強い日は、家の周りの電線に注意。
風薫る五月、
さわやかな季節ですが、
案外風の強い日が
多いのもこの季節の特徴です。五月晴れに元気で泳ぐ鯉
のぼりは、子供の健やかな成長を願う親心の象徴でしょう。
ところで、鯉のぼりが元気良く泳ぐ風は、風速５メートル
位だそうです。これ以上の風速になると、ポールが曲がっ
たり、折れたりする場合があります。隣近所に迷惑を掛け
たり近くの電線に尻尾が絡むなどの危険もありますので、周
りの状況を判断してポールの位置を決めてください。
（電線
に絡んだ場合は、東北電力に連絡してください）

「待機電力」ってご存知ですか。
新聞などで時々見られる「待機電力」、私たちの家庭
内でも大変多くなっています。
例えば、テレビ、ビデオ、エアコンなどリモコンを使用す
る電気製品は、使用しないときでも若干の電気を消費して
います。
最近の実態調査では、家庭で消費する電力量のおよそ
10％が「待機電力」になっています。
使わないときは主電源を切り、コンセントから抜いておくこ
とが省エネにつながります。
（弊協会 HP「広報文例集」より）

Q

○の中に言葉を入れてください。

「調査業務」
「保安業務」
「〇〇業務」

ヒント：弊協会のホームページ
「弊協会について」
「サービス内容」
をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、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 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、
当選の発表はクオ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

広報情報グループ 宛

2019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.276の
正解は、
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監視

でした。

★前々号 vol.275 の応募者総数は 125 名、
正解者は 114 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

田島事業所

『自然に帰ろう。自分に還ろう。』檜枝岐村
（福島県）

檜枝岐村は、福島県の西南端に位置し、東西24km 南北34.5km に及び、まわりを帝釈山、黒岩山等
の山岳や尾瀬国立公園に接しています。面積の98% を林野が占めており、役場所在地の標高は939m 、
日本百名山である東北最高峰の燧ケ岳や会津駒ケ岳など2,000m 級の山々に囲まれた、自然豊かなとこ
ろです。そんな自然に囲まれた檜枝岐村では、アウトドアレジャーや真夏の雪まつり等のイベントが
四季をとおして楽しめます。

檜枝岐歌舞伎
江戸時代から約270年、代々受け継がれ福島県の重要無形民俗文
化財に指定されている伝統芸能です。その昔、お伊勢参りに行った
折、檜舞台の歌舞伎を観劇したご先祖が見様見真似で村に伝えたの
がはじまりとされます。浄瑠璃を口伝えし親から子へ、子から孫に、
しっかりと型や振り付けを伝えてきました。役者から裏方まですべ
てが村民による、迫力の演技に目を見張ります。国の有形民俗文化

檜枝岐歌舞伎

財に指定された檜枝岐の舞台で、毎年５月12日、８月18日、９月第
一土曜日に開催されています。

尾瀬国立公園
「夏が来～れば思い出す…」と歌われたはるかな尾瀬。日本を代
表する自然の宝庫で、自然保護運動の原点になった場所でもありま
す。
春はミズバショウ、夏はニッコウキスゲといった季節ごとに日々
変化する花々。時間によりさまざまな幻想的な風景を見せる尾瀬。

尾瀬のニッコウキスゲ

湿原ならではの風景や名瀑など自然の魅力がいっぱいです。
やもーどりょうり

山人料理
昔、山で働く男たちが、そば粉や酒、味噌、塩をもって山に上が
り、山で採れる食材と合わせた料理です。今でも地元で取れた食材
を、地元の人々の手によって作られており、味もさることながらヘ
ルシーさが見直されており、健康によいと評判です。檜枝岐村なら
ではの食を楽しめます。

山人料理

◎福島県檜枝岐村
■交 通 手 段／［電 車 利 用］東武鉄道 会津高原尾瀬口駅よりバスで約120分
［自動車利用］白河ＩＣから約120分
■問い合わせ先／檜枝岐村 尾瀬檜枝岐温泉観光協会
TEL：0241-75-2432 URL：http://www.oze-info.jp/
※弊協会では、檜枝岐村さまの施設「御池ロッジ」など８箇所の電気設備の点検をさせていただいております。

QR コード
（写真提供）檜枝岐村総務課
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1

験

診

断

項

目

使

用

機

器

春季号

試

ケーブル活線診断装置

無停電・非接触による過熱診断

サーモグラフィ

高圧絶縁診断

高圧リークメータ、超音波式放電探査器、高圧絶縁監視装置

低圧電路絶縁診断

低圧絶縁監視装置、活線絶縁抵抗測定装置

高調波診断

高調波分析装置

過渡現象診断

ＦＦＴ解析測定器、メモリ式レコーダー

電源品質診断（瞬時停電、フリッカー等）

電源品質測定器、電源波形監視装置

高圧機器絶縁劣化診断

ｔａｎδ試験装置、部分放電測定装置

高圧ケーブル絶縁劣化診断

直流絶縁試験装置

変圧器劣化診断

油耐電圧試験器 ( 油中ガス分析外注）

避雷器劣化診断

避雷器漏れ電流測定器、避雷器試験器

12

蓄電池劣化診断

バッテリーハイテスタ、比重計

13

電気使用合理化診断

多回路電力計測装置、デマンド監視装置

3

無停電
試験

4
5
6
7

電源品質
診断

8

10

省エネルギー
14
環境測定
診断

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

11

高圧機器
劣化診断

発行所

9

環境測定器

照度測定

照度計

16

特別高圧絶縁耐力試験

絶縁耐力試験装置（誘導法応談）

17

人工地絡試験

人工地絡試験装置

18

雷インパルス耐電圧試験

衝撃電圧発生装置

19

受・配電盤温度上昇試験（等価負荷法）

温度測定ロガー、スライダック

開閉サージ電圧測定試験

高速デジタルオシロスコープ、高圧プローブ

特殊保護継電器試験

無歪型保護継電器試験器他各種

接地抵抗測定

電位降下法接地抵抗試験器

23

過渡インピーダンス診断

サージインピーダンス計

24

遮断器性能試験

真空度試験器、開閉時間測定器、不揃い時間測定器、操作電圧測定器、接触抵抗測定器

25

計器校正

計器校正装置、ダイヤル可変抵抗器、電力用マルチメータ

26

非常用予備発電装置などの負荷試験（温度上昇試験）、ガバナ試験 温度測定ロガー、ガバナ測定用Ⅴ－Ｆ変換器、金属抵抗負荷、騒音計、携帯型振動計

21
22

機器性能
試験

電源品質測定器、メモリ式レコーダ他

29

高圧ケーブルの事故点探査

パルスレーダ、マーレーループ方式一式

地盤の電気探査

大地比抵抗測定器

31

埋設ケーブル（配管）探査

埋設管探知器、埋設線探索器

32

絶縁用保護具、防具の耐電圧試験

33
34
35

各種探査

その他

㈱ソノベ

30

電流ー電圧特性測定装置、故障モジュール診断装置、サーモグラフィ

高圧、特別高圧機器等の特別清掃
高圧真空遮断器（ＶＣＢ）のメンテナンス
高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）のメンテナンス

迅速で高度な技術サービスを行うため、最新鋭の各種計測器類の整備充実に努めております。

一
般
財団法人

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

印刷

太陽電池 太陽電池発電所の試験・診断
発電所の
28 メンテナンス 太陽電池発電所の使用前自己確認試験

27

一般財団法人 東北電気保安協会

15

20

vol.277

平成三十一年四月一日

高圧ケーブル活線絶縁診断

2

201９年

弊協会では、受電設備、発電設備、蓄電池設備、配電設備、負荷設備、消防用設備など電気設備全般にわ
たり試験・診断等の業務を行っておりますが、主要な項目は次表のとおりです。

電気 と保安

弊協会でお引き受けできる主な試験・診断項目

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。

