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特 集
漏電やトラッキング現象に注意！

大型設備や大きな負荷を持つ工場の電気設

備には、特別高圧で受電する特高変電所が

あります。1年に1度、電力会社からの送電を

停止し、電気設備の点検・試験・清掃などを行

ないます。エレックス極東は、高圧から特別

高圧まで念入りな清掃を実施、様々な点検

ツールを使用し、電気設備の不具合発見に

努め、設備の予防保全に役立てています。

特高変電所 定期点検

エレックスの技　⑨



feature  ar t ic les特
集 普段使われているパソコンやコピー機などの電気配線は、目に見えないところに隠してある事業所が多いかと思います。 

長年放置していれば、当然コンセントの上部に埃が蓄積します。

また、机や椅子に挟まれた状態での使用を続けると電源コードの断線が徐々に起こり発火の原因となります。

日頃の電気使用方法を今一度確認していただき、安全に電気を使用していただくようお願い致します。

漏電やトラッキング現象に注意！

漏電で最も直接的な現象に感電が挙げられます。特に家庭用や商用電
源では電流で負傷したり致死の危険もあるため、注意が必要です。絶縁
破壊に至っている機器や水を使う場所で利用し事故に遭うケースも少
なくありません。
また、電流が流れる電気回路はジュール熱で熱を帯びます。設計された
耐熱温度を超えると、発火により火災を起こす可能性があります。たこ
足配線でテーブルタップなどの先に幾つもの消費電力が大きい家電
（暖房器具や掃除機など）を接続して使うと、安価なテーブルタップや長
いケーブルは熱を帯びますので接続して使用する機器の合計消費電力
にも注意を払う必要があります。

下図にある通り、ブレーカーにも種類があります。漏電を感知

して切れる漏電ブレーカーと使い過ぎ（過負荷）によって切れる

ブレーカーとがあります。漏電ブレーカーを使用していれば、漏電

している回路の特定にも繋がります。

また、漏電火災を防ぐ為にも配線の見直しや、定期的なコンセ

ントの清掃、一部のコンセントに集中して使用するのではなく、

まびきを行い発熱を抑えることも重要です。普段何気なく使用

されている電気ですが、今一度確認していただき安全に電気を

使用してください。

感電は命を落とす危険があります。感電は命を落落とす危険があります。

20mA
筋肉の硬直が激しく呼吸も困難

引き続き流れると
死にいたる場合もある

50mA
短時間でも生命が相当に危険

100mA
致命的な障害が残る場合や
死にいたる場合もある

5mA
相当に痛い

10mA
耐えられないほどビリビリくる

そもそも漏電とは？
漏電とは、電気が回路外へ流れることで、動作不良や火災事故等を招きます。
配電線などの漏電は初期状態では気付きにくく、部位を特定することが難しいです。

❶ 絶縁体（絶縁物）の劣化や破損によるもの。

❷ 水濡れ： 水自体の電気伝導度は低いが、一般生活における水は
  多くの電解質が溶解している為、電気機器が水に浸か
  ると容易に漏電いたします。

❸ 塩　害： 送電機器に塩分が付着し、絶縁低下や腐食が原因で
  漏電いたします。

❹ アース線の誤った使用

❺ トラッキング現象※（埃の蓄積）

❻ 結露によって設計外の場所に流れ、機器の異常動作となって
 漏電いたします。

※ トラッキング現象
 コンセントとプラグのすき間にホコリが蓄積され、
 それが湿気を帯びた場合に漏電することがあります。
 経時と共に漏電部が沿面放電し炭化、
 炭化部から発火する現象をトラッキング現象と呼びます。

1mA
ビリッと感じる程度

漏電が起こる原因は？ 漏電の対策は？

入

入

入 入 入

入入 入 入

電灯 コンセント
コンセント

エアコン
エアコン

エアコン
予備電灯

警告

感電の恐れあり
カバー開けるな

安全ブレーカー漏電遮断器

1階寝室
エアコン

1階居間
コンセント

1階／2階
蛍光灯・電灯

漏電表示ボタン
漏電時にボタンが
飛び出る。
（ボタンの色は
黄色または白色）

テストボタン
押下時に漏電表示ボタン
が飛び出し、スイッチが
切れれば正常。月に1回
程度テストボタンを押下
し動作確認をして下さい。
（ボタンの色は赤色、緑色、
灰色のいずれか）



省エネ対策
vol.12待ったなし！ 企業・事業所の

寒い時期が続く中、まだまだ暖房器具は手放せません。

しかし暖房器具、特に空調機は電気代がかかってしまいます。

少しでも電気代を抑える為に、

現状を把握して、節電･省エネに取り組みましょう！

エアコンは暖房時のほうが冷房時よりも電気代がかかるということはご存知かと思います。

暖房時のほうが冷房時よりも電気代がかかってしまうのは、エアコンの仕組みと夏･冬の気温が大きく関係しています。

その為、冬場は外気温･室内温度･設定温度の差が大きいことにより、電気代がかかってしまうのです。

エアコンは室内の冷たい空気を設定温度まで温めようと稼働します。

温めようと稼働することで電気代がかかってしまうのです。

消費電力が60％程度まで低減されると言われており、コンプレッサーの制御方法の進化などにより、電気代を低く抑えることができ
ます。省エネへの意識高まりや技術向上により、より低い電気代で高い冷房・暖房能力を確保することができる高性能エアコンが、
多数販売されています。一般的に、家庭用エアコンの寿命は10～13年程度であり、8～10年も経過すれば、エアコンに故障が発生
してもおかしくない時期となりますので、新しいエアコンに買い換え、省エネ･節電を高めていきましょう。

［例：室内の設定温度を夏･冬ともに25℃と設定］

15年前に販売されたエアコンと現在のエアコンを比較してみた場合

室内温度と設定温度の差が大きい冬場のほうが電気代が高くなる傾向があります。

昔のエアコンから、新しいエアコンへ

夏：設定温度（25℃）まで室内気温を下げる場合

室温を30℃～35℃とすると、
エアコンは5℃～10℃室温を下げなければなりません。

冬：設定温度（25℃）まで室内気温を上げる場合

室温を0℃～5℃とすると、
エアコンは20℃～25℃室温を上げなければなりません。

今の空調機 今の室外機

昔の空調機 昔の室外機



電気設備管理の

実態と課題
電気設備管理の重要性が高ま

る中、法的義務に基づく管理は
もち

ろん、電気事故に対するリスク回
避や最新技術の導入による設備

の

運用が一層強く求められていま
す。ここでは電気設備管理の実

態と

課題から、最新技術を利用した合
理的な設備運用をご紹介します

。

皆様の事業所・各変電所において、重要な役割を果たしている変圧器ですが、その更新時

期をご存知でしょうか？各メーカー・企業によって推奨更新時期にバラつきがあり、明確な

更新時期が分からないのが実情です。しかも、変圧器の更新時期は運用期間、運用条件に

大きく左右されるため、定期的な診断が必要不可欠です。皆様の事業所に於かれましても、

変圧器の定期診断を行う事で、より確実な予防保全・機器更新を行う事を推奨致します。

予防保全を行う為の3つの分析

この3つの分析を定期的に実施することで、予防計画が立てられます。

変圧器の寿命・更新時期について

油入変圧器内部の異常は早期に発見して、事故を未然に防止しなければなりま
せん。変圧器の内部で局部過熱や部分放電が発生すると、その部分の絶縁材料
の種類と異常部の温度によって特有の分解ガスが発生し大部分は絶縁油中に
溶解します。これらのガスを検出、分析する事によって、運転中でも変圧器内部の
異常を早期に発見できます。

①変圧器油中ガス分析 内部の異常診断

油入変圧器内部の経年劣化を発見する有効な手段がフルフラール分析です。
油入変圧器の絶縁油中のＣＯ，ＣＯ２およびフルフラールを分析することで絶縁材料
（コイル絶縁紙等）の劣化状態を診断し、変圧器の余寿命を推定することができます。
変圧器の余寿命を具体的な数値で管理する事により、信頼性の高い更新計画を
立てる事が出来ます。

②フルフラール分析 余寿命診断

油入変圧器内部の絶縁油は熱や酸素などにより経年劣化し、性能や安全性が低
下します。具体的には抵抗率や耐圧が下がるなど機能が低下し、泥状のスラッジ
ができてしまいます。スラッジが生成されると、劣化の速度が加速度的に上昇し、
劣化→スラッジ生成→劣化と、悪循環に陥ります。定期的に絶縁油の特性試験を
行い、劣化状況の管理、場合によっては絶縁油の交換を行う必要が有ります。

③絶縁油特性試験 絶縁油の劣化診断

※油入変圧器の寿命は、平均重合度：４５０を使用限界（寿命レベル）と定義しています。

定期的にガス分析を実施していた変圧器で、突如ガス量が増大した実例です。アセチレンも検出され、内部で放電が起こっている可能性も有ります。
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様相診断② トレンド

変圧器の余寿命診断

絶縁油劣化フローチャート

油中フルフラール 平均重合度からの寿命曲線

［750kVA］

平均重合度が450を下回り、絶縁紙の劣化が著しい事が読み取れ、変圧器の交換時期が来ていることが分かります。

絶縁油が劣化していく過程です。
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トラブル110番電気設備・
電気の使い方 知らぬが故の事故から身を守る方法をご紹介

保護継電器の誤動作

エレックス極東は、この３月1日から第53期が始まりました。
1963年3月に会社設立してから丸52年。
ひとえにお客様方々の長年にわたる御支援のお陰と心より感謝御礼申し上げます。
第53期も日本の将来、電気保全業界の未来を考えて目標をかかげました。
いつになっても電気エネルギーはかかせないもの、電気保安の業務も絶える事がありません。
私共の業務には人々の生活や経済を支えるという大きな使命があります。
日本の将来は、人口が減少し電気保全に携わる技術者も足りなくなると予想されております。
新しい期も「安心、安全なサービス」の充実を目指し、そして技術者の育成にも力を注いで参ります。

３月1日から新たな拠点が3つ開設いたしました。
●エレックス極東 三重センター　●エレックス極東 北九州　●エレックス極東 鷹巣
これまで以上に、地域密着の電気保安管理を行う所存です。
お近くに業務拠点がございましたら、是非！お声掛け下さい。

また、変圧器油中ガス分析試験の普及とプラント保全に欠かせない
過電流保護協調のソフトウェア「mss」の活用にむけて、
全国のプラントのお客様への定期訪問も充実させて行きます。
技術継承の勉強会・講習会などがございましたら、お気軽に申しつけ下さい。
全国どこへでも馳せ参じます。

この電気保全に関する情報誌『ありがとう通信』
（大自然の恩恵、電気エネルギーに感謝して命名）も年3回発刊する予定です。
もし必要な情報がございましたら何なりとご用命下さい。調査して投稿させていただきます。

季節の変わり目、どうぞ 御身くれぐれもご自愛ください。

すべてのご縁に感謝して

社長・三宅 正貢の
設立から52年。
今期も「安心、安全なサービス」の充実を目指します。

保護継電器劣化要因

保護継電器が誤動作を起こし停電事故に至りました。
保護継電器は外観から異常の有無が判断出来ません。

保護継電器内部のコンデンサ容量の低下による電子部品の特
性変化、ICのエレクトロマイグレーション（アルミ配線の断線）、
過負荷・サージ電流などにより、誤動作を招いてしまいます。

更新推奨時期
一般的に製造後、15年を目処に更新をお勧め致します。更新推奨時期については「㈳日本電機工業会発行JEM TR-156 保護継
電器の保守点検指針」に記載があり、機能及び性能に対する製造業者の保障値ではなく、通常の環境下で、通常の保守・点検を
行って使用した場合に、機器構成材の老朽化などによって、新品と交換したほうが経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期
となっています。また、更新に際しては計器用変成器、変圧器等の周辺機器も同時に更新されることを推奨致します。

保護継電器
の種類

誘導型保護継電器 誘導型保護継電器 静止型保護継電器 静止型保護継電器

たかのす



0120-35-3955
エレックス極東 検索

●メンテナンス事業 ●工事事業●電気保安管理事業 ●ソフトウェア事業 ●絶縁油分析・試験事業●環境・検査事業

http://www.kyokuto.co.jp/

当社からのお知らせ

名　古　屋　本　社 〒468-0056 愛知県名古屋市天白区島田3丁目608-1
 TEL:052-804-0480 FAX:052-804-0483

九 　 州 　 支 　 社 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-23新幹線ビル1号館
 TEL:092-461-2312 FAX:092-461-2314

川崎サービスセンター 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-1-14JTB川崎ビル8F
 TEL:044-223-1138 FAX:044-222-1033

岐阜サービスセンター 〒509-7122 岐阜県恵那市武並町竹折字上新田267-29
 TEL:0573-28-2221 FAX:0573-28-2776

岡崎サービスセンター 〒444-0871 愛知県岡崎市大西2丁目15-21
 TEL:0564-65-3946 FAX:0564-65-3956

秋田ネットワークセンター 〒010-0951 秋田県秋田市山王二丁目1番53号 秋田山王21ビル6F
 TEL:018-896-6181 FAX:018-896-6184

三　重　セ　ン　タ　ー 〒514-0032 三重県津市中央2-18
 TEL:059-226-0077 FAX:059-226-0087

エレックス極東 北九州 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目14-17 五十鈴ビル新館8F
 TEL:093-513-2124 FAX:093-513-2127

エレックス極東 鷹巣 〒018-3454 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱1番地17筆

豊橋ブランチ　　三重ブランチ　　静岡ブランチ　　三ケ日ブランチ　　岐阜北ブランチ

2015年ステップアップ・安全スローガンを掲げ、
社員一丸となって安全第一で業務を遂行します。
当社では、3ヶ月毎に「交通安全」と「安全作業」のスローガンを掲げ、
朝礼やKYミーティングで唱和してます。

● 第1ステップ 停車中 気のゆるみがブレーキゆるむ 安全確認 もう一度
● 第2ステップ 交差点 前よし 右よし 左よし 無理な進入 絶対禁止！
● 第3ステップ あくびが出たら危険信号 車を停めてリフレッシュ
● 第4ステップ ５ｓ実施で事故防止 みんなでつくろう キレイな車

交通安全

安全作業

● 第1ステップ 身につけよう 指差し呼称で事故防止 みんなの努力で 無災害
● 第2ステップ 気配り 目配り 思いやり 習慣づけよう"気づく思考"
● 第3ステップ 喉の渇きを感じたら 無理せず休憩 水分補給
● 第4ステップ 作業手順 守る気持ちと注意の声 みんなが作業責任者！

3月1日から新たな拠点が3つ開設しました。
3月1日に三重県津市に［エレックス極東 三重センター］、
福岡県北九州市に［エレックス極東 北九州］、
秋田県北秋田市に［エレックス極東 鷹巣］を開設致しました。
より多くのお客様をサポートさせていただく所存です。
新設されたばかりのセンターですが、
何卒、温かいご支援ご指導を賜わりますようお願い申し上げます。

エレックス極東 三重センター エレックス極東 北九州


