
感電等死傷事故
№ 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３０年１月 高圧配電盤（6.6kV） 事故発生当日、受電所の高圧フィーダのうちの一つ

が地絡でトリップした。主任技術者から連絡を受けた
負荷設備の保全担当が目視でフィーダ下手の設備を
確認したが異常がなかったため、受電所側で遮断器
を投入した。その後、負荷の一つである真空ポンプが
動かなかったため、被災者を含む負荷設備の保全担
当3名が独断で調査を開始した。その際、通電したま
ま真空ポンプ盤の絶縁測定作業を行ってしまい、充電
部に接触して感電した。

① 最初の事故発生後に負荷設備の保全担当が、作業要請
やどのように原因調査を行っているかの連絡をしなかったた
め、受電所（主任技術者在籍場所）は、感電事故連絡がある
まで、作業状況の把握および適切な指示ができなかった。(受
電所は、遮断器投入後、事故が再発生しないため作業を
行っている認識がなかった。)
② 負荷設備の保全担当部署は、事故当日の曜日を管理職・
スタッフの休日としていたため、担当者が直属の管理者の指
示等が受けられず、単独で作業を行ってしまった。

以上の要因により、停電をしなかった、作業手順の打ち合わ
せをしなかった、検電を行わなかったなどの本来実施すべき
準備・調整が行われなかった。

高圧作業を行う際の手順を明確化するとともに、開閉器や盤作業
時は原則停電で実施すること等を徹底する。
また、こういった操作・作業の知識不足を解消するため、安全教育
を実施するとともに、作業者の意識・知識・技能のレベルアップの
ための計画的な実機訓練や職長教育の実施、休日の事故発生
時における管理者の責任区分・指示・連絡・作業要員の応援体制
を再確立する。

物損事故
№ 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 発電所（水

力）
平成３０年３月 導水路 遠方監視制御を行っている事務所にて取水口の水位

上昇を確認した。現地を調査したところ、取水口から
457m地点の搬入口では水位が低下していたため、こ
の間の水路に崩落の可能性が推定されたが、導水路
周辺には外見上の異常が見られなかった。そのため
取水停止し、内部確認のため無人カメラを用いた調査
を手配していたが、3日後になって点検中の担当者
が、取水口から約300mの導水路上部の水田で直径
約2mの陥没を発見した。
設置者は水田の所有者に連絡して陥没箇所周辺の
立入禁止措置を実施するとともに、道路管理者である
市が導水路上部を通過する市道の通行止め措置を
実施した。
後日、無人カメラによる調査により、陥没地点下より
導水路に大量の土砂が流入し、導水路を塞いでいる

＜電気工作物の損壊＞
導水路上部コンクリートが老朽化により破損した。事故発生
箇所は前年度の導水路内部点検において、天端付近のコン
クリートに劣化を確認したことから次年度に改修工事を予定
していた地点であったが、改修前に本事故が発生した。

リニューアル工事で劣化地点の改修・補強工事を実施。
同様に他の発電所の導水路も改修・補強工事を計画中。

　平成２９年度　第４四半期（１～３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、感電等死傷事故１件、物損事故１件、破損事故２件、供給支障事故１件、発電支障事故１件、波及事故７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。



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３０年１月 変圧器（10MVA) 日常点検時に、点検者が変圧器の負荷時タップ切換

装置（以下OLTC）のタップ位置表示について、機側と
監視室側とで一致していないことを発見したため、信
号変換リレーの交換を行った。その後OLTCの動作確
認（タップの上げ下げ）の為、遠隔-手動モードで１タッ
プ上昇操作を行ったところ、変圧器からの異音の発生
と同時に、比率差動継電器が作動し、構内受電遮断
器がトリップした。その後変圧器２次遮断器、各フィー
ダー遮断器も順次『切』となり、構内全停電となった。

＜保守不備（経年劣化）＞
変圧器の1次巻線またはOLTC部での異常と推定されるが、
詳細は調査中

検討中

2 発電所（太陽
電池）

平成２９年７月 逆変換装置（100kVA) 保安法人の担当者が月次点検中に逆変換装置（ＰＣ
Ｓ７）がエラーで停止し、直流入力用ブレーカーもトリッ
プしていることを確認した。後日メーカーの調査により
ＰＣＳ内のＩＧＢＴユニットが破損していることが判明し
た。

＜保守不備（経年劣化）＞
明確な故障原因は特定出来なかったが、ＰＣＳが製造から１
０年以上経過していることから経年劣化によりＩＧＢＴユニット
が故障したと推測される。

月次点検時にＰＣＳ盤換気口のフィルター清掃を行うこととする。
また、特に古いＰＣＳは特に注視して点検を実施する。

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 需要設備 平成３０年１月 計器用変圧変流器

（VCT）
工場内110kV線VCT内部において短絡が発生しVCT
が損傷するとともに、110kV構内短絡検出継電器(OC)
が動作して、110kV線1，2号線の遮断器が開放し、工
場内で供給支障が発生した。

調査中 検討中

発電支障事故
№ 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 発電所（水

力）
平成３０年１月 並列用遮断器 運転停止過程において、発電機が並列用遮断器の故

障を検出し停止した。調査の結果、青相のCB接点増
幅器用操作ロッド折損を確認した。本事故の発生に
伴い、通常は運転停止時にスラスト軸受摺動面に供
給される潤滑油が供給されなかったため軸受の状況
を確認する必要が生じ、発電機の分解点検を実施し
たことにより発電支障が発生した。

＜設備不備、製作不完全＞
並列用遮断器は、メーカーによる形式試験の参考試験で１万
回の連続開閉試験を問題なく終了していたが、操作回数約8
千回で，疲労破壊によりクラックがCB接点増幅器用操作ロッ
ドに発生し、折損に至った。

①当該並列用遮断器のCB接点増幅器用操作ロッドを取替え。
②同型の並列用遮断器についても，CB接点増幅器用操作ロッド
の取替え。今後は，同型遮断器の操作回数が5千回程度に達した
時点でCB接点増幅器用操作ロッドの点検を行い、必要により取
替える運用とする。



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２９年１２

月
高圧気中負荷開閉器

（PAS）（6.6kV）

電力会社の配電線がDGRにより遮断した。電力会社
より連絡を受けた管理技術者が調査したところ、構内
PASの絶縁不良により地絡が発生したことが判明し
た。

＜保守不備（自然劣化）＞
直近の年次点検（平成２９年１０月）において、経年劣化によ
りPASの開放動作ができなくなっていたため、管理技術者か
ら早急に取り替えるよう指示が出ていたにもかかわらず、実
施されていなかった（取替工事を手配中に事故が発生した）。

取替え更新時期を超過して老朽化した高圧機器については、速
やかに取替え工事を実施することとする。

2 需要設備
平成２９年１２

月

フィーダ遮断器（ＶＣ
Ｂ）１次側ヒューズ支

持部分（6.6kV）

電力会社の配電線がOCRにより遮断した。当事業場
が停電したため、連絡を受けた電気主任技術者が調
査したところ、区分開閉器(PAS)がSO動作により開放
されていることを確認した。主任技術者は高圧盤内を
目視により点検し、絶縁抵抗測定も行って結果に問
題がなかったため、区分開閉器を投入したところ、中
国電力株式会社の配電線が再度自動遮断し、波及事
故に至った。改めて主任技術者が事業場内を調査し
たところ、フィーダ遮断器の１次側ヒューズ支持部分で
線間短絡が発生、焼損していること確認した。

＜保守不備（自然劣化）＞
・短絡原因については自然劣化による絶縁不良と考えられ
る。
・主遮断器にOCR、区分開閉器にはSOGがついていたが動
作せず、波及事故に至った。
・一度目の停電後、対地絶縁を確認したのみで、短絡の可能
性を考慮に入れず高圧区分開閉器を投入した。

①短絡の原因となったフィーダ遮断器を更新する。
②年次点検において指摘のあった主遮断器のOCRの更新を計画
する。
③電力会社と協議して保護協調を見直し、主遮断器のOCR時限
電流設定値を安全側に変更した。当社の他事業場についても、同
様の見直しを行う。
④事故防止のため「チェックポスター」を電気室に掲示した。

3

需要設備 平成３０年１月 遮断器二次側母線
（6.6kV）

電力会社の配電線がDGRにより遮断した。電力会社
より連絡を受けた電気主任技術者が調査したところ、
電気室内に侵入したカラスが主遮断器二次側母線に
接触し地絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
・屋内の電気室のためカラス等の侵入を想定しておらず、電
気室の端に隙間があった。
・PASの地絡継電器が、電力会社との保護協調が取れてい
なかったため動作しなかった。（2004年に電力会社と協議して
Vo＝5%に設定していたが、その後は協議及び技術連絡が実
施されていなかった。現在、電力側はVo＝2.13%に設定）

①電力会社と保護協調を協議し、Vo設定値を5%→2%へ変更した。
②受電室に鳥獣類侵入防止ネットを取り付けた。

4

需要設備 平成３０年１月 高圧ケーブル（本体）
（CVT）（6.6kV）

当事業場で行われていた掘削工事中に、工事業者が
誤って埋設されていた防護管ごと高圧引込ケーブル
を切断してしまい、電力会社の配電線がDGRにより遮
断して波及事故に至った。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
工事会社は掘削前にハンドホール内の配管口の位置から
ケーブル経路を直線と判断していたが、実際は想定より湾曲
しており、掘削時にケーブルに干渉してしまった（工事会社と
電気主任技術者の事前打ち合わせはなかった）。
なお、当事業場のPASは事故時にDGRによって開放してお
り、事故後の点検でも機能に異常が見られなかったため、構
内で遮断できず配電線に波及した原因については不明。

埋設ケーブル付近を掘削する場合には事前に手掘りによる試掘
を行いルートを確認する。また、電気主任技術者に連絡し立会さ
せることとする。

5

需要設備 平成３０年１月 高圧ケーブル（本体）
（CVT）（6.6kV）

当事業場の倉庫のシャッターが動作不能になってい
ると保全担当課に連絡が入り、担当者が調査したとこ
ろ高圧気中負荷開閉器（PAS）が地絡動作によって開
放していることを確認した。担当者が高圧ケーブルや
受電盤を目視によって確認し、絶縁抵抗測定も行って
問題ないと判断したため、電力会社と協議した上で
PASを再投入したところ、電力会社配電線がDGRによ
り遮断し波及事故に至った。

＜保守不備（保守不完全）＞
①倉庫の電気設備は、長期間電気主任技術者が不在であっ
た事、又、電気保安規程が未制定であった事から、電気工作
物の維持管理ができていなかった。
②架空送電線（高圧ケーブル）のケーブル表面のシース、絶
縁物が焼損して地絡に至った。（鋭利な飛来物によりケーブ
ル表面が損傷し、その後雨水で間欠地絡を繰り返し徐々に
焼損したと思われる）
③受電盤内の高圧気中負荷断路器（LDS）が開放状態であっ
たことで、地絡方向継電器に電源が供給されておらず、地絡
電流を検出できなかった。その結果、責任分界点の高圧気中
負荷開閉器（PAS）を開放できずに波及事故に至った。

①電気主任技術者の選任と電気保安規程の制定を行った。
②架空送電線（高圧ケーブル）損傷箇所のケーブル張り替えを行
うとともに、ケーブルを保護する事を目的に、フレキ電線管を敷設
した。
③地絡方向継電器と高圧気中負荷開閉器（PAS）を新品に交換す
るとともに、地絡方向継電器の電源の安定供給を目的に、制御電
源用変圧器（VT）内臓付PASを採用する事で、下位側の地絡影響
がでない電源供給方式とした。

6

需要設備 平成３０年２月 断路器（ＤＳ） 二次側
短絡接地器具取付部
（6.6kV）

事故発生当日、キュービクル内の電気工事（低圧動
力線の引き出し）が実施されていた。工事の完了後、
管理技術者が断路器二次側に設置した短絡接地器
具を取り外さずに気中開閉器（ＰAS）を投入してしま
い、電力会社の配電線がOCRにより遮断して波及事
故に至った。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
① 当日早朝の積雪の影響により、当初計画していた停電開
始時間が大幅に遅れてしまい、早期に作業を終了しなけれ
ば当該事業場の業務に支障を来たすという焦りを感じ、断路
器二次側に設置した短絡接地器具のことを失念してしまっ
た。
②通常の年次点検に伴う停電作業の際は、必ず２名体制で
行い、１名が作業手順のチェックリストに基づきチェックを行っ
ていたが、当日は、臨時の停電作業ということで、電気管理
技術者1名のみで対応し、チェックリストの使用を怠っていた。
③保護継電器（SOG）の動作電源を負荷側から供給していた
ため、ＰＡＳ開放時には電源を喪失しており動作しなかった。

臨時の停電作業であっても、年次点検時と同様に二人体制で実
施することとする。また、作業に当たってはチェックリストに基づい
た手順のチェックを徹底する。



№ 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

7

需要設備 平成３０年３月 高圧柱上ガス負荷開
閉器（PGS）（6.6kV）

PGSの内部損傷により、開閉器の過電流蓄勢リレー
が動作し、同時に配電線の遮断器（過電流保護装置
が動作）が遮断し、波及事故停電になった。

＜故意原因を調査中（製造メーカー依頼中）＞
メーカーで原因を調査中

メーカーに故障原因を調査依頼中であり、原因が判明したところ
で防止対策を検討する。


	決裁用

