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□御母衣ダム
　御母衣ダムは、岐阜県の庄川の最上流に建設された高さ１００ｍを超える日本初の
大規模ロックフィルダムです。
　ダムの人造湖の総貯水容量は、３億７，０００万立方メートルで岐阜県にある徳山ダ
ムに次いで日本で第二位です。
　また御母衣ダムは水力発電専用ダムですが、洪水に対して備える役割ももってい
ます。
　
□御母衣発電所
　御母衣発電所は、御母衣ダム直下の地下に建設されている水力発電所です。
最大出力は２１万５，０００キロワットで、日本でも有数の出力をもつ水力発電所です。
　発電された電力は、中部電力と関西電力に供給されています。

□ダム移設のエピソードの庄川桜：国道１５６号添い
　ダム建設により湖底に沈む、樹齢４００年以上の光輪寺の桜と照蓮寺の桜の移植事
業が計画されました。桜は外傷に弱く立ち枯れする樹木で、移植する桜は、老齢で
巨木であるため移植方法を巡り専門家で意見対立があったそうです。
　現在も春には見事な花を咲かせています。

御母衣ダム、御母衣発電所のあらまし

表　紙　説　明
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　一般社団法人　中部電気管理技術者協会　第３５回定時総会が平成２９年５月３１日
（水）１３時から、名古屋東急ホテルにおいて、開催されました。
　総会は、総会構成員数５２２名（正会員５１８名、特別会員４名）のうち４４４名（内
訳委任状提出者２２８名）の出席を得て、青木常務理事が開催宣言し、開始されました。
　佐藤会長の挨拶の後、定款の規定に基づき議長に佐藤会長を選出、書記及び議事
録署名人を選出し、議案審議に入りました。
議事
□第１号議案　　「平成２８年度事業報告及び決算報告についての承認の件」
　　　　　　　　渡辺専務理事が議案内容を説明し、監査結果報告があり、
　　　　　　　　質疑応答の後、賛成多数で原案どおり承認されました。
□第２号議案　　「平成２９年度事業計画（案）及び予算（案）について承認の件」
　　　　　　　　渡辺専務理事から総会資料に基づき、議案内容を説明し、質疑応
　　　　　　　　答後、賛成多数で原案どおり承認されました。
□第３号議案　　「役員の選任について承認の件」
　　　　　　　　渡辺専務理事が議案内容を説明し、賛成多数で議案は承認されま
　　　　　　　　した。
□第４号議案　　「保険業務の相互扶助会への委託廃止について承認の件」
　　　　　　　　渡辺専務理事から総会資料に基づき、議案内容を説明し、質疑応
　　　　　　　　答後、賛成多数で原案どおり承認されました。
　井上常務理事の閉会宣言で総会を終了しました。休息後、来賓のご出席を頂き功
労者表彰式が行われました。はじめに、中部近畿産業保安監督部長磯部隆様、次に
中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーネットワーク営業部営業グループ課
長　百瀬弘幸様、中部電気工事協力会連合会会長　松本高明様からご挨拶をいただ
きました。

平成２９年度　第３５回定時総会　開催
一般社団法人　中部電気管理技術者協会　  

定時総会
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　本日はご多用のところを多くの会員の皆様にお集まりいただき心より感謝します。
第３５回定時総会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
　電気事業を巡る我が国の環境は大きく変化しており、本年度からガス供給の全面
自由化が施行される等、今年度も引き続き重要な年と云えます。この流れは今後と
も続くこととなり、エネルギー供給の多様化と相まって我々の電気保安管理業務に
ついても何らかの形で影響が出てくるものと考えられますが、個々の会員自らが社
会の変化を適確に読み取り、それに対応していくことが求められていることを認識
しなければなりません。協会といたしましてもこのような変化に対応できるよう、
技術研修会などを通じて情報提供を進めるなど業務運営を進めていく考えです。
　また、昨年度の中部管内の電気事故の発生状況が国から速報段階で公表されてい
ますが、総事故件数及び波及事故件数は、一昨年度に続き比較的低く推移していま
す。また、一昨年度は感電死傷事故が多くなっていましたが、昨年度は改善されて
います。ただ、安全向上に終わりはありません。会員の皆さまにはさらなる事故低
減に向けて、引き続き適正な業務執行に努めていただきたいと思います。
　なお、昨年度は、一部の会員によるコンプライアンスに関する事案が相次いで明
らかになりました。今後、このようなことが起こることがないよう再発防止策を取
りまとめて国に報告しました。引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。
　さて、本日の総会は、「平成２８年度の事業報告及び決算報告」、「平成２９年度の事
業計画（案）及び予算（案）」、「役員選任」及び「保険業務の相互扶助会への委託
廃止に関する案件」の議案についてご審議いただくものです。詳細については、そ
れぞれの議事においてご説明いたしますが、平成２８年度の事業は総じて当初計画に
従ってほぼ遂行できたと認識しています。また、皆様もご覧いただけたと思います
が、協会ホームページを新たに見直しました。今後はホームページを活用した情報
発信、情報共有に努めて参りますので、皆様のご理解をよろしくお願いいたします。
　また、昨年度の収支については、支出が収入を上回り赤字となり、不足分は前年
度からの繰越金を当てることになります。この要因としてホームページのリニュー
アルなど一時的な支出増加があったものの、一番大きな要因は、昨年度の新規入会
会員数が当初の見込みよりも下回ったことが挙げられます。今年度の予算において

第３５回　定時総会　会長挨拶
一般社団法人　中部電気管理技術者協会　  

会長　佐  藤  　  均　  
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も、これまでと同様、会員増加が見込まれないことから厳しいものとなっています。
協会としましては、協会運営の事務経費等の一層の削減を行うことにより、赤字幅
の縮減に努めて参りますので、会員皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
　また、今回の総会は役員の改選期に当たります。これまで協会の発展にご尽力い
ただき今回退任される役員には感謝申し上げるとともに、新たに今期の役員選任を
提案いたしますので、ご審議をよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、本日提案しております各議案の審議がスムーズに行きますよ
うご協力をお願いするとともに、会員の皆様の今後益々のご健勝とご活躍、ご発展
を祈念しまして総会の開催に当たっての挨拶といたします。
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　皆さん、こんにちは。只今ご紹介頂きました中部近畿産業保安監督部の磯部でご
ざいます。

　常日頃、皆様には国の電気保安の施策にご理解、ご協力を賜りまして感謝申し上
げます。また、本日表彰を受けられた皆様におかれましては、長年にわたって電気
保安の分野でご尽力されてきたことに関して、感謝とともにお祝い申し上げます。
今後とも、他の模範となるような活動を展開されるとともに、若手の技術者に対す
る指導、助言などを行っていただき、電気保安の分野において、益々ご活躍される
ことを期待しております。
　表彰式に先立つ総会におきましては、中部電気管理技術者協会の総会が滞りなく
開催されたとお聞きしております。まことにおめでとうございます。中部電気管理
技術者協会におきましては、従来から中部５県において自家用電気工作物の保守点
検、安全管理に関して、しっかりと対応していただいております。約五百名の会員
の皆様のご努力によりまして、この中部地域の電気利用における安全、安心が確保
できているものと認識しております。引き続き、佐藤会長のリーダーシップのもと、
中部地域の電気の安全にご尽力頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

　さて、最近の電力をめぐる国の政策的なことについて触れさせていただきますと、
まずもって、電力システム改革は着実に進み、電力の自由化が進んでおります。また、
FIT法の導入により、再生可能エネルギーの導入も拡大しております。しかしながら、
電気の安全に関しての重要性はいささかも変わることはございません。皆様におか
れましては、引き続き安全第一で電気設備の点検、維持にご尽力いただければと思
います。
　また、最近のトピックスとしましては、今年度からPCB使用電気工作物の管理状
況報告を年一回、各監督部の提出して頂くよう制度の見直しをしております。本年
度は第一回目の報告となりますが、現場において、PCB使用電気工作物の管理状況
を確認していただくのは、多くの場合、皆様だと思われますので、しっかりとした

 第３５回定時総会　功労者表彰式　ご来賓挨拶
経済産業省　中部近畿産業保安監督部　

部長　磯  部  　  隆  様　  
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確認と報告を是非よろしくお願いしたいと思います。

　最近の事故について振り返りますと、ご承知のとおり、関東地区で昨年、地下埋
設OFケーブルの火災による大規模停電が発生しております。これは、今までは想像
もできないような事故で、首都圏では大停電が発生しましたので大きな社会的な問
題となりました。また、福岡県の博多駅前での道路陥没により、埋設ケーブルが切
断されることで電気の供給障害なども発生しております。

　こうしたなか、社会における電気の安全な利用や安定供給に関するニーズは大き
くなり、電気管理技術者の皆様への社会からの期待は益々大きくなっているものと
思います。電気管理技術者の活動は電気の利用者からは見えにくいものではござい
ますが、電気は引き続き最も重要な社会インフラのひとつでございますので、その
安全、安心の利用のためには、常日頃からしっかりした設備の点検、維持をしてい
ただくことが最も重要なことだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　監督部としましても、皆様とともに経済、社会の維持、発展に不可欠な電気が安
全に、安心して利用できるよう努めていきたいと思っておりますので、引き続き国
の電気保安の施策へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、本日ご出席の皆様のご健勝、また中部電気管理技術者協会
の益々のご発展を祈念いたしまして、簡単ですが私の挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございます。
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　皆様　本日は大変おめでとうございます。只今ご紹介にあずかりました中部電力
　ネットワークカンパニーの百瀬と申します。いつも大変お世話になります。本日
は中部電気管理技術者協会様の第３５回定時総会がこのように盛大に開会されました
ことをまずもって心からお喜び申し上げます。また、本日ご列席の皆様方に置かれ
ましては平素から電気事業に対しまして格別なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。

　それではわたくしから一言ご挨拶申し上げます。
協会の皆様方に置かれましては長年にわたる自家用電気工作物の保安確保、電気使
用に関する啓発活動を通じて、この中部地域の産業の発展に大きく貢献されてこら
れたことに対し心より敬意を表する次第でございます。そして、本日栄えある功労
者表彰を受賞された皆様方におかれましては、今回の受賞は、とりわけ、今日まで
の真摯なご精進の賜物であると存じます。長年の電気の保安を通じ社会経済の発展
に貢献されてきたことに敬意を表しますとともに今回の受賞について改めてお祝い
を申し上げます。

　さて、電気の保安をめぐりましては、昨今の技術革新や社会的ニーズの高度化な
どによりまして、事業環境の変化が益々加速しております。太陽光発電の伸長にみ
られるように、お客様の電気の利活用に関するニーズは高度化しておりまして、電
気機器システムの多様化が顕著になってきております。　さらに、電力自由化に伴
う電力市場の変化に伴い、いわゆる新電力や総合エネルギー事業者など電気利用を
めぐるプレイヤーが増加いたしまして機械の活動にも大きく影響を与えていること
と存じます。一方で昨年度発生しました熊本地震等の自然災害では電気のライフラ
インとしての重要性が再認識され、当たり前に電気を使用できること、電気事故の
防止や安定供給に対するお客様のニーズに関心も高まっている状況かと存じます。
　このような中、貴会に求められる社会的役割は益々大きなものとなっているもの
と存じます。

 第３５回定時総会　功労者表彰式　ご来賓挨拶
中部電力株式会社　電力ネットワークカンパニー　ネットワーク営業部　

営業グループ　課長　百  瀬   弘  幸  様　  
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　さて、ここで少しお時間をいただいて弊社事業についてお話しさせて頂きます。
　皆様もご承知の通り、昨年４月から電力の小売り全面自由化が開始され、一般の御
家庭を含めた全てのお客様がどの電気事業者からでも電気を購入できるようになり
ました。この間、様々な事業者が電力小売り事業に参入され、従来にない工夫を凝
らしたサービスを展開しております。当社といたしましても本年４月のガスの自由化
を好機ととらえ、家庭用ガス販売をスタート致しました。さらに、電気のご利用に
関するお申込みや、開閉器の操作や新増設の申し込みに関するインターネット受付
の拡大や計量器の宅配サービス等、利便性にも努めておりますので是非ご利用いた
だきたくお願い申し上げます。今後とも電気の消費者のみならず、主任技術者様を
はじめとした電気の保安や利便性の向上に携って頂いている皆様に対しましても大
切なビジネスパートナーでありたいと考え、サービス向上に努めてまいる所存であ
りますのでご指導よろしくお願いいたします。さらにですね、平成３２年度には送配
電事業の法的分離が予定されております。事業環境の変化に対応していくためにも、
弊社も大きな変革を実行していかなければなりませんが、一方で電気という非常に
重要な社会インフラを担う私達に課せられた電力の安定供給という使命は変わるも
のではございません。協会の皆様方に置かれましても昼夜問わず自家用電気工作物
の管理にご尽力されていることから安定供給を支えているのはこの会場にお集まり
の皆様すべてと認識しております。
　今後とも皆様とともに全力で電気の安定供給を果たしてまいる所存でございます
ので引き続きご支援くださいますようにお願いいたします。
　最後になりましたが、皆様方の今後のご活躍と中部電気管理技術者協会様の益々
のご発展をご祈念申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでと
うございました。



― 10 ―

　只今ご紹介頂きました中部電気工事協力会連合会の松本でございます。
　本日はお招きを頂きまして誠にありがとうございます。

　本日は中部電気管理技術者協会の第３５回定時総会とともに功労者の表彰式が挙行
されましたことまことに喜ばしく心からお祝いを申し上げます。
　このたび栄えある表彰を受けられた皆様は長年にわたり電気保安業務に従事され、
献身的にご尽力された方々であり、そのご苦労に対し心から敬意を表しますととも
にお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。

　折角の機会でございますので、電気工事協力会の現状を少し紹介させていただき
ます。
　御承知のとおり、私共電気工事協力会は環境変化に対応するために新増設にかか
わる引き込み線及び取引用計器の工事を一手に受託することとし、各県協力会を株
式会社化するとともに施工体制の強化を進めてまいりました。その結果おおむね順
調に推移していると思っております。今後は平成３２年に予定されております送配電
部門の法的分離を見据え更なる組織強化に検討することにしております。なお、連
合会は従来通り任意団体として安全確保とお客様の電気保安確保を最重点にして活
動しておりますのでひき続きご指導とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

　さて、昨年４月の電力小売り自由化、本年４月からのガスの小売り自由化によりエ
ネルギー業界も競争の時代に入りました。中部電力さんにとっても私共電気工事業
界にとっても、大きな変革の時代を迎えました。しかしながら、いかなる環境変化
があったとしても電気の重要性は私が申し上げるまでもなくますます重要になって
おります。高品質な製品つくりや快適な生活とともに東海地震への備えをはじめと
する防災、防犯の面でも一層の安定供給と保安の確保が求められております。本日
表彰を受けられた皆様方もどうか今後ともご自身の健康を大切にしながら卓越した
技術と豊富な経験を持って後輩の育成に心がけていただきたいと思います。最後に
なりますが中部電気管理技術者協会のますますのご発展と本日のお集まりの皆様の
ご健勝を祈念しお祝いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございました。

第３５回定時総会　功労者表彰式　ご来賓祝辞
中部電気工事協力会連合会　

会長　松  本   高  明  様  
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　昨年、電気保安功労者として、栄誉ある経済産業大臣表彰を賜り誠に身に余る光
栄と感謝し、身の引き締まる思いです。
　これもひとえに、経済産業省をはじめ、日本電気協会、当協会事務局、会員の皆
様のおかげと感謝申し上げます。
　昨年の８月１日に東京霞が関ビルに於いて、夫婦同席で、経済産業大臣の賞状を頂
き感無量でした。記念パーティーには、当協会前会長の廣田様（現日本電気技術者
協会事務局長）も同席され話も弾みました。その後、受賞した東北電気管理技術者
協会佐藤様、東京電気管理技術者協会飯野様と共に全技連（全国電気管理技術者協
会連合会）のお招きを受け、一生忘れることのない１日を夫婦で過ごせたことを感謝
いたします。翌日は、東京都庁を見学に行ったところ、折りしも小池知事の初登庁
のファンファーレに会うことができました。
　電気に携わって約５０年、電気事故もなく元気に過ごせたことが何よりでした。私
は、３５歳の時、盤メーカー「中立電機（株）」を退職して、中部電気管理技術者協
会に入会し、電気管理技術者となりました。当時は１６０名位の任意団体で、まだ電
気管理技術者の存在も世間ではあまり知られてなく受託先を探すのが大変でした。
　電気管理技術者は、電気に近づく機会が非常に多く危険がいっぱいです。電気は、
黙って潜んでいるからです。電気の方から飛びついてくることはないですが、なぜ
か引き付けられる魅力があるようです。
　私がこれまでに経験した事例についてご参考までに紹介します。
　非常に危険な事例として、年次点検中にＳＯＧを開放して１相切れなかったことが
ありました。検電して気が付いたからよかったものの、停電作業の順番によっては、
電力会社のＰＡＳを先に切ったり、又は検電前に電力会社のＰＡＳを切って、検電して
アースフックを取付け、点検途中に第 1 柱ＳＯＧの切を確認して、アースフックを取
り付けたまま電力会社のＰＡＳを投入していたら確実に波及事故になっていた。ま
たアースフックの取り付け位置にもよりますが、ＤＳの１次まで充電され年次点検を
実施していたら感電事故が起きていたかも知れないなど、色々考えるとゾッとしま
す。その後は、点検途中に電力会社にＰＡＳを投入してもらう場合は、ＳＯＧの切を

 電気保安功労者
経済産業大臣表彰を受賞して 　

岐阜西濃支部　山  口   恵  三　  
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確認して必ずアースフックを外し、ＰＡＳを投入したあと、再検電してから再度アー
スフックを取り付けるようにしています。１相残った経験は、ＯＣＢで１回、ＳＯＧで
２回ありました。皆さんも十分注意してください。また、工場の都合によりサブ変電
所を停電させ、点検する場合、まれに主変電所からサブ変電所区分に低圧電源が引
き込まれて生きている回路がある場合があります。これも危険です。
事故を未然に防ぐことが出来た事例として、第 1 柱に取り付けられる地絡継電器付
気中遮断器（ＧＡＢ）のガイシの一部が、開路動作と同時に落下したことが３件あり
ました。これは雷等により亀裂が入っていたために開路動作の衝撃で落下したもの
で、破損のため取り替えました。また、初めて年次点検を依頼された事業場でのこ
と、電気室引き込みＤＳ１次の絶縁抵抗を測定したら、湿度が低い日にもかかわらず
１０ＭΩ以下であり、ちょっとおかしいと思い、接続を外したところＳＯＧ単体の絶縁
抵抗値が低いことが判明、ＳＯＧの底が開閉できる構造でしたので、開けたらビックリ、
水が自分にかかるくらい出てきた。事故寸前に事なきをえて改修したこと（文化会
館でしたので「公演中に停電したら大変なことになっていた。」と選任電気主任技術
者に礼を言われた。）など、色々貴重な体験をすることができました。
　また、雷による事故は、なかなか事前に対策が立てられませんが、最近ＬＡ内臓負
荷開閉器（ＳＯＧ）が登場し、確かに効果があるように思います。取り換える場合、
技術基準ではＬＡの接地抵抗値が１０Ω以下（単独接地）となっています。この為、取
り換えには接地工事が必要になり、接地工事の費用の面でＬＡ付に変更をされない場
合が多い。これが５００ＫＷ未満の高圧需要家に普及しない原因になっています。ＪＥ
ＳＣ−Ｅ２０１８「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の規程を流用して接地
抵抗値が１０Ωから３０Ωにできると接地工事費用が相当安くでき広く普及するものと
思います。これによって、少しでも雷による電気事故が少なくなることを願ってい
ます。（この規程の解釈が十分把握できませんので間違っていましたら教えてくださ
い。）
　電気工事士定期講習の講師として２７年間「電気事故例」を講義しています。これ
により少しでも電気事故が減ることを願っています。
　また、運営評議委員時代に愛知万博が開催され、水谷副会長のもと電気保安の面
で協力しようと実施計画の検討及び実施のため「愛知万博小委員会」が設置され委
員として参加できたことは、今は懐かしく思われます。開催期間中、毎日電気設備
の点検業務を会員の皆さんのご理解とご協力を得てボランティアで成し遂げられた
ことは、協会の誇りでもあります。
　最近当協会の会員の減少についてとりざたされています。今までは、段階的に
５００KW以上、１０００ＫＷ以上の事業所において電気主任技術者が選任され、経験を
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積んで電気管理技術者になる為の経験年数をクリアすることができました。現在は、
６ＫＶ受電の会社のほとんどが外部委託されているため、選任電気主任技術者が少な
く、経験を積むことが出来ない。また、定年も６５歳に延長されることになれば、ま
すます電気管理技術者になる人が少なくなります。電気管理技術者制度を維持する
ために、私個人の考えですが経験年数に代わる制度、特に若い人が電気管理技術者
になれるような実務実習制度を採り入れられたらと思います。例えば、３００KW以下
１０件、５００KW以下１０件、５００KW以上１０件、太陽光発電高圧連系設備５件の年次
点検実務を電気管理技術者（２０年以上の経験者）のもとに実務実習を行い、実施さ
せていただいた会社の社長さんの証明を付けて、電気管理技術者の資格取得申請が
できるような制度を全技連などで検討され行政に働きかけられるとよいと思います。
電気主任技術者試験合格者数を見ると以前に比べて相当多くの方が合格されていま
す。毎年５０００名位の方が電気主任技術者免状を取得され、２０年間に約１０万人位お
られることになり、電気管理技術者を希望される方も相当みえると思いますが、電
気主任技術者免状を取得されても電気主任技術者業務に携わる機会に恵まれないの
が現状のように思われます。授賞式の祝辞で、「後輩の電気技術者の育成、指導に努
めてください」とのお言葉がありました。微力ながら機会ある毎に協力したいと思
います。
　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。



― 14 ―

平成２９年度　事業計画のあらまし

１．電気安全普及啓発事業
　主な事業

（１）電気安全普及事業
① 電気保安研修会の実施

　電気事故防止のための保安意識の確保、
知識及び技術情報の修得を図る。

　
② 電気技術研修会の実施

幅広い視野にたった電気設備に関する知
識の向上等を図るため会員はもとより、会
員以外の関係者にも参加を呼びかけ、電
気技術研修会を開催する。

（２）啓発指導事業
① 電気使用安全の意識向上を図るため経済
　産業省主唱により

全国統一で行われる「電気使用安全月間」
に呼応して、受託需要家等へ「電気使用安
全月間ポスター」 を配布する。

② 電気設備の保安確保を推進するため、受託需
　要家等向けの保安教育資料として、小冊子
　「職場と電気」を作成し、会員を通じて配
　布及び関係者に説明し、啓発に努める。

電気保安研修会　前年度

  電気技術研修会　前年度

 お客様への保安教育：「職場と電気」
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２．保安技術向上事業
　主な事業

（１）研修会事業
①新入会員研修会
　新入会員にたいして、当協会の会員として必要な倫理、法令知識、技術情報、
　点検業務等の研修を実施する。
②定期的講習会
　会員の電気技術者としての資質向上を図るため、電気保安管理の基本的な事
　項、電気関係法令改正の解説、事故又はヒヤリハット事例等に基づいた再発
　防止対策、新技術又は新情報等についてテーマを選定し、支部等の小規模な
　単位で講習会を実施する。

（２）会員数の拡大等への対応
（３）支部運営事業

３．保安業務支援事業

（１）緊急時保安確保事業
（２）災害対策事業
（３）賛助会員事業
（４）保安行政等対応事業
（５）広報活動事業
（６）各種保険事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新入会員研修会（前年度）
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　平成２８年度　電気技術研修会が平成２９年２月１０日（金）１０時から１６時５０分まで、
名古屋国際会議場において、開催されました。併せて、賛助会社による展示コーナー
が設けられました。
　研修会は、会員及び一般参加者４２３名の受講者で会場はほぼ満席の状態でした。
まず、技術委員会の渡邊委員長の司会で始まり、佐藤会長の挨拶のあと、来賓挨拶
を中部近畿産業保安監督部長　磯部様より頂きました。

研修会テーマ１
○「電気事故の原因分析と安全のためのキーワード」

経済産業省　中部近畿産業保安監督部　　　　　　　　
電力安全課　課長　岩田香亜流　様

以下の内容で、講話をいただきました。
　１．電気保安規制に係る最近の動向
　２．平成２８年の電気事故（速報）
　３．最近の事故事例から
　４．安全のためのキーワード
　５．最近思うこと・・・

研修会テーマ２
○「最近の配電系統における電力品質について」

中部電力（株）電力ネットワークカンパニー　配電部　　　　　　　　
計画グループ　スタッフ副長　中村　逸人　様

以下の内容で、講話をいただきました。
　１．配電系統における力率の実態
　２．配電系統における電圧変動
　３．配電系統における高調波の推移

平成２８年度　電気保安研修会　開催
一般社団法人　中部電気管理技術者協会　  
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研修会テーマ３
○「雷害リスクと効果的な雷対策」

音羽電機工業（株）　営業本部　第二営業部　　　　　　　　
西日本営業課　課長　梶原　宣隆　様

以下の内容で、講話をいただきました。
　１．雷と雷被害
　２．避雷器の効果
　３．避雷器の選定
　４．避雷器の設置方法
　５．避雷器の保守点検
　６．その他の製品

研修会テーマ４
○「中小太陽光発電所に係る使用前自己確認結果届出制度について」

経済産業省　中部近畿産業保安監督部　　　　　　　　
電力安全課　課長補佐　鬼頭　彦治　様

使用前自己確認結果届出書の提出義務等についてお話しをいただきました。
講演会会場
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　技術資料紹介

　名古屋北支部の定期支部会にて、株式会社　ムサシインテック様をお招きし、講
演をいただきました。
　電気管理技術者の私たちは、日々、受電設備及び使用設備まわりの電路及び電気
機器などを使用している間の絶縁劣化による、事故を防ぐため、絶縁状態を掴む必
要があります。そのため、保安規程に基づき、高圧、低圧のそれぞれについて絶縁
測定、絶縁診断などを行っています。
　特に、高圧回路やケーブルの絶縁状態を診断する場合、１０００Ｖメガだけでは、測
定対象や測定時の諸条件により左右される場合があるので、高圧メガを使用して計
測することにより、正確に診断できることを実感できました。

　技術資料紹介　技術資料紹介

（株）ムサシインテック
高圧メガを用いた絶縁劣化診断について

名古屋北支部　広報委員　浦  田  道  生　  
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ご清聴いただき誠にありがとうございました
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　平成２９年度第１回の新入会員研修会が８月３０日～３１日の２日間、新入会員５名が
出席して行われました。
　電気管理技術者として必要な知識・技術の習得及び当協会員としての心得等の習
得を目的とした恒例の新入会員研修会が、この度、昨年 9 月以降の入会者を対象とし、
技術保安委員会の協力の下に協会本部会議室において以下のとおり開催されました。
　開始に当たって渡辺専務理事から「この研修において基本的な知識・技術・心構
えを再確認いただき事故防止とともに協会の一員としての自覚を身につけて頂きた
い。」と挨拶があり、二日間にわたるカリキュラムを皆さん和気あいあいとした雰囲
気の中で、熱心に受講されました。

１．日　時　　平成２９年８月３０日（水）１０時００分～１７時００分
　　平成２９年８月３１日（木）１０時００分～１５時３０分

２．会　場　　協会本部会議室

３．受講者　　５名（名古屋南３名、名古屋北１名、静岡１名）
　　【参考】名古屋南支部所属１名は、体調不良のため欠席。次回受講予定。

４．研修概要
第１日　平成２９年８月３０日（水）１０：００～

・賠償保険・受電設備保険関係の説明
・申請手引書関係の説明
・日常業務の安全についての心構え
・月次業務と日常点検のポイント
・竣工試験・年次点検について
・電気事業法・協会諸規程・倫理規程について

第２日　平成２９年８月３１日（木）１０：００～
・実務研修（保護継電器試験）
・年次点検と点検要領について
・実務研修（絶縁抵抗計・接地抵抗計の校正試験）
・受講修了証交付

　保安技術向上活動の紹介

平成２９年度第１回新入会員研修会報告
　保安技術向上活動の紹介

一般社団法人　中部電気管理技術者協会　事務局　  

研修会風景

　保安技術向上活動の紹介
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　保安技術向上活動の紹介

日　時　：　平成２９年４月１１日
場　所　：　焼津市文化会館
出席者　：　９３名（各地区会等にて、７名実施で全員終了）

今回の講習内容は、下記の３テーマで実施した。
Ⅰ．感電事故防止について

　最近、感電事故が多数発生し、そのほとんどが防ぐことのできた人的原因に
よるものと言われている。私たちは事前準備をどうすれば感電事故等を起こさ
ないようにできるか。

Ⅱ．PCBに関する取扱い方法
　ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向け、「掘り起こし調査」を促進させる為、自家用
電気工作物設置者様に適切な対応がとれるよう、我々管理技術者が適切に、対
応できるよう。

Ⅲ．年次点検不履行の「再発防止対策について」
首記の事項が、“ 再発しない ”、“ 再発させない ” よう。

　今後も、講習会を各支部単位で実施していき、安全対策・災害防止の参考とし、「災
害ゼロ」を全員で目指し、保安技術を向上し達成したいと思います。

静岡支部　第７回 定期的講習会報告

　保安技術向上活動の紹介

静岡支部　松  浦  東  平　  

　保安技術向上活動の紹介

支部講習会
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信濃の国

１. 信濃の国は十州に　境つらぬる国して
聳える山はいや高く　流るる川はいや遠し
松本伊那佐久善光寺　四つの平は肥沃の地
海こそなけれ物さわに　よろず足らわぬ事ぞなき

２. 四方に聳える山々は　御岳乗鞍駒ケ岳　…

　一番から六番まで作詞された「信濃の国」は長野県人（信州人）にとって特別な
思い入れのある歌です。遠く離れた地でこの歌を歌い、涙を流す人が沢山いるほど
です。
　かく言う自分も学校卒業以来浜松に３年、東京に８年、信州を離れて過ごしました。
　浜松に就職した時は「信州松工会」を作ろうといった動きが起こった事がありま
したし、東京を離れて帰郷することになった時には「信州松工会　東京支部」の皆
様が送別会をして下さいました。
　信州人にとって美しい山河、あふれる人情、理論へのこだわりのある県民性（原
理主義？）等が特別な思い入れを醸させているのではないかと思います。

□長野支部の組織
　七つの地区があり、支部会員数は６２名、順番で地区幹事が主導しています。
　①長野地区　　　１２名　　現　青木副会長は長野地区所属です。
　②諏訪地区　　　　５名
　③松本大町地区　　８名
　④飯田地区　　　１１名
　⑤伊那地区　　　１１名　　元　壬生副会長は伊那地区所属です。
　⑥佐久地区　　　　７名
　⑦上田地区　　　　８名
長野支部の支部長は、立候補者がいない場合は①～⑦の地区別順番制で選出してお
ります。

長野支部活動の紹介

長野支部　支部長　神  谷  泱  安　
か み や ひ ろ  や す  　

支 部 だ よ り

作曲　北  村  季  春　
す え  は る  　

作詞　浅  井       洌　
きよし 　
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　□施設見学・研修会実施状況
　　Ｈ２８年度　　安曇野市穂高有明　小水力発電所　安曇野ワイナリー
　　Ｈ２７年度　　鹿島建物総合管理（株）諏訪エネルギブランド　サントリー白州
　　　　　　　　　蒸留所
　　Ｈ２６年度　　佐久総合病院　マンズワイン小諸ワイナリー
　　Ｈ２５年度　　中部電力（株）上越火力発電所　新北信変電所
　□長野支部活動の紹介　安全大会資料の紹介
　　（本資料は平成２９年７月２６日長野支部安全大会時の資料を加除してあります）

１．絶縁耐力試験
　①  絶縁耐力試験を実施する場合、ＳＯＧ焼損事故等回避のために注意したい。
　・　Ｇ付ＰＡＳにＬＡ内蔵していても、交流耐圧なら問題なく、加圧できるケーブル
　　に直流耐圧試験する場合は、ＬＡ内蔵のＧ付ＰＡＳは切り離しておく。
　・　Ｇ付ＰＡＳにＶＴ内蔵タイプ＋ケーブル耐圧の場合、ケーブルは一括とし、試験
　　機器容量不足によるケーブルの３回分割は避ける。３回分割耐圧しか方法がない
　　場合は、VT内蔵Ｇ付ＰＡＳを完全に切り離して、ケーブルをＲＳＴ各相別に３回に
　　わけて個別にそれぞれに、印加する。
　②  VT内蔵タイプＰＡＳの場合は、ＶＴを焼損しないよう注意する。
　・　前もって耐圧時充電電流の予測をしておくことも大変重要であります。
　　　簡単に調べるなら、双興電機、ムサシ電機のカタログにケーブル亘長の充電電
　　流が、載せてあるのでこの電流値に、変圧器、高圧コンデンサ予想充電電流を加
　　えて必要な耐圧トランスを選択する。
　　　又、充電電流はＩ＝２πｆＣＶで計算できる。ケーブルの静電容量をインターネット
　　等で確認できれば、簡単に予想できる。
　・　そこでケーブル亘長が２０～３０m を越えての場合は、リアクトルを上手に使用
　　する。
　③　電圧を印加し始めてから、加圧電圧１００V又は１,０００Vで漏洩電流値を読取り、
　　その１００Vの場合は１００倍、１,０００Vの場合は１０倍値が耐圧変圧器の定格電流以
　　下であるか、確認することも必要不可欠であります。
　④　被試験機器の近くへ長谷川の高圧検電器を置くと加圧電圧の上昇に伴い断続音
　　から連続音に変化するので便利です。なお、１０,３５０Vの加圧では、特別高圧の
　　検電器による確認が正しいとのことであります。

２．地絡継電器（ＧＲ）及び、ＳＯＧ制御装置試験
　・　皆さんの試験方法をお聞きすると、ほとんどの方が、キュービクルから給電さ
　　れた電源を利用して試験をされているようです。そして活線のまま電源を試験機
　　器に取り込み試験をなされているようであります。
　・　やはり安全にＧＲ試験を実施するなら、たとえ緑色に絶縁塗料が塗布された接
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　　続クリップでも、キュービクル側の「開放禁止」のＧＲ専用ブレーカを接続に関
　　する作業の都度、入切して無電圧で実施したいものです。
　・　「開放禁止」表示は、団体での他協会の感覚で、私たち協会会員の場合は「常
　　時投入」と表示したらどうか。我々月次等一人で管理していく場合は、この表現
　　が良いのではないかと思います。
　・　協会のテキストに「Ｖａ端子を外して」の下りがあるが、Ｖｃ端子を外したほう
　　がよいタイプのＧＲもあります。又ＳＯＧ制御装置では、Ｖa、Ｖb、Ｖc の取り外
　　しは、製造メーカー毎順番があるらしく注意されたい。
　・　ＧＡＢ−ＤＧＲタイプでは、試験器ＬＢ−５，６でも正方向と逆方向の確認試験は、
　　零相電圧入力端子のＶ１.Ｖ２.Ｖ３. どれか１端子の接続電線を外すことにより動作
　　を確認することができます。この場合は活線作業となるのでそれなりの危険はあ
　　ります。
　・　私のお客様には、キュービクルと受電柱との比較的距離がある場合の対応とし
　　て、受電柱にスイッチ箱を取付けて、試験ができるようにした場所も少しござい
　　ます。
　・　ＶＴ内蔵Ｇ付ＰＡＳのＳＯＧ制御装置の試験は、初回年次点検においては、Ｔ．Ｂ
　　によるＰＡＳ連動試験を行い、停電を確認しその後表示ランプ付ハイ角ＳＷで、Ｖ
　　Ｔからの電源を入り切りができるように追加し、さらにその電流も計測できるよ
　　うに工夫をしておくと便利です。
　・　ＧＲ試験から年次点検を開始する場合の「一連の停電順序（流れ）」
　①　最初に、高圧検電器の低圧レンジにて、ＧＲのＰ1 端子の電圧確認をする。
　②　キュービクルのＧＲ電源供給ブレーカ（以後ＭＣＣＢ）の電源を開放し、ＧＲ
　　のＰ1 端子で無電圧の確認をし、ＧＲのトリップ回路の有電圧端子の電線を端子よ
　　りはずし、試験器より試験の電線コードを接続しＭＣＣＢを投入する。
　③　感度試験を開始し測定値を把握し、次に連動４００％試験電流を設定する。続い
　　て再びＭＣＣＢを開放し、ＧＲのトリップ回路に外した制御電線を接続する。
　　　（４００％ 試験電流は、ＪＩＳで慣性試験は５０msで不動作となっているのであま
　　りに動作時間が速い場合は、注意することになる。）
　④　ＭＣＣＢを投入し連動４００％試験により、開極時間の計測ができれば、さきほ
　どの低圧レンジにセットされた高圧検電器を用いてキュービクルの電圧確認を行
　う。この前にＧＡＢ（ＡＯＧ）の開放を目視しておくことが大切です。
　⑤　高圧検電器は低圧レンジにセットされているので、この高圧検電器でキュービ
　　クルの高圧母線等に近付け、音がでなければ、商用充電の電気も消滅しています。
　　　この作業を定型化して、ここから一連の停電点検にはいってまいります。

３．過電流継電器（ＯＣＲ）試験
受電点の短絡電流計算書を参考にして、配電と受電点のＯＣＲとの協調曲線図

を作成し、十分な時間差を確保するよう整定できていれば良いと思われるが、実際
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に短絡事故が起きたときに系統から自家用電気工作物を切り離してくれるかの検
証は難しい。

　・　ＣＴの銘板には過電流強度４０等とあるが、過電流定数Ｎ値は記載されていない
　　ことが多く短絡した時に、磁気飽和してＯＣＲからトリップコイルに流入する電
　　流が減少してＣＢが開放しなかった。こう言った例はあるらしい。
　・　電気使用前試験の場合、フレーム組の受電設備でのＯＣＲ試験を実施する場合
　　は、面倒でもＣＴ２次端子へ、試験電流を流したい。ＰＴＣＴ配線が、取り違えて
　　いる場合にそのまま受電すると、ＯＣＲの設定によりますが瞬時動作を致します。
　・　同じく電気使用前試験では、ＲＳＴ各端子にクリップで接続しますが、Ｓ相は、
　　接地端子にいれて試験をすれば、ＣＴのＤ種接地の確認ができる。
　・　瞬時タップの整定は受電機器の定格電流の和の１０倍程度と言われています。
　　しかし受電点が変電所からの遠近で短絡電流あるいは、遮断器（ＣＴからＯＣＲの
　　流入）の入り切りで突入電流は変化します。
　　　負荷を開放してＯＣＲの瞬時要素のタップ２０Ａを選択し、直接高圧受電しＶＣ
　　Ｂの操作ハンドルにより入り切りを数回操作し、瞬時動作の有無を確認する。
　　　（高圧コンデンサがあれば、１回毎の入り切りでその操作について５分間をあける。）
　　　もし、瞬時タップ２０ＡでＶＣＢがトリップするようであれば、瞬時整定は４０Ａ
　　程度にし、不動作であれば瞬時整定３０Ａでも良いと思います。
　　（この場合ＧＲの電源は確保しておきます。）
　・　円盤型のアナログＯＣＲは、瞬時要素を切り下げるとＶＣＢの入り切りによって、
　　無負荷時の突入ポイントが把握でき、それを上回る整定とすることも、可能であ
　　った。

４．機能接地について（関係トラブル紹介）
　　接地をすることにより機器の性能を確保する目的の接地を機能接地と言います。
　ＡＢＣＤ各種保安接地とは異なります。メーカーカタログによる高圧受電の保護継
　電器における、この機能接地の接続は、Ａ種接地の端子に接続しています。そして
　その接地は機能接地とは、記入していない。
　①　電気使用前試験において、Ｋ氏より応援依頼で、木曽路へ入りＧ付ＰＡＳ−ＤＧＲ
　　試験を実施した。
　　　単体試験では、問題なく動作しているが、総合的に試験回路を組み動作確認を
　　するも不動作であった。結果的には、受電柱、キュービクルの接地が未工事であ
　　った。
　　　これらと共にＤＧＲの機能接地も適切な値で接地されていることが必要であっ
　　た。
　②　ＤＧＲの動作に疑いをもたれた主任技術者よりの依頼で、ＧＡＢ−ＤＧＲ試験を実
　　施した。
　　　方向性地絡継電器の接続端子には、それぞれ電線が接続されていた。単体試験
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　　では、問題なく動作した。次に試験器の出力Ｅ端子を接地測定の電極棒にて大地
　　へ直接打ち込み試験したが不動作であった。
　　　調査結果は方向性地絡継電器の電流と電圧の位相判別を行う零相電圧検出コン
　　デンサ（ＶＯＣ−１Ｗ）の機器接地が、柱上で未接地であった。電圧デバイスの接
　　地端子３カ所にはそれぞれＶＣＴ４芯で結線されその一方が方向性継電器の接続端
　　子に接続され緑色はＥ端子に結線されていた。
　　　結果的には、柱上でも方向性地絡継電器側でも、機能接地用電線が大地に接続
　　されていなかった。これにより、地絡継電器の方向性機能が失われていた。

　③　私の受託でお客様の施設２回目の年次点検で、ＯＶＧＲの試験で不動作であっ
　　た。
　　　零相過電圧継電器は K２ZC−K２GV−NC、組合せの零相電圧変換器はK３P−Mで
　　　ともに（オムロン製）でありました。
　　　電気使用前試験及び、１回目の年次点検の試験データは、良好な試験結果であ
　　った。この場合、試験は人任せで、自分ではタッチしなかった。
　　　太陽電池発電所４０kW設置後、今回２回目の年次点検は、一人作業で実施した。
　　　試験器からの接続リード電線の接続は、ＯＶＧＲの各端子に接続せず、高圧母
　　線とキュービクルの接地端子間に、２１０Ｖ程度印加する方法で試験は不動作であ
　　った。
　　　零相過電圧継電器の接続端子を調べると、必要な接続端子には全て電線が接続
　　されていた。又、エポキシ円筒素子３個と零相電圧変換器のＥ端子はそれぞれに
　　接続されていたが、零相電圧変換器のＥ端子から最終的にキュービクルの接地端
　　子への接続が未接続であった。このＥ端子には、最終的に３本の電線が接続され
　　て正常に動作するようになった。改修については、工場の担当者の方にこの接続
　　をお願いし、再度試験を実施すると正常な動作を得た。

５．停電点検に気をつけたいＵＰＳ、バッテリー内蔵の電話機主装置等の話
　・　業務内容に重きをおいていない、ついでのＵＰＳは、長く停電すると、ＵＰＳ
　　本体の内蔵バッテリーが空になるので気をつけたい。

　・　バッテリー内蔵の電話機主装置も設置されていることを知らずに長時間停電点
　　検を行うと、内部メモリーが消えることがございます。ＮＴＴ保守担当の方から
　　この回避方法を聞いておくとよいと思います。この場で得たＮＴＴ保守担当者の
　　話からは、「停電前に電話主装置の本体のスイッチを開放し、通電後電話機主装
　　置本体のスイッチを閉じ復帰させる。」
　　　なお、お客様が停電時間も電話を使用したい場合で、電話機主装置のバッテリ
　　ーの残存電気量の不明な機器はＡＣ１００Vの発電機にて、電話機主装置に接続し
　　たのち本体のスイッチをＯＮすることにより、電話機主装置のバッテリー残量を
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　　気にすることなく通話ができるようになります。
　　　このことがわからず、あるお客様の年次点検で失敗を致しました。

６．屋外施設に使用される金属箱入り静止形機器のトラブル
　①  ナイター照明施設の漏電遮断器が不良になった。
　　　当初は、２２５AF/２００AT ELCB のトラブル で投入すると水銀灯が、点灯し
　　その夜は電気を使用できた。（設置後２５年以上経過したものと思われる施設です。）
　　その後も数回トラブルがあり、試験器ＬＢ−６で動作時間を測定すると、瞬時トリ
　　ップ状態であった。交換をお願いし工事後暫くは異常なく使用できたが、この分
　　岐回路で使用していた３０AF/３０AT ELCBが不良になった。取替までに現場に
　　数回足を運んだ。
　　　両方、金属箱に漏電遮断器が収納されていて、２系統ありもう一方も取替交換
　　をお願いした。
　②　金属加工の工場において、ＧＡＢ（ＡＯＧ）−ＧＲの鉄箱ＧＲの動作で何度か呼び
　　出しがあり、最終的に投入即トリップ状態に至った。手持ちＧＲ樹脂箱を仮設で
　　交換し回路を切替えて３０日程度で、工事店で新品ＧＡＢ−ＧＲを柱に乗せ変えた。
　・　①②共に、屋外で半導体を使用した機器は、太陽光に晒されその温度上昇は苛
　　酷なものであったとおもわれます。ネットで調べると「アレニウスの法則」が
　　あり、温度が１０℃下がれば、その機器寿命は２倍に伸びるとの説です。屋外で直
　　接太陽光を受けての起こるべくして起こった事故のような気がします。

７．受電設備における雷対策としての避雷器の有効性について
　・　平成９年９月９日午前８時過ぎ、駒ヶ根市の５０万Ｖ変電所から、約１ｋｍ程度の
　　距離にある中山間地域における、引込み無方向Ｇ付ＰＡＳ、設備容量１０６ｋＶＡの
　　お客様で雷害が発生、波及事故となった。付近３００ｍ程度離れた電力会社柱、　装
　　柱変圧器２台の高圧ＰＣ内蔵ヒューズ切れにより、このお客様の住宅も停電とな
　　った。　
　　　受電点の特徴としては、高圧配電線の最終端末地点からＬＡ付電力会社柱ＡＳに
　　より引込みしている点であり、記載のＡＳに被害はなかった。
　　　雷害のＰＡＳ内部は、真っ黒のススと化していた。雷のみであれば、高圧機器
　　の箱体に閃光跡が残るが、ＰＡＳ内部では、電極よりケースに閃光したエネルギ
　　ーが、発生したイオンの固まりが隣の電極に達すると瞬時に電力会社から短絡電
　　流が、０．２秒を越えてＰＡＳに流入し、ＰＡＳ内部が黒焦げとなる。したがって黒
　　焦げの原因は、電力エネルギーと思われる。

　・　こちらも同じく中山間地域にあるお客様で、標高は約６５０ｍ程度で同じ標高
　　ぐらいで、前記雷害自家用電気施設から山の峰越えに約１．５ｋｍ程度離れた公共施
　　設がありこれを受託していました。平成２８年７月３０日午後５時頃、この付近で雷



― 35 ―

　　の被害が発生した。約３０分後、緊急呼出しがあり、急ぎ現場に向かった。
　　　キュービクルの設備容量は１１０ｋＶＡで受電柱には無方向Ｇ付ＰＡＳであり、上
　　記の規模と同様の高圧受電施設である。又受電点位置も高圧配電線の最終端末に
　　近い場所約４０ｍ手前で引込みしていて、ルート最終端に装柱変圧器２台があった。
　　　異なる点は、高圧引込み柱のＰＡＳ負荷側に避雷器が装備されていることであ
　　った。
　　　現場到着と同時にＰＡＳを見上げ投入状態と、黒ススの吹き出しの有無を確認、
　　異常なし、続いてキュービクルの低圧電圧計を見てほっとした。
　　　お客様担当者より、グランドナイター施設の照明施設の点灯確認をと声かけさ
　　れた。
　　　幸いに、一括ＳＷ箱の押しボタンを操作すると水銀灯が正常に点灯した。なお、
　　施設管理棟は低圧受電でありこの時停電していた。低圧の引込み電線先の電力会
　　社柱には、変圧器２台を載せてあり、この高圧ＰＣ内蔵ヒューズが雷害により切れ
　　たようだ。
　　雷によりＰＣヒューズが切れる場合は、付近にそれなりに強い雷が発生していた
　　ようだ。この時ほど、雷に対して避雷器の有効性を意識したことはなかった。
　　（余談であるが、照明施設のＳＷ箱点灯確認の依頼は、ササ形ハンドルの挿入不具
　　合によるもので、挿入位置を正しく直して箱を開ける作業が手間取った。
　　　お客様もキー穴に鍵がうまく挿入できれば、本日の呼出しはなかったと思われ
　　る。）
　　　（このエリアのＩＫＬ−雷雨日数は約２４～３５日程度−高圧受電設備規程より。）

８．受け売りコーナー（長野支部の皆様からお聞きして、役にたち有り難かった話。）
　①  ＴＡ氏より、ＰＣの刃形へ「東芝のＢ９ＧＲＥＳＥ」をわずかに塗布すると、ＰＣ
　　開閉がなめらかになる。（時々、支部松本会場に三和電機で持ち込み販売をして
　　います。）
　②　ＹＡ氏より、ＧＡＢ（ＡＯＧ）の操作綱は、エスロンロープが適していて、太さ
　　に２種類あり、とくにＧＡＢ用は直径７ｍｍのものでよい。（色は、赤、白、緑３種
　　類あり）
　　　従来はサランロープが主であったが、エナジーサポート社のカタログによると
　　ＡＯＧの頁でオプション品として、エスロンロープが紹介されている。当事務所
　　も最近、取替時には工事店にエスロンロープ指定でお願いしている。

私からの売り
　・　キュービクルのハンドルキーに鍵を挿入して、鍵の動きの悪いハンドルは、　
　　鍵穴に、ＣＲＣ５．５６を吹き込みます、これで１～２年ほど鍵をスムーズに差込み回
　　すことが、可能になります。
　・　ＶＣＢも、最近ＣＲＣ５．５６とグリース・メイトにより、ＶＣＢ可動部に塗布する
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　　ようにしています。引き外し機構のロック部分には、油は禁物のようです。
　　　なお、東芝、富士はそれぞれにタイプの異なったグリースを推奨しています。
　・　導通ブザー、ＡＣブザーを用意しておくと、色々と役に立ちます。
　　　導通ブザーは年次点検の機器接地の確認、ＳＯＧ制御装置の単体の動作確認
　　　ＡＣブザーは回路確認、地絡継電器の単体の動作確認、特に騒音の中でのＧＲ、
　　ＳＯＧ制御装置の単体動作試験野の時は年配の者には有効です。
　・　６００A、８００A のようなフレームの大きい漏電遮断器あるいは、開閉器は専用
　　の補助開閉装置を別途に用意しています。三菱電機では「補助とって」他のメー
　　カーでも「補助ハンドル」などでございます。
　　　私達のお客様でも、数は少なくてもこれらの遮断器を操作する場合補助装置が
　　付加されていれば、容易に操作ができます。
　　　補助開閉装置がない場合の、遮断器又は開閉器の操作は難儀します。そんな時
　　に、同一形状約２０センチ程度の自在スパナを２本用意して、遮断器又は開閉器の
　　取っ手（操作ハンドル）の寸法にあわせて差し込み、開閉操作をすると容易に操
　　作ができます。ゆっくり操作することが肝要であります。　　　　

以上
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１．会社紹介
株式会社空調服（東京都板橋区舟渡、市ヶ谷透社長）は、２００４年

の空調服開発導入以来、弊社が創造した生理クーラー理論に基づく製
品の開発・製造を続けています。弊社製品「空調服」は、服の背中部
分に取り付けられた２つのファンより外気を服内部に取り込み、汗を蒸
発させることによる気化熱を利用して体温を降下させるしくみとなっ
ています。

２．生理クーラー理論とは
外気温の変化に対し、発汗して体温調節

するという人体が本来所有している機能で
す。汗を完全に蒸発することで十分な効果
を発揮します。この理論を応用し、弊社製
品「空調服」は人工的に身体と衣服の間に
身体と平行に流れるように風を送り込み、
汗の気化を促進させ、体温と体感温度を下
げる仕組みを利用しています。従来の空調
の考え方は、部屋全体など決まったスペー
スを冷却するといった考え方ですが、この生理クーラー理論は、人そ
のものに対して冷却を施すという考え方です。そのため、人が部屋を
移ってもその冷却効果は継続されます。この生理クーラー理論は、関
係学会等に広く取り上げられています。

３．使用業界並びに反応
夏季の猛暑対策、熱中症対策が急務となっている電力業界等、多く

の企業で空調服を採用いただいております。実際に使用いただいた方々
からは、首筋に風が抜けるので屋外作業では熱中症とは無縁となり、
作業に集中できるといった感想をいただいています。着用前は半信半
疑であった方も、試着後その涼しさを実感され夏の必需品となってい
ます。こういった感想が、連鎖反応で広がり近年空調服の導入件数が

夏場の作業効率ＵＰ、熱中症対策に！！

賛助会員紹介
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大幅に伸びています。
弊社は、電力工事業界では、共同研究を行った株式会社関電工様や、

今年新たなオリジナル仕様の空調服を、多くの企業様にご導入いただ
いております。また、２０１６年９月には全関東電気工事協会の推奨品と
して空調服＋ファン＋バッテリーセットが認定されました。電力業界
の熱中症対策のスタンダード製品となるよう取り組みを続けています。

４．今年発売の製品紹介
株式会社空調服では、定番の製品に加え、今年新たにＪＩS ・T・

８１１８帯電防止規格準拠の制電空調服、新たな層を狙った半袖空調服、
背中の蒸れを解消させる空調リュック、大容量バッテリーの販売を開
始しました。

「制電空調服」
半導体など精密機器工場での誤動作・静電破壊対策、塗装などの静

電気を嫌う作業に適した製品です。

「半袖空調服」
手元の風が作業に影響する方向けの製品です。ワークだけでなく、

スポーツやアウトドアなど多目的にご使
用出来る製品です。

「空調リュックCOOLPACK （実用新案取
得済）」

お持ちのリュックに装着するだけで背
中にたまった熱や湿気をファンにより排
出することで、常に快適にリュックを背
負うことができます。

「大容量バッテリー」
空調服を長時間使用したいというお客様のご要望にお応えしたバッ

テリーです。赤色ＬＥＤを採用し、屋外での視認性が向上。バッテリー
への雨水の浸入防止ＪＩＳ ＩＰＳ５（完全防水）規格準拠しています。空調
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服の連続使用時間は、風量が一番強い設定で、約８時間です。
５．まとめ

２００４年から今日まで、品質と技術を研さんして参りました。特に、
要となるファンや、空調服を流れる風量について、自社に備えた試験
設備を用いて製造のバージョンアップに努めています。「ファン付きの
作業服」は公的な検査機関がないため、「空調服」を生み出した弊社に
かせられた責任は大きいという姿勢で日々のビジネスに取り組んでい
ます。

品質や機能だけでなく素材感やデザイン性にも意識を施し、日々の暮
らし・作業がより快適になるように、これからも時代のニーズを先取
りし、安全、安心、信頼性を追求しながら製品開発をつづけていきます。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】
社　　名 ：株式会社空調服
所　在　地：東京都板橋区舟渡１丁目８番３号
設　　立 ：２００４年２月
従　業　員：１４名
事業内容：空調服並びに関連製品の販売
　　　　　・空調ヘルメット、空調ベッド
　　　　　・どこでも座・クール等
ホームページ：http：//www.９２２９.co.jp
Ｔ　Ｅ　Ｌ：０３－６２７９－８１２４
Ｆ　Ａ　Ｘ：０３－６２７９－８１３４

「ファン２個・ケーブル・バッテリーセットの
参考画像」

「空調服・参考画像」
・KU９０５５０　綿１００％
　綿薄手ワーク空調服
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愛知電力株式会社のご紹介

賛助会員紹介

・はじめに
この度、賛助会員として仲間入りさせて頂きました愛知電力株式会社・代
表の上本貴雅と申します。ご縁とは不思議なもので、ある方が遥々大阪の
電力エキスポの数あるブースの中、弊社展示を覗いてくれた事がきっか
けで今日に至り、結果的に協会の仲間入りが叶いました。袖振り合うも…
これを機に多くの会員の皆様との繋がりが広がります事を切に願うもので
す。

・電力業界の現状
　２０００年に特別高圧から開始された電力自由化は、電力の売買を目的に
設立された JPEX（一般社団法人日本卸電力取引所）開設と同じ２００５年
５月に小口需要家を含めた高圧域が自由化、昨年４月の低圧で全面自由化
となりました。資源エネルギー庁の４月まとめでは、低圧を含めた電力販
売全体に占める新電力のシェアは、昨年１２月時点で約９％、２０００年以降
の特別高圧・高圧分野は約１２％に上ります。

・会社概要
法人名
所在地
代表者
創立

事業内容
営業エリア

電話

電源構成

－
愛知電力株式会社（小売電気事業者登録番号：A０２３６）
〒４９４－０００１ 愛知県一宮市開明字新田郷８９番地
上本貴雅
２０１５年３月
代表番号：０５８６－８５－８６８７、 FAX：０５８６－８５－８８９０
営業部　部長　清水：０８０－９７３７－０１３８　主任　松本：０８０－３５８９－０１３８
電力小売業、電力仲介業、再生エネルギーに関する取引および取引仲介業
中部電力（株）管内
２０１６年末現在
FIT電気（太陽光）：３４%、常時バックアップ（中電）：２５％、
JPEX他：４１％
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　まだまだ市場は開かれた感がありますが、飛込み営業していると中部電力信奉が
根強く残り、中には中部電気保安協会を中部電力（株）（以下、中電）と混同され体
よく門前払いされる事も多々あります。
　昨年４月の全面自由化と同時に施行されたのが改正電気事業法。これにより昨年３
月末時点７９９社あった新電力といわれる「特定規模電気事業者」は、「小売電気事業
者」と呼称を変え２６６社に絞られました。しかし安堵したのも束の間、今年７月２０
日時点では４２０社と５割増となりました。

　いま新電力の足元を揺るがすのは、東京電力の契約処理など事務手続きをしてい

たグループ会社です。代理店制度や取次契約で人手を掛けずに全国で新規開拓を強
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化しており、東海地区にも戦略的な価格をもって侵攻しています。愛知電力の旧一

般電気事業者（中電）からの調達（常時バックアップ）比率は３割未満ですが、その

グループ会社は６割を占めます。つまり親会社から優位な価格で調達可能な環境にあ

り、常時バックアップ比を下げないと利益が圧迫される新電力にとり不公平な環境

である事を意味します。電気事業法第１９条の「総括原価方式」で経営が守られた旧

一般電気事業者は、「電気の使用者に対する公平の原則」に則り対応頂けているもの

と信じて止みません…。

　昨今話題に上がるのが、昨年４月に設立された（株）JERA。

　東京電力フュエル&パワー（株）と中電が折半出資し設立したグローバル・エネル

ギー企業であり、世界トップの液化天然ガスバイヤーとして日本のみならず火力発

電を担う巨大発電事業者です。中電・勝野社長の発言で「事業の安定性から長期相

対契約で電力を買ってもらいたい」とありましたが、その相手先に親会社以外の新

電力も含まれるならば、公平な電力自由化の環境が拓け、需要家にとっても新電力

にとっても明るい幕開けと言えます。

・自由化でも切換えを躊躇されている理由

　資源エネルギー庁が実施した第４回WEBアンケートでは、「切換えのメリットが不

明」「切換えが不安」「手続きが不安」が切換えを躊躇されるトップ３の理由です。ビ

ジネスフォンや携帯電話など軽やかな営業トークに素直に応じた事を後悔されてい

る方が如何に多いかを反映している結果とも言えます。

　昨年、紙面を飾った負債１６３億円で破綻した日本ロジテック協同組合の記憶も新

しい中、やはり中電を継続されるという経験則から成る判断は尊重せざるを得ませ

ん。

　しかし、電力自由化は電気事業法に守られた安心な仕組みであり、ご使用状況に

より経費削減に繋がる魅力ある仕組みである事を、電力ビジネスに携わるものとし

て広く多くの方に知って頂く事に責任を痛感するものです。
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・愛知電力の思い

　街で手をつなぎ微笑み合う親子を見かけると我が家に重ね、起業の思いを追想し

奮起する事となります。

　今も脳裏に焼き付く東日本大震災を目の当たりにし、「どんなに万全な整備が前提

とはいえ潜在的リスクがゼロといえない原子力発電に依存しない環境・仕組みを次

世代の子供たちに橋渡しすべき」との強い意志で設立しました。その為に興したの

が太陽光発電施設の施工会社・日本太陽光発電（株）。太陽光発電施設を増やしそこ

で発電された環境に優しい電力が食卓に明かりを灯し、職場から帰宅した主人を迎

え入れる。職場では優しい電力がモノづくりを支え、食材を調達したスーパーでは

冷蔵庫を冷やし、家庭でも学校でも、職場でも旅先でも「地産地消」でロスなく運

ばれる優しい電力が街を支えることを夢見る電力会社です。

　勿論太陽光では賄えない夜間の再エネ電源の調達や、強豪相手の進攻など厳しい

現実がありますが、私を含め「愛知電力の思い」に共感した仲間が営業マンとして日々

奮闘しています。

・再エネ調達量拡大と顧客満足度向上
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　昨年の太陽光FIT電源構成比は３４％に上り、今後は季節 / 天候 / 昼夜に影響され

ない太陽光以外の再生可能エネルギー源の調達が役儀と考えております。その為に

も調達額に比べ薄利と言われる中での着実な拡販と、競合相手に惑わされない適正

な利益確保が必須です。

　愛知電力は他社と差別化する為に、単に電力を供給するだけでなく、親会社との

協業で「ソリューション事業」にも注力しています。エコ照明の提案・設置、一般

電気工事、時に製造設備増設に伴う変電設備の改造工事など電気・電力のエキスパー

トでありたいと願い、ご契約頂いたお客様への良きアドバイザーとして、定期的な

訪問で提案ソリューションサイクルを廻し、顧客満足度向上に努めております。

・最後に

　経済産業省が２０３０年に向け進めるエネルギーミックス（電源構成）は、原子力が

２０～２２％と再稼働を容認する前提で示されています。廃炉や使用済み燃料の再利用

を考えると現実的な指針と言えるのでしょう。

　しかし、愛知電力はFIT電気を含めたクリーンエネルギー１００％を目指します。昨

今、安さを売りにする新電力が散見され、拡販戦略を持った提示額には敵わない事

が増えました。しかし「環境に優しい電力インフラを次世代に橋渡し」し、「事業主

様を陰ながら支え地域経済活性化に些少ながら寄与したい」との強い使命がありま

す。新電力に懐疑的な需要家でも、銀行や全幅の信頼を置く電気主任技術者のご紹

介であれば話を聞いて頂けます。「愛知電力の思い」に賛同頂けましたら是非とも需

要家の方をご紹介頂きたく存じます。

　今回、中部電気管理技術者協会の賛助会員に加われた事に意義を感じ、先ずは「愛

知電力」をお見知り置き頂き、「多くの会員の方との繋がり」と「信頼の上での互恵

関係」が築けます様に努めて参ります。

　何彼とご教示賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

以上
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功労者表彰の会員の紹介
　第３５回定時総会の席で、会長より表彰状と記念品がおくられました。

□関係行政機関等からの表彰受賞者
　［電気保安の確保にたいして顕著な功績のあった個人］（敬称略）

　・平成２８年度電気保安功労者
　　　経済産業大臣表彰受賞者　
　　　中部近畿産業保安監督部長表彰受賞者

　　　電気安全中部委員会委員長表彰受賞

　・平成２８年度電気記念日傘寿功労者表彰者受賞者
　　（一般社団法人　日本電気協会会長・中部支部会長）

□在籍者功労者表彰（敬称略）

　・在籍４０年以上　市岡　隆正

　・在籍３０年以上　石川　通年　　鈴木　　悟　　畑　　恒雄　　辻丸　正男
　　　　　　　　　白井　清孝　　壬生　善夫　　上嶋　善広
　

受　賞　お　め　で　と　う

山口　恵三
松浦　桂造
井平　紘治
石本　　朗
上村　修一
河合　十男
　
小林　　豊
板倉　由明
安藤　　充
早川　博通
竹内　久夫
藤井　正一
河村　芳男
伊藤　隆夫
松槗　基司
藤井　銃吾
小林　一雄
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　・在籍２０年以上　佐野　和尚　　井平　紘治　　山田　　明　　井上　直幸
　　　　　　　　　佐藤　周平　　井村　博明　　森本　旦生　　伊藤　成八
　　　　　　　　　中津川　均　　松井　幸平　　澤木　芳司　　末松　茂一
　　　　　　　　　島村　忠好　　福澤　和彦　　古田　正己　　服部喜代志
　　　　　　　　　桜井　雅幸

　・在籍１０年以上　山口　貴史　　伊藤　敏和　　濱田　匡彦　　上野　雅人
　　　　　　　　　 津倉　研朗　　小堀　親平　　安井　博文　　浦田　和弘
　　　　　　　　　 大河内泰吉　　春原　宗明　　森井　治夫　　板倉　由明
　　　　　　　　　 澤木　　貢

□退会功労者：感謝状［長年ご苦労さまでした］（敬称略）

　　　　　　　　　 橋本　孝雄　　斎藤　勝雄　　伊藤　重明　　梅里　晴美
　　　　　　　　　 小島　　功　　柳澤　誠則　　鈴村　　博　　小田　　修
　　　　　　　　　 市川　平和　　大森　繁樹　　藤井　重敏　　古澤　克夫
　　　　　　　　　 加藤　正之　　福田　泰平　　髙橋　康夫　　小林　運男
　　　　　　　　　 池永　明生　　関嶋　芳男　　浅野　俊雄













バイパスダイオードテスタ
FT4310

バイパスダイオードテスタFT4310

バイパスダイオードの故障検査用

新製品情報

I-Vカーブトレーサ
FT4300

I-VカーブトレーサFT4300

太陽光パネルの異常検査用

データ管理は
タブレットで可能

定価¥198,000円（税抜き）定価420,000円（税抜き）

お問い合わせは名古屋営業所まで

TEL 052-462-8011 ／ FAX 052-462-8083
詳しくはホームページで▶ HIOKI 検索

太陽光パネルの異常を
   素早く発見

昼間でも遮光せずに
   開放・短絡故障検査

ストリングで簡単検査遮光せずに検査可能

界 初世
特許出願中

日射下でも検査できる世界初の技術
昼夜問わず、いつでも太陽光パネルを遮光
せずバイパスダイオードの故障検査が可能！
＊短絡故障は昼間のみ検査できます。

一回の検査ですべて測定、
データはスマホやタブレット
へ無線転送します

※ワイヤレス通信には
　LR8515が必要です

日射量とパネル温度は
ワイヤレス通信で
リアルタイム補正演算

プロービングするだけで
ワイヤレス通信で
リアルタイム測定保存

遮光
不要

太陽光発電システム用 測定器
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：

3

空調・照明

生産設備の

制御や

外部警報

検出器

警報

取引用計器

デマンドモニタ

デマンド1デマンド2

LANエクステンダ

接点出力

(10ヵ所まで増設可能)(10ヵ所まで増設可能)

http://www.kinkei.co.jp/

電力システム事業部  : 〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
  TEL(06)6613-2591 FAX(06)6613-2592
東 京 支 社 ： 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-60-10
  TEL(03)3803-4173 FAX(03)3803-4163
仙 台 : TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福 岡 : TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168

パソコン画面例

ISO-14001
必須アイテム！

デマンドモニタ
DMX-1000-01

■LANエクステンダ(オプション）を使用した負荷制御例

デマンドモニタⅡDMX-2500-01
●メール通報　●データ保存2年分
●デマンド解析機能強化

デマンド
コントローラ

データ
ロガー

Web
サーバ

① Webサーバ内蔵！1年分の保存データをグラフ表示

② デマンド曲線、日負荷曲線、日別電力量比較が可能

③ 表計算用データのダウンロードが可能

④ LAN経由で自動負荷制御が可能(オプション)

パソコンでWeb表示！専用ソフト不要

3つの機能にメールをプラスさらに機能アップ

コスト削減への近道です！
エネルギー＋コスト管理が これ1台！
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編集後記編集後記編集後記
　毎日、暑い日が続いております。８月は、「電気使用安全月間」や盆期間中の年次点検

等でお忙しかった事と思います。

　我々広報委員も暑さに負けず読みやすく、わかりやすく、正しく伝わるような広報誌

の編集を心掛けてきました。

　皆様方のお手元に届く頃、爽やかな秋風の中で広報誌をお読みいただけることを願っ

ています。

（広報委員　名古屋南支部　木下高好）

広報委員会・スタッフ
委員長　田中　利彦　　副委員長　木村　典成

協会の窓グループ 職場と電気グループ

担　当 支部名 氏　　名 担　当 支部名 氏　　名

幹　事 静　　岡 木村　典成 幹　事 愛知尾張 落合　研二

副幹事 岐阜西濃 山口　貴史 副幹事 愛知三河 谷下沢豊文

委　員 名古屋南 髙田　哲夫 委　員 名古屋南 水野　宏一

〃 〃 長沼　哲司 〃 〃 仲　　博之

〃 〃 木下　高好 〃 名古屋北 齊藤　芳和

〃 名古屋北 浦田　道生 〃 岐阜東濃 山下　　洋

〃 三　　重 森　　正和 〃 長　　野 伊藤　成八

〃 静　　岡 松浦　東平
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