
　令和４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

2 0 0 0 1 13 5 1 0 15 37

　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

配電線令和4年7月配電線路1

感電等死傷事故（第２四半期）

・作業責任者の意識改革のため、社内ルー

ルの再教育を行った上で、技能訓練を行

い、作業責任者の責務を全うできることを

管理者が確認を行う。また、作業責任者の

立場でどうすれば防げたかについて、グ

ループ討議を行い、検討内容について管理

者がコメントを行うことで意識向上を図

る。

・作業責任者の能力維持・向上を目的とし

て、技能レベル確認方法を明確化した上

で、技能レベル確認と更新制度を導入す

る。また、先取り安全、指導力、マネジメ

ント能力等の向上に資する内容を導入す

る。

・経験の浅い者同士での高圧活線作業は禁

止する。

・高圧活線作業時は施行届の作成を必須と

し、作業区分を管理者が承認することを

ルール化し、作業に関する管理者の関与を

強化する。

・充電電路での作業は、停電作業を優先と

し、停電困難な場合は。間接活線作業を選

定する。また、間接活線作業が困難な作業

内容に限り、高圧活線作業を選定すること

とする。

・作業者に対して、高圧活線作業を実施す

ることの危険再認識のため今回のルール逸

脱行為について再教育を行った上で、技能

訓練を行い、実際にできることを管理者が

確認する。

①作業責任者は、活線作業中の命令・復唱

を省略したことに加え、被災者と補助者の

不安全行動を確認したが、注意喚起しな

かった。

②作業責任者は、ＴＢＭで一部項目を省略

して作業内容を説明し、被災者と補助者へ

の理解度確認も行わなかった。また、ＫＹ

では作業班員への発言を求めず、自ら行動

目標を決定した。

③作業責任者は、経験の浅い者同士で活線

作業を行わせ、経験の浅い者への安全上の

配慮を怠った。

④管理者と作業責任者で作業内容の打ち合

わせを十分行わず作業を行った。

⑤管理者は、作業区分は主管の長が決定す

ることを理解していない。また、高圧活線

作業を選定した。

⑥被災者と補助者は、作業要則に従わず不

安全な作業を行った。

高所作業車を使った高圧活線作業中に、作

業を誤ったことにより、被災者が感電して

意識不明となった。この感電負傷事故の影

響により、2時間2分停電が発生した。

故意過失

(作業者の過

失)
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感電等死傷事故（第２四半期）

（１） 電源系統工事不備への対策

(ア) バックアップ電源系統の逆充電防止の

恒久対策として区分所に区分開閉器の新設

を行った。

(イ) 電気主任技術者が工事仕様書の確認・

承認を行う社内規則を新たに作成し、電気

主任技術者や保安体制の構成員の役割や権

限を明確にし、仕様書については確実に電

気主任技術者が確認・承認を行うルールと

した。

(ウ) キュービクル通常受電中にバックアッ

プ電源系統が充電される系統構成は設計思

想と異なっており危険であるが、そのルー

ルが示された社内規則が無かったため、設

計指針に記載するとともに、設計従事者に

対して定期的に教育を行い、技量向上を図

る。

(エ) 設計時には、確実に図面と現場を照ら

し合わせた確認を行うように設計指針に明

記した。

(オ) 工事完了後に図面を最新版にする規則

が無かったため、新たに社内規則を定め、

その履行状況を管理者が責任を持って管理

する仕組みを導入した。

（２）停電操作要領書の作成不備への対策

(ア) 停電操作要領書を作成する際の具体的

なルールを新たに定めた。現地の区分開閉

器の状態を確認することなどを徹底し、点

検範囲と作業範囲を明確にすることで、現

場実態に合った確実な停電要領書を作成で

きるようにした。

(イ) 停電操作要領書を確認・承認する具体

的なルール作りを行った。本規則には点検

範囲と停電範囲の関係や、電源遮断（区分

開閉器の物理ロックを含む）箇所を明確に

するなど、停電操作時に重要な項目を具体

的に記載することとした。

（３）作業手順書の確認不備への対策

(ア) 工事や点検時の作業手順において電源

遮断や検電などのクリティカルポイントを

ゲート管理の手法で確実に実施する規則を

新たに作成した。

(イ) 作業手順書の確認作業については、必

要な箇所への短絡接地器具取り付けや検電

作業が行われることなどの保安が確保され

た手順になっているかを確実に確認するた

め、チェックシートを作成した。

（４）安全対策不備への対策

(ア) 作業手順書作成時に設定した検電が計

画通りに実施されていることを発注者と元

請会社が一緒に確認する規則を作成した。

(イ) 検電、短絡接地器具を取り付けた後、

ゲート管理の手法を導入し、チェックシー

トで確認するステップを追加した。また、

このチェックシートは発注者と元請会社の

工事責任者及び全ての作業責任者がサイン

しなければ次の工程としない事を周知し

た。更に、短絡接地器具取り付け前には

「主回路作業禁止（検電未実施）」の表示

を行い、短絡接地器具取り付け後は「作業

可（検電済）」表示を取り付ける手順とし

た。

(ウ) キュービクル全面に「充電表示灯」を

取り付け、作業者等が遮断器２次側の充電

状態を視認できるようハード対策を行う。

（１）過去の電源系統工事不備

(ア) 電気主任技術者が電気工事の仕様確

認・承認を行うルールが明確になっておら

ず、事前に電気主任技術者が仕様確認・承

認を行った内容から工事主管部署が独断の

判断で仕様変更を行ったが、電気主任技術

者に再確認・承認することなく工事を行っ

た。

(イ) 工事主管部署は、バックアップ電源系

統が充電状態になることを危険と考えてお

らず、電源系統の設計指針が明確に示され

た要領が無く、従業員の設計技量に任され

ていた。

(ウ) 工事主管部署は、図面の十分な確認が

行えておらず、変電室のバックアップ電源

遮断器２次側まで逆充電するとは思ってい

なかった。

(エ) 工事主管部署は系統変更工事完了後、

関係部署に最新図面の配布を怠った。

（２）停電操作要領書の作成不備

(ア) 停電操作要領書の作成担当者は旧図面

を使用して停電操作要領書を作成していた

ため、バックアップ電源系統が停電してい

ると思い込んでいた。（現地確認が十分に

行えていなかった。）

(イ) 電気主任技術者と管理者はバックアッ

プ電源系統の停電操作要領が未記載の停電

操作要領書を承認した。

（３）作業手順書の確認不備

(ア) 作業手順書の確認を行う担当者は、全

ての回路に短絡接地器具を取り付ける計画

となっていないことに疑問を思わなかっ

た。

(イ) 電気主任技術者と管理者は、全ての回

路に短絡接地器具を取り付ける計画になっ

ていないにも関わらず、承認を行った。

（４）安全対策不備

(ア) 工事監理者は、全ての作業場所で検電

確認を実施していない。

(イ) 当社工事監理者は、全ての作業場所に

短絡接地器具の取り付けをさせなかった。

当該事業場の需要設備電気盤点検のため停

電切替操作（該当電気工作物の停電隔離操

作）を実施した。その後、電気盤点検を開

始する前に、検電器による無電圧確認及び

短絡接地器具の取付を実施した。

しかし、停電隔離操作の中でバックアップ

電源系統について停電させる操作を失念

し、更に、当該設備に対して作業着手前の

検電及び短絡接地器具の取り付けを実施し

ていなかったため、作業員が盤内のケーブ

ルヘッド導体露出部に触れ、感電災害が発

生した。その後、被災者は、病院に搬送さ

れたが、死亡が確認された。

作業準備不

良

ケーブルヘッ

ド
令和4年8月需要設備2
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作）を実施した。その後、電気盤点検を開

始する前に、検電器による無電圧確認及び

短絡接地器具の取付を実施した。

しかし、停電隔離操作の中でバックアップ

電源系統について停電させる操作を失念

し、更に、当該設備に対して作業着手前の

検電及び短絡接地器具の取り付けを実施し

ていなかったため、作業員が盤内のケーブ

ルヘッド導体露出部に触れ、感電災害が発

生した。その後、被災者は、病院に搬送さ

れたが、死亡が確認された。

作業準備不

良

ケーブルヘッ

ド
令和4年8月需要設備2



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２四半期）

（１） 電源系統工事不備への対策

(ア) バックアップ電源系統の逆充電防止の

恒久対策として区分所に区分開閉器の新設

を行った。

(イ) 電気主任技術者が工事仕様書の確認・

承認を行う社内規則を新たに作成し、電気

主任技術者や保安体制の構成員の役割や権

限を明確にし、仕様書については確実に電

気主任技術者が確認・承認を行うルールと

した。

(ウ) キュービクル通常受電中にバックアッ

プ電源系統が充電される系統構成は設計思

想と異なっており危険であるが、そのルー

ルが示された社内規則が無かったため、設

計指針に記載するとともに、設計従事者に

対して定期的に教育を行い、技量向上を図

る。

(エ) 設計時には、確実に図面と現場を照ら

し合わせた確認を行うように設計指針に明

記した。

(オ) 工事完了後に図面を最新版にする規則

が無かったため、新たに社内規則を定め、

その履行状況を管理者が責任を持って管理

する仕組みを導入した。

（２）停電操作要領書の作成不備への対策

(ア) 停電操作要領書を作成する際の具体的

なルールを新たに定めた。現地の区分開閉

器の状態を確認することなどを徹底し、点

検範囲と作業範囲を明確にすることで、現

場実態に合った確実な停電要領書を作成で

きるようにした。

(イ) 停電操作要領書を確認・承認する具体

的なルール作りを行った。本規則には点検

範囲と停電範囲の関係や、電源遮断（区分

開閉器の物理ロックを含む）箇所を明確に

するなど、停電操作時に重要な項目を具体

的に記載することとした。

（３）作業手順書の確認不備への対策

(ア) 工事や点検時の作業手順において電源

遮断や検電などのクリティカルポイントを

ゲート管理の手法で確実に実施する規則を

新たに作成した。

(イ) 作業手順書の確認作業については、必

要な箇所への短絡接地器具取り付けや検電

作業が行われることなどの保安が確保され

た手順になっているかを確実に確認するた

め、チェックシートを作成した。

（４）安全対策不備への対策

(ア) 作業手順書作成時に設定した検電が計

画通りに実施されていることを発注者と元

請会社が一緒に確認する規則を作成した。

(イ) 検電、短絡接地器具を取り付けた後、

ゲート管理の手法を導入し、チェックシー

トで確認するステップを追加した。また、

このチェックシートは発注者と元請会社の

工事責任者及び全ての作業責任者がサイン

しなければ次の工程としない事を周知し

た。更に、短絡接地器具取り付け前には

「主回路作業禁止（検電未実施）」の表示

を行い、短絡接地器具取り付け後は「作業

可（検電済）」表示を取り付ける手順とし

た。

(ウ) キュービクル全面に「充電表示灯」を

取り付け、作業者等が遮断器２次側の充電

状態を視認できるようハード対策を行う。

（１）過去の電源系統工事不備

(ア) 電気主任技術者が電気工事の仕様確

認・承認を行うルールが明確になっておら

ず、事前に電気主任技術者が仕様確認・承

認を行った内容から工事主管部署が独断の

判断で仕様変更を行ったが、電気主任技術

者に再確認・承認することなく工事を行っ

た。

(イ) 工事主管部署は、バックアップ電源系

統が充電状態になることを危険と考えてお

らず、電源系統の設計指針が明確に示され

た要領が無く、従業員の設計技量に任され

ていた。

(ウ) 工事主管部署は、図面の十分な確認が

行えておらず、変電室のバックアップ電源

遮断器２次側まで逆充電するとは思ってい

なかった。

(エ) 工事主管部署は系統変更工事完了後、

関係部署に最新図面の配布を怠った。

（２）停電操作要領書の作成不備

(ア) 停電操作要領書の作成担当者は旧図面

を使用して停電操作要領書を作成していた

ため、バックアップ電源系統が停電してい

ると思い込んでいた。（現地確認が十分に

行えていなかった。）

(イ) 電気主任技術者と管理者はバックアッ

プ電源系統の停電操作要領が未記載の停電

操作要領書を承認した。

（３）作業手順書の確認不備

(ア) 作業手順書の確認を行う担当者は、全

ての回路に短絡接地器具を取り付ける計画

となっていないことに疑問を思わなかっ

た。

(イ) 電気主任技術者と管理者は、全ての回

路に短絡接地器具を取り付ける計画になっ

ていないにも関わらず、承認を行った。

（４）安全対策不備

(ア) 工事監理者は、全ての作業場所で検電

確認を実施していない。

(イ) 当社工事監理者は、全ての作業場所に

短絡接地器具の取り付けをさせなかった。

当該事業場の需要設備電気盤点検のため停

電切替操作（該当電気工作物の停電隔離操

作）を実施した。その後、電気盤点検を開

始する前に、検電器による無電圧確認及び

短絡接地器具の取付を実施した。

しかし、停電隔離操作の中でバックアップ

電源系統について停電させる操作を失念

し、更に、当該設備に対して作業着手前の

検電及び短絡接地器具の取り付けを実施し

ていなかったため、作業員が盤内のケーブ

ルヘッド導体露出部に触れ、感電災害が発

生した。その後、被災者は、病院に搬送さ

れたが、死亡が確認された。

作業準備不

良

ケーブルヘッ

ド
令和4年8月需要設備2



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9月 パネル

自然現象

(風雨)

台風１４号によりモジュール１枚が飛散

し、西側の道路を挟んで向いのマンション

の駐輪場屋根に落下した。

駐輪場屋根に損傷等の被害無し。

自然現象（風雨）

ー

物損等事故（第２四半期）



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7月 逆変換装置

自然現象

(雷)

近隣への落雷により逆変換装置が停止した

（遠隔監視装置の警報にて確認）。主任技

術者は逆変換装置の復旧操作を実施した

が、内部システム故障にて復旧できなかっ

た。逆変換装置の開閉器を開放して安全対

策を実施した。

後日、原因調査を実施したところ、事故発

生の同時刻に監視カメラにて雷光が確認さ

れていたことから、雷サージが逆変換装置

の制御基板に損傷を与えたと考えられる。

落雷による逆変換装置基板の破損。 原因が雷という自然現象であるため設備上

での再発防止対策は難しいため、運用面で

の対策として予備品の十分な配備、メー

カー修理対応を迅速に行えるよう連絡体制

を講じる。

主要電気工作物の破損事故（第２四半期）



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２四半期）

2
火力

発電所
令和4年7月

蒸気タービン

工場送気管用

安全弁

設備不備

(施工不完

全)

ボイラーの主蒸気圧力が変動したことによ

り、タービン抽気により供給している工場

送気圧力も変動し、工場送気管に付属する

安全弁が動作した。

安全弁は適正に吹き止まらず、間欠的に動

作を繰り返し、その振動で安全弁キャップ

の固定部分が破損し、キャップが傾いたこ

とにより、安全弁が開いた状態が保持され

吹き止まらなくなった。その後、タービン

を手動にて緊急停止させた。

なお、主蒸気圧力の変動要素としては、燃

料の石炭に雨水がかかったことによるカロ

リー変動と推測している。

（１）中圧抽気圧力急上昇による安全弁作

動

湿炭による主蒸気圧力の変動に対してター

ビン自動制御（蒸気加減弁・中圧抽気加減

弁）の感度設定が敏感で加減弁が大きく動

いたため、中圧抽気圧力が急上昇し安全弁

が作動した。

（２）中圧抽気安全弁不具合

安全弁に取り付けられている２つの背圧

コックの開度が基準の開度（片方は全開、

もう片方は１／２開）ではなく２つとも１

／３～１／４開度となっていたため、弁体

背面の圧力が逃げず安全弁１次側の圧力が

下がる前に閉止する状態となり、全閉と全

開を繰り返すハンチングが生じた。

その振動で２つある内の１つの安全弁の

キャップとレバーが傾き、弁棒と一体に動

く揚弁板の下にレバーが挟み込まれたこと

で、安全弁が開いた状態が保持されて吹き

止まらなかった。（背圧コックの開度がい

つの時点で変更されたかは、記録が無く不

明。）

※連続排出の影響で放出配管サポートが脱

落し配管が移動したことで放出配管接続口

が外れて、タービン室内に蒸気が噴出し周

辺の機器やケーブルが損傷被害を受けた。

（１）負荷時における、主蒸気圧力の変動

に対するタービン自動制御のＰＩＤ感度調

整を行った。（加減弁開度の急な増減を防

ぎ、抽気圧力の変動を抑える目的）

（２）安全弁の背圧コックを基準の開度に

戻して、マーキング及び開度表示札を取り

付けた。（基準開度の設計根拠をメーカー

文書にて確認した。）安全弁点検表（メー

カー様式）に背圧コック開度の確認項目を

設けて、定期点検時に確認する。



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２四半期）

3
水力

発電所
令和4年7月

導水路（導水

管）

自然現象

(山崩れ)

当該水力発電所で導水管の破損による漏水

が原因と思われる出力低下が発生し、発電

機が自動停止した。その後、取水ゲートを

全閉して、現地確認を行ったところ、取水

口から約750m下流地点で、導水路上部へ

の落石、導水路の破損、導水路からの漏水

を確認した。（この事故で、他の物件およ

び第三者への影響は発生していない。）

数日前の大雨により導水路上部の当社用地

外斜面が崩壊し、導水路上部へ落石が発生

したと考えられ、導水路の一部が破損し

た。

今回の導水路の一部破損は、当社用地外土

地からの落石が原因であることから、破損

箇所付近の一部の転石については地権者の

了解を得て撤去した。

4
太陽電池

発電所
令和4年7月 逆変換装置 調査中

当該発電所の逆変換装置（インバータ2）

のV相フィルタコンデンサ異常が発生。保

護システムが動作し、3/4運転（250kW停

止）となった。現地確認するも原因不明の

ためメーカーに点検を依頼した。

後日、メーカーにて点検したところイン

バータ2のV相フィルタコンデンサの故障を

確認し、インバータ2の切離しを行った。

調査中 検討中

5
太陽電池

発電所
令和4年7月 逆変換装置 調査中

当該発電所の逆変換装置A-9（インバータ

3）のW相フィルタコンデンサ異常が発

生。現地確認するも原因不明のためメー

カーに点検を依頼した。

後日、メーカーにて点検したところイン

バータ3のW相フィルタコンデンサの故障

を確認し、インバータ3の切離しを行っ

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

主要電気工作物の破損事故（第２四半期）

6
太陽電池

発電所
令和4年8月 逆変換装置 調査中

発電所内高圧キュービクルの月次点検中に

低圧動力盤№3の電流値が0Aである事に気

付いた、

その後、低圧動力盤No.3に繋がる逆変換装

置3を確認したところ重故障により停止状

態であった。盤の扉を開いたところ、扉裏

面及び鉄製内カバーに焦げた跡を発見し

た。

復旧不可と判断し逆変換装置3を主回路か

ら切り離す操作を行った。

調査中 検討中

7
太陽電池

発電所
令和4年8月 逆変換装置 調査中

当該事業場の逆変換装置B-3（インバータ

1）のW相フィルタコンデンサの異常が発

生。保護システムが動作し、3/4運転

（250kW停止）となった。現地確認するも

原因不明のためメーカーに点検を依頼し

た。

後日、メーカーにて点検したところイン

バータ1のW相フィルタコンデンサの故障

を確認し、インバータ1の切離しを行っ

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

主要電気工作物の破損事故（第２四半期）

使用環境(塵埃＋水分堆積)及び点検蓋の構

造、経年劣化等の複合要因により点検蓋と

パッキンの密閉能力が低下して、器内に侵

入した水により短絡した事故。

（詳細）

・屋外屋根なし環境下で周囲塵埃が変圧器

天板へ堆積、これに降雨が重なり水分が含

有した。

・変圧器点検蓋のパッキン構造について、

パッキン端部と点検蓋締付ボルト間の距離

が短い構造となっており、パッキンが経年

により口開きした。

・点検蓋と天板に設置されたパッキン締め

付け抑制用の丸棒とパッキン間に空隙を持

たせ排水させる構造であったが、点検蓋角

部に水分含む塵埃が堆積し排水能力を低下

させたことで、ボルト周辺に錆が発生。

・ボルト部塗装のバラツキからボルト周辺

で発生した錆が進行したことで天板下地と

塗装間を押し広げ外気と変圧器内部に気道

が確保された。

・この気道から油劣化防止に使用されてい

る変圧器内部の窒素が抜け気密性が低下し

た。

・その後、変圧器外部の温度変化で内部が

負圧化した際、錆の押し上げにより確保さ

れた気道から変圧器内部へ浸水し一次巻線

と接触・短絡事故となった。

①変圧器内部圧力監視

　圧力管理方法を変更し、器内圧力推移を

監視して異常の早期発見を行う。

②点検蓋取付構造の見直し

　点検蓋の構造変更を行い、ボルト穴から

パッキン端部までの距離を確保することで

機密性の確保を行う。また、天板の嵩上げ

を行い、水の浸入の回避を行う。

③ボルト塗装状態確認方法変更

　変圧器納入時の工場出荷検査項目を追加

し、品質管理を行う。

当該事業場の変電所に設置する変圧器で比

率作動継電器、衝撃ガス圧異常が作動し変

圧器に係る遮断器がトリップした。当該変

圧器の外観点検を実施したが油漏れ・異臭

がなく、異常が無いことを確認した。その

後、変圧器のケーブルを離線して、絶縁抵

抗測定を実施したところ、変圧器１次側

0.1ＭΩ、２次側4000ＭΩであることを確

認し、変圧器１次側の絶縁不良が確認され

た。

保守不備

(自然劣化)
変圧器令和4年8月需要設備8



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２四半期）

9
太陽電池

発電所
令和4年8月 逆変換装置 調査中

当該事業場の逆変換装置１台で重故障が発

生した。現地調査を行ったところ、イン

バータアセンブリの破損を確認した。ま

た、メーカーにて調査した結果、インバー

タユニットや盤内制御配線の損傷が判明し

た。

調査中 検討中

10
太陽電池

発電所
令和4年9月 逆変換装置 調査中

当該事業場の逆変換装置２が停止している

ことを確認した。その後、保安担当者が現

地確認したところ、逆変換装置２が過電流

で停止していた。交流ブレーカーを切っ

て、絶縁抵抗測定を行ったところ１００Ｍ

Ωであったため、警報リセットの後に、逆

変換装置を再起動したが、再度過電流で停

止した。

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

主要電気工作物の破損事故（第２四半期）

11
水力

発電所
令和4年9月

水車（調速

機）

保守不備

(自然劣化)

当該水力発電所で「AVR重故障（補助PT異

常）」等の重故障警報が発生し、水車・発

電機が自動停止した。原因調査を実施した

ところ、当該水力発電所の調速機（基板不

良）が故障していることを確認した。

経年劣化による調速機制御・ＡＶＲ盤内の

アナログ入力基板の故障。

基板の故障時は、製造者のサポート期間内

であれば健全な基板との交換を製造者に依

頼し、サポートエンドになれば当社で基板

を予備品として保有することで、早期復旧

を行う。

なお、当該配電盤は当初計画どおり来年度

（２０２３年度）更新する。

12
太陽電池

発電所
令和4年9月 逆変換装置

自然現象

(水害)

当該事業場の設置者から発電していない旨

の連絡を受け保安担当者が出動した。現地

で設備調査を実施したところ、台風１４号

の影響と思われる敷地内の水位上昇が確認

され、逆変換装置が水没していた。

（台風１４号による大雨により周辺の河川

水位が高くなり、排水路からの排水が機能

しなかったと思われる。）

9月19日（月）に山口県を通過した台風14

号の影響による大雨により隣接する河川や

用水路の水位が高くなり、構内の排水が機

能せず、更には河川の水が逆流し、当該敷

地が周辺より低かったため敷地内に雨水が

溜まり逆変換装置が水没した。

・逆変換装置、集電盤及びキュービクルの

設置位置を周辺土手の高さ以上にする。

・河川管理者へ対し、周辺、及び下流河川

の整備工事を要請する。
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13
太陽電池

発電所
令和4年9月 逆変換装置

自然現象

(水害)

当該事業場の設置者から発電していない旨

の連絡を受け保安担当者が出動した。現地

で設備調査を実施したところ、台風１４号

の影響と思われる敷地内の水位上昇が確認

され、逆変換装置が水没していた。

（台風１４号による大雨により周辺の河川

水位が高くなり、排水路からの排水が機能

しなかったと思われる。）

9月19日（月）に山口県を通過した台風14

号の影響による大雨により隣接する河川や

用水路の水位が高くなり、構内の排水が機

能せず、更には河川の水が逆流し、当該敷

地が周辺より低かったため敷地内に雨水が

溜まり逆変換装置が水没した。

・逆変換装置、集電盤及びキュービクルの

設置位置を周辺土手の高さ以上にする。

・河川管理者へ対し、周辺、及び下流河川

の整備工事を要請する。



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

1
太陽電池

発電設備
令和4年7月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

逆変換装置が故障していた。 自然故障と考えられる。
ー

2
太陽電池

発電設備
令和4年8月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

保守点検業者がメンテナンス時に故障を覚

知した。

自然故障と思われる。

ー

3
太陽電池

発電設備
令和4年8月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

当該事業場の屋根上に設置している太陽電

池発電設備（10kW）が発電していないこ

とに気づいたため、調査を開始した。保守

業者にて点検した結果、逆変換装置が破損

していることが判明した。

逆変換装置の内部基盤故障の可能性。 内部基盤についてはメーカーの取扱いが終

了しているため，他メーカーのものに置き

換えを検討する。

4
太陽電池

発電設備
令和4年9月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

保守点検業者がメンテナンス時に故障を覚

知した。

自然故障と考えられる。

ー

5
太陽電池

発電設備
令和4年9月 逆変換装置

保守不備

(自然劣化)

保守点検業者がメンテナンス時に故障を覚

知した。

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２四半期）



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7月 送電線
自然現象

(雷)

落雷により一般送配電会社の配電用変電所

に供給する送電線路が短絡し、再閉路し

た。その際に、当該変電所の遠隔監視装置

および予備線の遮断器（事象発生時、切り

運用中）について落雷の影響により設備不

良が発生し、遠隔にて遮断器の投入操作が

できない状況になった。

作業員による当該変電所の現地確認の後、

常用系の遮断器を投入することで全停電を

復旧させた。

なお、予備線の遮断器については絶縁破壊

を起こしており、使用することができない

状況であった。

自然現象（落雷）

ー

供給支障事故（第２四半期）



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7月 PGS
自然現象

(雷)

落雷により事業場のPGSで内部短絡が発生

し、一般送配電会社の変電所がDGR動作で

遮断した。変電所から再閉路するも、当該

事業場のPGSが故障しているため、変電所

が永久遮断した。

その後、PGSの取替点検を行い良好となっ

た。

自然現象（落雷）

ー

2 需要設備 令和4年7月 PAS
自然現象

(雷)

一般送配電会社から当該事業所の区分開閉

器が落雷により波及事故となっている旨の

連絡が入り、電気主任技術者が現地対応を

行った。

現地にてPASの外箱に黒いすすが付着して

いることを確認した。（落雷が侵入して損

傷したと推定）

自然現象（落雷）

ー

3 需要設備 令和4年7月 PAS
自然現象

(雷)

一般送配電会社の変電所遮断器が過電流に

て遮断して、配電線が停電となった。

調査したところ、当該需要設備が原因で波

及事故となっていることが確認された。

（SOG動作が正常に機能していなかっ

た。）当該需要設備のPASを解放後、配電

線停電を復旧させた。

自然現象（落雷）

ー

一般送配電会社に波及した事故（第２四半期）



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２四半期）

4 需要設備 令和4年7月

構内柱第1柱

高圧気中開閉

器

自然現象

(雷)

一般送配電会社の変電所フィーダーが短絡

／地絡(V0-1)事故を検出し停電した。その

後、配電線停電の原因を調査したところ、

当該事業場のPASが切れているこを確認し

た。保安担当者が現地確認したところ、当

該事業場のPASが絶縁抵抗0MΩとなってい

た。

その後の調査で、落雷による影響でPASが

破損したことが判明した。

自然現象（落雷）

ー

5 需要設備 令和4年7月
高圧

ケーブル

保守不備

(自然劣化)

一般送配電会社の変電所がGR動作により遮

断。調査したところ当該事業場の構内高圧

引込みケーブルにて地絡が発生しているこ

とが判明。なお、当該事業場は一般送配電

会社の区分開閉器から高圧ケーブルで構内

キュービクルに引き込んでおり、GRは

キュービクル内の主遮断器には設置されて

いるものの、今回の事故点はGRの保護範囲

外で事故点を切り離すことができなかった

模様。（出迎え方式）

当該高圧ケーブルは１９９３年製で、２９

年使用しており経年劣化により破損に至っ

た。なお、直近（２０２２年５月）の高圧

ケーブル絶縁抵抗測定の結果は４０００Ｍ

Ωであり良好であった。

電気設備の点検結果及び年数が経過した

ケーブルについては、更新を実施してい

く。

6 需要設備 令和4年8月 PAS
自然現象

(雷)

一般送配電会社より当該事業場のPASが落

雷により破損し、配電線路より切り離しを

行った連絡が入った。現地確認の上、工事

会社にPASの手配を実施した。

ＰＡＳ取替え後、一般送配電会社に連絡を

して、当該事業場の配電線路への接続を実

施。PASを投入し復電実施。

自然現象（落雷）

ー
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7 需要設備 令和4年8月 PAS
自然現象

(雷)

当該事業場のPASに落雷があり、一帯が停

電した。一般送配電会社から当該事業場の

保安担当者に連絡が入った。その後、一般

送配電会社が当該事業場への配電線を切離

しして、一帯の停電を復旧させた。

同日、午後から破損PASを取り外して、別

のPASにて仮復旧実施。

自然現象（落雷）

ー

8 需要設備 令和4年8月 PAS
自然現象

(雷)

雷により当該事業場のＰＡＳが破損し、一

般送配電会社の配電線路が停電した。一般

送配電会社により事故点である当該事業場

を切り離して、復電実施。

自然現象（落雷）

ー

9 需要設備 令和4年9月 PAS
自然現象

(雷)

一般送配電会社の変電所遮断器がDGR動作

でトリップし、配電線が停電となった。そ

の後、当該事業場で事故が発生しているこ

とが分かり、当該事業場の絶縁抵抗測定を

実施したところ、0.01Ωであり絶縁破壊し

ていることを確認した。キュービクル内の

LBSを開放し、絶縁抵抗測定したところ、

１次側が絶縁破壊を起こしており、２次側

は1,800MΩで良好であった。

PASを目視確認したところ落雷跡を確認し

た。

自然現象（落雷）

ー

10 需要設備 令和4年9月 PAS
自然現象

(雷)

当該事業場付近の配電線で停電が発生し

た。 一般送配電会社の担当者が当該事業場

のPASが黒く変色していることを確認し、

電気管理技術者に連絡を行った。その後、

当該事業場に電気管理技術者が到着し、

PASに直撃雷の痕跡を確認した。

自然現象（落雷）

ー
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11 需要設備 令和4年9月 PAS
自然現象

(雷)

一般送配電会社の変電所遮断器がDGR動作

でトリップし、配電線が停電した。一般送

配電会社が原因探査した結果、当該事業場

で事故が発生していることを確認した。そ

の後、電気管理技術者が現場確認を実施し

たところ、PASに雷撃痕を確認した。

自然現象（落雷）

ー

12 需要設備 令和4年9月 避雷器
自然現象

(風雨)

一般送配電会社の変電所遮断器がDGR動作

にてトリップし、配電線が停電した。一般

送配電会社が事故点を調査し、当該事業場

向けの区分開閉器を開放させ、停電を復旧

させた。

一般送配電会社から当該事業場の設備に

よって波及事故が発生したことについて保

安担当者に連絡が入り、保安担当者が現地

確認したところ、PAS１次側に設置してい

る避雷器の１次側電線が折れて垂れ下がっ

ていることを確認した。

区分開閉器の１次側に設置してあった避雷

器１次側の電線接続箇所で電線が折れ、腕

金に接触したことにより波及事故となっ

た。（避雷器は地絡継電器保護範囲外のた

め、地絡継電器が動作しなかった。）

また、事故当時、台風１１号の影響により

強風が吹いていたことが予測される。

避雷器を区分開閉器の２次側に設置し、避

雷器に障害が発生しても、区分開閉器で保

護できるようにする。

13 需要設備 令和4年9月
高圧

ケーブル

保守不備

(自然劣化)

当該事業場の引込み用高圧ケーブルが焼損

し、一般送配電会社の変電所遮断器がDGR

動作した。その後、一般送配電会社の調査

により、当該事業場が事故点であることが

分かり、一般送配電会社が事業場の切離し

作業を行い、停電を復旧させた。なお、当

該事業場にはPASが設置されていたが、保

護継電器が不動作でありSO動作しなかっ

た。

・構内ハンドホール内3か所で20～ 25㎝

浸水によって、高圧ケーブルが長時間冠水

したことにより、高圧ケーブルに水トリー

が発生し、絶縁破壊に至った。

・保護継電器の設定値は一般送配電会社と

の協議により設定していたが、今回、構内

の地絡継電器が動作する前に、一般送配電

会社のDGRが動作してしまった。

・ハンドホール内の浸水対策及び定期的に

巡視する。（ 1回/月）

・高圧ケーブルを遮水対策用ケーブル（ Ｃ

ＶＴ （ＥＥ ） ） に変更する。（ 9月12

日変更済）

・構内PAS を取替える。(10月1日取替済)

・高圧地絡V。電圧値の見直し（ 中電推奨

値6.11％ 以下）5％を2％ に変更済み。
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14 需要設備 令和4年9月 PAS

自然現象

(塩、ちり、

ガス)

台風１４号の影響により吹き上がった海水

により、当該事業場のPAS（引込み側の碍

子部）が塩害により碍子破損が発生。その

後、一般送配電会社の配電線が停電とな

り、波及事故となった。

自然現象（塩、ちり、ガス）

ー

15 需要設備 令和4年9月 PAS
自然現象

(雷)

落雷によりＰＡＳが絶縁破壊して波及事故

となった。

自然現象（雷）

ー
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