一般社団法人

北海道電気管理技術者協会

流氷の中を進む観光船オーロラ
到着が遅れ、去るのが早くなっているオホーツク海の流氷。地球温暖化の影響か（網走港にて）

鱒浦海岸に立つニポポ像
アイヌの郷土玩具ニポポは
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モニュメントがたくさんあります。
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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
いたします。
昨年は、一昨年に引き続き自然災害の多い年でありました。
とりわけ、関東史上最強の暴風と言われ千葉県を中心に一般
家庭が長期間停電する被害を与えた台風15号があります。停
電した重要設備の電気主任技術者と連絡がつかず、非常用発
電機車の接続が遅れた、さらに山間部の再生エネルギー発電
所が被災したが、崖崩れのため現地確認が遅れたなどの事例も発生しました。
また、台風19号は、東日本および東北地方の広範囲に記録的な豪雨をもたらし、
多摩川や千曲川、阿武隈川といった主要河川が氾濫、堤防の決壊が発生し、多くの人
命が失われました。
平成年間は災害が多かったと言われますが、地球温暖化による気候変動のため令和
の時代に入ってもその傾向は変わらず、今後いつ大災害がやってくるか分からない未
知の領域に入ったと思われます。
私たちはこのような災害に耐えうるよう、日常からの備えが重要であると言えます。
さて、電気保安管理業界の人手不足については、昨年このページで述べたところで
す。そのピークは、団塊の世代が退職する2025年頃になります。しかし、北海道で
は既に人手不足が始まっており、大手保安法人はもとより当協会においても、お客様
から依頼にお応えできない状態が札幌を除く地方で著しくなっております。
この一年間、経済産業省は人手不足を解消するべく、「電気保安人材・技術ワーキ
ング」を立ち上げ、検討しているところです。
具体的には、
①人材をめぐる課題、②人材の増加対策、③業務のスマート化、④保安規律の確保、
⑤災害時の課題と対応を検討してきました。
それによると、①ＷＥＢサイトを開設したりＳＮＳにより、若者に対しＰＲする、
②研修制度による実務経験年数見直し、③センサー・ＩoＴ技術の導入により定期点
検から状態に応じた点検への移行、④保安管理の責任は設置者であるが、国が外部委
託者に直接指導できる制度を導入、⑤台風15号・19号の反省に基づき、セカンドオ
プションの連絡体制を確立。などが、中間報告されました。
今後は、2021年の実施に向けてさらに具体的な対策が示される予定です。
それまでの間、現在の人員でお客様の電気設備について、しっかりと安全を守って
いく所存でございますので、宜しくお願いいたします。
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電気設備のリニューアル


技術委員

佐藤

喜一

受変電設備が運用に入ると、その使用状況、環境条件、保全状況、稼動年数によりその信頼性や寿
命は大きく変わってきます。電気設備は、人の身体が老化するのと同じように劣化していきます。受変電
設備の経年による劣化は、点検・測定・試験では判断できない場合があります。電気設備の経年劣化
は、電気火災や感電・停電事故をおこす原因や、お客さま設備と周辺地域一帯の停電をまねき、復旧
までに多くの損害を与える「波及事故」の原因にもなりますので、計画的な更新をおすすめします。

今回のテーマ：高圧気中開閉器（PAS）と高圧引込ケーブル

高圧引込ケーブル

高圧気中開閉器

高圧気中開閉器と高圧引込ケーブルは左図の様に屋外に設置される事が多く、
風雨・紫外線に曝され昼夜・夏冬の温度差、鳥の糞や塩分の付着などにより物性
が低下し劣化します。劣化が進行すると絶縁破壊等による電気事故が発生し波及
事故に至る場合があります。波及事故の約７割が高圧気中開閉器と高圧引込ケー
ブルによるものです（図１）
。波及事故が発生すると機器の損壊など自社の損害だ
けでなく、近隣における信号機や医療機関が停電し、人命に関わる社会的に大き
な影響を及ぼします。また、他社工場の生産や商業活動にも大きな影響があり、中
には多大な損害賠償を請求されるケースも
あります。経年劣化で電気事故が起きる前
に計画的な更新をおすすめします。
一般に電気機器の寿命とは、使用上の安
全性や信頼性が維持できなくなるまでの期
間を指しますが、一義的に示されるもので
はなく、使用環境あるいは使用状況によっ
て大きく変化します。更新推奨時期は、この
寿命に至る前を指しますが、一般に使用上の安全性、信頼性
及び保守点検の経費等から更新することが最も有利と考えられ
る時期である必要があります。高圧設備の各機器の更新推奨時
期を表１に示します。また、各種文献における「波及事故発生
上位３機器の更新推奨時期」を表２に示します。
なお、ここで示した更新推奨時期は使用環境や使用状況が異なるためひとつの目安であり耐用年数
の目安の保証値ではありませんのでご了承願います。
表１

高圧設備の各機器の更新推奨時期 （出典：自家用電気工作物保安管理規程）

更新推奨値
（各種参考文献まとめ）

高圧
CVケーブル

15 ～ 25

高圧気中
高圧交流負荷
高圧真空
開閉器（PAS） 開閉器
（LBS） 遮断器
（VCB）

10 ～ 20

15 ～ 25

20 ～ 25

単位：年

変圧器

高圧進相
コンデンサ

その他
高圧機器

20 ～ 30

15 ～ 25

10 ～ 30

表２ 各種文献における
「波及事故発生上位３機器の更新推奨時期」（出典：自家用電気工作物保安管理規程）
 単位：年
高圧
CVケーブル

日本電機工業会更新推奨時期「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書
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（電線工業会調べ）
（平成元年９月）より
電気学会
（ユーザーアンケート）更新考慮時期「工場電気設備の寿命とメンテナンス
15
に関するアンケート調査報告」
（昭和58年11月）より
電気学会
（ユーザーアンケート）寿命「工場電気設備の寿命とメンテナンスに関する
24
アンケート調査報告」
（昭和58年11月）より

高圧気中
高圧交流負荷
開閉器
（PAS） 開閉器（LBS）

10

15

15

15

25

25
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『高圧気中開閉器』事故事例

その１

①PAS（2007年製）の一次側リード線被覆損傷箇所より水が浸入し、地絡したものと推定されます。

PAS一次側ブッシングに入った“ひび”が徐々に拡大して破損していました。
②PASは、更新推奨期間（10年）を過ぎていました。

『高圧気中開閉器』事故事例

その２

①PAS（2007年製）内部への水分侵入により、絶縁抵抗が低下し絶縁破壊に至り波及事故に至りま
した。
②メーカー調査の結果、PAS上下ケースのつなぎ目が経年劣化し、そこから水が浸入して短絡したも
のと推定されました。

『高圧引込ケーブル』劣化事例

その１【接続不良】
ケーブルと電線の接続部が“くの字”になっています。
放置すると電線とケーブルの接続が外れ、断線（欠相）事
故に至ります。原因は接続部の施工不良ですが、施工当
初は正常な姿だったものが経年で接続部から電線が抜け
てきて“くの字”になったものです。この事例は発見が
早かったので確認することができました。
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『高圧引込ケーブル』劣化事例

その２【トラッキング現象】

劣化初期状態

劣化進行後の地絡事故ケーブル

トラッキング現象※１の劣化事例です。
ケーブル表面を漏れ電流が流れ表面に導電路を形成しています。
左図は劣化の初期状態です。この時期であればテーピング処理、端末部更新で延命が図られます。
右図は劣化が進行し地絡事故に至った例です。ケーブル全部を更新しました。
※１ ト
 ラッキング現象とは、家庭のコンセントと電源プラグの間にも起こり、火災の原因にもなる恐ろしい現象です。
ケ
 ーブルの接続部のテープ巻き部分の絶縁が低下すると表面の塩分、じんあいによる汚損により電流が漏れて
表面上の沿面方向に電気の通り道を形成する現象です。沿面方向の絶縁性能を低下させます。この電気の通
り道に電気が流れ又は放電が発生すると熱が発生し、絶縁物が浸食されます。放置すると電気事故に至る事
がありますので、早期発見、早期処置が望まれます。

『高圧引込ケーブル』劣化事例

その３【シュリンクバック現象】
シュリンクバック現象※２が発生しケーブル
を更新した事例です。ケーブルシースが
収縮し端末部と離れてケーブル内部に水
分が入り腐食しています。
※２

シュリンクバック現象

ケーブルは、導体、絶縁体及び遮蔽テープ
等をケーブルシース（外被）で被覆して構
成 さ れ て い ま す。 シ ュ リ ン ク バ ッ ク と は
ケーブル製造時の残留応力とケーブル内の
発熱や外気の変化によってケーブルシース
（外被）が収縮してケーブル内部が露出する
現象です。シュリンクバックが起きると、
露出した部分からケーブル内部に湿気や水
分が入り込むことでケーブルが劣化し、電
気的性能が低下するといった問題が生じます。これも放置すると電気事故に至る事がありますので、早期発見、早期
処置が望まれます。
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事業場
探訪その

小野水産

株式会社

☆事業場名：小野水産
〒098-1941 紋別郡興部町字沙留73-３
TEL 0158-83-2016

オホーツク海の豊富なプランクトンを含むホタテを
天日干し、旨味たっぷりの干し貝柱を生産しています。
そんな中、水産加工品以外の工場の省エネルギーの実施、
再生可能エネルギーを運用し、地域の発展と雇用環境の
充実を図り、未来を見据えた事業を展開しています。
代表取締役 小野 優太 社長は、平成22年に５代目とし
て就任し、水産事業・太陽光発電事業等の２社の代表を
務めています。

電力使用をデマンド監視にて乾燥設備を制御し基本料金の削減実施（120kWから60kW）

太陽光発電事業
500kW×２
1,000kW×１
43kW×１
計

４施設

例：赤外線カメラ搭載のドローンを使用したパネルの点検状況
電気管理技術者からの一言
（北見支部

山本

義人）

海水を使用する設備ですが、生産性向上のために電気設備の改修等に配慮して頂いており、操業中は設備
トラブルも少なくたいへん良い事業所です。
設備容量：計160kVA
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電灯10kVA

動力150kVA

ぷらり道の駅 「なかさつない」
帯広支部



藤本

芳弘

平成８年８月５日
（月）
に登録された道内36番
目の道の駅。国道236号線と道道清水大樹線の
分 岐 点 に 位 置 し て い る 交 通 の 要 所。 と か ち
帯広空港に近く、中札内美術村、六花の森、
十勝フロマージュ、花畑牧場等、南十勝観光の
入口となっています。
駐車場周辺には、農業や観光を紹介するイン
フォメーション施設
「カントリープラザ」
、豆資料館
（ビーンズ邸）
、昔の衣服やおもちゃの展示があ
る
「開拓記念館」
。併設施設として特産物販売所
「花水山」
、テイクアウトコーナーが設けられて
おり、花苗や野菜などが販売され、また、地場の
食材を使った料理、軽食やデザートなどを味わ
うことができます。

豆資料館（ビーンズ邸）

道の駅

開拓記念館

「なかさつない」
６

電気の保安管理は
でんきくん
かんりちゃん

当協会員が
お手伝いします!!
NET
WORK
札幌
支部

小樽
支部

旭川
支部

〒078‑8211
旭川市1条通23丁目111番地25
館脇ビル２Ｆ

〒090‑0831
北見市西富町１丁目３番５号

北見
支部

TEL（0166）74-6435
FAX（0166）74-6447

TEL（0157）25-3162
FAX（0157）33-1250

〒060‑0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内

釧路
支部

TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965

〒085‑0026
釧路市寿１丁目４番14号

TEL（0154）24-8668
FAX（0154）22-6620

〒047‑0046
小樽市赤岩１丁目24番30号

TEL（0134）23-4816
FAX（0134）23-4816

〒080‑2475
帯広市西25条南３丁目45番地４

帯広
支部

TEL（0155）37-5380
FAX（0155）37-5380

函館
支部

苫小牧
支部

〒040‑0084
函館市大川町14番11号

TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

室蘭
支部
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〒053‑0042
苫小牧市三光町５丁目12番９号

TEL（0144）84-1044
FAX（0144）84-1044

〒059‑0028
登別市富岸町２丁目30番８号

TEL（0143）43-3048
FAX（0143）87-3818

北海道電気管理技術者協会

本部事務局／〒060‑0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館

TEL（011）596-8312 FAX
（011）596-8313

メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ホームページ http://www.denkikanri-hokkaido.jp

編集
後記

今年も気候の変動が激しく、「電気波及事故」
の原因ともなりえる暴風雪警報・波浪警報によ
る停電注意喚起が出されています。
お客様の電気設備の更新をおすすめすること
による、安全・確実な点検等行ない無事故を目
指していきたい。（千葉）
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