
電気火災事故
№ 事故発生施 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27年8月 活魚水槽コンセントプ

ラグ（100V）
事故当日深夜、当該事業場において発生した火災

警報が警備会社に入り、電力会社から電気管理技術
者に連絡が入った。電気管理技術者が現地で調査し
たところ、各漏電遮断器１次側までは受電状態であ
り、漏電遮断器はすべてトリップしていたことを発見し
た。警察の現場検証の結果、活魚水槽の上に置いて
あったテーブルタップに差していた活魚水槽コンセント
プラグにおいてトラッキング現象が発生し、店舗で火
災が発生したと推測されるとの見解が出された。ま
た、消防によると、当該店舗は全焼であった。

＜電気火災（保守不備）＞
 

活魚水槽の上に置いてあったテーブルタップに差していた
活魚水槽コンセントプラグにホコリがたまっていたところに、そ
のホコリが湿気を帯びプラグの刃の間にわずかな放電が起
き、プラグが突然発火するトラッキング現象が発生し出火した
と推測される。

① 活魚水槽コンセントプラグの差し込み位置を湿気の影響を受
けない箇所へ変更することとした。

② 保安教育を実施し、コンセントプラグにおいてホコリがたまって
いないか詳しく確認するよう従業員に徹底することとした。

破損事故
№ 事故発生施 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27年8月 ＣＶケーブル（66kV） 　特高変電所とＭ１電解電気室の間に施設された

66kVＣＶケーブル（271m）において、地絡過電圧継電
器及び地絡過電流継電器が動作し自動遮断した。電
気主任技術者が現地を確認したが、すぐに事故点が
分からなかったため、後日事故点探査をしたところ、
ケーブルの埋設部においてＳ相が地絡したことが判
明した。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

当該ＣＶケーブルの設計当時、埋設部の土壌温度は外気
温から低いため、トラフ埋設方式での周囲温度を２５℃として
ケーブルを設計した。今回の事故点（埋設部）の上は屋内の
特高変電所であり、変圧器等の電気設備があるため熱が蓄
熱される環境であった。このため、事故点（埋設部）が高温に
長年さらされ、シースの可塑剤が抜けて硬化し亀裂が発生
し、亀裂から湿気が侵入したことにより遮へい層が腐食、脆
化し電界集中が発生した。また、高温により絶縁体が酸化劣
化し亀裂が発生し、 終的に絶縁破壊に至り、当該ケーブル
の直接埋設部分において地絡が発生したと推定される。

ケーブルの放熱をよくするため、トラフによる直接埋設式から暗
渠式に変更した。

供給支障事故
№ 事故発生施 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 変電所 平成27年2月 主変圧器２次側ＣＶ

ケーブル（66kV）
主変圧器２次側ＣＶケーブル（赤相）の終端接続部

における絶縁破壊により66kV母線地絡が発生した。
これに伴い、66kV母線の地絡過電圧継電器が動作し
て、同母線に接続する全送電線の遮断器が開放し、
高梁変電所を電源とする66kV系統に供給支障が発
生した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

当該ケーブル（サイズ600mm2）については接続する際、プ
レモールド絶縁体挿入部に外部半導電層を残す工法で施工
され、ケーブル絶縁体表面がわずかに削れていた。プレモー
ルド絶縁体挿入時に塗布するシリコーン油がこの削り部分に
滞留していたため、半電導ゴムから硫黄（架橋剤）が析出し
た。その後シリコーン油が枯渇し析出物（硫黄）のみが界面に
残留し、時間経過とともに、ケーブルの熱膨張収縮が繰り返
された結果、析出物に亀裂や空隙が発生し、空隙部で部分
放電が発生、継続、進展することにより絶縁破壊に至った。

同様の不具合が発生する恐れのある以下の条件のケーブル
を、プレモールド絶縁体の半導電ゴムの架橋剤に硫黄が使用され
ていないものに取り替えることとした。

・プレモールド絶縁体挿入部に外部半導電層を残す工法で施工
したもの。
・プレモールド絶縁体の半導電ゴムの架橋剤に硫黄が使用して

いるもの。
 ・ケーブルサイズが600mm2以上のもの。

　平成２７年度　第２四半期（７～９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、電気火災事故１件、破損事故１件、供給支障事故１件、波及事故２０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 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27年4月 操作用変圧器

（6,600V）
電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。

事業場から連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、ＶＣＢ操作電源用の3kVA変圧器が焼
損したことが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

ＶＣＢ操作電源用の3kVA変圧器は製造後数十年経過して
おり、経年劣化のためコイルの相間短絡が発生した。ＰＡＳは
ＳＯ動作し開放したが、自動的に再閉路が成功しなかったた
め、波及事故に至った。

高圧機器の設置年数、交換推奨年数及び点検記録結果を勘案
し、高圧機器を計画的に更新することとした。

2 需要設備 平成27年6月 高圧柱上気中負荷開
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、保安業務担当者が現場にて調査したとこ
ろ、火災によりＰＡＳ、地絡保護継電器、キュービクル
及び事業場の倉庫等が焼損したことが判明した。

＜故意・過失（火災）＞
 

火災（火災原因は不明）によりＰＡＳや地絡保護継電器等が
焼損し地絡した。地絡保護継電器が焼損したためＰＡＳを開
放できず、波及事故に至った。

ＰＡＳや地絡保護継電器等の高圧受電設備一式を更新すること
とした。

3 需要設備 平成27年6月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）

電力会社配電線が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、保安業務担当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蛇がＬＢＳの１次側充電
部に接触し相間短絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
 

蛇はキュービクル扉の上部通気口から侵入したと推測さ
れ、侵入した蛇がＬＢＳの１次側充電部に接触し相間短絡し
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。

小動物が近寄らないようキュービクル周辺の草刈りを実施した。
また、侵入口と推測される上部通気口をパッキン等でふさいだ。

4 需要設備 平成27年6月 高圧電線（6,600V） 電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
事業場から連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、キュービクル内に侵入したネズミが高
圧電線に接触し相間短絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
 

キュービクル内に侵入したネズミが高圧電線に接触し、接
続部のテーピング部において経年劣化が進行していたため
相間短絡したと推定される。ＰＡＳはＳＯ動作し開放したが、
自動的に再閉路が成功しなかったため、波及事故に至った。

① 小動物が侵入した配管及びその他の配管等のパテ埋めを増
強した。

② 換気扇及び通気口等においてネットを取付けることとした。

③ 次回停電点検時に、より絶縁性能の高いテープにより接続部
をテーピングし直すこととした。

5 需要設備 平成27年6月 高圧架空電線
（6,600V）

事業場が全停電したため、事業場の職員が保安業
務担当者に連絡した。保安業務担当者が現場にて確
認したところ、構内の高圧架空電線に樹木が接触して
地絡し、ＰＡＳの地絡保護継電器が動作したため、当
該事業場が切り離されていることが判明した。高圧絶
縁抵抗を測定し異常がなかったため、受電した。その
後、電力会社配電線がＤＧＲ動作にて自動遮断したた
め、現場にて調査したところ、別の樹木が接触して地
絡したことが判明した。

＜他物接触（樹木接触）＞
 

構内の高圧架空電線に樹木が接触して地絡したが、地絡
保護継電器が動作しなかっため（不動作の原因は不明）、当
該事業場を切り離せず波及事故に至った。

① 月次点検等において高圧架空電線に樹木接触が発見された
場合は、速やかに伐採することとした。

② 高圧架空電線に接触が予想される樹木がある場合、速やかに
伐採することとした。

③ 次回年次点検において再度ＤＧＲ動作試験を行い、異常の有
無を確認することとした。

6 需要設備 平成27年7月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）１次側の短絡
接地器具（6,600V）

当該事業場において、工事会社によるＰＧＳ及び高
圧引込ケーブルの更新工事が行われるため（電気管
理技術者は並行して年次点検を実施）、電気管理技
術者はＬＢＳの１次側に短絡接地器具を取り付けた。
更新工事の開始予定時間を過ぎたとき、工事会社の
作業員が休憩していたため、電気管理技術者は工事
会社によるＰＧＳ１次側の切断作業が完了したと思い
込んだ。工事会社に完了確認をせず、ＰＧＳが手動で
開閉するか確認しようとして、短絡接地器具を取り付
けたままでＰＧＳを投入したところ、電力会社配電線が
自動遮断した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

ＰＧＳ１次側の切断作業が完了したことを工事会社に確認
せずに、短絡接地器具を取り付けたままでＰＧＳを投入したた
め、波及事故に至った。なお、過去ＰＧＳの動作確認をしてお
らず、手動で投入できるか確認するため、ＰＧＳの手動投入を
行った。

今後、同様の開閉器等更新工事があった場合、開閉器１次側切
断作業の完了確認を工事会社に確実に行うこととした。



7 需要設備 平成27年7月 高圧柱上気中負荷開
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。
電気主任技術者と連絡を取りながら、作業員が現場
にて調査したところ、雷によりＰＡＳが焼損したことが
判明した。なお、電気室には避雷器が設置されてい
た。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが損傷し遮断不能になったため、波及事故に
至った。

　ＰＡＳの２次側に避雷器を設置することとした。

8 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中負荷開
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。
保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷により
ＰＡＳが焼損したことが判明した。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが損傷し遮断不能になったため、波及事故に
至った。

ＰＡＳを取り替えた。なお、避雷器については異常がなかったた
め既存の避雷器を流用した。

9 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中負荷開
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。
保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷により
ＰＡＳが焼損したことが判明した。なお、避雷器は設置
されていなかった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが損傷し遮断不能になったため、波及事故に
至った。

　避雷器の設置を検討することとした。

10 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中負荷開
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、雷により
ＰＡＳが焼損したことが判明した。なお、避雷器は設置
されていなかった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが損傷し遮断不能になったため、波及事故に
至った。

　避雷器の設置を検討することとした。

11 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中負荷開
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。
保安業務担当者が現場にて調査したところ、碍子型Ｐ
ＡＳの碍子上部に亀裂が入っており、地絡したことを
発見した。

＜保守不備（自然劣化）＞

当該碍子型ＰＡＳは製造されてから数十年経過しており、経
年劣化により碍子型ＰＡＳの碍子にクラックが入り、この亀裂
から雨水が浸入したことにより地絡に至った。地絡継電器が
設置されていなかったため、当該事業場を切り離せず、波及
事故に至った。

　ＰＡＳを取替え、地絡継電器を設置した。

12 需要設備 平成27年8月 高圧架空電線
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
事業場より連絡があり、電気管理技術者が現場にて
確認したところ、構内の高圧架空電線２本が断線した
こと及びＰＧＳの保護継電器にＳＯ動作表示が出てい
たことが判明した。

＜他物接触（樹木接触）＞
 

事故前、長期間に渡り、構内の高圧架空電線に樹木が接
触して、絶縁被覆が損傷していたと推測される。暴風雨により
樹木の枝が当該損傷箇所に接触して相間短絡し、高圧架空
電線２本が溶断した。電線が断線して地絡したが、経年劣化
（製造後、数十年経過）により地絡継電器が動作せず、ＰＧＳ
を開放できなかったため波及事故に至った。

① 高圧架空電線に近接する樹木を早めに伐採することとした。

② 外観点検の際には、見えにくい電線への他物接触について双
眼鏡を使用して、より詳しく確認することとした。

13 需要設備 平成27年8月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
事業場より連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、キュービクル内に侵入したネズミがＬ
ＢＳの２次側充電部に接触し相間短絡したことが判明
した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
 

キュービクルの基礎ブロックのすき間から侵入したネズミが
ＬＢＳの２次側充電部に接触し相間短絡した。ＰＡＳはＳＯ動
作し開放したが、自動的に再閉路が成功しなかったため、波
及事故に至った。

侵入口である基礎ブロックのすき間及び配管のすき間をモルタ
ルでふさいだ。

14 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中遮断器
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
許可電気主任技術者が現場にて調査したところ、高
圧気中遮断器のヒューズ端部に地絡継電器の制御
配線が接触し地絡したことが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

当該高圧気中遮断器（更新推奨時期１０年）は製造されて
から十数年経過しており、経年劣化により、附属で設置され
ている零相変流器から制御装置につながる制御配線の絶縁
被覆が劣化しており、また、当該遮断器のヒューズ端部も劣
化していた。雨を伴う強風により当該制御配線がヒューズ端
部に接触し絶縁破壊し、地絡に至った。地絡継電器は設置さ
れていたが、制御配線が地絡し地絡継電器が動作しなかっ
たため、当該事業場を切り離せず、波及事故に至った。

① メーカーの更新推奨時期が到来した高圧機器について計画的
に取り替えることとした。

② 柱上開閉器の外観点検の際には、双眼鏡を使用しより詳しく
点検することとした。



15 需要設備 平成27年8月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
電力会社より連絡があり、保安業務担当者が現場に
て調査したところ、ＰＡＳ１次側が短絡しＰＡＳが焼損し
たことが判明した。

＜自然現象（塩）＞
 

事故の数日前に通過した台風の強風によりＰＡＳ１次側の
口出し線の離隔が狭まっていたと推測される。台風の塩害と
事故当日の雨によりＰＡＳ１次側において絶縁破壊し相間短
絡したことから、ＰＡＳが損傷し遮断不能になったため、波及
事故に至った。

耐重塩用のＰＡＳに取替え、ＰＡＳ１次側の口出し線の離隔を広く
とることとした。

16 需要設備 平成27年8月 高圧柱上ガス負荷開
閉器（ＰＧＳ）制御ケー
ブル（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電力会社より連絡があり、電気管理技術者が現場に
て調査したところ、ＰＧＳのＳＯＧ制御ケーブルが、ＰＧ
Ｓ２次側にあるケーブルヘッド碍子に接触・焼損し地
絡したことを確認した。

＜自然現象（風雨）＞
 

ＰＧＳのＳＯＧ制御ケーブルが、事故当日前に来襲した台風
の影響により移動しＰＧＳ２次側にあるケーブルヘッド碍子に
接触・焼損し地絡した。制御ケーブルが焼損しておりＰＧＳを
動作させることができなかったため、当該事業場を切り離せ
ず、波及事故に至った。

避雷器内蔵ＰＡＳに取替え、強風が吹いても移動しないように制
御ケーブルを固定し、また、固定位置を高圧充電部から離した。

17 需要設備 平成27年8月 高圧カットアウト
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
事業場より連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、ＰＡＳ２次側にある避雷器用の高圧
カットアウト１次側に樹木（ヤシの木）の葉が接触し
て、ＰＡＳがＳＯ動作し開放したことを確認した。事故
当時、電力会社配電線工事が実施されており、自動
的に再閉路が成功せず、波及事故に至った。

＜他物接触（樹木接触）＞
 

事故前に通過した台風の影響により、樹木（ヤシの木）の葉
が高圧カットアウト１次側に接触し相間短絡した。ＰＡＳはＳＯ
動作し開放したが、自動的に再閉路が成功しなかったため、
波及事故に至った。

① 樹木（ヤシの木）を根元から伐採することとした。

② 構内の樹木が高圧ケーブル等に接触する恐れがある場合に
は、樹木を伐採することとした。

18 需要設備 平成27年8月 碍子型高圧柱上気中
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。
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、碍子型ＰＡＳに蛇が接触
し地絡したことが判明した。地絡継電器が設置されて
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。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

　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、碍子型ＰＡＳに蛇が接触し地絡
に至った。地絡継電器が設置されていなかったため、当該事
業場を切り離せず、波及事故に至った。

当該事業場については、事故後速やかに高圧受電契約を廃止
した。

19 需要設備 平成27年8月 高圧架空電線（碍子
バインド線）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
保安業務担当者が現場にて調査したところ、高圧架
空電線の赤相が高圧ピン碍子から外れ腕金に接触し
地絡したことが判明し、また、地絡継電器が動作しＰＡ
Ｓが開放したことを確認した。事故当時、電力会社配
電線工事が実施されており、自動的に再閉路が成功
せず、波及事故に至った。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

高圧ピン碍子の固定用バインド線は設置後数十年経過し
経年劣化しており、事故前に通過した台風による強風で切れ
たため、高圧架空電線の赤相が高圧ピン碍子から外れ腕金
に接触し地絡した。地絡継電器が動作しＰＡＳは開放したが、
自動的に再閉路が成功しなかったため、波及事故に至った。

① 当該バインド線を更新するとともに、他のバインド線も更新する
こととした。

② 台風通過後は特別巡視点検を実施し、バインド線の施設状態
をより詳しく点検することとした。

20 需要設備 平成27年9月 高圧引込ケーブル
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電力会社より連絡があり、保安業務担当者が現場に
て調査したところ、高圧引込ケーブルの三叉管部分
（赤相及び青相）が地絡したことが判明した。地絡継
電器が設置されていなかったため、当該事業場を切り
離せず、波及事故に至った。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

高圧引込ケーブルは製造後数十年経過し経年劣化してい
たため、三叉管部分（赤相及び青相）が地絡した。地絡継電
器が設置されていなかったため、当該事業場を切り離せず、
波及事故に至った。

　当該事業場を廃止することとした。


