
ユーティリティ産業向け
個人用防護ソリューション

ユーティリティ産業



大切なあの人のもとに
安全に帰るために
デュポンは、世界中のユーティリティ産業で働く 
作業従事者や電気技術者の皆さまへ、革新的な 
防護ソリューションと技術サポートを提供し続け
ます。

世界中の現場で働く人々の安全を守ることは 当
社の使命です。デュポンは、当社の製品とイノベ
ーションを通じて、ユーティリティ産業で活躍する
皆さまとの信頼を築いてまいりました。

当社は、業界をリードする幅広い品揃えを誇る
個人用保護具(PPE)の専門家およびソリューショ
ン、ならびに技術のプロフェッショナル、そしてグ
ローバルの製造ネットワークを備えております。

デュポンは、作業従事者の皆さまへ当社の 
自信と共に安全をお届けいたします。



*電気アーク防護における

高いATPVやEbtに対応するための

ノーメックス®複層レイヤリングシステムの情報は、 
dpp.dupont.comにアクセスしてご入手ください。

当社のブランド

ノーメックス®
デュポン™ノーメックス®は、熱と炎および 

電気アークフラッシュからの防護を世界基準に準
拠した性能と共に提供いたします。*

ケブラー®
デュポン™ケブラー®製の手袋は、  

耐切創性と共に耐熱性と難燃性、そして  
電気アークフラッシュからの防護にも  

対応するさまざまな特徴を兼ね備えます。

タイベック®
デュポン™タイベック®防護服は、  

1.0ミクロンまでの細かい粒子に対する  
固有のバリアとともに、保護、耐久性、  

快適さの理想的なバランスを提供します。

タイケム®
デュポン™タイケム®防護服は、 

圧力下の液体に対する耐久性のある保護を 
提供し、さまざまな化学物質に対する強力な 

浸透バリアを提供するのに役立ちます。  
タイケム®手袋とともに、完全な保護のため

Tychem®TrustedChemicalSystem™ を  
創成します。

プロシールド®
デュポン™プロシールド®防護服は、  

軽作業中のちりや汚れから保護すると  
ともに、高レベルの快適さを提供します。



米国労働省労働安全衛生局(OSHA)が2015年1月から2019年9月
までの期間で集計した労働災害における 重篤度指数によると、 
機械的・熱的・化学的危険性を考慮した場合に、最も頻繁に負傷す
る部位は、体と手が71.14％を占め、その内訳は、熱傷が約32％、 
切創と裂傷が26％、そして化学熱傷とびらんが約5％に及びます。  
ユーティリティ産業で働く人々は、こういった多くの危険と直面して
いるのです。

作業者の皆さまは
本当に安全に護ら
れていますか？



作業時に伴う数々の危険のリスクアセスメントを行った上で、適切な個人
用保護具を選択し、作業に合った保護具を装着する事は極めて重要です。

デュポン・パーソナル・プロテクションが誇る、豊富な知識と情報、グロー
バルネット ワークを通じ得た幅広い経験そして、個人用保護具のソリュー
ションを掲げる ポートフォリオに基づき、作業者の皆さまを護り続けます。

当社は、4Pメソドロジーを推奨いたします。4段階のプロセスでリスクアセスメント 
から、実際に導入に至るまでの意思決定に役立つ手法です。

予測する（Predict）
全ての作業現場においての作業工程
を分析する。

それぞれの作業工程で起こりうる危険
とリスクを見極めて特定する。

危険とリスクの重大性と事故が起こり
うる可能性を認識し、理解する。

提供する（Provide）
それぞれの残留リスクに対応する

個人用保護具の選択を明文化する。

リスクと、そのリスクに対応する個人
用保護具について明示し、作業者の
知識や意識を高める。

個人用保護具の正しい使用と装着
についてのトレーニングを作業者 
向に実施する。

保護する（Protect）
残留リスクに対応する、適切な個人用
保護具を選択する。

選択した個人用保護具が、作業環境に
おいてその機能と快適性の要件を満た
しているかを確認する。

個人用保護具は、全ての予防的な 
防護対策がとられた後の最後の防護 
の「砦」であることを忘れないでくだ 
さい。

予防する（Prevent）
潜在的な危険を排除する方法を検討
する。

可能な限り代替や、より安全な方法へ
の変更を実施する。

エンジニアリングプロセスや作業手順
を変更する事により、リスク対応後に
残るリスク(残留リスク)を低減する。



幅広い作業環境下に
おける 複数の危険性

世界中の電力をはじめとするエネルギー供給会社は、かつてないほ
どの 競争激化と規制強化に加えて補助金の制限、そしてよりクリー
ンなエネルギー源を求める社会的プレッシャーなどに向かい合って
います。 

多くの企業が、より効率的な発電、送電、配電システムの構築を推進
し、業界での競争力を維持しています。これらの変革には、単一のエ
ネルギー源である化石燃料への依存度を可能な限り下げ、再生可能
エネルギー  開発などの重要なエネルギー・ポートフォリオの多様化
が含まれています。  

発電
送電 



地球上で必要不可欠な電力供給を担うエネルギー供給会社で 働く 
作業従事者は、非常に幅広い作業環境下で、常に、新しくそして複数 
の危険性に直面しています。 

デュポンは、熱と炎、および電気アークフラッシュからの防護に対応する
ノーメックス®製の防護服、機械的およびマルチハザードから保護する 
ケブラー®製の手袋、微粒子の危険性や低レベルの液体飛沫から保護
するタイベック®製の防護服、幅広い化学物質から保護するタイケム®製
の 防護服と手袋、汚れや汚染物質から保護するプロシールド® 製の防
護服など、様々な危険性に対応する幅広い個人用保護具のソリューシ
ョンを 提供しています。  

配電 



すべての作業 
での防護を 





ノーメックス® エッセンシャルアーク 

ノーメックス® エッセンシャルアークは、ATPV値にて8cal/cm2を超える電気ア
ークフラッシュから作業者を防護するように設計されています。ノーメックス®
本来の機械的特性と優れた耐久性により、 防護服の交換頻度を減らすことが
可能です。 

主な作業内容 
発電所でのオペレーションと  
メンテナンス 

電気パネルのメンテナンス  

発電機の点検・整備 

変電設備のメンテナンス 

燃料充填 

廃棄物管理 

危険有害要因 
汚れ・じん埃 

熱 

切創  

爆発的燃焼火災 

液体化学品の飛散 

 電気アークフラッシュ 

発電
変電所や発電所でのオペレーシ
ョンと メンテナンスに関連した、
発電システムの現場におけるさま
ざまな作業 

個人用保護具の選択 
軽量でありながら、電気アークフラッシュからの優れた防護  
および熱と炎からの防護の双方に対応します。 

ノーメックス® エクストリームアーク  

電気アークフラッシュおよび熱と炎から作業者を防護する、ノーメックス®の革
新的な製品です。 ノーメックス® エクストリームアークは、単層かつ快適であり
ながら12~19cal/cm2のATPV値を 提供し、電気アークなどの高リスクの電気的
エネルギーへのばく露に直面するリスクが高い 作業従事者のための理想的な
選択肢です。 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Class 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

注意事項：防護服メーカーにより、試験結果が異なることがございます。 

ノーメックス® アーク 

ノーメックス® アークは、ノーメックス®本来の性質である難燃・耐熱性に加
え、ATPV値にて 8cal/cm2を超える電気アークフラッシュからの防護を可能に
するデュアルハザード向けファブリックです。 この本質的な素材による防護機
能は、洗濯により機能が落ちたり、簡単に簡単にすり減ることがありません。  
ノーメックス® アークは、引き裂きや摩耗に強く、耐久性に優れた製品です。  

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Class 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 1149-5IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612

EN ISO 11612

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 



タイケム® 6000 

タイケム® 6000防護服は、頑丈なタイベック®素材にラミネートされた独自の
バリアフィルムで 構成されているため、液体等の噴射に耐性があります。この
防護服は、多数の有毒な 工業用有機化学物質や高濃度の無機化学物質など、
幅広い化学物質に対する 優れた化学透過保護を提供します。 

Type 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Type 4-B

EN 14605:2005

Type 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

TYPE 3

T3
Type 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

タイケム® 2000 

タイケム® 2000 防護服は、タイベック®の強度とポリマーバリアコーティングを
利用して、有害物、 反応性化学物質やバイオハザードに対する優れた透過バリ
ア保護を提供します。 

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Type 4-B

EN 14605:2005

Type 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Type 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Type 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III発電 

主な作業内容 
発電所でのオペレーションと  
メンテナンス  

燃料充填 

廃棄物管理 

危険有害要因 
汚れ・じん埃 

液体化学品の飛散 

爆発的燃焼火災 

電気アークフラッシュ 

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 

作業工程においては、耐切創性、耐穿刺性、耐熱性、グリップ力、 そ
して指先の繊細な動きを可能にするバランスのとれた手袋が必要
です。 当社の個人用保護具のソリューションは、作業工程にふさわ
しい防護と 性能を提供します。 

ケブラー®製の耐切創手袋 

ケブラー®製の手袋は、軽量で通気性に優れ、剛性が低く、切り傷や穿刺からの保護、快適性と指
先の繊細な動きを 可能にするバランスのとれた製品です。さまざまなタイプのコーティングを施し
たケブラー®製の手袋は、作業に適したグリップ力と 耐摩耗性を提供します。 ケブラー®製の手袋
とアームカバーは、公式ライセンシーの手袋メーカーからご購入が可能です。 商標ブランドのライ
センシーに関しては、以下のウェブサイトをご覧ください。 

dpp.dupont.com/kevlarlicensees



個人用保護具の選択 
軽量で快適でありながら、電気アークフラッシュからの優れた防護に
対応します。 

ノーメックス® アーク 
ノーメックス® アークは、ノーメックス®本来の性質である難燃・耐熱性に加え、 
ATPV値にて 8cal/cm2を超える電気アークフラッシュからの防護を可能にする
デュアルハザード向けファブリックです。 この本質的な素材による防護機能は、
洗濯により機能が落ちたり、簡単にすり減ることがありません。 ノーメックス®  
アークは、引き裂きや摩耗に強く、耐久性に優れた製品です。  

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Class 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

主な作業内容 
架空送電線の架設とメンテナンス 

送電系における高圧変電設備のメン
テナンス 

危険有害要因 
熱 

電磁界 

電気アークフラッシュ 

切創 

じん埃 

液体化学品 

 

送電 
送電線や変電所の建設、 オペレー
ションやメンテナンスに関連する、 
送電システムの現場におけるさま
ざまな作業 

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 

注意事項：防護服メーカーにより、試験結果が異なることがございます。 

ノーメックス® エクストリームアーク 

電気アークフラッシュおよび熱と炎から作業者を防護する、ノーメックス®の革
新的な製品です。 ノーメックス® エクストリームアークは、単層かつ快適であり
ながら12~19cal/cm2のATPV値を 提供し、電気アークなどの高リスクの電気的
エネルギーへのばく露に直面するリスクが高い 作業従事者のための理想的な
選択肢です。 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Class 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

ノーメックス® エッセンシャルアーク 

ノーメックス® エッセンシャルアークは、ATPV値にて8cal/cm2を超える電気ア
ークフラッシュから 作業者を防護するように設計されています。ノーメックス®
本来の機械的特性と優れた耐久性により、 防護服の交換頻度を減らすことが
可能です。  

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612

EN ISO 11612



タイケム® 6000 

タイケム® 6000防護服は、頑丈なタイベック®素材にラミネートされた独自の
バリアフィルムで 構成されているため、液体等の噴射に耐性があります。この
防護服は、多数の有毒な工業用 有機化学物質や高濃度の無機化学物質など、
幅広い化学物質に対する優れた化学透過保護を 提供します。 

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Type 4-B

EN 14605:2005

Type 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Type 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Type 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

主な作業内容 
架空送電線の架設とメンテナンス 

高圧変電設備のメンテナンス 

危険有害要因 
熱 

電気アークフラッシュ 

切創 

汚れ・じん埃  

液体化学品の飛散 

 

送電 

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 

作業工程においては、耐切創性、耐穿刺性、耐熱性、グリップ力、 そ
して指先の繊細な動きを可能にするバランスのとれた手袋が必要
です。 当社の個人用保護具のソリューションは、作業工程にふさわ
しい防護と 性能を提供します。 

ケブラー®製の耐切創手袋 

ケブラー®製の手袋は、軽量で通気性に優れ、剛性が低く、切り傷や穿刺からの保護、快適性と指
先の繊細な動きを 可能にするバランスのとれた製品です。さまざまなタイプのコーティングを施
したケブラー®製の手袋は、作業に適したグリップ力と 耐摩耗性を提供します。 ケブラー®製の手
袋とアームカバーは、公式ライセンシーの手袋メーカーからご購入が可能です。 商標ブランドのラ
イセンシーに関しては、以下のウェブサイトをご覧ください。 

dpp.dupont.com/kevlarlicensees

火災の危険性がない場所で、広範囲の化学物質や危険な微粒子か
ら 防護いたします。



個人用保護具の選択 
軽量でありながら、電気アークフラッシュからの優れた防護および熱
と炎からの防護の双方に対応します。 

ノーメックス® エクストリームアーク 

電気アークフラッシュおよび熱と炎から作業者を防護する、ノーメックス®の革新
的な製品です。 ノーメックス® エクストリームアークは、単層かつ快適でありなが
ら12~19cal/cm2のATPV値を 提供し、電気アークなどの高リスクの電気的エネ
ルギーへのばく露に直面するリスクが高い 作業従事者のための理想的な選択
肢です。 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Class 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

主な作業内容 
柱上配電系の架設、メンテナンス 

危険有害要因 
熱 

爆発 

閉所空間 

電気アークフラッシュ 

電磁界 

じん埃  

バイオハザード 
(下水系などでの感染等) 

下水 

汚れ 

配電 
配電ネットワーク(活線・非活線)の
建設、 オペレーションやメンテナン
スに関連する、 配電システムの現
場におけるさまざまな作業 

* 地下配電システムの作業を行う前に、作業者
はガス検知器を使用し、作業場の換気を行い、
すべての保護具(個人用保護具を含む)と救助
器具を準備する必要があります。 

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 

注意事項：防護服メーカーにより、試験結果が異なることがございます。 

ノーメックス® エッセンシャルアーク 

ノーメックス® エッセンシャルアークは、ATPV値にて8cal/cm2を超える電気ア
ークフラッシュから 作業者を防護するように設計されています。ノーメックス®
本来の機械的特性と優れた耐久性により、 防護服の交換頻度を減らすことが
可能です。  

EN 1149-5

EN 1149-5IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612

EN ISO 11612



主な作業内容 
柱上配電系の架設、メンテナンス 

危険有害要因 
熱 

爆発 

閉所空間 

電気アークフラッシュ 

電磁界 

じん埃  

バイオハザード 

下水 

汚染 

配電 

* 地下配電システムの作業を行う前に、作業者
はガス検知器を使用し、作業場の換気を行い、
すべての保護具(個人用保護具を含む)と救助
器具を準備する必要があります。 

作業工程においては、耐切創性、耐穿刺性、耐熱性、グリップ力、 そ
して指先の繊細な動きを可能にするバランスのとれた手袋が必要で
す。 当社の個人用保護具のソリューションは、作業工程にふさわしい
防護と 性能を提供します。 

ケブラー®製の耐切創手袋 

ケブラー®製の手袋は、軽量で通気性に優れ、剛性が低く、切り傷や穿刺からの保護、快適性と指
先の繊細な動きを 可能にするバランスのとれた製品です。さまざまなタイプのコーティングを施し
たケブラー®製の手袋は、作業に適したグリップ力と 耐摩耗性を提供します。 ケブラー®製の手袋
とアームカバーは、公式ライセンシーの手袋メーカーからご購入が可能です。 商標ブランドのライ
センシーに関しては、以下のウェブサイトをご覧ください。 

dpp.dupont.com/kevlarlicensees

注意事項：デュポン・パーソナル・プロテクションは、防護服のみご提案をしております。目的の作業内容に合わせ、呼吸用保護具、
目の保護、耳の保護、手足の保護などの、用途に応じた適切な個人用保護具を別途ご選択ください。 



グローバ 
ルサービス 

デュポングループは、世界96カ国で事業を展開し、専門
家を配置したテクニカルセンターを拠点として、お客様が
適切な個人用保護具をご選択いただけるよう 丁寧なサ
ポートを提供しています。 

当社のArc-Man®(電気アークフラッシュ防護性能試験装
置)と サーモマン®(等身大の熱傷予測試験装置)を用い
たデモンストレーションでは、 デュポンの個人用保護具
が発揮する耐久性、熱と炎および電気アークフラッシュか
らの防護性を実証いたします。 ユーティリティ産業で働く
皆さまへ当社の製品を自信と共にご提案いたします。 

サーモマン® 試験装置 テクニカルセンター Arc-Man® 試験装置 



Singapore facility



デュポン・パーソナル・プロテクション  
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

このデータは、現時点のデュポン社において得られる最新のものです。新たな知見、試験結果が得られた場合は
改訂されることがあります。デュポン社は、このデータに関連した如何なる結果も保証するものではなく、如何な
る責任を負うものでもありません。従いまして、ご利用の際はお客様の環境に合わせた製品をご自身で判断して
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