
事故事例 感電等死傷事故

№
事故発生
施設

発生年月
事故発生
電気工作物

事故概要 事故原因 再発防止策

1 需要設備 平成24年5月 遮断器
（22,000V）

受電監視盤の変圧器異常により、比率
作動の警報が表示された。このため、所員
は、警報の停止と電気主任技術者へ状況
の報告を行った。
電気主任技術者ほか職員で原因を調査
したところ、特高変圧器の比率作動継電
器が動作し、1次側・2次側のVCBがトリッ
プしたことが判明した。そこで、比率作動
継電器の警報表示の復帰を試みたが、復
帰しなかったため、継電器の故障と判断し
た。至急、予備の継電器への取替作業を
行うこととした。
継電器の故障と判断したものの、変圧器
に異常がなかったか調べるため、電気主
任技術者が変圧器1次側のVCBの絶縁抵
抗測定を行っていたところ、絶縁抵抗計の
プローブが充電中のVCB１次側ブスバー
に接近し、アークが発生し感電した（感電
経路：22kVブスバー→（アーク）→プローブ
→絶縁抵抗計本体→左手→右足）。この
事故により、配電線の地絡継電器が動作
し、波及事故に至った。

＜感電（作業者）被害者の過失＞
＜故意・過失（作業者の過失）＞
絶縁抵抗測定の際、VCB１次側は充電
中であるにもかかわらず、測定用プローブ
を接近させてしまった（被災者は当時の記
憶がないため、原因は推定）。

主任技術者は管理監督業務を行うことと
し、測定等の作業時は2名による作業を徹
底させる。

2 需要設備 平成24年6月 電気集塵機
（36,000V）

事故当日、被災者は他の職員１名と焼
成炉用電気集塵機（4号機）の内部点検作
業を実施していた。本体内下部の清掃を
終了し、本体中間部の点検を実施するた
め、隣接する3号機に設置されている階段
を昇り移動した。その後、作業に着手しよ
うと中間部の点検口を開け、内部に入ろう
としたところ、感電し飛ばされた。

＜感電（作業者）作業方法不良＞
①点検していた4号機の電気集塵機の隣
に稼働中の3号機があった。中間部の点
検をしようと、誤って稼働中の3号機の本
体中間部の点検口を開けてしまった。ま
た、作業手順で決められていた接地用の
チェーンを本体内部に投げ入れる作業を
行わなかった。
②稼働中であっても点検口を開放できる
構造になっていた。
③電気集塵機は3号機と4号機共通の螺
旋階段を使用する隣接した配置で、設備
名称の表示はあるが、運転中／停止中の
表示はなかった。

①電気集塵機点検作業の安全チェックリ
ストを作成し、作業指揮者がこれをもとに
作業分担、安全指導、内容確認しながら
作業を行うこととした。
②点検口のマンホールに施錠を行い、こ
の鍵は電気集塵機電源を切らないと解錠
できないような手順とした。
③各電気集塵機の点検口に運転中／停
止中の表示を行った。



事故当日午前中、作業指揮者Ａ、被災者
Ｂ及び作業者Ｃの3名は、構内設備下の
デッキ補修工事のため、手動昇降式の鋼
製足場を設置し、デッキを支えるＨ形鋼に
補強板を仮付け溶接する作業を実施して
いた。補強板は全部で5枚あり、午前中に2
枚の仮付けを完了していた。
午後、現地にて作業者全員でミーティン
グ、ＫＹを実施し、3枚目の補強板の仮付
け作業を開始した。3枚目の補強板の仮付
けを完了し、全員で休憩を取った。
被災者Ｂと作業員Ｃは、4枚目の補強板
の仮付け作業を開始し、作業者Ｃは、4枚
目の補強板に溶接機のアースを取り付け
た状態で溶接仮付けを完了した。
作業者Ｃは、5枚目の補強板の仮付け作
業の段取り替えのため、被災者Ｂに溶接
棒の付いたホルダーを手渡し、被災者Ｂ
は足場の最上部の手摺に掛けた。
その後、被災者Ｂと作業者Ｃは、地上に
いた作業指揮者Ａから5枚目の補強板を
足場上で受け取り、位置合わせを行った。
作業者Ｃは、4枚目の補強板と5枚目の
補強板の通芯を確認しながら、5枚目の補
強板の西端を万力で仮固定した（この時、
溶接機のアースは4枚目の補強板に取り
付けてあった）。
被災者Ｂは、5枚目の補強板の東端を仮
固定するため、肩で補強板を押し上げ、万
力を締め込んでいた際に左足が足場の手
摺に接触し、感電被災した。

＜感電（作業者）作業方法不良＞
(1)溶接棒を溶接機ホルダーにセットしたま
ま、鋼製足場の手摺に掛けたため、溶接
棒が鋼製足場の手摺と接触し、通電した。
①溶接作業における基本事項である「ホ
ルダーから手を離す時は、溶接棒を外す」
というルールを遵守しなかった。
②鋼製足場の最上部の手摺に掛けられて
いた溶接棒がセットされたままのホルダー
が、自重と作業による揺れで下がり、溶接
棒と手摺が接触したため、手摺に溶接機
の待機電圧21Ｖが印加された。
(2)汗とダストで作業服・人体の抵抗値が
低下した。汗とダストで作業服の導電性が
高くなっていたことに加え、左足、肩、右手
の複数箇所の接触により、人体の抵抗値
が溶接機の自動電撃防止装置の解除抵
抗値300Ω以下となったため、人体に溶接
電圧が印加された。

①溶接作業における感電防止措置の再徹
底
溶接作業において、「ホルダーから手を
離す時は、溶接棒を外す」というルールを
周知徹底する。
②鋼製足場上での溶接作業における感電
防止措置の徹底
溶接作業において、万が一の際に人体
への通電を防ぐため、「鋼製足場上で溶接
する場合は、母材と足場を電気的に接続
する」ことを周知し、実施する。
③溶接作業に関する教育の実施
溶接機による感電の危険性とその防止
対策について教育する。また、電気使用安
全月間（毎年8月）の活動として、定期的に
溶接機による感電の危険性とその防止対
策について年１回教育する。

アーク溶接機
（220V）

平成24年7月3 需要設備



事故事例 主要電気工作物の破損事故

№
事故発生
施設

発生年月
事故発生
電気工作物

事故概要 事故原因 再発防止策

1 火力発電所 平成24年7月 ボイラー水冷
壁管

定格出力で運転中、ボイラーが「炉内圧
力異常高」でトリップした。炉下部からの水
漏れ、煙突からの水蒸気放出、給水流量
と主蒸気流量の乖離から水管の噴破と判
断した。

設備不備（施工不完全）
昨年度の定期点検で補修した耐火材の
施工が悪かったため、元々の母材との密
着が弱く、運転中に耐火材が次第に破損
し、アッシュが内部の蒸発管に直接当たる
ことでエロージョンを発生させ、噴破に至っ
た。

①耐火材については、水管が全て露出す
るまで除去し、型枠をとり、耐火材を流し
込む工法により密着性を高める（前回の定
修時に火炉前壁にある空気ノズル周辺5
箇所の耐火材のうち、2箇所は①の工法で
補修を実施した。今回の事故を受け、①の
工法で補修した2箇所と噴破した1箇所及
び他の2箇所の破損度合いを比較したとこ
ろ、①の工法で補修した箇所は破損は見
られなかった。このため、耐火材の補修に
ついてはこの工法を用いる）。
②補修履歴により、昨年度同様の耐火材
補修を行った2箇所についても、密着性を
高める①の工法で再補修を実施した。

2 火力発電所 平成24年7月 ガスタービン
ガス圧縮機

第1号ガスタービン発電機がガス圧力
「低・低」によりトリップした。
職員が調査した結果、ガス圧縮機の電
動機軸受け部の破損を確認した。

保守不備（保守不完全）
ガス圧縮機の電動機軸受カバー（カップ
リング側）の取付ボルトが緩み、軸受けカ
バーが破損した。これにより潤滑用グリー
スが流出し、軸受が焼き付きを起こし、ガ
ス圧縮機が異常停止したため、燃料ガス
圧力が低下し、ガス圧力「低・低」となり設
備がトリップした。
なお、当該部位は、これまで点検をして
いなかった。

電動機軸受カバーを新規制作し、取替を
行った。また、今回の事故で軸に曲がりが
生じており、現在は修正した上で使用して
いるが、来年１月目途で電動機を新規に
購入し据え替えを計画している。
今後は、日常点検項目に異音、振動、ボ
ルトの緩みの項目を追加し、毎日の点検
を実施する。また、定期的（月1回）に振動
診断を実施し、傾向管理を実施していく。



事故事例 波及事故

№
事故発生
施設

発生年月
事故発生
電気工作物

事故概要 事故原因 再発防止策

1 需要設備 平成24年6月 高圧引込ケー
ブル、SOG制
御ケーブル
（6,600V）

事業場で火災が発生した。その後、電力
会社配電線がGRにより自動遮断した。
電力会社職員がPAS１次側縁線を切断
し、当事業場を除き再送電した。
事業場担当者から電気管理技術者へ連
絡があり、電気管理技術者が現地に到着
し、設備の状況を確認したところ、工場建
屋は全焼し、構内PASを工場は「入」のま
まとなっていた。また、SOGの制御ケーブ
ル及び制御機器、高圧引込ケーブルが焼
損していた。

故意・過失（火災）
事業場の火災により、引込柱に取り付け
てあるSOG制御ケーブルが焼損し、制御
電源のブレーカーがトリップした。その後、
高圧引込ケーブルが焼損し、地絡が発生
したものの、SOGが機能せず、波及事故に
至った。

事業場を廃止した。

2 需要設備 平成24年7月 高圧交流負荷
開閉器（LBS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動
遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事
業場の事故と判明したため、職員により事
業場高圧引込線を地中ケーブル用区分開
閉器にて開放し、当事業場を除き再送電、
異常なしを確認した。
電力会社職員が構内を調査し、高圧交
流負荷開閉器に接触していた蛇を取り除
いた。

保守不備（保守不完全）
蛇がキュービクル下部の劣化損傷部分
から侵入し、高圧交流負荷開閉器電源側
赤相に接触し、地絡事故となった。
また、電気主任技術者が選任されておら
ず、保守管理が不十分であった。

蛇の侵入口と思われる箇所を塞いだ。
また、電気管理技術者と外部委託契約
を締結した。

3 需要設備 平成24年7月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGRにより自動遮断
した。
電力会社から設置者に連絡があり、電
気管理技術者の確認と、停電事故につい
て説明があった。
その後、当事業場の事故と判明し、電力
会社職員が事業場の高圧引込線を柱上
にて縁切りし、当事業場を除き再送電し
た。
連絡を受け、現地に到着した電気管理
技術者が調査した結果、高圧気中開閉器
が落雷により焼損しているのを確認した
（絶縁抵抗測定値1次側、2次側とも0Ω）。

自然現象（雷）
雷により、当事業場の高圧気中開閉器
が焼損した。

高圧気中開閉器の取替を行った。また、
避雷器の設置を検討する。



4 需要設備 平成24年7月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がOCRにより自動遮断
した。同時刻、当事業場に設置の絶縁監
視装置により電気管理技術者へ停電の通
報があった。
その後、絶縁監視装置から電気管理技
術者に復電の通報がないため、電力会社
へ確認したところ、当事業場へ供給してい
る電力会社配電線がOCR動作により停電
しているとのことだった。このため、電気管
理技術者から当事業場の責任者に停電
が長時間となる可能性がある旨連絡した。
電気管理技術者は当事業場に向け出発
した。
電気管理技術者が現地へ到着し調査し
た結果、高圧気中開閉器の破損を発見し
た。また、当該開閉器はSO動作により
「切」となっていたが、ブッシングが1次側、
2次側とも黒くなっていた。

自然現象（雷）
雷が当事業場の高圧気中開閉器に直撃
し焼損した（PASはLA内蔵型だった）。

高圧気中開閉器の交換を行った。また、
避雷器を設置した。

5 需要設備 平成24年7月 高圧区分開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGRにより自動遮断
（Vo=2）。電力会社にて事故探査の結果、
当事業場の事故と判明した。
電力会社職員により当事業場の高圧引
込線の縁線を切り離し、当事業場を 除き
配電線を再送電し、異常のないことを確認
した。
電力会社職員からの連絡を受け、保安

法人の保安技師が現地に到着し、調査し
た結果、落雷により構内第1柱の高圧区分
開閉器の焼損が判明した。

自然現象（雷）
雷により、当事業場の高圧気中開閉器

が焼損し地絡事故となり、GR動作により遮
断したが、破損箇所が1次側だったため、
波及事故に至った。

高圧区分開閉器の交換を行った。また、
区分開閉器の近くに避雷器の設置を検討
する。



6 需要設備 平成24年7月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGRにより自動遮断
した。電力会社職員が調査した結果、当事
業場のPAS不良による事故と判明したた
め、PASを手動にて開放し、当事業場を除
き再送電して、異常のないことを確認し
た。
その後、電力会社職員から電気管理技
術者に対し、事故について連絡があった。
連絡を受けた電気管理技術者が現地に到
着し、調査した結果、SOG地絡表示を確認
した。更に、PAS～ケーブル間の絶縁抵抗
測定を実施したところ、0Ωであった。
また、避雷器中相のカットアウトヒューズ
が溶断していた。

自然現象（雷）
破損したPASを分解し確認したところ、中
相負荷側の碍子が破損し、中相のアーク
シュートが破損・脱落していた。更に、避雷
器中相のカットアウトヒューズが溶断して
いた。
更に、筐体上部に腐食による穴があり、
そこから内部に雨水が浸入している痕跡
が見られた。
以上より、落雷と雨水侵入による複合作
用が当該事故の原因と推定される。
なお、SOGの地絡表示が出ていたが、
PASが切れなかった原因としては、PASの
中相碍子の破片が機構部に噛み込んだ
ため、開放できなかったことが考えられ
る。

高圧気中開閉器の交換を行った。

7 需要設備 平成24年7月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がOCR、DGR動作によ
り自動遮断した。電力会社職員が調査し
た結果、当事業場の事故と判明したため、
事業場の高圧引込線を柱上にて縁切し、
当事業場を除き再送電し、異常のないこと
を確認した。
その後、電力会社職員から電気管理技
術者へ事故について連絡があった。
連絡を受けた電気管理技術者が現場に
到着し、調査した結果、高圧気中開閉器
が落雷により焼損していることを確認した
（絶縁抵抗測定値 PAS1次側・2次側とも0
ＭΩ）。

自然現象（雷）
雷が当事業所構内の高圧気中開閉器に
直撃し焼損した。

高圧気中開閉器の交換を行った。また、
避雷器を設置する。



8 需要設備 平成24年7月 高圧区分開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がOCR動作にて自動遮
断した。電力会社にて事故探査の結果、
当事業場の事故と判明した。
電力会社職員により当事業場の高圧引

込線の縁線を切り離し、当事業場を除き再
送電し、異常のないことを確認した。
その後、電力会社から保安法人へ事故

発生の連絡があった。
連絡を受けた保安技師が現地へ到着

し、調査の結果、落雷により構内第1柱の
高圧区分開閉器が焼損しているのを確認
した（絶縁抵抗測定値 高圧区分開閉器
各相～大地間 0ＭΩ）。

自然現象（雷）
落雷により構内第1柱の高圧区分開閉器

が焼損し短絡事故となり、SO動作により遮
断はしたものの、電源側端子が赤相及び
青相が0ＭΩと短絡状態になっており、波
及事故に至った。

高圧区分開閉器の交換を行った。また、
区分開閉器の近くに避雷器の設置を検討
する。

9 需要設備 平成24年7月 変圧器
（6,600V）

保安法人が年次点検実施した際、当事
業場の高圧機器が設置後44年経過してい
るため、計画的な更新を検討するよう依頼
していた。
後日、電力会社配電線がDGRにより自

動遮断した（Vo=3）。
電力会社職員が調査の結果、当事業場

の事故と判明したため、当事業場の分岐
開閉器を切り離し、当事業場を除き配電線
を再送電し、異常のないことを確認した。
電力会社から保安法人へ事故発生の連

絡があった。
連絡を受けた保安技師が現地に到着

し、調査した結果、動力用変圧器デルタ結
線３台のうち、1台にブッシング部の焼損を
確認した（絶縁抵抗測定値 当該変圧器
～大地間 0ＭΩ）。

保守不備（保守不完全）
長期間使用の変圧器のブッシングが劣

化することで接続箇所に緩みが生じたた
め接続不良を起こし、焼損・地絡事故と
なった。
また、当事業場の高圧受電設備には地

絡保護装置が設置されていなかったた
め、波及事故に至った。

未設置であった地絡保護継電器を早急
に設置する（現在予算化し手配中であり、
手配でき次第設置工事を行う）。
長期間使用している高圧機器についても

予算化し順次更新する。



10 需要設備 平成24年8月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がOCRにより自動遮断
した。同時刻、電気管理技術者は、当事業
場に設置されている監視装置より、停電発
生警報を受信したため、直ちに電力会社
に電話し、事故点、事故原因を照会した。
その結果、原因が短絡事故であり、事故
点は現在調査中との回答があった。 これ
を受け、電気管理技術者は現場に急行し
た。
その後、電気管理技術者が現場に到着
し、調査した結果、柱上の気中開閉器が
落雷により焼損しているのを確認した。

自然現象（雷）
雷が高圧気中開閉器に直撃し、焼損し
た。

焼損した高圧気中開閉器を撤去し、新品
に取り替えた。

11 需要設備 平成24年7月 高圧区分開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がリクローザにて自動
遮断した（Vo=2）。
その後、当事業場の職員がＧＲ動作で開
放していた構内第１柱の高圧区分開閉器
を投入したところ、電力会社配電線がリク
ローザにて再び自動遮断した（Vo=3）。
電力会社にて事故探査の結果、当事業
場の事故と判明し、電力会社職員が当事
業場の構内第１柱の高圧区分開閉器を開
放し、配電線を再送電し、異常のないこと
を確認した。
電力会社から連絡を受け、現地に到着し
ていた保安技師と電力会社職員が当事業
場を調査した結果、雷雨による高圧区分
開閉器の絶縁低下を確認した。原因が特
定できなかったが、翌日に高圧区分開閉
器の仮取替工事を行うこととし、電力会社
職員により、引込線の縁線を切り離した。
翌日、仮取替工事実施後、撤去した高圧
区分開閉器を確認したところ、内部に雷に
よる絶縁破壊を確認した。

故意・過失（作業者の過失）
落雷により高圧区分開閉器内部で短

絡、地絡事故となって、地絡継電器が動作
し高圧区分開閉器を開放した。
その後、当事業場の職員が高圧区分開
閉器が開放されているのを発見し、保安
法人へ連絡することなく、高圧区分開閉器
を投入した。しかし、落雷により保護装置
が正常に動作して高圧区分開閉器を開放
した時点で既に内部損傷が甚大であった
ため、保護装置が機能せず、遮断不能と
なって波及事故に至った。

区分開閉器を避雷器内蔵のものに取り
替えた。また、当事業場の職員に対し、電
気使用安全の再教育を行った。



12 需要設備 平成24年8月 高圧ガス負荷
開閉器（PGS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動
遮断した。その後、電力会社にて事故点
探査中、試充電時にOCR動作により自動
遮断した。更に調査を継続し、当事業場の
事故と判明した。
電力会社から電気管理技術者に事故発
生の連絡があった。これを受け、電気管理
技術者は現地に向け出動した。
電力会社職員により事業場の高圧引込
線を柱上にて縁切し、当事業場を除き再
送電し異常のないことを確認した。また、
事故発生の連絡を受け現場に到着してい
た電気管理技術者が現地を調査した結
果、高圧ガス負荷開閉器のふくらみ及び
入切ハンドルが中間位置にあり固く動かな
いことを確認した。また、SOG制御装置の
過電流蓄勢ターゲットが表示されているこ
とを確認した。

保守不備（自然劣化）
経年（設置後13年経過）によりPGSの
シールパッキン面の状態に変化が生じ、
気密不良に至った。これにより内部ガス圧
が低下し、大気との呼吸作用により空気・
水分が浸入し、内部の絶縁抵抗が低下
し、PGS内部での地絡に至った。PGSには
GRが設置されており、ZCTが内蔵されて
いたが、PGS内部地絡に対しては、地絡箇
所がZCTの上位側になるため検出できず
動作しなかった。
その後の再送電で地絡電流により開閉
器内部の絶縁状態が悪化し、再々送電で
地絡・即短絡に移行したことで、内部アー
クエネルギーによりPGSが破損した（この
時、短絡電流を検出し、過電流ロック状態
となったが、PGSは開放できなかった）。

破損した高圧ガス負荷開閉器を撤去し、
高圧気中開閉器に取り替えた。また、更新
推奨時期には設備を更新する。

13 需要設備 平成24年8月 特別高圧負荷
開閉器（PGS）
2次側ケーブ
ルヘッド
（22,000V）

電力会社配電線がDGR動作にて自動遮
断した。その後、配電線自動再閉路は成
功したが、当該送電線から分岐の柱上変
圧器開閉器及び配電塔開閉器を遠隔操
作にて再閉路した。
事業場が停電したため、構内を点検中、
特別高圧負荷開閉器設置柱直下にて、カ
ラスの死骸を発見した。

他物接触（鳥獣接触）
特別高圧負荷開閉器2次側ケーブルヘッ
ド（Ｔ相）とゴムカバーに隙間があり、この
隙間から充電部をカラスが突き、地絡事故
が発生したものと推定される。
また、特別高圧負荷開閉器に設置の
SOGが動作していなかった（その後の動作
試験にて正常に動作することを確認し
た）。

特別高圧負荷開閉器２次側ケーブル
ヘッドとゴムカバーの隙間をなくすよう、ゴ
ムカバーの位置を調整した。
ケーブルヘッド支持金具へ鳥獣よけの鳥
パスを設置した。
また、電力会社と協議し、SOGの動作時
間整定値を0.5秒から0.2秒に変更した。



14 需要設備 平成24年8月 高圧区分開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作にて自動遮
断した。
当事業場内の防災センター設備員が非
番だった電気主任技術者に連絡するとと
もに、協力会社へ緊急措置対応に備えて
設備の調査依頼の連絡をした。
連絡を受けた協力会社が当事業場に到
着した。
電力会社にて事故探査の結果、当事業
場の事故と判明した。
電力会社職員にて配電線路の高圧引込
開閉器を開放し、配電線を再送電し、異常
のないことを確認した。
その後、連絡を受け到着した電気主任
技術者も加わり事業場内を調査した結
果、落雷が原因と思われる構内高圧区分
開閉器の焼損を確認した。

自然現象（雷）
落雷により構内第１柱の高圧区分開閉
器が焼損し、リレーが動作せず、地絡事故
となり遮断不能のため波及事故に至った。

高圧区分開閉器（VT・LA内蔵型）の取替
を実施した。

15 需要設備 平成24年8月 変圧器
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動
遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事
業場の事故と判明したため、電力会社職
員により事業場高圧引込線を柱上にて縁
切りし、当事業場を除き再送電し、異常の
ないことを確認した。
翌日、電気工事会社による絶縁抵抗測
定の結果、キュービクル内の電灯用変圧
器の絶縁不良が判明した（後日、絶縁抵
抗測定を実施、測定値0.5MΩ）。

保守不備（保守不完全）
慢性的な過負荷状態が長年続いたた

め、電灯用変圧器が絶縁破壊を起こした
ものと推定される。また、電気主任技術者
が未選任で長期間不在のため、点検が実
施されておらず、過負荷状態であることを
発見できなかった。

過負荷により絶縁破壊を起こした電灯用
変圧器の取替を実施した（10kVAから
20kVAに容量を変更）。
高圧負荷開閉器をSOG付きのものに取
替を実施した。
また、電気管理技術者と保安管理業務
の外部委託契約を締結した。



16 需要設備 平成24年9月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作にて自動遮
断した。設置者から電気管理技術者に事
故発生の連絡があり、電気管理技術者が
現地に到着した。
電力会社にて事故探査の結果、当事業
場の事故と判明したため、電力会社職員
により事業場の高圧引込線を柱上にて縁
切りし、当事業場を除き送電し異常のない
ことを確認した。
また、電気管理技術者が事業場内を調
査した結果、高圧気中開閉器並びに
キュービクル内の計器用変成器１台が落
雷により焼損していることを確認した。

自然現象（雷）
落雷により構内第１柱の高圧気中開閉
器が焼損したため、地絡事故となり波及事
故に至った。

高圧気中開閉器及び計器用変成器の取
替を実施した。また、避雷器の設置を検討
する。

17 需要設備 平成24年9月 高圧進相コン
デンサー
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作にて自動遮
断した。電気主任技術者に停電の連絡が
あったが、当時落雷が頻発しており、付近
一帯が停電していたこと、また高圧気中開
閉器が閉路していたことにより、他者の設
備の異常により停電が発生したと思い、電
力会社配電線の復旧を待っていた。
その後、事故探査を行っていた電力会社
職員が当事業場に到着し、波及事故の調
査のため、高圧気中開閉器を開放して欲
しいとの依頼を受けた。
これを受け、高圧気中開閉器を開放し、
当事業場を除き配電線を再送電したところ
異常のないことを確認した。事故探査を
行っていた電力会社職員から、当事業場
が原因で波及事故が発生したとの指摘を
受け、構内を調査したところ、高圧進相コ
ンデンサーの破損を確認した。また、事故
発生にもかかわらず、高圧気中開閉器が
開放していなかったため、構内の地絡方
向継電器を確認したところ、破損している
のを確認した。

自然現象（雷）
落雷により高圧進相コンデンサーの絶縁
が破壊され、地絡事故に至ったと推定され
る。また、構内地絡方向継電器が破損して
いたため、動作せず、高圧気中開閉器が
開放しなかった。

高圧進相コンデンサー、高圧気中開閉
器及び地絡方向継電器の取替を実施し
た。
また、本年11月頃に高圧気中開閉器2次
側付近に避雷器を設置する。



18 需要設備 平成24年9月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動
遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事
業場の事故と判明した。電力会社職員に
より高圧気中開閉器を開放し、当事業場
を除き再送電、異常のないことを確認し
た。
電力会社職員から電気管理技術者に当
事業場で地絡事故が発生し、波及事故に
至ったため、高圧気中開閉器を開放した
旨連絡があった（事業場職員は当時不在
のため、電気管理技術者へ直接連絡が
あった）。
連絡を受けた電気管理技術者が当事業
場に到着。地絡保護継電器が動作してい
ないことを確認した。
当事業場を調査した結果、雷により高圧
気中開閉器が破損しているのを確認した。

自然現象（雷）
落雷により、当事業場構内の高圧気中
開閉器の電源側ブッシング部が破損し、
地絡事故に至った。また、地絡保護継電
器が設置されていたが、地絡箇所がＺＣＴ
の上位側であったため検出できず動作し
なかった。

高圧受電設備を廃止し、低圧受電に切り
替える。

19 需要設備 平成24年9月 低圧架空配線
（200V）

当事業場構内にて、ダンプカーが構内低
圧架空配線を引っ掛け、引込柱が傾き、
低圧短絡事故が発生した。電力会社配電
線に設置してあるリクローザにより配電線
が自動遮断した。
その後、電力会社職員による調査の結
果、当事業場の事故と判明した。電力会
社職員によりリクローザーを投入、当事業
場を除き再送電、異常のないことを確認し
た。
当事業場の職員は、電力会社職員から
事故原因が当事業場であったとの説明を
受け、電気管理技術者に連絡をした。連
絡を受けた電気管理技術者は現地に急行
した（当事業場は雷により停電することが
あり、当事業場の職員は今回の事故によ
る停電も雷によるものであると思ってい
た）。
連絡を受けた電気管理技術者が当事業
場に到着し、電力会社職員立会の下、構
内高圧気中負荷開閉器を開放した。当事
業場を調査した結果、ダンプカーが低圧架
空電線に接触し、断線しているのを確認し
た。

他物接触（その他の他物接触）
当事業場構内にて、ダンプカーが荷台

を上げたまま走行していたところ、荷台が
構内低圧架空配線に接触し断線した。そ
の際に相間短絡が発生した。構内の高圧
交流負荷開閉器のパワーフューズが溶断
するより先に、配電線のリクローザがOCR
にて動作し、波及事故に至った。

従業員に架空配線の地上高の確認、注
意喚起を行い、表示板の設置を行う。



20 需要設備 平成24年9月 高圧気中開閉
器（PAS）
（6,600V）

電力会社配電線がOCR動作により自動
遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事
業場の事故と判明したため、電力会社職
員が高圧引込線を柱上にて縁切し、当事
業場を除き再送電し、異常のないことを確
認した。
その後、当事業場の責任者から電気管
理技術者に対し事故発生の旨連絡があっ
たため、電気管理技術者は現地に急行し
た。
電気管理技術者が当事業場に到着し、
構内を調査した結果、高圧気中開閉器が
落雷により焼損していることを確認した。

自然現象（雷）
落雷により高圧気中開閉器が焼損した
ため、短絡事故が発生し、開放も出来な
かったため、波及事故に至った。

高圧気中開閉器の取替を実施した。ま
た、避雷器の設置を行う。

21 需要設備 平成24年9月 高圧支持碍子
（6,600V）

電力会社配電線がGR動作により自動遮
断した。電力会社職員による調査の結果、
当事業場の事故と判明したため、電力会
社職員は高圧気中開閉器を手動にて開放
した。
その後、当事業場職員から電気管理技
術者に事故発生の連絡があった。
電力会社は当事業場を除き配電線を再
送電し、異常のないことを確認した。
再送電後、連絡を受けていた電気管理
技術者が当事業場に到着した。
電気管理技術者は、構内の高圧交流負
荷開閉器を手動で開放し、絶縁抵抗測定
を実施したところ、1次側、2次側とも0ＭΩ
を確認した。また、高圧交流負荷開閉器の
R相とS相のパワーヒューズが切れている
こと、高圧支持碍子が破損していることを
確認した。

自然現象（風雨）
事故発生当時は豪雨であったが、屋内
高圧受電設備の雨の侵入対策が不十分
であったため、設置していた高圧機器類が
雨水に濡れた。このため、短絡が発生し、
高圧交流負荷開閉器のパワーヒューズが
溶断した。その後、碍子の破損による地絡
事故が発生したものと推定される。
構内第１柱の高圧気中開閉器にはGR
（構内低圧側から電源供給）が設置されて
いたが、パワーヒューズが溶断し電源喪失
となり動作しなかったため開放できず、配
電線のGRが動作したため波及事故に至っ
た。

破損した高圧支持碍子およびパワー
ヒューズが溶断した高圧交流負荷開閉器
一式の取替を実施した。
屋内高圧受電設備の外に面した2方向
に壁を取付け、雨の浸入防止措置を講じ
た。


