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　国内最古の現役水力発電設備である中部電力株式会社・宮城（みやしろ）第一水
力発電所（長野県安曇野市）が、２０１６（平成２８）年７月、米国の水力専門誌の
出版社が選ぶ「水力発電の殿堂」に国内の発電所として初めて選ばれ、社会発展へ
の功績をたたえられました。
　宮城第一水力発電所は、１９０４（明治３７）年に安曇野地方の資本家たちが有志
で設立した安曇電気株式会社（当時）により、運転が開始されました。
　当時最先端だったドイツ製の発電機が導入されるとともに、一年を通じて水量が
豊富で勾配が急である穂高川の流れを利用して発電を行っており、当時の長野県で
は最大規模となる２５０キロワットにて運転を開始し、約２，０００戸に明かりを灯し
ました。
　現在でも年間３００万キロワット時を発電し、一般家庭約１，２００世帯分に当たる
電力を供給しています。
　一般的には、川の水に混じる砂分の影響で設備の寿命は６０～８０年とされていま
すが、発電機が丈夫であったことに加え、長年の手厚いメンテナンスによって、百
年以上経った現在でも現役で稼働し、電力の安定供給の一翼を担っています。
　なお、宮城第一水力発電所は、２００７（平成１９）年、経済産業省の「近代化産業遺産」
にも認定されています。

　発電所の概要
　　起工　　　　　／　１９０１年（明治３４年）６月
　　完工　　　　　／　１９０４年（明治３７年）９月
　　発電所名　　　／　宮城第一水力発電所
　　所在地　　　　／　長野県安曇野市穂高有明
　　許可最大出力　／　４００ｋＷ
　　最大使用水量　／　１．１１ｍ３／ｓ
　　有効落差　　　／　５０．６５ｍ

出典：中部電力株式会社（表紙写真及び表紙説明）

宮城第一水力発電所のあらまし

表　紙　説　明
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　流動的な国際情勢の中で平成２９年度がスタートしたところですが、我が国におい
ても、本年度から、ガス供給の全面自由が施行されるなど電気事業を始めとするエ
ネルギー業界にとっても重要な年になると思います。この自由化の流れは今後も続
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、社会の変化を的確に読み
取り、それに的確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。

　昨年度の電気技術研修会の挨拶でも述べましたように、我々の業務の根拠となる
電気事業法において、電気主任技術者制度が法制化されてから約半世紀が経過し、
我が国の自家用電気工作物の多くは、外部委託制度により保安が確保されていると
言っても過言ではありません。その間、いくつかの制度見直しはあったものの、基
本的には現状の保安制度が維持され、今日に至っています。これは、現行の制度が
電気保安の維持・確保に有効であるとの認識が官民ともにあることによります。こ
のような現状からすれば、今後、この制度が大きく見直されることはないと思われ
ますが、一方では社会の変化に対応した業務の見直しは常に求められていることに
留意する必要があります。

　私はおととし会長に選任され、１年半経過したところですが、最近、いままで続
いてきたこの制度が今後、例えば１０年後、どの様になっているかということを考え
ています。今後の業務環境を見てみると、予想されることとして、①人材不足にと
もなう優秀な技術者が今後も安定的に確保できるのかどうか、②新技術の導入に伴
い、効率化を追求した保安管理技術の変化、③ IT 技術の進展に伴う監視方法や通信・
連絡方法の変化などが考えられます。

　「人材確保」については、どの業界においても共通の課題でありますが、人材不足
が深刻化すれば、現行制度は立ちいかなくなると思われます。我々のような個人会

一般社団法人　中部電気管理技術者協会　  
会長　佐  藤  　  均　  

新しい年度を迎えて
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員の集まりである協会では、対応に限界があるのは当然ですが、重要なことは、個
人の立場でものを考えるのではなく、業界全体であるべき姿を考えていく必要があ
るのではないかということです。
　また、「新技術の導入」については、電気機器の状態監視技術などが今後さらに開
発が進み、導入が進んでいくものと予想されます。こういった新技術の導入は、電
気技術者に対して、これまでのような知識や経験を求めずとも保安の確保を可能と
するものであり、また、効率的な監視も可能となることから、人材不足にも対応で
きるものと期待されます。一方で、新技術の導入には機器設置などのコスト負担が
伴い、資金力がない場合には対応が困難となる場合も想定されます。
　さらに「IT 技術の活用」については、これまでの点検で得られた大量のデータベー
スをもとに機器の劣化予測、寿命予測などに活用することなどが考えられます。こ
のためには、日ごろからデータベースの蓄積を行っていかなければなりませんが、
個々の会員が個別に対応したのでは有効性が伴わないことが考えられます。

　以上の３つの観点は、私が思いつくままに挙げたものですが、個々の会員におい
ては、現場において経験する様々な思いがあるものと考えます。ただ、いずれの課
題も、協会にとって対応していくためには大きな困難が予想され、ただちに具体的
な対応方針を示すことはできませんが、会員自らも問題意識をもって日頃の業務に
努めていくことが重要であると考えます。

　さて、昨年度は、一部の会員によるコンプライアンスに関する幾つかの事案が相
次いで明らかになりました。このような事案は、電気設備を維持・管理して行く上
で大きな問題となるだけでなく、これまで培ってきた協会や会員各位の信頼を著し
く損なうこととなることは言うまでもありません。本件事案に対する協会としての
再発防止策について、産業保安監督部に対して報告をしたところですが、何よりも、
会員自らが強い使命感を持って電気保安業務を適正に実施していくことが重要であ
ると考えます。新しい年度を迎えるに当たって、繰り返しになりますが、今後も同
様な事案が発生することがないよう、会員各位におかれては、改めて、法令遵守の
徹底をお願いいたします。
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　春暖の候、（一社）中部電気管理技術者協会会員の皆様におかれましてはますます
ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、産業保安行政並びに産業保安の確
保に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　昨年度、国内では、熊本地方、鳥取県中部における大地震をはじめ、阿蘇山の噴
火や北海道・東北地域での風水害の影響による大きな被害が発生するなど、多くの
大規模自然災害に見舞われた一年となりました。また、送電用ケーブルからの出火
による東京都内での大規模な停電や、福岡市での道路陥没の影響を受けた停電やガ
ス漏れ等ライフラインの被害など、社会に大きな影響を及ぼした産業事故も発生し
ました。
　当部で所管する産業分野の昨年度の事故や災害の発生状況のうち電気関係では、
施設内で配線作業中の電気工事作業者が被災された感電死亡事故をはじめとし、落
雷の影響による広域的な停電、設備の経年劣化や保守不備により周囲を停電させた
波及事故も多く発生したことを受け、迅速な原因究明とともに再発防止の徹底を図
りました。
　これら事故や災害に対して、原因の究明や再発防止対策の検討を指導するなどの
ほか、広く関係機関や類似施設等への注意喚起や情報提供等を行って参りました。
今年度も事故や災害の未然防止に向けた取り組みをより一層強化し、特に、人命・
公衆保安に関わる事故に対しましては、迅速かつ徹底した対応に努めて参ります。
　また、中長期的には各産業での事故、災害の件数は年々低減する傾向にあります
が、これは、常日頃から保安の確保を担っておられる方々が高い保安意識を維持し
つつ着実でたゆまない努力を積み重ねてこられてきた結果であり、経済産業省とし
ましても、永年にわたりそのような活動に取り組まれた方々の栄誉を讃え表彰させ
ていただいております。昨年度は、当地域において経済産業大臣及び商務流通保安
審議官より１８名、１８事業者を、私から４２名、４０事業者を表彰させていただきま
した。今年度も保安確保に励まれている方々のご功績を顕彰させていただき、職場、
地域、業界全体で保安確保に向けたモチベーションを一層高めていきたいと考えて
おります。

新年度のご挨拶
　

中部近畿産業保安監督部長　磯  部  　  隆  様　  
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　併せて、中部地域においては特に、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震の
対策の強化をはじめ、愛知、岐阜、三重の３県に跨る国内最大のゼロメートル地帯
における台風、洪水等への対策、また北陸地域においては地震、洪水、土砂災害等
の大規模災害に対する備え、さらに山間部においては、雪害対策が重要です。当部
としても、他地域における災害対応の教訓、反省を十分に活かし、今年度も引き続
き関係機関等と緊密な連携を図りながら、中部地域における防災力のさらなる向上
に努めて参ります。
　近年、電力・ガス等の事業者においては、施設の老朽化や人材不足など多くの課
題を抱えており、一方、それらを取り巻く環境は、時代の変遷に伴い技術の進歩や
市場・国際的潮流等は常に変化しており、事業者の方々の創意工夫やイノベーショ
ンを活かした保安レベルの確保・向上が重要となっております。
　経済産業省では現在、電力やガスの事業制度の抜本的な見直しのシステム改革を
進めているところですが、それに加え、こうした変化に迅速・柔軟かつ効果的・効
率的に対応する「保安規制のスマート化」へと進化させていくため、昨年から制度
的な検討に本格的に取り組んでおり、IoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、
BD（ビッグデータ）を活用しながら、事業者における自主保安力を高めていくこと
により、保安水準の維持・向上と国際競争力の強化を同時に実現することを目指し
ていきます。
　ご承知のとおり、中部地域は我が国を代表するものづくり産業の集積地です。製
造品出荷額等は全国シェア２割を超え、近年高水準で推移しております。当地域に
おける安定した産業活動を支え、国民生活を営む上で重要な役割を果たすエネル
ギー・資源の安定供給の基盤を確保することは極めて重要であります。
　当部では、平成１７年４月の発足以来、「国民の安全の確保と環境の保全」を目標
に掲げ、「強い使命感」、「科学的・合理的な判断」、「業務執行の透明性」、「中立性・
公正性」の４つの行動規範に基づき、関係法令の厳正かつ公正な執行、事故や安全
に関する迅速かつ適切な情報提供などにより、地域の安全・安心体制の構築に努め、
地域の経済発展の下支えとなるよう職員一丸となって業務に取り組んで参りました。
　皆様におかれましては、これまでも事故や災害の防止に向け多大なご尽力をいた
だいているところですが、近年ますます高まっている「安全・安心」に対する社会
的要請を受け、さらなる産業保安の確保に対して万全を期す必要があることから、
当部としても皆様とともに地域全体の「安全・安心」に貢献できるよう、全力で取
り組んで参る所存です。
　最後になりましたが、皆様のご健勝とご発展を祈念いたしまして、新年度の挨拶
とさせていただきます。
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　電気保安意識の啓発と一層の向上を図るため、平成２８年度電気保安研修会が平成
２８年１０月１３日（木）１３時から１６時４５分まで、名古屋会場の名古屋国際会議場で、
平成２８年１０月６日（木）三重会場で、平成２８年１０月１９日（水）静岡会場で、平
成２８年１０月２５日（火）長野会場で、それぞれ開催されました。
　電気保安研修会は、まず、技術保安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、研修会が始まりました。

概要

研修会テーマ１
○「電気事故防止と電気保安規制に係る最近の動向について」

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

　　以下の内容で、講和をいただきました。
　１．電気安全に係る当面の検討課題
　　（１）電気事故の概要
　　（２）感電死傷事故を防ぐために
　　（３）太陽光発電設備に係る注意喚起
　　（４）波及事故
　　（５）事故事例
　２．電気保安規制に関する最近の動向
　　（１）太陽光発電設備における使用前自己確認制度
　　（２）電事法関係省令の改正による高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の
　　　　　早期処理促進について
　３．おわりに
　　・自己責任原則に基づく保安体制
　　　　電気主任技術者の担う責任は非常に大きく、決して他人任せにはできない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋
　　　　安全文化を構築し、組織全体で事故を防ぐ。

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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電気保安研修会　名古屋会場

講師　中部近畿産業保安監督部　電力安全課長　岩田香亜流　様
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研修会テーマ２
○「ヒューズの選定とＬＢＳ・ヒューズのメンテナンス、劣化診断

三菱電機株式会社　中部支社　機器第一部　　　　　　　　　　
電設機器課　専任　岩本尚晃　様

　１．ヒューズの選定　・ヒューズの構造・ヒューズの特性・ヒューズ選定の考え方
　　　　　　　　　　　・ヒューズ付きＬＢＳとの組み合わせについて
　２．ＬＢＳ　・ヒューズのメンテナンスと劣化診断・保守点検の種類と頻度
　　　　　　　・劣化事例・劣化診断

研修会テーマ３
○「平成２７年度賠償事故、労災事故、人身事故、火災事故及び波及事故の最近の　
　実態について」

　　　　　　　　　　一般社団法人　中部電気管理技術者協会　技術保安委員会
研修会テーマ４
○「平成２７年度高圧電気事故調査、低圧電気事故調査、
　　電気設備改修・改善調査の結果報告について」
　　　　　　　　　　　一般社団法人　中部電気管理技術者協会　技術保安委員会

研修会テーマ５
○「感電事故の防止について」
　　　　　　　　　　　一般社団法人　中部電気管理技術者協会　技術保安委員会

各会場では、担当理事による閉会の挨拶で研修会は終了しました。

　業務ご多忙のなか、受講者の皆さんは関心のあるテーマばかりで熱心に受講して
いました。当協会も事故撲滅に向けて安全作業を推進していきたいと思います。
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　改正電気事業法関係の紹介

　平成２８年１１月３０日施行の改正電気事業法施行規則によって、中小太陽光発電所
（出力５００kW以上２，０００kW未満）の設置などに際しては、使用を開始する前までに
竣工検査等を実施して電気工作物の状況の確認を実施し、結果を国に報告する制度
が始まりました。
　そのため、設置者に於かれては、改正された電気事業法施行規則などに沿い、以
下のポイントに留意して使用前自己確認結果届出書を作成いただき、当課にご提出
ください。

　【ポイント】
　１．「確認」時期について
　　　設置する中小太陽光発電所を正式に使用し始める「運転開始日」（※）まで　
　に、 竣工検査などを実施し、その発電所が技術基準に適合することを「確認」し　
　てください。
　　※運転開始日
　　　　固定価格買取制度に基づく買取り単価の適用開始日（ＦＩＴ法施行規則第１２
　　　　条に基づく「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」での「運
　　　　転開始日」）

　２．「確認」者について
　　　竣工検査全体を電気保安法人が実施する一方、外観検査の前提となる支持物
　　の強度計算書の妥当性確認はゼネコン等が担当して取り纏められた竣工図書な
　　どを「確認」 する方法でも構いません。
　　　しかしながら、「確認」については「設置する者」の役員若しくは従業員（職
　　務執行者を含む）が「自ら確認」を実施し、電気主任技術者（管理技術者を含み、
　　選任者等に限定しない）も確認する必要があります。

使用前自己確認結果届出書の提出義務について
平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ３ ０ 日　
中部近畿産業保安監督部　
電 　 力 　 安 　 全 　 課　

　改正電気事業法関係の紹介　改正電気事業法関係の紹介　改正電気事業法関係の紹介
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　３．届出者について
　　　中小太陽光発電所を設置する者（F I T 法での設備認定を受けた者）となり、
　　みなし設置者や電気保安法人などは届出者となることができません。

　４．届け出時期について
　　　連系後に実施する負荷遮断試験なども含めた全ての「確認」が完了した後、
　　設置者が「運転開始日」までに当課に届け出る必要があります（同日可ですが、
　　設置者以外の者による代理届け出は不可。窓口混雑のため、アポイント確保が
　　望ましい）。
　　　なお、郵送による届け出（※）の場合は、設置者からの届け出との峻別が可
　　能となるようにしてください（例：設置者名印刷の封筒の使用や、設置者事業
　　所エリアでの郵便局の消印など）。
　　※届け出た日は、郵便物到着日となります。

（お問合せ先）
中部近畿産業保安監督部
　電力安全課　鬼頭、石川
ＴＥＬ：０５２－９５１－２８１７　（平日９～１２時、１３～１７時）
ＦＡＸ：０５２－９５１－９８０２
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　改正電気事業法関係の紹介

経済産業省のホームページに表記が掲載されましたので、御参照下さい。

概要
１．電気事業法におけるＰＣＢ含有電気工作物
２．ＰＣＢ特別措置法の改正に伴う電気事業法の追加措置
　　・新たに、高濃度ＰＣＢ使用製品の所有事業者に、処分期間内の廃棄を義務づけ、
　　　廃棄後は、高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者として、処分期間内の処分委託を
　　　義務づけた。
　　・また、高濃度ＰＣＢ使用製品に対して、廃棄見込みの届け出等を義務づけた。
　　・電気事業法の電気工作物である高濃度ＰＣＢ使用製品については計画的処理完
　　　了期限まではＰＣＢ特別措置法の廃棄義務等の規程が適合除外であり、電気事
　　　業法で相当の措置を講ずることとなっている。
　　・このため、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の設置者に対して、以下の３つの措置
　　　を講じ、早期処理を促進する。
　　　＞ 電気設備技術基準省令による使用禁止
　　　＞ 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
　　　＞ 主任技術者内規による掘り起こし
３．ＰＣＢ含有電気工作物の施設制限
　　・ＰＣＢ含有の電気機械器具及び電線の新規の施設禁止
　　・既設の高濃度ＰＣＢ含有電気工物の告示期限後の使用禁止
　　・高濃度ＰＣＢ含有電気工物の使用禁止等に関する手続きの流れ
４．ＰＣＢ含有電気工作物に関する必要な届け出
５．高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の電気主任技術者等による有無の確認
　　・主任技術者内規の改正により、すべての事業用電気工作物について、選任さ 
　　　れている電気主任技術者に対して、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の有無の確認
　　　を、職務として誠実に行うことを義務づけ。

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理促進について                 

　改正電気事業法関係の紹介

経済産業省流通保安グループ電力安全課　  

　改正電気事業法関係の紹介
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６．早期に自家用電気工作物設置者が行うべきこと（まとめ）
　　・高濃度ＰＣＢ含有電気工物の有無の確認作業を電気主任技術者等に行わせる。
　　・保有する場合、廃棄予定時期を決め、電路から取り外すための電気工事を行う。
　　・産業保安監督部、ＪＥＳＣＯ、都道府県市等へ、必要な手続きを遅滞なく行う。
７．その他高濃度ＰＣＢ使用製品の早期処理促進

（問い合わせ先）
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課
電話番号：０３－３５０１－１７４２（電力担当）
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　保安技術向上活動の紹介

　さる１１月１７日秋晴れの下　静岡市葵区油山の中部電力株式会社駿河変電所に隣
接する油山訓練施設で、昇降柱訓練が実施されました。参加者は３２名。
　午前１１時過ぎ頃から集まり始め、実習室で用意された弁当での昼食。松井支部長
の挨拶後,始めに中部電力株式会社静岡支店電力サービス部ネットワーク営業グルー
プＭ様より、施設の案内及び利用上の注意事項が紹介された。
　続いて、浜松地区の野中氏と中遠地区の鈴木氏による机上講義後、電柱での昇降
柱訓練が行われた。

記
実施日　平成２８年１１月１７日（木）　１２：００集合
場所　　中部電力　油山訓練施設（駿河変電所隣接）
　　　　　　　　　静岡市葵区油山１６２１－１
持ち物　ヘルメット、安全靴、腰道具、安全帯、脚立
　　　　※脚立については、固定装置のついたものをお持ちの方は、
　　　　　是非お持ち下さい。
スケジュール　１２：００～１３：００　昼食
　　　　　　　１３：００～１４：００　机上講義
　　　　　　　１４：００～１４：１５　休憩
　　　　　　　１４：１５～１５：４５　６本の電柱での昇降柱訓練
　　　　　　　１５：４５～１６：００　後片づけ終了　　　（「お知らせ」より）

昇降柱訓練の実施　２０１６年１１月１７日

　保安技術向上活動の紹介

静岡支部　広報委員　木村電気保安管理事務所　木  村  典  成　  

　保安技術向上活動の紹介
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講義のなかで、鈴木氏が自身の訓練時に上司から言われたという “ １メートルの
落下でも死ぬことがある―― 一命取る ” という話が印象に残った。

訓練は事故なく終了した。

最後に、今回の訓練を準備された方々、訓練場を提供して頂いた中部電力株式会
社様に御礼申し上げます。
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　岐阜県には、岐阜西濃支部と岐阜東濃支部があります。岐阜東濃支部はＪＲ中央線
沿線の地域で組織されています。岐阜西濃支部は、ＪＲ東海道線とＪＲ高山線沿線で
組織されています。会員４８名、岐阜地域（岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞
穂市）１９人、西濃地域（大垣市、不破郡、揖斐郡）１２人、中濃地域（関市、美濃
加茂市）１４人と飛騨地域（高山市、飛騨市）３人に別れています。
　支部では、１０月に研修旅行、１月に新年会を１泊で行い親睦を深めています。ま
た新年会には来賓として株式会社岐阜県電気工事業工業組合さんに参加していただ
いています。また支部長は岐阜県電気工事業工業組合の参与として工事業工業組合
の新年会に参加しています。保安協会岐阜支店との交流も計画しています。
　今年発覚した年次点検の不履行問題を受けて、８月には岐阜地域、西濃地域、中
濃地域に別れて年次点検に関する交流会を開きました。
　交流会では下記の様な意見要望が出されました。

①年次点検実施する苦労や工夫
　・停電時間帯（深夜）や時間短縮のため作業人数を多く入れる。
　　その為、年次点検は保安管理料とは別見積もりとしてお客様にお願いしている。
　・活線中にできる試験は停電前に試験しておく。
　・停電時間を短縮するため、掃除はブロワーで行う。
　・太陽光発電設備の年次点検でＤＣ側の絶縁測定は必要か。
　　太陽光アレイは点検・測定及び試験の基準（発電所あり）を参考にして下さい。
　　（外観点検・接地抵抗測定）となっている。
　・応援者に対する報酬は、半日15,000～20,000円　1日20,000～30,000円
　　現場によってちがうし、深夜作業は五割増し。
　・年次点検を行う習慣をつける。
　　１時間でも１分でも停電するという気持ちで・・・。
　　停電時間によっては内容を変更する。（時間と試験等項目のバランス）

岐阜西濃支部の紹介

岐阜西濃支部　支部長　赤  星  守  雄　

支 部 だ よ り
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②協会・支部への要望
　・Ａ４サイズで年次点検報告書の協会統一書式を作ってほしい。
　・お客様への安全教育方法。（職場と電気を回覧してもらう）
　・電気事故時の対応・対策の相談窓口があると良い。（波及事故など）
　・今更聞けないような、継電器の試験方法や受電設備の点検方法は技術委員や支
　　部役員に相談して下さい。
　・オーナーに通達できるチラシ等（ＳＯＧ、ＶＣＢ等の交換時期とか・・）

　飛騨地域は支部長が高山まで出向き交流会を開きました。支部長の私は高齢であ
りますが、副支部長、会計は若手であります。若い人たちのエネルギーに刺激を受
けながら支部長の役割を果たしていきたい。
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１．はじめに
　株式会社Crowds（クラウズ）は、平成２８
年５月に創業したばかりの新しい会社です。
システムおよびソフト開発を主な事業とし、
特に電気保安管理にかかわるソフト開発に取
り組んでおります。
　なぜ弊社が電気保安管理に注目するのか。
それは、代表取締役が電気主任技術者の資格
を有し、電気管理技術者のもとでノウハウを
学びながら現場を経験してきたからです。
　管理技術者の仕事を見ていく中で、管理技
術者がより効率的により安心して業務に取り
組むためには、専用のシステムやソフトの開
発が急務ではないか、と考えたことが弊社創業のきっかけになりました。
　まだまだ実績が少ない弊社ではありますが、皆様のご負担を少しでも軽くでき
るように、お役に立てるようにと、日々努力してまいります。
　ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

２．事業概要
　弊社では、以下の事業を行っております。

◎システム / ソフト開発
　主に電気管理技術者専用のシステムや
ソフト開発に取り組んでおります。
　弊社は「現場の声を活かし、進化する
システム / ソフト」を開発指針としてい
ます。少しでも皆様のお役に立つシステ
ム、便利なソフトをご提供できるように、
事前のヒヤリング調査を重視し、発売後
もお客様の声をフィードバックすること

株式会社Crowds

【会社概要】
商号：株式会社Crowds
所在地：〒４３０－０９３４
静岡県浜松市中区千歳町９１－１
TEL：０９０－５８７５－７４６９
HP：http://crowds.co.jp
E-mail：info@crowds.co.jp
創業：平成２８年５月
資本金：１０００千円
代表者：代表取締役、桑原有希
取引銀行：静岡銀行

　新規加入賛助会員の紹介　新規加入賛助会員の紹介　新規加入賛助会員の紹介
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で、常にシステム / ソフトの改善と機能追加を視野に入れ、開発してまいりま
した。

　現在開発中の月次点検用デジタル管理ソフトもまた、将来のさらなる改善と
向上を考えつつ、高い汎用性と利便性を目指しております。

３．ソフト開発
■フルスケール（電気管理技術者専用の電気保安データ管理ソフト）
【概要】
　今、日本は国策として総デジタル化への道を歩んでおります。電気保安管
理もまたデジタル化と無縁ではいられません。
　実際、多くの方が各種点検データを PC で管理されているのではないでしょ
うか。しかし、現場では複写式の紙管理が長く続いており、デジタルデータ
への移行が難しい方々もまたいらっしゃいます。
　そこで電気管理技術者専用の月次点検データ管理ソフトを開発しました。
　それが「フルスケール」です。

【特徴】
　コンセプトは「変化は少なく、効
果は大きく」です。
　月次点検の数値を楽に入力でき
て、過去データを簡単に検索、速や
かにグラフ化します。
　データはクラウドに保存しますか
ら、複数のデバイスで情報を共有可
能。また、デジタルデータは紙書類
と違いコピーも楽で、大きな保存場

所を取りませんから、安全かつ低コストで管理できます。
　さらに、入力作業が面倒という方のために、オプションとして入力代行サー
ビスも準備中。現場で記入した紙書類をFaxすれば、弊社スタッフが入力作業
を代行します。もっとも面倒な初期設定と過去の紙書類のデータ移行も、オ
プションとして選択可能です。
　この２つのオプションサービスによって、現在紙で管理されている方も、
従来の作業内容を変更することなくデジタルデータ管理に移行できます。
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【今後の展望】
　現在は基本機能をより充実させるために調
整を行っているところですが、将来的にはさ
まざまな便利機能を追加していく予定でおり
ます。
　各種アラート機能・写真データの取り込み・
点数計算機能・点検終了のメール通知など、
現場でリサーチしたご要望を取り入れ新機能
を開発・追加します。そしてゆくゆくは、月
次点検だけでなくあらゆる電気保安データの管理が可能な、トータルデータ
管理ソフトを目指しています。また、技術者がパソコンを使わなくてもデー
タ管理できるサービスも提供を予定しております。
　「変化は少なく、効果は大きく」電気管理技術者の業務をフルサポートする
データ管理ソフト。それが「フルスケール」です。

　この春発売を予定しております。ご興味ございましたら、ぜひご一報下さい
ませ。

＜文責：株式会社Crowds　代表取締役　桑原有希＞
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皆様の【蓄電池総合窓口】を目指して！

１．会社紹介
　コマキ工業は、昭和５２年（１９７７年）に設立し、今年で４０周年を迎えます。
　本社は、昨年大河ドラマで一躍人気となりました真田ゆかりの地、長野県長野
市松代にあります。
　現在までの事業内容は、設備工事（配管・電気工事等）や浄化槽保守点検、し尿・
浄化槽・生活汚泥収集運搬を行っており、主に自治体からの受託事業を中心に展
開して参りました。
　しかしながら、環境負荷やエネルギー需要など様々な問題に直面している昨今
において、当社が果たすべき役割を見直し、新たなる事業として『蓄電池関連事業』
を展開し、早 8 年が経過いたしました。
　当初は蓄電池の再活性化（一般的に再生と呼ばれます）事業に始まり、蓄電池
点検業務、新品電池の販売、蓄電池関連製品の販売と展開し、現在では当社オリ
ジナルのリチウム電池の開発・販売まで手掛けるようになりました。

【会社概要】
　代　表　者：塚田　陽重
　資　本　金：２，０００万円
　従　業　員：３０名
　所　在　地：〒３８１－１２３２　長野県長野市松代町西条４０６５－３
　Ｔ　Ｅ　Ｌ：０２６－２７８－７８２２（代表）
　ホームページ：http://www.komaki-kk.jp/
　

＜工場・営業所＞
松本営業所・工場：〒３９９－００３３  長野県松本市笹賀６５３１－１８  TEL：０２６３－８８－５１９２
北陸営業所・工場：〒９２４－００２４  石川県白山市北安田町５３３  TEL：０７６－２０９－５５３９
関東営業所　　　：〒３０１－００４２  茨城県龍ヶ崎市長山６－５－９ 　TEL：０２９７－６６－５９９４

　新規加入賛助会員の紹介

コマキ工業株式会社
　新規加入賛助会員の紹介　新規加入賛助会員の紹介
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２．蓄電池関連の事業展開
①非常用電源設備の蓄電池交換工事

　皆様が常日頃保守管理されている非常用発電機や直流電源装置、UPSなどに
は、蓄電池が欠かせません（一部を除き）。
　蓄電池は本体も工事費も高く、一時的な出費としては非常に高額です。
　今の日本の電力事情では、非常用電源装置の活躍の機会はあまり無く、普段
見えないところに使うお金は非常に勿体なく感じられます。
　それでも、万が一に備えて必要な設備であるからこそ皆様の保守管理が必要
不可欠となっています。当社にお任せ頂ければ、安全且つリーズナブルにご提
案させていただきます。

②点検業務
　蓄電池の寿命は簡易的に電圧や経過年数、詳細に計測しても内部抵抗により
判定されることが多いです。これも間違いではございませんが『まだ使えるの
ではないか？』という思いをしたことがあると思います。
　また、交換が必要な電池を指摘しても施主様が理解できずそのまま設置し続
けているということもあるのではないでしょうか。
　このような問題に対してより詳細に電池の劣化判定を行う『短時間放電試験
器』による保守点検をお勧めしています。
　セルあたり０．５秒という短時間の放電を行うことで、電圧の低下・回復の推移
を測り電池の持っている能力を【容量・内部抵抗・劣化の進行度】において全
て明確化できます。
　設備を停止することもなくオンライン測定が可能ですので非常に好評頂いて
おります。
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③蓄電池販売・代替品作成販売
　普段ご使用の電池においてコスト削減やスペックアップなどにより、より効率
的に・より安く今の設備を運用できれば良いとは思いませんか？
　当社では、国内各メーカー及び海外製の優良メーカーのバッテリーを販売して
おります。
　充放電設備も保有しており、安全にご使用できるバッテリーを選んでご提案し
ております。

　また、非常誘導灯や非常照明用などに使用されているニッカド・ニッケル水素
の電池パックについても代替品を作成しております。
　コスト削減も実現できますが、特にメーカー廃番となり生産中止品となった電
池については非常に有効です。（実物をお預かりする必要がある場合がございま
す。）

④バッテリー延命化
　化学的に劣化したバッテリーに特殊な充電を行うことにより、容量回復と劣化
軽減処理を施し、再度ご使用いただくことが可能です。
　処理方法の特殊性のみならず、劣化電池の判定・処理後電池の回復度合いを見
極めることが非常に重要となります。数多くの実績を積んだ経験で安全な電池を
ご提供します。
　延命化が可能であれば大きなコスト削減が可能です。

⑤蓄電池開発
　皆様から様々なニーズをお聞きする中で、具現化できるものにチャレンジして
います。
　特にリチウムイオン電池については重点開発商品として位置付けており、この
たび、鉛蓄電池の代わりにそのまま代替できる当社オリジナルのリチウム電池を
開発いたしました。
　鉛蓄電池の設備そのままにリチウム化でき、稼働効率も格段に上がり寿命も長
い、重量が軽くなって作業性も向上するため、自動車メーカー様などに数多く採
用されており、ご好評いただいております。
　その他にも今後のニーズに合わせた商品開発を行って参り
ます。
　ご意見やご要望などございましたら是非お申し出ください。
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⑥電池関連商品の販売
　電池を搭載することでより活躍する機器は数多くございます。
　日常の生活や仕事をより効率良くするための商品、レジャーなどに大活躍す
る商品、災害発生時などの万が一に備えた商品、様々なシーンでお役に立つ商
品をご提供いたします。
　例えば携帯可能な電源、長時間点灯可能な多機能ライト、それら電池の特性
を最大限活かした商品を皆様のニーズにお応えしながら商品開発をさせていた
だきます。

３．皆様の電池の窓口を目指して
　今回、賛助会員として参加させて頂きました理由の一つとしては、皆様が蓄電
池設備並びにその設備の所有者様の最前線におられるからです。
　保守管理する皆様からの声、ユーザー様の声を身近で感じることにより、今後
の事業展開に大きなヒントを頂けると感じております。

　皆様からの忌憚のないご意見ご要望をお聞かせ頂き、
『蓄電池の相談ならば　コマキ工業』となれますよう努めて参ります。

　　【皆様の窓口】　コマキ工業株式会社　松本営業所・工場
　　　　　　　　　担当責任者：塚田　寛（つかだ　ひろし）
　　　　　　　　　連絡先：0263-88-5192

皆様からのご連絡お待ちしております。
今後とも末永くお付き合い頂きますようお願い申し上げます。

＜文責：コマキ工業株式会社　エネルギー事業部　廣松大介＞



写真 1　ホクデンＥＰ－１とパワーメッシュ
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１．はじめに
　建築物や電気設備の接地工事に要求され
る機能は、
①地絡事故および雷撃からの人命や家畜　
　の保護
②電気・通信設備および制御機能の被害防止
③機械的、熱的損傷防止や耐久性（腐食、　
　劣化）
などが挙げられる。このためには、法令や
規格・基準で要求される接地抵抗値の確保

（接地抵抗値の低減工法）と、雷撃に伴うサー
ジ電流が接地に流入しても抵抗値（サージ
インピーダンス）が上昇しない低サージイ
ンピーダンス電極が必要になる。

２．接地電極材「導電性コンクリートホクデ
　　ンＥＰ－１」について

　従来、接地低減材の規格、基準は国内外
でも制定されていなかったが、２００７年か
ら雷害防止の国際規格を審議するＩＥＣＴＣ
８１（ＷＧ１１）で検討され、２０１１年１１
月にＩＥＣ６２５６１－７として制定された。
この規格では、ろ過試験（ＥＮ規格）、硫
黄試験（ＩＳＯ規格）、抵抗率の測定（ＡＳ
ＴＭ規格）、腐食試験（ＡＳＴＭ規格）の
４項目が規定され、接地低減材の機能や
耐環境性の証明を要求している。「ホク
デンＥＰ－１」は、この新ＩＥＣに基づく試
験を実施し、規格を満足していることが
確認されている。

　　株式会社ホクデン
　新規加入賛助会員の紹介　新規加入賛助会員の紹介　新規加入賛助会員の紹介

接地電極材のご紹介
【会社概要】
≪営業品目≫
①ホクデンＥＰ－１・パワーメッシュの
　製造・販売
②接地専用埋設標識シートの販売
③キープアースの製造・販売
④電気通信用ハンドホール継手
⑤接地設計コンサルタント
　（接地調査・設計）
⑥接地工事一式
　（ＥＰ－１帯状電極工法）
　（ボーリング電極工法）
　（接地抵抗測定）　　　　他
≪所在地：本社・工場≫
〒９３０－０２７２
富山県中新川郡立山町塚越２７１－１
TEL：０７６－４６３－５６６６（代）
HP：http://www.hokuden-earth.co.jp/ 
 ≪関連会社≫
株式会社萩原ボーリング
HP：http://www.hagibor.co.jp/



図２　３電極法の電極配置

写真２　ホクデンＥＰ－１散布

図１　帯状電極標準施工図
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　また、「ホクデンＥＰ－１」は国土交通省が公共工事などにおける新技術の活用を
推進する目的で情報を一般に提供しているＮＥＩＴＳに２０１５年８月登録された。

　導電性コンクリートホクデンＥＰ－１を用
いた施工方法は下記の 2 工法がある。
①帯状電極工法
②ボーリング電極工法
　①帯状電極工法は、表層に深度０．７５m
以上、幅０．５m 程度の溝を開削し、パワー
メッシュ（銅線の金網）および裸銅線を布
設した後、その上から導電性コンクリート
ホクデンＥＰ－１を散布（写真２）し、再度
埋め戻して接地極とするものである。敷地
面積が広く、浅部の大地抵抗率が低～中程
度の場合に有効である。標準施工図を図１
に示す。

　帯状電極施工長算出においては、事前に
大地抵抗率を把握することが重要である。
ここでは、大地抵抗率の測定方法を紹介する。

大地抵抗率測定方法
【３電極法による測定】

　３電極法による測定は、図２のよう
にφ１４×１．５m の接地棒を打ち込み、
接地抵抗値を測定し大地抵抗率を算出
する方法である。棒状電極の接地計算
式は（１）式で表される。

R ＝ ρ
2πl ｌｎ4 l

d   …（１）

Ｒ ：接地抵抗（Ω）
ρ：大地抵抗率（Ω m）
 l  ：電極長（m）
ｄ：電極直径（m）



図４　ボーリング電極標準施工図

図３　接地計算機
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（１）式を変形すると、大地抵抗率は（２）式で求められる。

 ρ＝
R×2πl

ln 4 l
d

  …（２）

　ここで、φ１４×１．５m の接地棒を１本打設した場合、（２）式から大地抵抗率は
下記のようになる。

 ρ＝１．５５５ Ｒ  …（３）※
　※φ１４×１．５m が打込めた場合。
　ただし、３電極法によって求められた大地抵抗率は、
接地棒を打設した付近の浅層部の値である。後述する
帯状工法の数量算出では、（株）ホクデンＨＰで接地計
算サービスをおこなっている。（図３）また、現場で
簡易計算をするために接地計算（公式アプリ）を提供
している。

　②ボーリング電極工法はボーリングマ
シンを用いて、φ６６～１３５mm 程度の
孔を掘削し、孔内に裸銅線を挿入した
後、セメントミルク状にした導電性コン
クリートホクデンＥＰ－１を注入し、接地
極とするものである。
　敷地面積が比較的狭い場合や、浅部の
大地抵抗率が高いことにより帯状電極で
は規定の接地抵抗が取得できない場合に
適している。標準施工図を図４に示す。

　ボーリング電極施工長算出において
も、事前に大地抵抗率を把握することが
重要である。



図５　４電極法の電極配置
　　　（ウエンナー法）

写真３　測定状況写真

図６　大地抵抗率測定例（ρ－ａ曲線）
図７
大地抵抗率柱状図
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大地抵抗率測定方法【４電極法による測定】

　４電極法による測定は、図５に示すように基
準点Ｇから両側のＰ、Ｃ点を深度に合わせて移
動し測定を繰り返す方法である（写真３）。こ
の時、各電極の間隔（ａ）が探査深度（測定さ
れる大地抵抗率の深度）となる。打込む電極は
５０cm 程度のステンレス棒等で、測定器は大地
比抵抗測定器（電気探査器）を使用する。測定
値はＲ（接地抵抗値）となるため、各深度の大
地抵抗率（ρ）は下記式で算出する。
  ρ＝ 2παＲ  …（４）

　図６は、測定時に探査深
度ａ（m）と大地抵抗率（Ωm）
をプロットしたものである

（ρ－ａ曲線）。ただし、図６
はある深度（ａ）m までの
平均化された大地抵抗率で
あるため、解析をおこない
層構造を求める必要がある。
解析結果例を図７に示す。

　 図 ７ を み る と、 深 度 ０
～１．２m の大地抵抗率は６１４Ω m、深度１．２～１０．５m は１７９６Ω m、深度１０．５～
４０m までは２２９Ω m の地層が分布していることがわかる。この結果から、深度
１０．５m までの大地抵抗率が高いため、表層に埋設される電極（接地棒、銅板、帯
状電極等）では施工数量が大きくなることが予測できる。一方、深度１０．５m 以深
は大地抵抗率が低下するため、ボーリング電極が有効といえる。
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３．おわりに
　これらの工法は、一般接地工事（受変電設備工事）をはじめ、避雷設備、発変
電所接地（風力発電所やメガソーラー等の再開可能エネルギーなど）、送配電設備

（鉄塔、配電電柱など）、携帯基地局、その他設備機器などのさまざまな接地工事
に使用することができるので、参考とされたい。

　

〈参考文献〉
１）雷害対策設計ガイド：日本雷保護システム工業会（２０１６）
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一般社団法人中部電気管理技術者協会ホームページを
リニューアル

　このたび、よりわかりやすく、より使いやすいサイトを目指して、全面的にリニュー
アルしました。
　新しくなりました協会ホームページを、ぜひご利用ください。
　http://www.eme-chubu.or.jp

協会情報誌
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自家用電気工作物設置者の皆様

入会案内
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編集後記編集後記編集後記
　広報委員となり、早くも一年が経過しました。

　日頃文字とはあまり縁のない私が広報委員となり、初めは不安でしたが、広報委員の

諸先輩との意見交換や編集・校正を数回行い、２回目の発行にたどり着けました。

　今年度もまた、微力ながら協力させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

（広報委員　松浦東平）
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