
あなたの電気設備は健康ですか？ 

～24時間365日稼動の電気設備。 

 電気設備の健康状態はいかがですか？～ 
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●人間の体と電気設備は同じ！？ ● 



はじめに… 

Q．みなさまは日頃、自分自身の健康管理、 

していますか？ 

メタボリック、疲労、風邪、インフルエンザ 

などなど…。 

 

対策としては、手洗い、うがい、運動、休息、
そして予防接種などされていることでしょう。 

 

実は、電気設備は人の症状と良く似ています。 



人の症状を電気設備に置き換えると 

漏電（感電事故などに繋     
がる） 

風邪 

汚損（絶縁抵抗低下） 汚れ（汗） 

劣化（錆、パッキン劣     
化など） 

 

疲労 

外傷（導線がむき出しな
ど） 

怪我 

過負荷（過熱など） メタボリック 

電気設備の場合 人の場合 

漏電は、外傷、劣化、汚損などの原因で起こります。 



●電気設備の病気と診断方法● 



個々の診断方法 

・過負荷（メタボリック）…電流値、線の太さ 

は正常か、配線接続部など過熱は無いか確認。 

 クランプリークメーター、放射温度計 

クランプリークメーター 

による電流測定 

ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ 

による温度管理 

放射温度計による 

過熱有無確認 



個々の診断方法 

・外傷（怪我）…配線、ブレーカー、コンセント
など各部の破損などないか確認。 

ブレーカー、 

コンセント類 

破損無しヨシ！ 

各高圧機器、低圧機器、配線など 

目視点検を実施。 



個々の診断方法 

・劣化（疲労）…高圧の電気設備の更新推奨
年を台帳で管理。 

お客さまの高圧設備の台帳を作成 

この台帳による機器の更新時期などを明確化 

機器名称 定格（容量） 

メーカー、  
型式、製造年、
製造番号 設置場所 

用途 



個々の診断方法 

・汚損（汚れ（汗））…ウルトラホンで高圧設備の
微小放電の測定。 

停電点検時、絶縁抵抗測定を実施。清掃の実施。 

絶縁抵抗計による 

回路の絶縁状態の確認 

ウルトラホン(集音器)による 

微小放電の測定 



個々の診断方法 

・漏電（風邪）…クランプリークメーターで漏
電測定、絶縁監視装置により、遠隔で365

日、24時間監視。 

変圧器2次側B種線による 

漏れ電流の測定 

絶縁監視装置設置による 

漏電の監視 

ZCT 

Fomaアンテナ 

前回点検時と漏えい
電流変化無しヨシ！ 



●波及事故の防止● 



波及事故とは？ 

・人間に例えると、 

風邪を他人にうつしてしまうことです。 

自社の電気設備の事故による停電で、電力会社の
配電線も停電させてしまう重大事故です。 

原因として主に、 

   ・高圧電気設備の経年劣化 

   ・外敵によるもの（天災、小動物、ツル草など） 

 



波及事故、こんな影響が出ます 

様々な所で電気は使用されています。 

                   

外灯 信号機 

一般家庭 
工場、オフィス 学校 

病院、医院 

長時間停電となるので、社会に大きな影響を与えてしまいます。 



保護装置は最後の砦 

 これらの保護装置が動作した場合、波及事故は
防げても、お客さまの設備は停電してしまいます。 

 また、外敵（雷、小動物、ツル草など）の接触場所
などにより完全に防げるものではありません。 

波及事故防止は、高圧設備の更新、                  
外敵対策がとても重要となります。 

地絡継電器（高圧の漏電検出） 過電流継電器（高圧のショート検出） 



●外敵の危険性と対策● 



構内柱 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

電気設備に忍び寄る外敵 

電気設備の外敵 

   ・天災（雷、浸水、雪） 

   ・小動物・鳥の巣 

   ・ツル草 
天
災 

天
災 

柱上開閉器 



柱上気中開閉器 

天災（雷害）の恐怖 

雷が高圧気中開閉器の碍子に 

直撃し、破損 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内変圧器 

誘 導 雷 

誘導雷により、変圧器内部の 

巻線が焼損 

電柱上開閉器 



天災（雷害）の恐怖 対策 

避雷器を設置し、誘導雷による 

高圧機器の破損防止 

電柱上部に設置 

大地へ放電 



受電設備保証保険について 

詳しい内容については、担当技術員にお尋ね下さい。 

落雷 
水害 



構内柱 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

電気設備に忍び寄る外敵 

電気設備の外敵 

   ・天災（雷、浸水、雪） 

   ・小動物・鳥の巣 

   ・ツル草 

小
動
物 



高圧交流負荷開閉器 

充電部の露出が多い！ 

小動物の恐怖 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内にネズミが侵入し、高圧機器 

に接触し、停電事故となった 

対策前 

対策後 



構内柱 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

電気設備に忍び寄る外敵 

電気設備の外敵 

   ・天災（雷、浸水、雪） 

   ・小動物・鳥の巣 

   ・ツル草 鳥の巣 



鳥の巣の恐怖 

金属性ハンガーな
どがあれば停電と
なることも… 

巣作り防止対策ご相談下さい。 

電柱の上より撮影 

バードバリア取付後 



構内柱 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

電気設備に忍び寄る外敵 

電気設備の外敵 

   ・天災（雷、浸水、雪） 

   ・小動物・鳥の巣 

   ・ツル草 

ツル草 



ツル草の恐怖（電柱） 

数日で、 

ここまで成長するとは・・・ 

電柱の支線などツル草が巻いて
いる場合はご連絡下さい。 



構内柱 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

電気設備に忍び寄る外敵 

電気設備の外敵 

   ・天災（雷、浸水、雪） 

   ・小動物・鳥の巣 

   ・ツル草 

ツ
ル
草 



ツル草の恐怖（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） 

様々な外敵（ウイルス）対策 

につきましては、担当技術員 

にお尋ね下さい。 

ツル草対策前 

ツル草対策後 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙを開けたら 

ビックリ！！ 

幅約10mmの隙間 



●身近な電気のキケン？● 

        こんな事はありませんか？             

        ヒヤリハット事例 



こんな事はありませんか？ 

                

・電動ドリル、グライン
ダーのスイッチを入れ
た時、ビリッとくる。 

修理をお願いします。
100Vの機器にもアース
を取り付けてください。 

グラインダー 



こんな事はありませんか？ 

               

・外灯、門灯のケースに
水が溜まっている。 

発見されましたらご連絡を！ 

電気を切らずにさわると感
電の危険性が！ 

屋外灯 



こんな事はありませんか？ 

               

・棚と壁の隙間のコンセント
にホコリが堆積している。 

大掃除の時などに、コン
セントも忘れず清掃を
お願いします。 

棚と壁の隙間に… 



トラッキング現象 

コンセントを軽視しないで！  

①ホコリ＋湿気⇒微小放電発生 

②この微小放電によりコンセント部
が炭化 

③電気が流れやすくなり、その電気
により過熱 

トラッキング現象が起きるまで 

気付かない場合が多い。 

長期ご使用の電化製品は特に注意を！ 



コンセントを軽視しないで！  

トラッキング現象によりコンセントより出火。 



こんな事はありませんか？ 

                

・重量物、鋭利なものに
電線が挟まっている。 

電線の上には物を 

置かないでください。 

ショート、漏電の原因。 

電線、電話線、
LANｹｰﾌﾞﾙなど
は、踏まれると断
線してしまいます。 



蛍光灯 

こんな事はありませんか？  

蛍光灯の経年劣化により、 

安定器が焼損。 

更新推奨年は約10年。 

・最近、球を交換しても
すぐ切れるなぁ…。 

・なんだか、異音、異臭
がするなぁ…。 

蛍光灯器具の更新だけでなく、 

高効率安定器のみの更新も可能です。 



ヒヤリハット事例（その1） 

事故事例： 

 事務所の床掃除中に、床
に置かれていた電源タッ
プに、モップの水がかか
り、ショートして停電した。 

対策： 

配線などは、壁付け等 

にする。 
安全衛生情報センター資料より 



ヒヤリハット事例（その2） 

事故事例： 

 地上高4.5mのアクリル板
の看板の電灯が球切れ
したので、ほこりと雨で汚
れている管球を取替しよ
うと握ったところ、感電し
てはしごから落ちそうに
なった。 

対策： 

看板灯の電源を切ってから
作業する。 

安全衛生情報センター資料より 



ヒヤリハット事例（その3） 

事故事例： 

 分電盤内のブレーカーに
配線を接続しようとしたと
き、二次側の配線が接
続されていないにもかか
わらず、一次側のブレー
カーが「入」になっていた。 

対策： 

使用していないブレーカー 

は「切」にする。 
安全衛生情報センター資料より 



感電事故に御注意下さい。 

①電気は見えず、臭いもなく、音もなく、人間は感電
するまで気がつかない。 

②ミリアンペアの小さい電流で、大の人間が即死す
ることもある。 

③人間の体の、どの部分を電気が通ったかにより外
観はなんでもなくても致命的になる。 

④感電事故は一瞬の出来事、気がついたときにはも
う遅い。 

⑤墜落などの二次災害を惹き起こしやすい。 

⑥感電事故の起こる確立は少ないが、起こると死亡
に至る重大事故になる確立が高い。 

⑦感電事故は、７～９月に集中して発生している。 



弊協会の『 ４つの安心』 

その１ ２４時間３６５日いつでも 

     故障対応 
 

その２ 落雷、水害で高圧設備が壊れたら 

     受電設備保証保険 
 

その３ 低圧電気設備の漏電監視は 

     低圧絶縁監視システム 
 

その４ 電気のことならなんなりと 

     いつでも相談受付中 



☆ご清聴ありがとうございました☆ 


