
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4月 電気機械器具
（400V）

交代勤務の引継ぎの際に行う半導
体製造装置の運転状態の点検を被
災者と同僚の２名で実施していた。そ
の際、被災者は手に持っていたチェッ
クシートを誤って落としてしまった。
落としたシートは半導体製造装置
下部の隙間から装置裏側のメンテ
ルームに入り込んだ。
被災者はそれを探しにメンテルーム
に入ったところ、ルーム内にある高周
波発振器（半導体製造装置に高周波
電流を供給する装置）切替部の下部
にあるのを発見し、拾おうとして手を
伸ばしたところ、通電部に接触し感電
した。

感電（作業者）被害者の過失
①被災者は通電部の下部にある
チェックシートを不用意に拾おうとして
感電した。
②社内においても安全教育が不十分
であった。
③ルーム内の高周波発振器から半
導体製造装置までの充電部は通常
は露出しないようカバーで覆われて
いるが、事故当時は半導体製造装置
周りの改造工事のため、カバーを外
していた。

①今回事故のあった高周波発振器
周りについては、速やかにカバーを
取り付けるとともに、「感電注意」と書
かれた注意標識を半導体製造装置、
高周波発振器、カバーに取り付け
た。
②他部署へ今回の事故事例につい
て周知徹底を図るとともに、充電部が
露出していないか点検を実施した。
③管理職は①の対策等の実施状況
を確認するとともに、類似箇所につい
ても対策を講じる（５月末目途）。
④今回の事故を踏まえ、設備の構造
についての教育やＫＹ活動など、社内
における安全教育を徹底する。



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 風力発電所 平成24年5月 発電機 ２号機直下の地元耕作者から、設
置者に風車から異音がするとの通報
があった。この通報を受け、職員が現
場確認をすることとした。
電気主任技術者は、現場に到着し
た職員から２号機地上で異常音が確
認されている旨の報告を受けた。そ
の際、異常音はブレードからではな
く、ナセルから発生していると推定さ
れることも報告を受けた。
その後、連絡を受けた主任技術者
が現地に到着し、地上で目視による
ブレード外観点検を行ったが異常は
見あたらなかった。ナセルに昇り内部
の確認を行ったが、異常は見あたら
なかった。また、保守委託会社の技
術員に連絡を入れ、当該発電機の温
度・ベアリング温度を約1時間前まで
遡って確認するよう依頼した。
保守委託会社の技術員から、発電
機温度データは異常なく、ベアリング
温度は管理値内であったことの確認
をした上で、主任技術者がナセル内
で待機した状態で、地上の職員が起
動操作を行った。
起動直後は異常はなかったが、系
統並列直後（発電機励磁後）大きな
異音を確認したため、緊急停止ボタ
ンにより、風車を緊急停止した。

保守不備（自然劣化）
経年劣化によるベアリングの摩耗と
推定されるが、これまでの保守点検
の不備により破損に至る前段階で発
見することが出来なかったことも考え
られる。

①破損した２号機ベアリングを７月中
旬までに交換する。
②これまでの点検方法を見直す。
・ベアリング温度はギアボックス側に
加え、破損したスリップリング側の温
度も記録する。
・半年に一度の点検におけるベアリン
グ部へのグリスアップ量を増やす。更
に、３年に一度はグリスの総入れ替
えを行い、グリスの劣化を防止する。
・保守委託会社の６ヶ月毎の点検項
目に、ベアリング部の聴診検査を追
加する。
③ベアリングの劣化と温度には相関
があると考えられるため、これまでベ
アリング温度が１１０℃に達した時点
でトリップするよう設定されていた値
を５０℃に設定し、劣化の傾向がある
場合は早期に停止できるようする。な
お、この値は暫定値であり、今後の
運転データを分析し、適宜見直す。



2 火力発電所 平成24年5月 ボイラー水冷
壁管

パトロール員より、計量コンベア付
近より発煙との第１報が入った。これ
を受け、ボイラー停止に向け、負荷下
げを開始するとともに、直ちに社員を
招集し、初期消火活動を開始した（計
量コンベアへ散水）。また、緊急連絡
網に従って消防・警察・近隣工場など
関係各所へ連絡した。負荷下げ中に
ボイラー圧力ＬＬによりＭＦＴ発生。ボ
イラーが緊急停止した。その後、消防
署が現地に到着したが、発煙、火共
に確認できなかった。このため、消防
は消火準備のみで放水等の消火活
動は行わなかった。
数時間後、メンテナンス業者が到着
し、消防署立会のもと、発煙場所の
計量コンベアを開放し、確認したが、
火災の痕跡は確認できなかった。こ
のため、消防署は今回の発煙は火災
ではないとの見解を示した（誤報扱い
とした）。翌日、ボイラー内部の点検
を行ったところ、対流部後壁水冷壁
管ボイラー左より４本目の漏洩を確
認した。

保守不備（自然劣化）
①対流部水冷壁管漏洩について
当該漏洩箇所は、Ｎｏ．２スーツブ
ロー蒸気噴射開始・終了位置におけ
るノズルの蒸気噴射方向に一致して
いる。さらにこの位置でボイラー圧力
変動を緩和するため、弁を中間開度
にして、数分間蒸気を噴射しながら停
止状態を保つので、漏洩箇所は長時
間蒸気噴射をうけることとなる。この
影響により、経年と共に摩耗が進行
し、漏洩に至った。
②発煙について
水冷壁管の漏洩により、ボイラー蒸
気圧力の低下を招いたため、燃料投
入量を増加した。これに加え燃焼ガ
ス中への蒸気噴出により燃焼排ガス
量が異常に増加した。この結果、炉
内圧力が上昇し、燃料投入シュート
から計量コンベアへ燃焼ガスが逆流
した。

①対流部後部水冷壁管漏洩につい
て
漏洩箇所は過熱器管など配管が輻
輳しており、これまで炉内からの点検
が困難な箇所であった。このため、今
後はボイラー定期事業者検査毎に当
該漏洩箇所近傍フィンを開口し、ボイ
ラー外側から触手、目視点検を計画
する。
②発煙について
燃料投入シュートに温度計が設置さ
れており、現状の警報設定値は７
０℃、燃料系トリップ２５０℃で設定さ
れていたが、早期発見のため、警報
設定値を５０℃に、燃料系トリップ１１
０℃に変更した。また、燃料投入
シュート温度計が１００℃を超えた時
点で緊急停止ボタンにてボイラーを
停止するようオペレータに指示した。



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 ＰＧＳからＰＡＳへの取替を行った。
また、絶縁抵抗測定などからＰＧＳの
ガス漏出が疑われる場合は早期に
更新工事を行う。

保守不備（自然劣化）
ＰＧＳの貫通部分のシール材が劣
化し、寒暖差の呼吸作用による封入
ガスの漏出、空気の流入から絶縁低
下を引き起こし、地絡短絡事故に
至った（ＰＧＳは製造後１６年経過）。

前回までの年次点検で、受電点ＰＧ
Ｓ２次側～ＶＣＢ１次側の絶縁抵抗値
に低下傾向がみられたため、臨時で
測定を実施したところ、前回年次点検
時２０ＭΩだったものが７ＭΩまで低
下していた。原因箇所を特定すべく、
詳細に測定を行ったところ、受電点の
ＰＧＳが原因であると特定した。
この結果を受け、ＰＧＳの取替工事
を行うことを計画した（工事予定日は
事故発生日の４日後）。
事故当日、電力会社配電線が地絡
短絡により自動遮断し付近が停電し
た。１０分後、設置者から電気管理技
術者の携帯電話に着信があり、折り
返し電話をしたが繋がらなかった。そ
の後、電力会社から電気管理技術者
に、当事業場が原因で波及事故が発
生しているとの連絡があった。
電力会社職員により当事業場高圧
引込線を縁切し、当事業場を除き再
送電した。
電気管理技術者が設置者に連絡
し、状況の確認を行った。その結果、
既に事故点が切り離された状態であ
り、深夜でもあったことから出動は翌
朝以降とすることとした。
翌朝、電気管理技術者が現地に到
着し、調査を行ったところ、取替を計
画していたＰＧＳの絶縁低下が確認さ
れた。

ガス負荷開閉
器（ＰＧＳ）
（6,600V）

平成24年3月需要設備



2 需要設備 平成24年4月 高圧気中負荷
開閉器（ＰＡＳ）
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により
自動遮断し付近が停電した。当事業
場の連絡責任者より、構内柱上で火
花が発生しているとの連絡が電気管
理技術者にあったため、現地に出動
した。電気管理技術者が現場に到着
し、事業場内を調査したところ、高圧
気中負荷開閉器の電源側ブッシング
が破損・短絡しているのを確認した。
また、このことを電力会社職員に報
告した。その後、電力会社職員により
当事業場高圧引込線を縁切し、当事
業場を除き再送電し異常がないこと
を確認した。併せて電気工事会社に
高圧気中負荷開閉器の取替工事を
手配した。当日夜に取替工事を行
い、事故発生開閉器を撤去し、新品
に取り替えた。

自然現象（風雨）
当事業場は海沿いにあり、当日は
低気圧通過に伴う大雨・突風という気
象条件だった。この影響で防波堤か
らの波飛沫が当該開閉器の電源側
ブッシングに付着し、表面リークが発
生した。これによりブッシングが破損
し、相間短絡したものと考えられる。

事故発生開閉器の取替を行った（Ｌ
Ａ内蔵・ＤＧＲ付き）。

3 需要設備 平成24年4月 高圧気中負荷
開閉器（ＰＡＳ）
（6,600V）

電気管理技術者は電力会社職員よ
り落雷により事業場が停電していると
の連絡を受け、現地に向け出動し
た。
電気管理技術者が現地に到着し、
調査したところ、ＳＯＧが地絡動作しＰ
ＡＳが開放していた。検電を行い停電
確認の後、ＬＢＳを開放し、変圧器及
び周辺機器の絶縁抵抗測定を実施し
たところ異常はなかった。
その後、現場に到着していた電力
会社職員とＰＡＳの状況を下から確認
していたところ、突如ＰＡＳから一瞬黒
煙が吹いた。同時に配電線のリク
ローザが遮断し波及事故に至った。

自然現象（雷）
誘導雷によるサージがＰＡＳに侵入
し絶縁破壊により内部短絡に至った
と推定される（当該ＰＡＳはＬＡ内蔵の
ものではなかった）。

事故発生開閉器の取替を行った（Ｖ
Ｔ・ＬＡ内蔵）。



4 需要設備 平成24年4月 高圧ガス負荷
開閉器（ＰＧＳ）
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により
自動遮断した。設置者より電力会社
配電線が停電していると、電気管理
技術者に連絡があった。この連絡を
受け、電気管理技術者が事業場に到
着した。事業場内の電気設備の調査
のため、キュービクル内のＬＢＳを開
放し、ＬＢＳ２次側～トランス１次側の
高圧絶縁測定をしたが、2,000ＭΩで
異常がなかった。続いて、構内ＰＧＳ
～ＬＢＳ一次側の絶縁測定のため、Ｐ
ＧＳの制御装置の扉を開けたところ、
ＳＯターゲット表示が出ているのを確
認した。他方、ＰＧＳは開放されてお
らず、「入」状態のままであった。この
ため、電気管理技術者は設備に異常
があると判断し、電力会社にその旨
連絡した。電気管理技術者から連絡
を受け、電力会社職員が事業場に到
着し調査した結果、ＰＧＳの異常を確
認したため、引込口の縁線切り離し
作業に着手した。
縁線切り離し作業完了後、当事業場
を除き再送電し、異常がないことを確
認した。

保守不備（自然劣化）
高圧ガス負荷開閉器のシールパッ
キンが経年により変化を生じ、気密
不良となり、空気・水分が内部に浸入
した。これにより開閉器内部に結露
が生じ、絶縁不良を起こし短絡したも
のと推定される（製造から約15年経
過）。

高圧気中負荷開閉器への取替を
行った。



5 需要設備 平成24年4月 高圧区分開閉
器（ＰＡＳ）
（6,600V）

電力会社配電線が地絡短絡により
自動遮断した（Vo=3）。設置者より当
事業場が停電しているとの連絡を受
け、保安技師２名が現地に向け出動
した。保安技師が現地に到着し調査
した結果、構内第１柱上の高圧区分
開閉器の底部に煤を確認した。ま
た、この時、この区分開閉器は「入」
状態であったため、保安技師が構内
第１柱上の高圧区分開閉器を切り、
絶縁抵抗を測定したところ、０ＭΩを
確認した。
復旧対策として、高圧区分開閉器
及び地絡継電器の取替を電気工事
会社に依頼した。電力会社職員によ
り当事業場の高圧引込線の縁線を切
り離すとともに、高圧区分開閉器の
取替工事を行った。その後、配電線
を全線再送電した。

自然現象（塩）
高圧区分開閉器及び地絡継電器
が事故の約１週間前の強風・雷雨の
際に雷サージの侵入を受け劣化が進
み、区分開閉器内負荷側口出し線
ブッシングが絶縁破壊を生じて破損
し、ケース内に閃絡し三相短絡に移
行した際、遮断不能となり、波及事故
に至ったものと推定される。
区分開閉器内部で絶縁破壊を起こ
した原因として、雷サージの侵入を受
けた際、区分開閉器負荷側ブッシン
グに亀裂が生じ、当日の雨により先
日の強風・雷雨の際に付着していた
塩分が溶け塩水となり、亀裂を伝い
内部に浸入し絶縁不良を起こしたこと
が推定される。

高圧区分開閉器の取替を行った。
また、区分開閉器の近くに避雷器を
設置する。

6 需要設備 平成24年4月 避雷器
（6,600V）

事故当日、カラス営巣のため枝類
が急増していることを確認したため、
本日中に事業場を停電し、カラスの
巣を撤去することを計画した。また、
当日は電力会社配電線で活線作業
を行うため、変電所の再閉路リレー
のスイッチを切っていた（当該配電線
が自動再閉路しない状態であった）。
電力会社配電線が地絡継電器が
作動し自動遮断した。同時に事業場
が停電し、非常用予備発電機が起動
したため、職員が状況を確認したとこ
ろ、ＰＡＳ及び受電用遮断器が開放、
ＳＯＧ動作表示と受電盤の地絡及び
不足電圧の故障表示を確認した。引
込柱を確認すると、避雷器を取り付
ける腕金にカラスが営巣しており、巣
の材料の針金製のハンガーが避雷
器端子部と腕金に接触していることを
発見した。
その後、配電線を全線再送電し異
常のないことを確認した。

他物接触（鳥獣接触）
カラスの営巣による地絡事故。
避雷器端子の一つに放電跡が残っ
ていること、営巣を確認した際の写真
に針金ハンガーが写っていることか
ら、このハンガーが避雷器端子と避
雷器取付用腕金に接触し地絡したも
のと推定される。
また、この事故によりＰＡＳはＤＧＲ
動作で正常に開放されたものの、事
故当時配電線の活線作業のため、再
閉路リレーを切っており自動再送電
できず、波及事故に至った。

①カラス等の営巣時期には、引込柱
等の営巣されやすい箇所の監視を強
化する。
②カラス等の営巣が困難になるよう、
鳥防止マット及びアレスターカバーな
ど鳥害防止対策を講じる。また、今回
事故のあった避雷器の取替を行う。



7 需要設備 平成24年4月 避雷器
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲにて自動
遮断した。電力会社から保安法人に
停電の連絡があった。その後、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
員が当事業場の高圧区分開閉器を
切り、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ていた、
保安技師が現場に到着し調査した結
果、蛇による構内第１柱上避雷器へ
の接触地絡が判明した。

他物接触（鳥獣接触）
蛇が柱上避雷器に接触し地絡した
ことにより波及事故に至った。
高圧区分開閉器用の保護継電器
のVoが5％固定で設定変更ができ
ず、配電線側の3.45％と保護協調が
取られておらず、先に配電線の遮断
器がトリップした。

①蛇が付近の樹木を伝って昇柱した
可能性もあるため、構内柱周囲の樹
木を伐採した。今後の事故防止のた
め定期的に伐採する。
②避雷器の接続部分に絶縁カバーを
取り付けた。
③構内柱の支線に蛇カバーを取り付
ける。
④現在設置されている保護継電器付
き区分開閉器を配電線と保護協調が
とれる保護継電器付き区分開閉器に
取り替える。

8 需要設備 平成24年4月 高圧気中負荷
開閉器（ＰＡＳ）
（6,600V）

竣工検査及び年次点検を実施し、
異常がないことを確認した。
竣工検査から18日後、電力会社配
電線がＤＧＲ動作により自動遮断した
（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た。
電力会社職員により構内に設置した
高圧区分開閉器を開放し、故障点を
切り離し配電線を全送電した。
その後、電力会社から保安法人に
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、構
内柱上の高圧区分開閉器又は高圧
ケーブル側と判明した（高圧区分開
閉器を含む高圧ケーブルの絶縁抵抗
測定、各相～大地間 赤相1,000Ｍ
Ω、白相・青相0ＭΩ）。
事故翌日、高圧区分開閉器と高圧
ケーブルを切り分け調査した結果、
高圧区分開閉器の内蔵ＶＴが一部焼
損しているのが判明した。

原因（不明）
竣工後から日が浅いため、保守不
備とは考えにくい。
高圧区分開閉器内のＶＴが一部焼
損し地絡事故となり、遮断不能ため
波及事故に至った。メーカに送り原因
を調査した結果、ＶＴの過負荷により
コイルのレアーショートとなり焼損に
至ったものだが、現場においてその
ような事象を発生させる要因は確認
されなかった。

高圧区分開閉器の取替を行った。



9 需要設備 平成24年5月 高圧交流負荷
開閉器
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲにより自動
遮断した。１分後、当事業場のＰＡＳ
がＳＯ動作により開放し、配電線は自
動再送電により受電した。以降、当事
業場は停電状態となるが、通常は無
人のため、この時点で電気管理技術
者への連絡はなかった。
その後、事故点探査をしていた電
力会社から電気管理技術者に対し、
当事業場が停電状態であることと、
あと１時間程度は現場近くで作業中
との連絡があった。電気管理技術者
は１時間では現地に到着できなかっ
たため、代務者に現場に行き、確認
をしてもらうよう依頼した。
現場に到着した代務者は、停電原
因を調査せぬまま、再びＰＡＳを投入
したところ、電力会社配電線がＯＣＲ
により自動遮断。ＰＡＳは機能不良の
ため開放しなかったため、自動再閉
路に失敗し波及事故に至った。

故意・過失（作業者の過失）
キュービクル内の高圧交流負荷開
閉器１次側に蛇が巻き付き短絡して
いた。
また、現場に到着した代務者はそれ
を確認しないままＰＡＳを投入したた
め、波及事故に至った。

蛇などの小動物が侵入する隙間を
完全に塞ぐ。また、基本操作教育を
徹底する。



10 需要設備 平成24年6月 高圧ケーブル
（6,600V）

電力会社配電線がDGRにより自動
遮断。電力会社職員が調査の結果、
当事業場の事故と判明。配電線の区
分開閉器を開放し、当事業場を除き
再送電するとともに、電気管理技術
者へ波及事故が発生している旨連絡
した。
その後、連絡を受けた電気管理技
術者が現地へ到着した。電力会社職
員から事故の状況について報告を受
け、高圧機器絶縁抵抗測定を実施し
た。その結果、高圧ケーブルの不良
と判断した（絶縁抵抗測定値：ケーブ
ル～大地間一括40ＭΩ、受電設備～
地間一括5,000ＭΩ）。
後日、ケーブルを切り離して、ケー
ブルのみの絶縁抵抗測定を実施。そ
の結果、ＰＡＳから15ｍ付近のケーブ
ル赤線の絶縁不良を検出した（赤線
～大地間80ＭΩ／10ｋＶ、キック現象
有）。

保守不備（自然劣化）
高圧ケーブル（ＣＶＴ）赤線が水ト
リー現象により絶縁破壊を起こし、地
絡した。
また、構内ＰＡＳにＳＯＧが設置され
ており、電力会社推奨の設定値にし
ていたものの、動作せず、波及事故
に至った。

高圧ケーブルとＰＡＳの交換を行っ
た。


