
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22年9月 高圧負荷開閉
器2次側
（6,600V）

被災者は、変圧器工事の見積もり調査のため、
一人で屋外キュービクルの扉を開け、調査を開
始した。
キュービクル内のスケッチ等の調査を終了後、
詳細を確認するために右手で中央のドアの縁を
持った状態で、キュービクル内を覗き込み確認を
している際に、汗をかいた右側の頬にLBSの負
荷側から放電し、感電負傷した。

感電負傷事故＜感電（作業者）被害
者の過失＞
危険予知が十分でない状態で作業
を行ったことが原因と推察される。

電気設備やその周辺で工
事や調査を実施する場合
は、事前に電気主任技術者
に連絡して指導助言を求
め、必要により立会させる
などの安全対策を行う。



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
（自家用）

平成22年9月 ボイラー
（火炉後壁蒸
発管）

ボイラー運転中、炉内圧力が急上昇し、炉内温
度の急低下、給水流量と主蒸気流量の乖離など
の異常を確認した。これらの兆候から水管噴破
と判断し、工場各プラントに蒸気の使用停止を指
示し、停止操作を開始したが、ボイラー火炉上部
ドラフト「ＨＨ」のインターロックにより、燃料遮断、
緊急停止した。後日、炉内開放点検及び水張試
験の結果、火炉後壁蒸発管２本に破孔が確認さ
れ、詳細点検により更に２箇所の合計４箇所の
破孔が確認された。

循環流動層ボイラーの特性上、火
炉蒸発管下部のゾーンは炉内循環
材のダウンブローに起因するアッ
シュエロージョンによる減肉傾向が
顕著にみられるところである。当該
部位は前回の定期点検時に、同部
位に軽微な減肉傾向がみられたた
め、肉盛溶接補修を行った。その肉
盛溶接補修時に発生した施工箇所
の凸部に起因する循環材の乱流か
ら、周辺に溝状の深い摩耗が発生
し、１箇所が破孔し、そこから漏洩し
た蒸気により隣の蒸発管の破孔へ
と損傷が拡大したものと推定され
る。

暫定対策として、異常が認
められた火炉下部蒸発管
周辺の詳細肉厚測定（約
2,000箇所）を実施し、最小
必要肉厚未満の部位は抜
管し、減肉傾向がみられる
部位は肉盛溶接補修を実
施した。
恒久対策として次回定期点
検時に、凸部が残存してい
る水管を抜管更新するとと
もに、物理摩耗に実績のあ
る20%クロム材による溶射を
火炉下部を中心に施工す
る。

2 火力発電所
（事業用）

平成22年9月 発電機
(密封油装置）

点検のため、別の現場に向かっていた関係会社
社員が、発電機密封油装置濾過器下部より油が
漏洩しているを発見した。これを受け、発電機密
封油自動油圧調整弁バイパス弁への切替操作
を開始したが、その後、濾過器本体からドレン管
が外れ漏洩が拡大したため、密封油圧力低下に
よる発電機の水素ガス漏出を防止するため、運
転員によるＭＦＴ操作を行った。

運転による振動及びドレン管重量の
負荷により、濾過器ケースとドレンプ
ラグ差し込み口の溶接部周辺の疲
労破壊が進展した。この疲労破壊に
より亀裂が発生して、密封油が漏洩
し、亀裂部からの油噴出圧力も加わ
り亀裂が拡大し、破断に至ったと推
定される。

【運用面】
①危険物、高圧ガス設備重
点パトロールの実施（各部
スタッフによる相互点検を
実施）
【設備面】
①濾過器ドレンの排出構造
を配管からプラグによる止
栓構造に変更する。これに
より、振動影響の低減とドレ
ン管の重量による負荷の消
去を図る。
②定期点検に合わせ、溶接
部の外観点検およびＰＴを
実施し、当該箇所の健全性
を確認する。

3 火力発電所
（自家用）

平成22年11月 ボイラー給水
加熱器

運転中、ボイラのドラム水位が低下して給水流
量調節弁が全開となったため、遠隔手動操作で
給水流量調節弁のバイパス弁を開操作したもの
の、給水流量は増加しなかった。ドラム水位を維
持するため、負荷下げを開始したが、「ドラム水
位極低」警報と同時にＭＦＴ動作によりトリップし
た。現場の給水系統を確認したところ、第５給水
加熱器の胴内において給水漏洩音を確認した。

定検時など長期停止時の細管内残
留水による腐食。また、エロージョ
ン・コロージョン現象による経年的な
減肉と考えられる。

当面の処置として第５給水
加熱器をバイパスし、不使
用にして復旧したが、次回
定検時を目途に第５給水加
熱器の更新を計画する。ま
た、更新の際には、管の排
水性向上のため、傾斜据え
付けを行う。



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22年7月 屋上受電設備
の変圧器
（6,600V)

電力会社配電線がDGR動作により自動遮断し
た。調査の結果、当事業場の事故であることが
判明したため、工事業者により高圧区分開閉器
を開放し、電力会社職員がが開閉器の開放を確
認した後、当事業場を除き送電した。電気工事
業者が当事業場内を調査したところ、変圧器が
焼損していることを確認した。

保守不備（保守不完全）
変圧器が経年年劣化により焼損し、
地絡事故が発生した（変圧器は設
置後30年以上経過）。また、当該事
業場に主任技術者が選任されてお
らず、管理が不適切であった。

電気管理技術者と保安管
理の外部委託契約を締結
した。今後は電気管理技術
者の指導により保守管理を
実施する。また、事故発生
後変圧器は取替えを行った
が、今後、受電設備を
キュービクル式に変更する
とともに、区分開閉器をＧＲ
付きのものに変更する。

2 需要設備 平成22年8月 地中埋設ケー
ブル
（6,600V）

当該事業場の耐震補強工事で、バックホウ（ショ
ベルカー）で掘削工事を行っていたところ、誤って
構内柱とキュービクル間の高圧埋設ケーブルが
損傷し、地絡事故が発生した。

故意・過失（作業者の過失）
当該事業場は耐震補強工事を行っ
ており、バックホウ（ショベルカー）に
よる掘削工事中、誤って構内柱と
キュービクル間の高圧埋設ケーブ
ルが損傷し、地絡事故が発生した。
また、当該事業場のＰＡＳにはＳＯＧ
が設置されていなかったため、変電
所の地絡継電器が作動し、波及事
故に至った。

①ＳＯＧ付きの高圧気中開
閉器への取替えを行う。
②構内の埋設ケーブルの
位置を示した図面と、実際
の埋設ケーブルの位置が
異なっていたことから、図面
の整理を行う。
③掘削の際は、見張り人を
配置し注意深く作業する。
④埋設地中ケーブルの埋
設表示を行う。

3 需要設備 平成22年9月 高圧区分開閉
器（6,600V）

電力会社配電線が事故により自動遮断した。事
業場常駐管理者から停電の連絡を受け、電気管
理技術者が到着後調査したところ、高圧区分開
閉器の焼損、LBS及びPCヒューズが溶断し、電
灯用変圧器の高圧ブッシングが破損していること
が確認された。

自然現象（雷）
落雷により高圧区分開閉器が焼損
し地絡事故となり、波及事故に至っ
た。

高圧区分開閉器の取り替
え、LBS及びPCヒューズの
取り替え、電灯用変圧器の
取り替えを行った。また今
後、避雷器の設置を検討す
る。

4 需要設備 平成22年9月 高圧気中開閉
器
（6，600V）

電力会社配電線が地絡短絡事故により自動遮
断した。電力会社による事故探査の結果、当事
業場の事故と判明した。電力会社により当事業
場の高圧引込線の縁線を切離し配電線を全送
電した。保安業務担当者による調査の結果、
PASの損傷を確認した。

自然現象（雷）
落雷により、ＳＯGは動作し、ＰＡＳは
開放していたと思われる。避雷器の
ヒューズも切れておらず、避雷器及
びケーブルの絶縁抵抗も規定値以
上であったことから、その後に発生
した誘導雷のサージにより、ＰＡＳ一
次側ブッシングが破損したため波及
事故に至った。

避雷器内蔵の高圧気中開
閉器の取替えを行った。



5 需要設備 平成22年9月 受電設備配線
のピン碍子
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲにて自動遮断した。電
力会社による開閉器操作により配電線を全送電
した。その後、事故探査の結果、当事業場の事
故と判明した。電力会社にて分岐開閉器を切り
故障点を切り離した。調査の結果、落雷によりピ
ン碍子及び進相コンデンサが破損していたこと
が確認された。

自然現象（雷）
落雷によりピン碍子及び進相コンデ
ンサが破損し地絡事故となり、地絡
継電器がないため波及事故に至っ
た。また、当該事業場に主任技術者
が選任されておらず、管理が不適切
であった。

地絡継電器付きの高圧区
分開閉器に取り替えた。
電気保安法人と保安管理
の外部委託契約を締結し
た。電気保安法人の指導に
より保守管理を実施する。

6 需要設備 平成22年9月 高圧真空遮断
器（6,600V）

事業場職員が朝の巡視点検を行ったところ、事
業場が停電していることを確認したため、電気管
理技術者及び電力会社へ停電の連絡をした。
電気管理技術者が到着後、事業場内を点検した
ところ、キュービクル内のＶＣＢが焼損しているこ
とを目視にて確認した。
原因究明のため、当事業場の責任分界点のＰＡ
Ｓを開放し、焼損しているＶＣＢについて、改めて
絶縁抵抗を測定した結果、焼損により、絶縁抵
抗値（VCB1次側－大地、2次側－大地とも）が0
Ωとなっていることを確認した。

自然現象（雷）
落雷（誘導雷）により過大なサージ
電圧が高圧回路へ侵入し、真空遮
断器の真空バルブ周辺でアークが
発生したため、内部が破損焼損し一
気に短絡まで至り、波及事故に至っ
たと推定される。

高圧真空遮断器の取替え
を行った。また今後、避雷
器の設置を検討する。

7 需要設備 平成22年11月 高圧交流負荷
開閉器
（6,600V）

電力会社配電線がOCR動作（Vo=3）により自動
遮断した。電力会社が当該事業場への分岐開閉
器を切り配電線を全送電した。その後、電力会
社職員よる事故探査の結果、当事業場の事故と
判明し、当該事業場の区分開閉器を切り故障点
を切り離した。

他物接触（鳥獣接触）
キュービクルの換気口の網が破れ、
換気口よりイタチが侵入し高圧充電
部に接触し短絡地絡事故が発生
し、地絡継電器がなかったため、波
及事故に至った。また、当該事業場
に主任技術者が選任されておらず、
管理が不適切であった。

電気保安法人と保安管理
の外部委託契約を締結し
た。電気保安法人の指導に
より保守管理を実施する。
小動物侵入経路は仮に塞
ぎ応急措置を実施した。ま
た、地絡継電器付きの高圧
区分開閉器に取り替えを予
定（平成23年1月中）。


