
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28年11月 火炉蒸発管 　通常運転中、「炉内圧力高」警報が発生し、インター

ロック動作によりユニット停止した。その後内部を調査
したところ、火炉（流動層蒸発器）蒸発管の１箇所で破
孔を発見し、その周辺の蒸発管において摩耗箇所が
複数あることを確認した。

＜保守不備（自然劣化）＞
使用しているバイオマス燃料（建築廃材）にくぎ等の金属が

含まれており、ボイラー入り口に磁選機を設けているがくぎ等
がステンレスであることにより金属除去率が落ちており、ま
た、近年建築廃材の投入量が増加していたことから、金属混
入量が増加した。増加した金属が経年により流動層蒸発器
の入り口部に堆積し、流動化空気の流れを阻害したことか
ら、局所的に上昇する空気が集中し循環ソリッドを巻き上げ
たため、火炉管下部にエロージョンが発生した。長期間エ
ロージョンを受け火炉管が減肉したため、炉内圧力に耐えら
れず破孔に至ったと推定される。

バイオマス燃料（建築廃材）に含まれる金属量を低減させるた
め、以下の対策を実施することとした。

①建築廃材を金属混入が少ない木質ボード原料等に変更した。

②建築廃材の受入基準に、金属探知機による分別等の条件を追
加した。また、納入業者の運用状況を検査するため現地査察を行
うこととした。

2 風力発電所 平成29年2月 風車ブレード 　風車の通常運転中、落雷センサーが感知し風車が
自動停止した。天候・積雪等ですぐに詳細な調査が出
来なかったため停止を継続し、2ヶ月後に現地調査し
たところ、１本のブレード先端部分のトレーリングエッ
ジが落雷により約４ｍ裂けていたことを確認した。

＜自然現象（雷）＞
雷が直撃したためブレードが破損し、落雷検知装置の動作

によって風車が自動停止した。

落雷検知装置の自動停止機能の閾値を安全側に変更した（電
荷量150C→50C）。

3 風力発電所 平成29年3月 ヨーモータ 　風車の通常運転中、発電設備が自動停止し風車故
障の警報メールが発報された。現場調査をしたとこ
ろ、６台のヨーモータのうち１台が回らないことから、内
部の軸受部（ベアリング）が損傷したと推定され、これ
によりモータ駆動電流が過大となったことが原因であ
ることが判明した。なお、当該ヨーモータについては、
事故日の数日前の年次点検において異音が確認さ
れたため取り替えることとしていたが、そのまま使用
可能と判断し、風車の運転を再開していた。

＜保守不備（保守不完全）＞
事故日の数日前の年次点検において当該ヨーモータから

異音が確認されたため取り替えることとし、後日ヨーモータを
取り外そうとしたが取り外せなかった。ヨーモータから異音が
確認されれば取り替える運用にしていたが、当該ヨーモータ
を試運転したところ運転の支障となるほどの異音ではなかっ
たため、そのまま使用可能と判断し風車の運転を再開した。
その後、ヨーモータ内の軸受部（ベアリング）の損傷が徐々に
進行した。ヨーモータ内の軸受部（ベアリング）は運転開始後
十数年経過しており、経年劣化による損傷により回転しづらく
なった。この過負荷状態のためモータ駆動電流が過大となっ
たことから過電流リレーによりヨーモータが自動停止し、当該
トリップ信号により制御システムが異常検出し風車を自動停
止した。

①今後の定期点検（年に４回または１回）において、新たにヨー
モータの異音の有無を確認し（年に４回）、ヨーモータ各相の電流
値を測定する（年に１回）こととし、異音があり電流値にアンバラン
スがあった場合には、ヨーモータを取り替えることとした。

②今後の定期点検（２年に１回）において、新たにヨーモータシャフ
ト及びキーに摩耗がないことを目視確認することとし、グリースを
ヨーモータシャフトに必ず塗布することとした。

③水平展開として、運転開始から取り替えていないヨーモータ全
数を早期に取り替えることとした。

4 太陽電池発電
所

平成29年5月 逆変換装置（ＰＣＳ） 　ＰＣＳ１台において「インバータ異常」が発生した旨の
緊急メールが電気主任技術者に入った。電気主任技
術者から出動要請を受けた外注先の保守業務担当
者が現地にて調査しところ、ＰＣＳが停止しており、
メーカーの見解によりＰＣＳ内のIGBTモジュールに不
具合があることが判明した。

＜設備不備（製作不完全）＞
インバータ内部のIGBTモジュール内で短絡が発生し過電流

によって損傷したと考えられる。損傷程度が強く原因箇所は
特定できなかったが、損傷の様相から、直流端子近傍のチッ
プの絶縁破壊や半田接合部の接触不良等が推定される。

①損傷したインバータユニットを交換した。
②各PCSの健全なインバータユニットを全数点検することとした。

5 太陽電池発電
所

平成29年6月 逆変換装置（ＰＣＳ） 　ＰＣＳ１台において「インバータ異常」が発生した旨の
緊急メールが電気主任技術者に入った。電気主任技
術者から出動要請を受けた外注先の保守業務担当
者が現地にて調査しところ、ＰＣＳが停止しており、
メーカーの見解によりＰＣＳ内のIGBTモジュールに不
具合があることが判明した。

＜設備不備（製作不完全）＞
インバータ内部のIGBTモジュール内で短絡が発生し過電流

によって損傷したと考えられる。損傷程度が強く原因箇所は
特定できなかったが、損傷の様相から、直流端子近傍のチッ
プの絶縁破壊や半田接合部の接触不良等が推定される。

①損傷したインバータユニットを交換した。
②各PCSの健全なインバータユニットを全数点検することとした。

6 水力発電所 平成29年6月 調速機電源装置 　２号水車・発電機が運転中に水車制御盤内の電源
異常を検出し「調速機電源異常」の「重故障」を発報、
解列した。調査した結果、盤内に雨水が浸入したこと
による調速機電源装置の破損が判明した。

＜その他＞
急激な降雨により、建屋屋上の雨水が防水シートの切れ

目から雨漏りとなって水車制御盤内に侵入し、DC/DCコン
バータを故障させた。

①建屋屋上防水シートへのコーキング及び水車制御盤に養生用
シートを設置。
②定期巡視時に雨漏りがないことを点検することとした。

　平成２９年度　第１四半期（４～６月）　における電気関係報告規則に基づく電気関係事故報告について、概要をとりまとめましたのでお知らせいたします。
今期においては、破損事故６件、波及事故１０件です。
　
　電気保安に携わる皆様におかれましては、これらの事故に伴う損失・被害を十分に認識し、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・
強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。



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29年3月 真空遮断器１次側の

短絡接地器具
（6,600V）

当該事業場の電気管理技術者は、電気工事業者が
実施する高圧引込みケーブルの更新工事に立ち会っ
ていた。当該工事が終了したため、電気管理技術者
は電気工事業者に短絡接地器具の取り外しを指示し
た後ＰＡＳを投入した。しかし、受電電圧が０Ｖであっ
たため、キュービクル内を目視点検したところ、電気
管理技術者は、真空遮断器１次側に短絡接地器具を
取り付けたままであったことに気がついた。その後す
ぐにＰＡＳを開放し電力会社に連絡した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
① 電気管理技術者は通常の年次点検であれば自ら短絡接
地器具を取り付けるが、今回は更新工事であったため電気
工事業者に取付けを任せた。また、「接地中」表示の掲示に
ついても任せており確実に掲示することにしていなかった。こ
のため、短絡接地器具が目立ちにくい箇所（キュービクル内
のＶＣＢ１次側）に取り付けられ、また、「接地中」表示が掲示
されていなかったことから、短絡接地器具を取り外していない
ことに気付くことができなかった。
② 電気管理技術者は通常の年次点検であれば短絡接地器
具の取り付け・取り外しについて担当者を指名しているが、今
回は更新工事であったため電気工事業者に取り付け・取り外
しを任せた。また、電気管理技術者は電気工事業者に短絡
接地器具の取り外しを指示した後、三相一括で絶縁抵抗測
定をしたところ異常がなかったため、自ら短絡接地器具の取
り外しを確認しなかった。なお、指示を受けた電気工事業者
は「接地金具を外す」という指示であると勘違いし、短絡接地
器具の接地金具のみを取り外したため、絶縁抵抗測定の測
定値は異常がない値であった。
③ 電気管理技術者は電気工事業者に短絡接地器具の取り
外しを指示していたことから、電気工事業者が取り外したと思
い込んでいた。
④ 電気管理技術者は通常の年次点検であれば、短絡接地
器具の取り外し確認項目を含む「年次点検作業安全チェック
票」を使用していたが、今回は更新工事後の竣工試験であっ
たため使用しなかった。

①電気工事業者に短絡接地器具の取り付け・取り外しを任せる場
合は、当該作業の担当者を指名させ、目立ちやすい箇所に取付
けさせるとともに、電気管理技術者は短絡接地器具の取り外し確
認項目を含む「年次点検作業安全チェック票」を使用することとし
た。

②電気管理技術者は電気工事業者に対して、短絡接地器具を取
り外すときには短絡金具を外した後に接地金具を外すよう教育し
た。また、電気管理技術者は短絡接地器具の取り付け・取り外し
をする担当者の作業を目視で確認することとした。

③ＰＡＳの操作ヒモに新たに「投入禁止」表示板を取付け、復電の
際に表示板を外す前に「年次点検作業安全チェック票」における
短絡接地器具の取り外し確認項目にチェックの有無を確認し、無
い場合はＰＡＳの操作をしないこととした。

④電気管理技術者は、年次点検以外の停電作業においても「年
次点検作業安全チェック票」を必ず使用して、復電の際には短絡
接地器具が取り外されたことを確認することとした。

2 太陽電池発電
所

平成29年3月 断路器２次側の短絡
接地器具（6,600V）

当該事業場の電気管理技術者は、年次点検を実施
し作業が終了したため、ＰＡＳを投入した。しかし、保
護継電器の制御電源の表示ランプが点灯しなかった
ため、電気管理技術者は断路器２次側に短絡接地器
具を取り付けたままであったことに気がついた。その
後すぐにＰＡＳを開放し電力会社に連絡した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
① 当該事業場に出入りする道路が別の作業で使われる予
定があったため、電気管理技術者は早めに年次点検を終了
し当該事業場から退出しようと焦っていた。この焦りから、電
気管理技術者は高圧受変電設備の点検が終了した後、短絡
接地器具を取り外し絶縁抵抗測定等の受電前確認をした。
作業監督者が近くにいなかったが、不在の状況で取り外した
ままではいけないと思い、再度短絡接地器具を取り付けると
いう通常の手順ではない作業を実施した。その後、点検業者
に作業終了時間を尋ねたり、ＰＡＳ投入作業に立ち会いさせ
るため作業監督者を呼び戻したりしているうちに、電気管理
技術者は短絡接地器具を取り付けたままであることを失念
し、ＰＡＳを投入してしまった。
② 作業監督者は、電気管理技術者からＰＡＳ投入作業に立
ち会うよう依頼があったが、電気管理技術者が短絡接地器具
を取り外したと思い込み、また、急いでＰＡＳに戻って来たた
め、定められた復電チェックシート（短絡接地器具の取り外し
確認項目が含まれる）を持って来なかったことから、当該
チェックシートに基づく短絡接地器具の取り外し確認をしな
かった。
③ 短絡接地器具を取り付けた箇所（断路器の２次側）は、
キュービクルの扉を開けていたためその陰となり、ＰＡＳ操作
位置から見えなかった。また、「接地中」標示についてはよく
見える位置に取り付けなければならないという認識が不足し
ていたため、いつもどおり地面に置いていた。このため、電気
管理技術者と作業監督者は２人ともＰＡＳ操作時に短絡接地
器具を取り付けた箇所や「接地中」標示が見えず、短絡接地
器具の取り外し忘れに気付かなかった。

①今回のように、停電・復電チェックシートが定められた事業場の
場合は、電気管理技術者が事前に短絡接地器具の取り外し確認
項目を含むことを確認したチェックシートを作業監督者は必ず使
用し、復電の際には短絡接地器具の取り外し完了確認を確実に
行うこととした。なお、電気管理技術者も短絡接地器具の取り外し
確認項目を含むチェックシート（電力会社に提出する「高圧停電作
業計画書・実施票」の停電・復電チェックリスト）を使用して、短絡
接地器具の取り外し確認をダブルチェックすることとした。

②停電・復電チェックシートが定められていない事業場の場合は、
短絡接地器具の取り外し確認項目を含むチェックシート（電力会
社に提出する「高圧停電作業計画書・実施票」の停電・復電チェッ
クリスト）を電気管理技術者は必ず使用し、復電の際には短絡接
地器具の取り外し完了確認を確実に行うこととした。

③短絡接地器具を取り付けた後の作業中は「接地中」標示をＰＡ
Ｓの操作ヒモに取付け、作業後、短絡接地器具を取り外し「接地
中」標示を取り外した後ＰＡＳの操作をすることとした。



3 需要設備 平成29年3月 高圧引込ケーブル（Ｃ
Ｖ）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
事故当時、電気主任技術者は未選任であったため、
電力会社が調査したところ、高圧引込ケーブルの接
続部が断線し地絡したことが判明した。

＜保守不備（保守不完全）＞
　当該事業場では長期間、電気主任技術者が不在であり、保
安規程の点検基準に基づく日常巡視・月次点検・年次点検が
実施されていなかったところ、高圧引込ケーブルの接続部が
断線し地絡した。地絡保護継電器が経年劣化のため動作し
なかったため、当該事業場を切り離せず波及事故に至った。

　当該事業場については、高圧設備を廃止した。

4 需要設備 平成29年4月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）（6,600V）
　

電力会社配電線がＤＧＲ及びＯＣＲ動作により自動
遮断した。電力会社の調査により当該事業場の事故
であることが判明し、電気主任技術者が現場にて調
査したところ、キュービクル内に侵入したへび１匹がＬ
ＢＳの１次側充電部に接触し地絡及び相間短絡したこ
とが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
へびがキュービクルのすき間から侵入し、ＬＢＳの１次側充

電部に接触し地絡及び相間短絡した。ＰＡＳにはＳＯＧ機能が
付いていなかったため、当該事業場を切り離せず波及事故
に至った。ただし、ケーブル貫通部や開口部等を調査した
が、へびが侵入できるような隙間は見当たらず、侵入経路は
特定できなかった。

①構内柱PASをSOG付のものに取り替えた。
②キュービクル周りの樹木を伐採した。

5 需要設備 平成29年5月 高圧コンデンサ
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
当日は電力会社の調査中に原因不明のまま事故点
が復帰したため、電力会社が再送電を行った。翌日
にも、同じ配電線がＯＣＲ動作により自動遮断したが、
この時には再送電に成功し、波及事故に至らなかっ
た。電力会社の調査により、ＯＣＲ動作の原因が当該
事業場であることが判明し、電気主任技術者が現場
にて調査したところ、キュービクル内に侵入したヤモリ
がＤＳの二次側の充電部に接触し短絡したことが判
明した。その際に第２キュービクルを確認したところ、
高圧コンデンサにへびがかかっており、これが前日の
波及事故の原因と判断した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
へびがキュービクル扉すき間のスポンジを押しのけて侵入

し、高圧コンデンサ充電部に接触し地絡した。ＰＡＳ及び第２
キュービクル送りのＤＧＲのＶ０設定は 低タップにしていた
が、ケーブル亘長が長い区間のため電力会社のＤＧＲのＶ０
整定値がさらに低く保護協調が取れておらず、当該事業場を
切り離せず波及事故に至った。

①キュービクル扉の隙間用スポンジの素材を変え、厚手のものに
取り替える。
②電力会社のＤＧＲと保護協調を取るため、ＰＡＳをＶ０要素のな
い無方向性地絡継電器付のものへの取り替えを計画する。

6 需要設備 平成29年5月 高圧真空遮断器
（VCB）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電力会社の調査により当該事業場の事故であること
が判明し、電気主任技術者が現場にて調査したとこ
ろ、VCBが焼損していることを確認した。

 ＜保守不備（自然劣化）＞
事故発生原因が電気管理技術者の調査では判明しなかっ

たためメーカーに問い合わせたが、特定に至らなかった。本
機器は設置から24年が経過し、同時期に設置した地絡継電
器も年次点検時に不良が出ており、VCB本体の経年劣化に
よる絶縁不良が原因であると判断した。

①VCBを新品のものに取り替える。
②年次点検時に更新推奨時期を超過した機器の点検結果に注
意し、早めの取り替えを検討していく。

7 需要設備 平成29年5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。
電力会社の調査により当該事業場の事故であること
が判明し、電気主任技術者が現場にて調査したとこ
ろ、キュービクル内に侵入したへび１匹がＬＢＳの１次
側充電部に接触し地絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
へびがキュービクル下部のすき間から侵入し、ＬＢＳの１次

側充電部に接触し地絡した。責任分界点に地絡遮断装置が
なかったため、当該事業場を切り離せず波及事故に至った。

①キュービクル基礎部の隙間を塞いだ。
②キュービクル下部の通気口に金網を設置した。

8 需要設備 平成29年6月 高圧ケーブル
（6,600V）

解体業者が当該ビルの解体の作業中、屋上の第２
電気室送りの高圧ケーブルをジグソーで切断してしま
い地絡が発生した。解体作業のために開放した開閉
器の負荷の中に主遮断装置の操作電源が含まれて
おり、主遮断装置が動作しなかったため電力会社配
電線がＤＧＲ動作により自動遮断し、波及事故に至っ
た。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
電気主任技術者は解体業者から配線等の撤去は受電を停

止する7月以降と連絡を受けており、このような作業を行うと
いう認識がなかった。解体業者が開閉器を開放して作業して
いたが、主遮断装置の電源を取っているにも関わらず、開閉
器に重要負荷である旨の表示がなかった。

①今後は復電せずに停電したまま解体作業を行う。
②設置者、電気主任技術者、解体業者で工程表を基に作業内容
を確認し合う。解体業者が電源を切る場合には電気主任技術者
に確認し、支障ない回路か確認するよう徹底する。

9 需要設備 平成29年6月 DS二次側母線
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
当該事業場はＳＯＧ機能により配電線から切り離され
ていたが、配電線中の多回路開閉器が過電流ロック
のため自動再閉路が行われず波及事故に至った。電
力会社の調査により、原因が当該事業場であること
が判明し、事業場の従業員が現場にて調査したとこ
ろ、電気室内に侵入したネズミがＤＳの二次側の充電
部に接触し短絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
電気室内に侵入したネズミがＤＳの二次側の充電部に接触

し短絡した。電力会社配電線の多回路開閉器が過電流によ
りロックされたため、再送電が行われなかった。

①受電設備のＤＳをＡＳに交換し、接続端子の露出をなくす。
②電気室入口の扉をドアクローザー付きのものに交換し、施錠し
て開放厳禁を徹底する。
③ネズミ、へび等の侵入の可能性があるケーブル貫通部を修繕
する。

10 需要設備 平成29年6月 高圧気中負荷開閉器
（PAS）（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動遮断した。
電気管理技術者が現場にて調査したところ、PAS側
面に約20mm×60mmの穴が空いており、そこからへ
びが侵入して充電部に接触し地絡したことが判明し
た。DGRは動作を示していたが、PASが開放動作せ
ず、波及事故に至った。

＜保守不備（自然劣化）＞
当該PASは設置から３０年が経過しており、腐食が進行して

約20mm×60mmの穴が空いていた。PASが開放されなかっ
た原因は、経年劣化による動作不良、若しくはへびが侵入し
て接触した影響が推定される。

①PASを新品に交換した。
②外観点検において、地上から見えにくい箇所がある場合には、
双眼鏡を利用するなどして不良箇所の見落としを防止する。
③耐用年数を過ぎている機器について計画的に更新する。


