「チェックマン」使用説明書
変圧器 ,遮 断器,開 閉器 ,コ ンデ ンサ ー,ケ ープル などのllt体 絶縁油 として多量 に使用 され
ている電気絶縁油 は、使用中 に次 第 に変 質 して有機酸が増加 し、 ス ラッジを生成 して絶縁油 と
しての性能が著 しく低下する、 いわゆる劣化現象 を起 こ します。従って絶縁油 の保守管理上、
全酸価 を測定 して劣化 の度合 を経時的に知る ことは非常 に重要 なことです。全酸価 によって絶
縁油 の良否を判定する基準は、絶縁油 の使用 される目的および用途に よって必ず しも一定 では
あ りませんが、一般的には以下 の ようになってい ます。
全酸価

判定

02以 下

良好

02超 過 〜 04未 満
04以 上

要注意
不良

全酸価 を02以 下に保 つこ とが、
変圧器 などの電気機器 の保守管理上重要なことです。
従 って、
チェックマンは JIS一

C2320(電 気絶縁油 )お よび、JIS― C2101の 15(全 酸価試験

)

を参考にして、保守管理現場で「簡単にJし か も「迅速に」/TS酸 価 を測定する ことを 目的 とし
て開発 された、絶縁油の全酸価簡易測定法です。チェックマンは既 に各社 で採用 され、非常 に
優 れた測定法 であるとの評価 を戴 いてお ります。

1.チ ェックマ ンの 内容
(D

チ ェックマ ン lB,

lB
2B

10祀

キャップ色
青 自

判定液色
主
目 青

チ ェ ックマ ン

2B(各 判定液量

20mOガ ラス瓶

)

用

販

途

全酸価 01以 下判定用
全酸価 02判 定用

売

50本 単 位
1各

(2)チ ェックマ ンスポイ ド
絶縁油を採取する際に使用 し、採取量は「赤色標線Jま で とします。

5g採 取 で きるようになって い ます。
(3)チ ェックマ ンカ ラー
判定液 (二 層分離 した上層部)の 着色度合 により絶縁油 の全酸価 を決定する際、比較
対照色 として使用 し、亥」印 してあ ります数字 は、「全酸価 の値」 を示 します。

2.チ ェックマ ンの使 用方法
(J

チェックマ ンスポイ ドで半1定 する絶縁油を 「赤色標線Jま で採取 します。

注 1)泄 縁油は室温 まで冷月lし たものをlt用 して Fさ い。
江 2)チ ェックマ ンスポイ ドはできるだけ絶縁油中に深 くさし入れないようにし 絶縁油をゆっくりと吸い上
げて採取 して ヽさい。

(2)採 取 した絶縁油 を判定液入 リガラス瓶に静かに注入 します。
注 1)ガ ラス瓶のキ ヤップは使用直前 に開けて下 さい。
注 2)絶 縁油 をガラス瓶に注入後、チ ェックマ ンスポイ ドの内壁 に付着 している絶縁油 を 3回 、半帷 液中に押
し出 して下 さい。その際 にガラス瓶 内液が飛散 しない様 静か に行って下 さい。

(3)キ ヤップをして、3〜 5秒 間激 し くガラス瓶 を振 った後、2〜 3分 問静置 します。

(4)静 置後 ガラス瓶内液が 2層 に分離 した後、上層 部 をチェックマ ンカラー と比較 して

(両

者 の透過光色で)判 定 します。

棘
甑判
̀

ェックマ ンスポイ ド

採取

振 とう 静置 ― ―――→

注入

注 1)静 置後 ガラス瓶内液が乳イヒ水態 となって 2層 に分離 しない場合は

判定

内液全体 の色 をチ ェックマ ンカ ラー

と比較 してll定 して下 さい。

3.判 定 方 法
判定 (全 酸価決定)方 法 は以下のとお りです。
チ ェ ックマ ン

lB
2B

用

チェックマ ンカラー数字 (全 酸価値 )

途

全酸価 01以 下判定用

≦001

003 004 005 006 007 008≦

全酸価 02判 定用

く010

013

015

018

020

023≦

(D 前項 の「チ ェックマ ンの使用方法」に従 って、 まずチ ェックマ ン 2Bを 使用 して絶縁油の
全酸価 を求め ます。く判定液 (上 層部)の 色 をチ ェックマ ンカラー数字 ≦010〜 023≦
の 6種 の色か ら選び、そのカラー数字が求 める全酸価 とな ります。≫

(2)全 酸価が 02以 下 の場合
その絶縁油 は「良好」 です。 (全 酸価が ≦010の 場合、必要であればチ ェックマ ン lB
を用 いて諷l定 お よび半1定 を行 い ます。)

0

全酸価が 02超 過 の場合

3‑1)全 酸価が 04未 満であれば、その絶縁油は全酸価 02超 過〜 04未 満 とな り、
「要注意Jで す。

3‑2)全 酸価が 04以 上であれば、その絶縁油は「不良Jで す。
以上の判定方法 をまとめます と、以下のよ うにな ります。
チ ェ ックマ ン

全酸価

チ ェ ックマ ン

全酸価

02以 下

半1定
良好

lB―

(01以 下 →

02超 過 ⇒
￨

注 )予 め全酸価が 01以 下 と想定 される場合には

――――――――――――→ 良好)

04未 満
04以 上

注)

要注意
不良

チェ ックマ ン lBの みを使用することがで きます。

4.注 意 事 項
(J

チェックマ ン lB,

2B (各 判定液

)

1‑1)判 定iltは キャップを開けた後直ちに使用 して下 さい。
1‑2)半 」定液は引火性ですので、使用時周囲の火気には充分注意 して下 さい。 (危 険物
第 4類

アル コール類)

1‑3)半 」定液はアルカ リ性ですので、手な ど身体へ付着 の場合 は、水洗 い して下 さい。
誤って眼に入った場合は、おだやかな水流下に よ く洗眼 したのち、医師の指示 を
うけて下 さい。

1‑4)判 定液 は光を避けて必ず室内冷暗所 に保管 して下 さい。
(2)チ ェ ックマ ンカラー

2‑1)80℃ 以上 となる様な場所お よび直射 日光を避けて保管 して下 さい。

2‑2)表 面硬度はアルミユウムと同程度ですので、取扱中の傷に対 しては充分注意して下さい。
2‑3)絶 縁油 ,判 定液お よびその他 の溶剤類等 の付着 を避けて下 さい。表面が侵 されて
透明感を失 うことがあ ります。

2‑4)着 火温度は約 400℃ で、焔 に触れると着火 します。
(3)そ の他

3‑1)判 定終了後のガラスIlt内 液は一般廃油とし、廃棄又は焼却処分 して下さい。(可 燃物
3‑2)ガ ラス瓶およびキャップは廃 棄処分 して下 さい。

)

5.そ の 他
チェックマ ン lB,

2B(各 判定液),チ ェ ックマ ンスポイ ドおよびチ ェ ックマ ンカラー

はそれぞれ別売 りとなってい ます。
油 を規定量の半量

(25g)を 入れて測定 した数値 を 2倍 にして酸価 を判定すれば颯1定 範囲

が 2倍 にな ります。
この方法で lBの 場合 o o2〜 016の 測定が可能です。2Bの 場合 02〜 046の 測定が可能です。
※「チェックマンJは 自陽物産(株 )の 登録商標です。

