
　令和４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。今期においては以下の通りです。

　

感電等死傷

事故

電気火災

事故

電気火災

事故

（一般用）

物損等事故
物損等事故

（一般用）
破損事故

破損事故

（一般用）

供給支障

事故

発電支障

事故
波及事故 合計

3 0 0 1 0 14 1 1 0 4 24

　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。 



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1 配電線路 令和4年4月
引込用

鋼管電柱

故意過失(作

業者の過失)

工事のため、引込用鋼管柱に約2.2ｍの高

さまで昇柱したところ、鋼管柱が地際部か

ら折れ、被災者が引込用鋼管柱とともに墜

落し負傷した。（左足大腿骨遠位部骨折、

左足腓骨骨折、加療入院３ヶ月）

①被災者は、昇柱前に引込用鋼管柱の根元

点検を実施したが、ひび割れ、発錆の有無

等を点検する際、目視確認のみ行い、地際

部の付着物を取り除くことをしなかった。

また、地際部の付着物をコンクリート補強

と誤認した。

②引込用鋼管柱地際部に対する巡視での確

認意識不足

当該柱地際部の発錆が付着物で覆われてい

たが、本事案を踏まえ、臨時点検を実施し

たところ、同様の劣化が発生している鋼管

柱が一定数量発見された。巡視において、

一部の見落としがあった可能性がある。

③劣化進展を早めた要因

撤去品の調査を実施したところ、地際部に

防食塗装を施していたが、犬尿の影響によ

り、地際部の腐食が促進された。

＜緊急対策＞

・関係者への発生事例の注意喚起。

・臨時点検の実施（4.5千本について臨時

点検実施済み）

・状況により昇柱禁止措置を実施。

＜恒常対策＞

・作業時における電柱根元点検の徹底。

・電柱地際部に対する巡視点検の徹底。

・犬尿の影響を受けやすい道路上に施設さ

れた引込用鋼管柱については、計画的に設

備更新を行う。

・社内教育の充実を図る。

2 需要設備 令和4年5月 受電設備
故意過失(作

業者の過失)

一般送配電会社の電柱に設置されている区

分開閉器を開放せず、電気管理技術者が年

次点検作業に着手した。第一キュービクル

（引込キュービクル）と第二キュービクル

のうち、第二キュービクルのみ高圧交流負

荷開閉器（LBS）を開放して補助員による

清掃作業を依頼した。第一キュービクル内

の確認を行っていた電気管理技術者が認識

不足により充電部に接触して感電した。

（傷病状態：電撃傷右母指、左第 2-5 指

、下顎に電撃斑Ⅲ度熱傷）

・年次点検当日は午前10時から一般送配電

会社の区分開閉器を開放し、構内停電させ

る計画であったが、電気管理技術者が現地

に1時間早く到着したため、停電時間を短

縮できると判断し、停電前に作業着手し

た。

・引込キュービクル通電のまま、第二

キュービクルの高圧交流負荷開閉器

（LBS）のみを開放して作業着手した。

停電を伴う年次点検を実施する場合は、必

ず構内を全停電して行う。

感電等死傷事故（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

感電等死傷事故（第１四半期）

3
火力

発電所
令和4年5月

特高受変電設

備内の高圧配

電盤

作業方法不

良

電気設備点検のため停電作業に向けて隔離

作業を実施し、点検を実施していたところ

作業員が充電している母線に接触し、感電

した。

当該発電所では停止後のボイラー冷却と平

行して電気設備（常用系統）の点検ができ

るように、必要な補機運転を継続するた

め、補機の常用電源から仮設ディーゼル発

電機への電源供給に切替を実施している。

今回の事故は、電源切替操作時に発生した

トラブル（仮設ディーゼル発電機からの電

源供給系統で過電流ブレーカーが遮断する

トラブル）の対応で電源切替操作要領を無

視し、本来は「切」「投入禁止札掛」とす

べき常用電源系統の補機ブレーカーを

「入」としてしまい、仮設ディーゼル発電

機から常用電源系統に逆潮流が発生したこ

とにより、補機変圧器を逆充電してしまっ

た。本来、停電中のはずであった、変圧器

１次側母線が充電された状態になったた

め、被災者は補機変圧器１次側が停電して

いると誤認し、検電は実施していたものの

充電されていることに気が付けず母線に接

触して感電した。（負傷者１名：顔面（左

側）に熱傷および頚部に熱傷、手指に電撃

傷あり）

①隔離操作者は常用系統への逆潮流による

感電の危険性を認識しており、電源切替操

作要領に基づき常用電源系統の補機ブレー

カーを「切」としていたが、「投入禁止札

掛」の札表示を行っていなかった。

②その後、仮設ディーゼル発電機からの電

源供給系統で過電流ブレーカーが遮断する

トラブルが発生し、原因調査のため上述の

常用電源系統の補機ブレーカーを「入」と

してしまった。これにより常用電源系統の

逆充電をしてしまった。

③作業当日、被災者１人で検電を実施し、

無電圧だと思い込み、常用電源系統の変圧

器１次側母線に接触して感電した。

④指揮命令系統が機能せず、作業者と電源

系統状態の連絡が実施されいなかった。ま

た、トラブル対応を実施した者と電源系統

切替操作をした者の間でも情報共有が十分

にとれていなかった。⇒指揮命令系統不良

⑤仮設電源接続時、動力盤にある開閉器の

うち一つでも操作を間違えると被災箇所が

逆充電となる回路であった。

⑥電気主任技術者が仮設ディーゼル発電機

接続作業と不具合発生時の調査、点検作業

に加わったため、安全確認が疎かになっ

た。

【管理的対策】

①停電作業において、施錠および操作禁止

を行った開閉器等の操作は作業中、原則禁

止とする。

②設備図面を基に停電範囲・充電箇所を明

確にした停電計画書を作成し、施主（当

社）、元請、作業者の３者にて停電範囲が

無電圧であることを確認する。

③検電を行う際、作業者は２人以上で無電

圧を確認する。また、検電時は直前に検電

チェッカー等で動作を確認した検電器を使

用する。

④電気主任技術者は作業に加わらず、立会

いにて安全確認に徹する。

【設備対策】

⑤ボイラー動力変圧器の一次側に負荷開閉

器を設置する。点検時に、点検箇所が充電

状態とならないように電路を遮断する。

⑥停電作業時は、ボイラー動力変圧器一次

盤の二次側（負荷開閉器の一次側）に短絡

接地器具を取り付ける。



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1
水力

発電所
令和4年6月

水力

発電所

調査中

（中間報

告）

令和4年5月に一般送配電会社の変電所が

DGR動作にて遮断した際に、本来は配電線

が停電したことを受けて、水力発電所を解

列しなければならなかったが、正常に解列

せず、単独運転（逆潮流）となってしまっ

た。この影響により、配電線の周波数や電

圧が異常値となり、第三者の物件に損傷を

与えた。

その後の調査で、令和3年12月に実施した

水力発電設備の年次点検時に、インター

ロック盤からの信号をロックした状態が継

続しており、正常に解列しなかったことが

分かった。

・水力発電所の水車点検業務において、点

検で発生する故障信号を防止するため、ト

リップロックの端子バーを外し、点検終了

後に復旧することを忘れていたため、単独

運転防止回路が不動作状態となった。

・その他の原因については調査中。

検討中

物損等事故（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1
太陽電池

発電所
令和4年4月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

逆変換装置の１台が重故障発生（交流過電

流・インバータアセンブリヒューズ断）

し、現地確認を行ったところ、インバータ

アセンブリの破損を確認した。

調査中 検討中

2
太陽電池

発電所
令和4年4月 逆変換装置

自然現象

(雷)

逆変換装置が4台とも待機状態となってい

たため調査を実施したところ、通信機器の

不具合が判明した。その後、通信機器の取

替修理を行い、逆変換装置の起動を行った

が、１台が起動しなかった。メーカーによ

る調査の結果、基板の損傷を確認した。

落雷の影響により通信線に過大なサージ電

圧が誘導され、それが通信基板を経由して

逆変換装置内部に侵入し、用品の損傷に

至った。

遠隔監視装置による監視を行い、保安規程

に基づく定期点検・測定等により保安管理

に努める。

3
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

逆変換装置１台が停止しており、現地確認

したところ過電流警報が発生していた。交

流出力ブレーカー「切」とし、絶縁抵抗測

定を実施したところ100MΩ以上であり、

良好であったため、過電流警報をリセット

して逆変換装置を再起動したが、再び過電

流警報が発生し停止した。

メーカー点検を行い、基板交換を実施して

良好となった。

調査中 検討中

4
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

メーカー点検を行い、基板交換を実施して

良好となった。 調査中 検討中

5
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

逆変換装置２台で「インバータユニット異

常」の故障表示となり、逆変換装置が停止

していた。発電設備納入会社による調査を

行い、逆変換装置２台が故障していること

を確認した。

調査中 検討中

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）

6
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

一般送配電会社の依頼により発電所停止操

作を実施し、その後、一般送配電会社の作

業終了のため、発電所並列操作を実施した

ところ、逆変換装置１台が運転しなかっ

た。メーカーに状況確認したところ故障と

判明した。

調査中 検討中

7
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

逆変換装置の１台が重故障発生（交流過電

流・インバータアセンブリヒューズ断）

し、現地確認を行ったところ、インバータ

アセンブリの破損を確認した。

調査中 検討中

8
太陽電池

発電所
令和4年5月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

遠隔監視にて逆変換装置の重故障（交流過

電流・インバータアセンブリヒューズ断）

が発生していることを確認した。現地確認

の結果、当該逆変換装置のインバータアセ

ンブリヒューズ（W相）が溶断しており、

AC/DC MCCBがトリップしていることを確

認した。

逆変換装置はパネルから発電された直流の

電気を交流に変換するインバーターの機能

を有する。その他周波数の上昇や低下を検

出したり、過電圧・電圧不足、系統電力の

停電を検出して太陽光発電システムを電気

系統から切り離したりする機能など、系統

電圧の上昇を抑制し保護する機能も持ち合

わせている。

今回、逆変換装置からの信号をインバータ

ユニットが受け取り電力品質を維持する制

御が働くはずが制御を一瞬失い過電流が流

れたと推測される。３相あるうちの１相が

断となったことを考えると末端に不具合が

生じたと推測される。

事故が発生したインバータユニット（Ｗ

相）は従来型ではなく後継のインバータユ

ニットに交換した。なお、健在であったイ

ンバータユニット（U、V相）に関しても同

様に交換した。

逆変換装置本体（制御基板）側でなく末端

の機器に不具合があると推測されたことか

ら、後継のインバータユニットに交換する

ことで再発防止対策とした。



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）

9
太陽電池

発電所
令和4年6月 逆変換装置

調査中

（中間報

告）

設置者から太陽光発電の発電量がないと連

絡があり、現地確認をしたところ、昇圧設

備・逆変換装置の外観については異常が無

いが、逆変換装置が停止していた。制御装

置を確認したところ、「システム異常」の

故障表示があった。

逆変換装置のリセットを3回試してみた

が、「システム異常」で運転できなかっ

た。メーカーに連絡して再起動方法を確認

したが、機器が故障しており、メーカー点

検が必要ということが分かった。

後日、メーカー点検を実施したところ、逆

変換装置の冷却ファン全9台の内、3台に不

良が発生していることが確認された。

調査中 検討中

10
太陽電池

発電所
令和4年6月 逆変換装置 その他

保安担当者が月次点検を実施したところ、

逆変換装置 が「直流地絡」で停止している

ことを確認した。直流側回路に異常が無い

ことを確認後、逆変換装置復帰操作を実施

したが復帰しないため、メーカーに問い合

わせたところ、修理が必要との回答があっ

た。

落雷時に受けた雷サージやその他系統から

侵入する外部からの過電圧によるダメージ

がIGBTに蓄積し、最終的に故障に至ったと

考えられる。

発電状況を遠隔監視システムで確認し不具

合状態を発見した場合、速やかにメーカー

へ問い合わせ、改修が必要と判断された場

合は速やかに改修を行う。



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）

11
火力

発電所
令和4年6月 節炭器管

保守不備

(自然劣化)

火力発電所のボイラーが炉内圧力異常高に

よりプラント非常停止した。その後、蒸気

ドラムレベルが測定値下限まで低下し、給

水が追いつかない状況であった。現地確認

したところ、節炭器下部にある減温塔から

の漏水を確認した。

ボイラーを冷却の後、内部確認したとこ

ろ、節炭器上段１段目の破孔を確認した。

定期点検では、回転式スートブロワ直下の

節炭器管を代表点として肉厚測定を実施し

ている。（スートブロワ直下の管はスート

ブロワ蒸気が近傍で噴霧されることから、

一番減肉の可能性がある管で肉厚測定を行

い、機能確認を実施していた。）直近の点

検では、当該管は肉厚3.0ｍｍ（新品4.0ｍ

ｍ）であった。ＴＳＲは2.3ｍｍであった

ため経過観察としていた。

今回、破孔が確認された管の位置は、スー

トブロワ直下より缶後側へ約200ｍｍずれ

た位置であり、代表点の定点測定だけで

は、当該箇所の減肉が大きくなっているこ

とに気づけなかった。

調査した結果、スートブロワ噴射穴がΦ7.2

から10.4に拡大していたことから、噴射量

と噴射位置が変化したことにより、直接、

損傷した管にスートブロワ蒸気が当たり、

減肉が進行し破孔したと推定する。

・破孔した管を含め、節炭器上段１段目の

管５本に対して肉厚3.8ｍｍのプロテク

ターを取り付けた。

・スートブロワ噴射穴が拡大していたた

め、当該ランス管の取替予定。

・破孔した部位と類似部位への展開点検と

して、節炭器管およびランス噴出孔につい

て、次回定期点検時に肉厚測定および噴射

穴測定を行い、健全性確認を行う。



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）

12
太陽電池

発電所
令和4年6月 逆変換装置 その他

システム上で運転状況を確認していたとこ

ろ、逆変換装置が停止していることを確認

した。保安担当者が現地確認し、受変電設

備ならびに当該逆変換装置に異常がないこ

とを確認したため、逆変換装置の警報を復

帰させ、再起動させたが、逆変換装置の交

流遮断器関係の異常が再発して起動させる

ことができなかった。

後日、メーカーにて交流遮断器等の部品交

換を行い、良好となった。

製造者メーカーならびに交流遮断器製造

メーカーによる逆変換装置の調査および交

流遮断器の部品交換を実施した。調査した

ところＡＣＢの開放動作に関わるＵＶＴコ

ントローラーの不具合により「５２Ｒオン

異常」が発生していることが分かった。

ＵＶＴコントローラーの不具合原因とし

て、ＵＶＴコントローラー内の制御基板に

実装されている電圧検出用ＶＴの断線によ

り、連系開閉器５２Ｒ（ＡＣＢ）内引き外

しコイルの操作電源が低下しＡＣＢが投入

できなくなったことが分かった。なお、Ｖ

Ｔが断線した原因はわからず製品不良（出

荷時は異常なし）か不明。

偶発的に発生した同事象が頻繁に発生する

のであれば、原因究明を徹底的に実施し、

場合によっては定期的な交換も検討を行

う。

13
太陽電池

発電所
令和4年6月 逆変換装置 不明

巡視点検中に監視装置で故障（IGBT保護動

作、ヒューズ断、瞬時過電流、重故障）を

確認し、現地で逆変換装置が停止している

ことを確認した。

メーカーが現地に到着して調査を実施した

ところ、逆変換装置の内部素子の一部が故

障していることを確認した。

故障品をメーカーにて調査した結果、①

ゲート駆動基板②電解コンデンサ③ＩＧＢ

Ｔの故障が確認された。メーカ分析の結

果、③の故障（特に破損の著しいＵ相ＩＧ

ＢＴのいずれか）が起点となり、一連の故

障に至ったと判定された。又、電解コンデ

ンサは、液漏れが発生していたため製造元

にて詳細調査を行った結果、電解コンデン

サ内部で腐食が発生していた。

ＩＧＢＴ故障の原因については、「軽微な

初期欠陥が長い時間を経て故障に至る」

「静電破壊、過電圧（サージ）破壊等、偶

発的、減少により故障発生」等に起因する

ものと考えられるが、ＩＧＢＴの損傷が著

しく、特定することは出来なかった。

当該逆変換装置は、すでに復旧済であり、

他の逆変換装置については、現状のまま使

用していく。

電解コンデンサについては、内部腐食が発

生していることから全数交換する。（12月

21日交換済）

ＩＧＢＴの故障原因は特定できないため、

以下の対処を迅速に確実に行う。

①遠隔監視装置の監視をより頻繁に行い、

又、装置からの故障一報（メール）を見逃

さないように常に注意する。

⓶故障確認後速やかに、現場を確認し、故

障範囲拡大防止処置を行い、改修が必要と

判断された場合は、最短時間での改修処置

をメーカへ依頼する。



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

主要電気工作物の破損事故（第１四半期）

14
太陽電池

発電所
令和4年6月 逆変換装置 調査中

逆変換装置が停止していることを確認し

た。保安担当者が現地に到着し、確認した

ところ過電流警報が発生し、当該逆変換装

置が停止していた。絶縁抵抗測定を実施

し、100MΩ以上あることを確認したた

め、警報リセット後、再起動を実施した

が、再度、過電流警報が発生し、逆変換装

置が停止した。原因不明のため、後日メー

カー点検を行うことになった。

調査中 検討中



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1
太陽電池

発電設備
令和4年5月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

装置異常により逆変換装置が故障してい

た。

自然故障と考えられる。
ー

主要電気工作物の破損事故（一般用）（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1 送電線路 令和4年5月 送電線

故意過失

(公衆の故

障・過失)

クレーン船がブームを起こした状態で、宇

野港内（玉野市玉）の工事現場へ回航中、

当該送電線の海峡横断部を通過した際に、

送電線に接触し、送電線中であった１Lが

三相短絡した。また、予備線である２Lで

送電を試みたが、送電した時にクレーン船

が接触していたため、短絡にて不成功に

なった。

その後、現地確認の結果、送電線にクレー

ン船が接触していた状況を確認し、２Lで

素線切断が見つかったため、１Lで送電を

開始した。

回航計画の口頭連絡による主曳舟船長への

連絡不備やクレーン船と主曳船の打ち合わ

せ不足に伴い回航ルートの認識が相違した

ことにより送電線の位置や海面高さの確認

が不十分であったことから、クレーン船の

ブームを起こした状態で送電線下を航行し

て電力線に接触し短絡事故に至った。

海上工事を施工する工事会社や関係機関を

通じてクレーン船を所有する会社やクレー

ン船を曳航する海運会社に対し、今回の接

触事故の事例を記載した事故防止文書を定

期的に配布して、海上航行に関する送電線

事故防止のＰＲを強化する。

供給支障事故（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

1 需要設備 令和4年4月 PAS
保守不備(保

守不完全)

一般送配電会社の配電線がDGR動作で自動

遮断した。主任技術者が現場を確認したと

ころ、ＳＯＧ制御線が高圧引込ケーブルＴ

相と接触しており、接触箇所にはアーク痕

も確認できるため、ここが地絡発生箇所で

あると判定した。アークによりＳＯＧの制

御電源が喪失し、事故時雨が降っていたた

め地絡が発生した際にＳＯＧが動作せず、

事故が構外に波及した。

ＳＯＧ制御線がたるみにより高圧引込ケー

ブルの絶縁体劣化部と接触しＳＯＧの制御

電源が喪失したため、雨での地絡発生時に

保護が働かず事故が構外に波及した。

・ＳＯＧ制御線のたるみ等、柱上ＰＡＳ周

辺の点検を強化する。

・高圧引込ケーブルの更新など、高経年化

機器を計画的に更新する。

2 需要設備 令和4年5月 受電設備
他物接触(鳥

獣接触)

一般送配電会社の配電線がDGR動作で自動

遮断した。電気主任技術者が事業場の現地

確認をしたところ、キュービクル内の油入

遮断器上部に蛇の死骸を確認したため、取

り除き受電した。

キュービクル内の高圧ケーブル引き出し口

に隙間があることから、この隙間から蛇が

侵入し、油入遮断器上部に接触したものと

推測した。

キュービクル内の高圧ケーブル引き出し口

付近にパテ埋め作業を実施。

3 需要設備 令和4年6月
高圧

ケーブル

故意過失

(作業者の過

失)

年次点検時に高圧キュービクル向けの高圧

ケーブルについて絶縁抵抗が低下傾向に

あったため、絶縁耐力試験を実施した。そ

の際に、三相短絡器具を取付たが、復電す

る前に取り外すことを失念してしまい、受

電を行ったところ、一般送配電会社の変電

所遮断器がトリップした。

・絶縁耐力試験は年次点検当日に実施する

計画では無く、高圧ケーブルの絶縁抵抗が

低下傾向であったことから臨時的に実施し

た作業であったため、作業手順を明確にし

た資料がなかった。

・受電前確認はしたものの、三相短絡器具

はジャンパー線であったため、見落として

しまった。

・作業手順書に記載し、作業員に見える化

を図る。

・三相短絡器具取付時にはキュービクル外

部に三相短絡器具取付中の確認表示札を掲

示して、作業員全員で共有し、意識の徹底

を図る。

一般送配電会社に波及した事故（第１四半期）



No 発生施設 発生年月
電気

工作物
原　因 概　　要 事　故　原　因 再　発　防　止　策

一般送配電会社に波及した事故（第１四半期）

4 需要設備 令和4年6月
高圧

ケーブル

保守不備

(保守不完

全)

事業場の従業員より、漏電火災警報器の発

報と2階冷凍機室の分電盤より火花が出て

いる状況を確認し、保安担当者に連絡が

あった。保安担当者が現地に到着したとこ

ろ、消防と警察が対応していた。（一部火

災が発生）事業場は全停電しており、一般

送配電会社の配電線も停電していることを

確認した。（事業場の区分開閉器は「入」

状態。）

その後、保安担当者が区分開閉器を開放

し、一般送配電会社職員が区分開閉器一次

側を離線後、配電線に送電を実施。

火災状況は２階冷凍機室だけが燃えてお

り、その他の建物は燃えていなかった。冷

凍機室の天井に高圧ケーブル配管があり、

GR用の制御線も併走しており、高圧ケーブ

ルが焼損し地絡する前にGR制御線が焼損

し、断線したことで、高圧地絡を検出でき

ず波及事故になったと推測。

機械室分電盤から火災が発生した。（ト

ラッキングによるものと推測される）火災

により電線が焼損し短絡となり、電気室の

地絡継電器ブレーカーがトリップした。そ

の後、高圧引込ケーブルが焼損し短絡事故

となり、本来なら高圧区分開閉器がトリッ

プ遮断するとこだが、地絡継電器ブレー

カーがトリップしたことにより地絡継電器

の制御電源がなくなった為、高圧区分開閉

器が切れなかったことで波及事故となっ

た。高圧引込ケーブルと地絡継電器電源線

は、高圧区分開閉器から機械室を通り電気

室に引き込まれていた。

・分電盤点検時ほこり等の確認をし清掃を

実施する。

・雨漏り箇所を発見した場合は、早急に対

策する。

・高圧引込ケーブルの経路変更と、VT内蔵

PASに変更する。
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