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北海道電気保安協会がお届けする、電気を安全で上手に使用するための情報誌
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江別市ガラス工芸館：昭和20年頃に建てられた個人の邸宅を改修して、北海道遺産として認定された「江別のれんが」を象徴する建造物です。
現在は、ガラス工芸作家の制作拠点となっており、制作風景の見学や吹きガラス体験ができます。／江別市
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絶縁抵抗計
電気設備の機器や配線は、絶縁物で電気的に絶縁されています。もし、この絶縁が悪くなれば、漏れ電流が流れて感電や電
気火災の危険が発生します。また、絶縁破壊によって電動機や照明器具などの故障や、通信回線等に誘導障害を生じさせるこ
ともあります。
そのため、電気設備の絶縁が良好な状態で維持されているかを測定することが必要であり、その際に用いられるものが絶縁
抵抗計です。絶縁物に直流電圧を印加し、そのときに流れる微小な電流を検出し絶縁抵抗値として表示します。絶縁抵抗計に
は測定電圧によって計測器が異なりますので、的確な機種の選定と正しい使用方法が重要です。

（２）測定時の注意点

（１）目的

【絶縁抵抗計の主な使用例（JIS　C　1302-2002解説）】

【低圧回路の判定基準（電気設備技術基準第58条）】

①絶縁抵抗計は、回路が充電状態では測定ができないので必ず停電させてから行います。
②�インバータの制御回路や電話交換機などのように、半導体素子を使用している電子回路に直接測定電圧を印加すると、それ
らの機器を損傷させる恐れがあります。その場合は、事前に半導体素子を含む電子回路を切り離してから測定します。
③�絶縁抵抗値は、測定時の天候や温度、湿度、汚損度により大きく左右されるので、それらを考慮した適否の判断が必要です。
④絶縁抵抗計を保管する場合は、高温、多湿、振動の激しい場所は避けて保管します。
⑤定期的に（6ヶ月に1回程度）絶縁抵抗計の校正を実施し、精度の確認を行います。

【高圧回路の判定基準目安】
ａ．高圧機器（一括測定時の参考値）
・６ｋⅤ回路　　６ＭΩ（雨天時１ＭΩ）（測定電圧は5,000V）
・３ｋⅤ回路　　３ＭΩ（雨天時１ＭΩ）（測定電圧は1,000V）
ｂ．高圧ケーブル（5,000V印加の参考値　高圧受電設備規程抜粋）

定格測定
電圧[Ｖ] 一般電気機器 電気設備・電路

25
50 電話回線用機器および防爆機器の絶縁測定 電話回線電路の絶縁測定

100
125 制御機器の絶縁測定 100Ｖ未満の低圧配電線路および機器などの維持・監理のための絶縁測定

250 低圧配電線路・機器の絶縁測定 200Ｖ以下の低圧配電線路および機器などの維持・監理のための絶縁測定

500 新設の配電線路の絶縁測定
600Ｖ未満の回路・機器の絶縁測定（一般）

600Ｖ未満の低圧配電線路および機器などの維持・監理のための絶縁測定
100Ｖ・200Ｖ・400Ｖ配電線路の竣工時の絶縁測定

1000 600Ｖを超える回路・機器・設備の絶縁測定（一般） 常時使用する電圧の高い高電圧設備の絶縁測定

電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値

300V以下
対地電圧（接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧）が150V以下の場合 0.1MΩ以上

その他の場合 0.2MΩ以上

300Vを超えるもの 0.4MΩ以上

ケーブル部位 測定電圧 絶縁抵抗値 判定

絶縁体（RC） 5,000V
5,000ＭΩ以上 良
500～ 5,000ＭΩ未満 要注意
500ＭΩ未満 不良

シース（RS） 500Vまたは250V
1ＭΩ以上 良
1ＭΩ未満 不良

高圧絶縁抵抗計
（1,000V/5,000V切替）

高圧絶縁抵抗測定（例）低圧絶縁抵抗計
（125V/250V/500V切替）

低圧絶縁抵抗測定（例）
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絶縁抵抗計

北海道産業保安監督部は、平成30年度に管内で発生した電気事故（発電所に係るものを除く。）について、電気関係報告規則第
３条の規定に基づき、電気事業者及び自家用電気工作物設置者から提出された電気事故報告を基に取りまとめましたので、以下にそ
の概要を記述します。（全国の数字は、平成29年度電気保安統計を基にしています。）

平成30年度に管内で発生した電気事故は、電気関係報告規則に基づい
て報告され、総件数は23件となっており、昨年の18件と比較して５件増
加となりました。（表１　参照）

以下に発生件数の多い感電死傷事故、電気火災事故、破損事故並びに 
※波及事故の概要を紹介します。

※波及事故とは、ある場所で起きた事故が原因で、近隣やその地域の電気設備にも停電など
の影響を及ぼす（波及する）こと。

過去10年間の感電死傷事故報告件数の推移は第１図のとおりで、平成28年度に過去10年間で最も多く、７件も発生しました。
平成30年度は、自家用電気工作物（需要設備）で３件、一般送配電事業の用に供する電気工作物で１件発生しています。原因別に
は第２図のとおり、作業準備不良、作業方法不良によるものがそれぞれ２件となっています。

１．感電死傷事故

●はじめに●

表１　平成30年度電気事故発生件数（種類別）

≪感電死傷事故の概要≫
平成30年度4件発生し、いずれも作業者が被災しています。
このうち、自家用電気工作物で3件と例年に比べ多くなっています。事故の概要は次のとおりです。

内容 件数 内容 件数
感電死傷事故 4 自家用電気工作物の破損

又は誤操作若しくは自家
用電気工作物を操作しな
いことにより一般電気事
業者等に供給支障を発生
させた事故（波及事故）

12
電気火災事故 1

主要電気工作物
の破損事故 2

供給支障事故 4 電気工作物に係る社会的
影響を及ぼした事故 0

合計 23
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〈作業準備不良 2件〉
① 前日に電気炉取替作業を実施。製品を製造するために電気炉

の始業点検で電気炉を冷却する空気流量調整バルブの調子が
悪いことが分かり、当該バルブを調整しようと通電した状態
で変圧器2次側母線の下を通りぬけようとして背中が母線に
触れ感電しています。 

② 主遮断器を開放しキュービクル内の高圧コンデンサの撤去作
業中、作業員が高圧コンデンサ用母線支持金属バーを外し、
被災者に渡しました。被災者は受け取った金属バーを置こう
としてバランスを崩し、当該遮断器の電源側の断路器に金属
バーを接触させ、感電しています。

〈作業方法不良 2件〉
③ 区分開閉器を入れたまま、主遮断器から負荷側を停電させ、

年次点検中、主遮断器の負荷側の絶縁抵抗測定が終わり、清
掃作業をしていて計器用変圧変流器の電源側リード線に接触
し、感電しています。

④ 事業用電気工作物では、業者から管理員に工事完了見込みの
電話をしたものの、連絡を受けた管理員が系統担当者に作業
完了と連絡したため、系統担当者は作業引き受けであると認
識し、系統切戻し操作を行い、作業工区内へ送電するよう現
地操作員へ指示しました。現地操作員はその指示どおり開閉
器を投入しました。その結果、高圧電線振分箇所の高圧絶縁
テープ処理作業を行っていた作業者が感電したものです。

　いずれの事故も、作業準備や作業方法について関係者と十分
な確認をせずに安易に作業をした結果招いた事故と考えていま
す。まずは、停電作業を確実に行うとともに、作業の中に危険
が潜んでいないか関係者で話し合い、確認しながら最善の作業
手順、作業方法を決めることが重要です。

第１図　全国の感電死傷事故報告件数の推移（参考） 第２図　北海道の感電死傷事故原因の推移
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２．電気火災事故

３．主要電気工作物の破損事故

４．波及事故

過去10年間の報告件数の推移は、第3図のとおりです。
平成16年4月の電気関係報告規則の改正により電気火災事故の
報告対象が「工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。」と
なったため、以降、平成19年度の1件を除き、平成25年度まで発
生していませんでしたが、それ以降5年連続して発生しています。

≪電気火災事故の概要と防止対策≫
平成30年度に発生した1件は、消防の現場検証で砕石プラント操作室内の壁が出火場所と特定され、その原因は漏電によると推
測されたものです。
全国的にみると、各年度で増減はあるものの、最近は10件前後で推移しています。事故報告の対象とならない半焼未満での電気
火災事故を考えると、電気火災は多く発生していると考えます。（総務省消防庁が公表している各年における火災の概要についてか
らも、建物火災の発生件数は減少しているものの2万件報告があり、建物火災の出火原因の配線器具、電灯電話等の配線、電気機器
を合わせると約3千件発生しています。）
漏電・ショートに起因する火災であり、普段から見回り（点検）の強化、火源となる可燃物の管理、電気機器や配線コードの健全
性確認等、火災対策の基本を徹底することが何よりも重要です。

平成30年度は2件発生しています。ここ10年以上発生して
いませんでしたが、平成30年北海道胆振東部地震が影響した
と思われるものです。
１件は自家用電気工作物で発生し、地震で停止した装置を運
転するため、空気ブロアを起動した直後に短絡保護継電器が動
作したもので、空気ブロアの始動用変圧器の巻線の一相を焼損
させたものでした。
もう１件は電気事業用電気工作物で発生し、地震直後の外観
点検では異常が認められませんでしたが、約2ヶ月後に分路リ
アクトルの遮断器の電流不平衡継電器が動作しました。メー
カーの調査結果で分路リアクトルの巻線抵抗値に異常が認めら

れ、地震発生直後の系統操作による励磁突入電流の影響によっ
て破損に至ったものと判断されました。
いずれも地震後に発生しており、地震後の特別巡視による外

観だけでなく、性能試験等により使用可能かどうか確認するこ
と、経過観察することが必要であったと考えられます。

≪主要電気工作物の破損事故の防止対策≫
当該事故は、各設置者が適切に保守管理していても、避けら

れないものがあります。今回の事故の教訓を踏まえ、新たな対
策等を講じて事故を起こさないよう尽力されることを期待する
ものです。

平成30年度は12件発生しています。管内においては、
平成11年度32件を頂点に減少傾向となり、平成20年度と
平成22年度に一桁まで減ったものの、平成24年度から20
件台で推移していました。29年度は前年度より11件と大
幅に減り、平成30年度はさらに平成29年度より1件減って
います。（第4図参照）
なお、平成28年4月電気関係報告規則改正により自然現
象に起因する波及事故（風雨、雷等）は、速報（事故発生後
24時間以内に事故の発生概要の報告を求めるもの）のみの
扱いとなっています。
さらに、平成29年度の電気保安統計から「自然現象に起
因する自家用電気工作物からの波及事故」を除いています。

≪波及事故の原因≫
波及事故の原因は、「自然現象」が7件と最も多く、その
うち雷によるものが6件となっています。（残りは氷雪によ
るものです。）（第5図参照）
「自然現象」以外では、「保守不完全」、「故意・過失」
によるものがそれぞれ2件発生しています。
「保守不完全」では、開閉器に接続されているケーブルが
短絡・焼損したもの、引込ケーブルの絶縁不良によるもの
で、点検の結果等を踏まえ、設置者が改修を速やかに行って
いれば、事故を未然に防止できたものです。「故意・過失」
では、2件とも停電作業後、復電する際に短絡接地器具を取
り外すのを忘れたことにより事故になったものです。
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第３図　電気火災事故報告件数の推移

第4図　波及事故発生件数の推移
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● 終わりに ●

≪波及事故の発生時期（季節）≫
平成30年度は、6月に集中し、発
生件数全体の3分の1の4件が発生
しました。そのうち自然現象（雷）
によるものが3件となっています。
なお、例年、多くの台風は勢力を
落とし熱帯低気圧になってから北海
道に来ていましたが、平成30年度
には台風20号、21号ともに勢力
を落とさず北海道を縦断しました
が、それに起因する事故の報告はあ
りませんでした。

≪波及事故発生の電気工作物≫
事故を起こした電気工作物は、例
年どおり「開閉器」によるものが最
も多く、12件中7件発生していま
す。
原因は、「雷」によるものが6
件、「氷雪」、「故意・過失」による
ものがそれぞれ1件と、これらで全
体の三分の二を占めています。（第
6図参照）
また、例年事故の多かった「引込
ケーブル」で2件発生しています。
（平成29年度は発生していませ
ん。）（第7図参照）

皆さま御承知のとおり、電気工作物を設置する者は、「電気
設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持し
なければなりません。
電気の安全は、電気主任技術者を中心とした電気保安に携わ
る皆さまの日頃の努力の積み重ねがあってこそ確保されるもの
であります。
しかしながら、自主保安の意識が欠如している設置者も少な
からずいるのも現実であり、利益を最優先するがあまり、設備
改修や更新が後回しとなり、電気事故が起きたことも事実であ
ると考えています。

改めまして、電気工作物設置者の皆さまには、今一度「保安
規程」の内容が保安を確保するために十分なものであるか確認
し、必要な措置を講じられますよう取り組んで頂ければと思い
ます。
電気工作物設置者の自主保安体制の強化・充実を図るため

に、ここで紹介した内容が電気保安に携わる皆さまに何かしら
の参考となれば幸いです。

≪波及事故の防止対策≫
直近の3年間では、平成28年度は24件中13件（54%）、
平成29年度は13件中3件（23%）、平成30年度は12件中
6件（50%）が雷に起因する波及事故となっています。
前もって雷害に備えた対策を講ずることが、波及事故の防止
や被害の抑制のため重要です。波及事故は、自らの事業場を操
業停止にさせるだけに留まらず、他の事業場の操業にも影響を
及ぼすものです。操業停止に伴う経済的損失の補償にも繋がり
かねません。重要な設備を雷害から守るためには、新設時や設
備更新時に避雷器の設置を念頭に設備対策を講じて頂ければと
思います。
受電点付近の事故防止には、「開閉器」や「高圧引込ケーブ
ル」などの設備に対する点検結果や各種試験測定結果から、劣
化傾向を把握し、事故が起きる前に電気設備を計画的に更新す
る等、予防保全に取り組むことが効果的であると考えます。
また、保護装置の電源が負荷側から供給されている事業場も
多く、制御電源喪失によって保護装置が動作出来なくて事故と
なったものも多くあります。保護装置の制御電源を電源側から

供給するVT内蔵型の開閉器を採用することで、地絡、短絡が
生じ設備損傷が発生しても保護装置の電源が確保され、波及事
故に至らずに済む場合もあり、設備更新時における検討事項の
一つとして配慮して頂ければと考えます。
ひとたび波及事故を起こすと、設備の更新・補修等に要する

経費がかかるのみならず、停電等に伴う需要家に対する補償等
多大な出費が伴うことも少なくないことから、このような事態
を回避するためにも、適切な保守管理を実施し、計画的に設備
更新を行うことが肝要です。
全ての自家用電気工作物設置者の安全意識が高まることが望

まれますが、事故を起こした自家用電気工作物設置者の殆どが
安全意識に希薄な面があると感じられます。
電気工作物に接近して作業を行う場合は、電気主任技術者が

中心となり作業現場の状況を把握し、無理のない作業計画を作
り、危険予知活動に取り組み、潜在的危険を踏まえた保安対策
を確実に実践することが益々重要であると考えています。
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05 でんき保安 2019［初冬号］ 06でんき保安 2019［初冬号］

コスト削減！
で

“節電”対策 デマンド監視装置で
効率的な機器の稼動に成功！
従業員の節電意識向上でさらにデマンド抑制！

○主な電気設備：
　電灯変圧器　　   7５ｋVA
   動力変圧器　　 200ｋVA

　　　　　　

出塚水産株式会社さま

住所：紋別市港町5丁目3番23号
電話：0158－23－2012
業種：水産食料品製造

出塚水産株式会社さまは、

昭和５年の創業以来、原料から製造方法までこだわりを持ってかまぼこを作っています。

１階には売店があり、工場で製造されたかまぼこを購入することができます。また、2階に上がると、かま

ぼこ製造ラインを見学することができ、休憩エリア「ベイサロン」では、紋別港を見ながら休憩することもで

きます。

対策前（2011年6月）
最大電力 97kW  
使用電力量 26,608kWh

対策後（2019年6月）
最大電力 87kW 
使用電力量  23,818kWh

やってみて
どうだったの？

10.3％の
 削減に成功！
10.3％の
 削減に成功！

大橋保安職員
2011年7月からご契約頂き、今年で８年が経過しました。例年７～９月の夏季で気温が高い日に警報が
出やすくなっています。食品の保冷などに使用している冷却機が影響しており、2016年の特別暑い日に
は、設定を超過してしまうこともありました。操業に支障が出ない程度に機器の制御を行い、デマンド監視
装置を活用して頂ければ幸いです。
また、照明機器をＬＥＤに更新されるなど、省エネ機器の導入も実施されており、デマンドだけでなく電
力使用量も下がっています。工場の稼働状況も関係しているため一概には言えませんが、ＬＥＤへの変更
前後で比較すると2,000～5,000ｋＷｈ／月（約10～20％）の電力使用量が削減されています。今後も
アドバイスなど情報をご提供しながら、省エネのお手伝いができるよう努力してまいります。

実践しました
２階の事務所に監視装置のモニターを設置していますが、工場内
では警報が発生したことがわからないため、監視装置の接点を利用
して警報発生時にパトライト（回転灯）が起動するよう対策をしまし
た。パトライト起動時には、工場長の草野さまの判断・指示により機
器の手動停止を行うことで、監視装置運用前は９７ｋＷだった契約
電力が、現在８７ｋＷになり約１0％の低減に成功しています。工場
で使用しているサイレントカッター、焼台、ロータリー真空機、石臼
など、かまぼこの調理機器で停止の調整を行っており、１５分間停止
した場合に合計で約３０ｋＷｈの調整が可能です。

デマンド監視装置の設置後は、従
業員の節電意識も高まり、冷蔵庫内
の照明や使用していない場所の照
明をこまめに切るなど意識するよう
になりました。
また、室内灯を全てLEDに変える
など、更なる節電を目指しています。

きっかけは 停止可能な機器の選定

お客さまは以前より省エネや節電に対して興味を持っており、お話している
中で、工場内で稼動している機器の中で一時的に停止できる機器が複数あるこ
とがわかりました。それらを適正に停止することで契約電力（デマンド）の低減
が可能であると判断したため、デマンド監視装置を設置させていただきました。

やってみました

弊協会は、お客さまとともに省エネルギーに取り組みます。

取締役工場長
草野　修市さま

工場内で停電して
調整している機器

パトライト いろんな種類のかまぼこが購入できる売店

購入したかまぼこをその場で揚げてもらえる揚げる前のかまぼこ
店舗内販売状況

紋別港を見ながら休憩♪

出塚水産株式会社さま社屋

出塚水産株式会社さま担当
紋別事業所　大橋　　翔

売店の
スポットライトも
LEDに変更し、
さらに節電！

で  づか
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07 でんき保安 2019［初冬号］ 08でんき保安 2019［初冬号］

掲載の写真と表紙写真は、江別市経済部観光振興課さまからのご提供です。江別市さまは、弊協会札幌東事業所が担当しております。

江別市
〒067-8674　北海道江別市高砂町6番地

TEL：011-382-4141
URL：http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/

No.40

■ご紹介／江別市経済部観光振興課さま

重厚感が魅力の
　歴史あるれんがのまち

来て
みて

来て
みて

良いまち～

ふるさと自慢
良いまち～

ふるさと自慢

今回町の情報と地図
上に３ミリあげております。

え　　　 べつ　   　 し

たかさご 土管や陶管を製造していた工場をリノベーション
し、2016年3月、江別市東野幌町にオープンした商
業施設「E

エ ブ リ

BRI」。「E
・

BETSU」とレンガを意味する
「B

・

R
・

I
・

CK」が名前の由来であり、今年3月には赤レ
ンガ製造業の発展を物語る建物として国の登録有形文
化財に指定されました。
江別市の特産品の販売、観光情報を発信している
「江別アンテナショップG

ゲ ッ ツ

ET’S」や、手づくり雑貨
を販売する「C

カ ン ト リ ー

ountry M
マ ー ケ ッ ト

arket」など個性的なお店
とイベントでにぎわいを見せています。
また、「食」をテーマとした「路地裏」のような商
店街「えぶろじ」では、昭和の名店「麺蔵」が生まれ
変わった「y

ヤ タ イ

atai c
カ フ ェ

afe m
メ ン ゾ ー

enzo」、江別や北海道の
食材を使用したピッツァを味わえる「E

エ ベ ッ ツ ァ

BEZZA」、
本格日本料理を楽しめる「兎

と

に角
かく

」など、地産地消に
こだわったさまざまな飲食店が揃っています。

札幌市の東隣に位置し、道内各地
を結ぶ高速道路、国道12号や275
号などの主要国道が通り、JRの駅
が5つあるなど、交通の便が良い江
別市。日本三大河川の一つである石
狩川や天然記念物クマゲラが生息す
る大規模平地林である野

のっぽろ

幌森林公園
などの自然にも恵まれています。

江別市では約130年前に「江
えべつ

別太
ぶと

煉瓦石工場」が発足し、
れんがの生産が始まりました。材料となる粘土や砂が豊富で、
産炭地とつながる鉄道や石狩川を利用した石炭の調達と製品
の運搬が可能なことから全国有数の生産地となりました。
また、石狩地方では数少ない小麦の産地でもあります。全国
から高い評価を得る「ハルユタカ」は、病気に弱く、収穫量が安定
しないなどの理由で生産量が激減し、かつては幻の小麦と呼ば
れていました。しかし、この地で「初冬まき」という栽培方法が
確立され、今では全国一の生産量となりました。また、「ハルユ
タカ」以外の小麦にも力を注いでおり、江別市には地元の小麦を
使用した飲食店が数多くあります。特に個性的なパンを揃える
パン屋さんがたくさんあるので、食べ歩きが楽しいまちです。

江別市の新たな顔！
商業施設「ËBRI」

江別アンテナショップGET’S

兎に角EBEZZA

yatai cafe menzo
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今回町の情報と地図
上に３ミリあげております。

え　　　 べつ　   　 し

たかさご

2017年に創業100年目を迎えた
町村農場。牧歌的な風景の中で、古い
牛舎を再利用した赤と緑の建物がと
ても可愛らしいです。チーズやバター
などの乳製品や、ケーキ、パフェ、ソフ
トクリームなどのスイーツを販売し
ています。新鮮なミルクをたっぷりと
使用したもちもちドーナツに、2種の
チーズをたっぷりとちりばめた「チー
ズドーナツ」は1番人気の商品です。

西野幌にある複合施設「ゆめちからテラス」
内にある、道産小麦のおいしさを知ってもら
いたいという「夢」が詰まったパン屋さん。お
店のおすすめは、「ゆめちから」「春よ恋」などの
小麦をブレンドし、独自製法で焼き上げるも
ちもちしっとり食感の食パン「超熟」です。

アルパカ、ミニブタ、やぎ、ひつじ、うさぎやたくさんの
動物たちと触れ合えたり、乗馬やひきうま体験ができま
す。ゆれる天空トンネルやクライミングなどの遊具があ
る室内遊場「ドリームランド子供の国」では、天気に左右
されることなく思い切り体を使って遊べます。土日祝
日は動物たちが大集合するパレードも開催しており、子
供から大人まで1日中楽しめる体験農場です。

北海道のやきもの文化を象徴する総合施設であり、
｢北のやきもの展示室」では、道内各地の窯元の作品を
展示しているほか､ 北海道の陶芸の発展に貢献した小
森忍の足跡をたどることができます。「れんが資料展示
室」では､道内のれんがの歴史を学べるとともに､れんが
を模した積み木を使ったれんが積み体験では､ ｢イギリ
ス積み」と「フランス積み」の２種類を体験することがで
きます。さらに､ 陶芸絵付体験ができたりと､ やきもの
のさまざまな体験が出来るのも魅力的です。

江 別 市 に は、
石 狩 川 や 千 歳 川 
をはじめとして、い
くつもの河川が流
れており、たびたび

洪水に見舞われることもありました。もしもの水害時に対策の
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09 でんき保安 2019［初冬号］

私はこうして
電気事故を防いだ！

動力盤の赤相温度が85℃に!?
過熱の発見で火災を未然に防止!!

早期発見で停電を未然に防止!

動力盤の赤相温度が85℃に!?
過熱の発見で火災を未然に防止!!

早期発見で停電を未然に防止!

焼損した動力盤
（イメージ）

点 検 対 象 工場 点 検 地 区 佐呂間町

きらりポイント

■事故概要と防止対策

■技術者からのワンポイントアドバイス

月次点検時、キュービクルと工場内の点検を終えて別棟にある排水処理棟
を点検している時のことでした。厳しい環境下の施設であることから、分電盤
内のブレーカーなどの接点等の接触不良が起こり、過熱する可能性があるこ
とを踏まえ、目視と触診により毎回注意深く点検していましたが、触診をした
際、明らかに過熱しているマグネットスイッチと配線を発見しました。

※放射温度計で温度を測定すると、三相の配線や端子部分が
それぞれ赤相８５℃、白相４０℃、青相４０℃と赤相のみ過熱
している状態でした。また、他のマグネットスイッチの各端子
部分を測定しても１０～１５℃程度の温度差がありました。点
検を行っていた排水処理棟では、排水を処理する際に腐食性ガ
ス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素、アンモニアなどの物質を腐
食させる影響を持った気体）が発生する事があり、動力盤内の
ブレーカーやマグネットスイッチ、配線が劣化しやすい環境で
した。原因は、その腐食性ガスにより、マグネットスイッチ内部
の接点（電気を入り切りする接触部分）に皮膜が張り接触抵抗
が大きくなったことによるものでした。
その後、すぐに動力盤内の主要なブレーカー、マグネットス

イッチ、配線等は全面改修されました。排水処理棟は、常時無人
で昼夜問わず稼動しているため、そのまま放置していたら火災
に発展する恐れもある事象でした。

※放射温度計…物体から放射される赤外線や可視光線の強度を測定し、
　　　　　　　物体の温度を測定する温度計。

日頃の点検において、お客さまの設備で稼働率の高い設備や、厳しい環境下
で使用している設備は、特に重点的に点検を行っています。
お客さまが行う巡視点検等で電気設備に異臭、異音等、いつもと違うと感じ

ましたら、お気軽に弊協会までご連絡くださいますようお願いします。

函館支部　保安１課
扇田　昌樹

汚泥槽動力盤

放っておくと
こんな風になって
しまうことも…

85℃になっていた赤相

過熱したマグネットスイッチ

協会インフォメーション

10

ビジネスＥＸＰＯに
出展します! 電

日本電気計器検定所（JEMIC）の
検定ラベル及び検定証

第２種電気工事士　筆記試験（平成27年度下期）

「Enerviss」や感震ブレーカの模擬盤、電気
事故設備を展示いたします。
詳しいご説明もいたしますので、ぜひお気軽
にお立ち寄りください！

皆さんは、ご家庭
にある電気メーター
（電力量計）をご覧に
なったことはありま
すか？電気メーター
が正確でないと、安

心して電気料金を支払うことができません。検定を受けたも
のであるか、有効期限が過ぎていないかを確認しましょう。
計量法という法律に基づいた検定に合格した電気メーター

には、検定ラベルと検定証（封印キャップ）が取り付けられてい
ます。（なお、電気メーター製造会社が自ら検査を行った場合に
は、異なるラベル及び封印キャップが取り付けられています。）

詳しくは、日本電気計器検定所（JEMIC） 北海道支社へお問い合わせください。
 （電話：011-668-2437）

２０１９年１１月７日（木）～８日（金）
7日　１０：００～１７：３０
８日　　９：３０～１７：００
アクセスサッポロ
札幌市白石区流通センター４丁目

　お客さまからのご要望があったことから、
電気主任技術者や電気工事士試験の中から
参考となる問題と解答を掲載いたします！

解答：正しい記述は「ハ」。
解説：イは、アナログ式も電池を内蔵しているので誤り。
　　 ロは、絶縁抵抗は絶縁抵抗計を用いて測定するので誤り。
　　 二は、抵抗を測定する場合の回路計の端子における出力電圧は、直流電圧なので誤り。

電験等の
　　試験問題と解説

でんき保安 2019［初冬号］

イ．ディジタル式は電池を内蔵しているが、アナログ式は電池を必要としない。

ロ．電路と大地間の抵抗測定を行った。その測定値は電路の絶縁抵抗値として使用してよい。

ハ．交流又は直流電圧を測定する場合は、あらかじめ想定される値の近似上位のレンジを選定して使用する。

ニ．抵抗を測定する場合の回路計の端子における出力電圧は、交流電圧である。

日時

場所

　回路計（テスタ）に関する記述として、正しいものは。

前号 でんき保安 №４６５ 初秋号のｐ.10「協会インフォメーション「電気使用安全月間」活動のようす」内に誤りがありました。写真左
説明文で「東急百貨店札幌支店さま」と記載しておりましたが、正しくは「東急百貨店札幌店さま」です。お詫びして訂正いたします。お詫び

白くて丸いシールで、電気メー
ターの有効期限が記されています。
JEMICの検定に合格した場合に

は、このシールを貼り付けます。

2019年1月以降の検定に合
格したものは、有効期限が西暦
で表記されています。

2018年12月以前の検定に
合格したものは、有効期限が和
暦で表記されています。

検定勝因が付いた黒い特殊
な封印キャップです。
JEMICの検定に合格した場
合には、封印キャップを電気
メーターに取り付けます。

2016年4月以降の検定に
合格したものは、検定証印の
み記されます。

2016年3月以前の検定に
合格したものは、有効期限が和
暦で記されています。

検定ラベル 検定証（封印キャップ）

気メーターを
ご覧になったことは
ありますか？

入場
　無料!
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でんき保安　2019年11月1日発行　初冬号　No.466

発行／一般財団法人北海道電気保安協会
〒063-0826 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号
TEL ㈹（011）555-5001　FAX（011）555-5002 URL http://www.hochan.jp

電力の「いま」が見える。
コストダウンの「未来」が見える。

Enerviss（エネビス）専用ダイヤル

011-555-5050
エネビス 検 索

※Enerviss®（エネビス）は、一般財団法人北海道電気保安協会の登録商標であり、当協会が所有する「電力見える化クラウドシステム」および同システムを
ご利用いただくサービスの総称です。

平成30年度「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」 省エネルギー部門大賞受賞！
平成30年度「北国の省エネ・新エネ大賞」優秀賞受賞！

キーワードクイズ

正解発表　正解は２０20年早春号で発表します。　
抽選で１０名の方に図書カード (１０００円分)とホーちゃんグッズを進呈いた
します。当選発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。

応募方法
弊協会ホームページ掲載の“「でんき保安」発行のお知ら
せ”にある「クイズ応募フォーム」から以下の必須項目を入
力し、ご応募ください。 
① お名前、景品の送り先ご住所
② クイズの答え 
③ 「でんき保安」をご覧になっての感想 
※なお、お送りいただいた個人情報は、賞品発送のみに使用します。

応 募 先
URL httpｓ://www.hochan.jp/quiz/
　　　　　 二次元バーコードはコチラ

応募締切　2020年２月 20日受付分　　　　　

問題

クイズに答えて
応募しよう!

　　　　「れんがのまち」として有名な江別市では、今
から約○○○年前にれんがの生産が始まりました。○に
入る文字を数字３文字でお答えください。

数字3文字 → 年前約

盛夏号のクイズの答え 
盛夏号のクイズの答えは、「スノーマーチ」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

でんき保安

本誌掲載記事の７～８ページ（ふるさと自慢）に
ヒントとなるキーワードがあります。ヒント
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