
感電死傷事故
№ 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

2 需要設備 平成26年6月 高周波誘導加熱装置
（7,200V）

被害者が高周波誘導加熱装置の電源を入れたと
ころ装置内部からスパークによると思われる異音が
発生した。別の作業員がメーカーからの指示に従
い、当該装置の電源を落とし、スパーク発生源に近
いコンデンサーを外して内部を清掃した。その後、コ
ンデンサーを組み立てたが、その後の様子を見るた
めに装置のカバーは開けたままにした。電源を入れ
ると、異音の音量は小さくなったがまだ発生していた
ため、作業員が装置内部を確認したところ、コンデン
サー下部のあたりにスパークを目視確認できた。被
害者は違う場所から異音の箇所を目視確認しようと
して、コンデンサー付近に素手で鏡を差し入れたとこ
ろ感電した。

＜感電（作業者） 被害者の過失＞
 

被害者はスパークが発生している箇所を目視確認しようと
して、当該装置の電源を入れたままで装置内部のスパーク
に近いところに素手で鏡を差し入れるという危険行為をし
た。なお、被災者には電気や感電の危険性に関する知識は
なく、鏡がプラスチック製であるため感電するとは思わなかっ
た。

① 当該装置内部の清掃手順書を新たに作成し、当該装置に関わ
る従業員に周知した。
② 清掃手順書による作業は当該装置の電源を落とした場合のみと
し、電源を入れてする作業はメーカーに委託することとした。
③ 他の工作機械において、電気系統の故障等の原因調査をテス
ター等で行う場合もメーカーに委託することとした。
④ 社内の安全衛生委員会（課長や班長等が参加）において、電気
系統の故障の原因調査を電源を入れた状態で社員が行わないこと
とすることを周知した。

　平成２６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、感電死傷事故３件、破損事故６件、波及事故１５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。

1 配電設備 平成26年6月 高圧架空電線
（6,600V）

　絶縁油対策工事に伴う変圧器吊り替え作業におい
て、被災者（下請会社社員）は変圧器取付けバンド
の締め付け確認を行った。その後、手があいたた
め、少しでも作業を進めておこうと考え、自分の判断
で高圧引下線の縁線（停電側）の被覆剥ぎ取りを行
おうとして変圧器付近から昇柱した。低圧腕金上に
乗ったところ、高圧充電部に接近したことに気づいた
ため一歩下がろうとして右で足場ボルトを握った際、
縁線（充電側）が背中に接触していたため、感電し
た。このとき、現場責任者は、通行支障となっていた
自社車両を移動するため、現場を離れていた。ま
た、縁線（充電側）に取り付けていたはずの端末
キャップは地上に落下していた。

＜感電（作業者） 作業方法不良＞
 
【直接原因】
① 現場責任者（下請会社社員）は、作業要則に基づき作業
中現場を離れてはならないことになっているが、現場を離れ
監視を怠った。
② 被災者は、作業要則に基づき高圧近接限界距離内に接
近するときは防具又は保護具を使用することになっている
が、防具又は保護具を使用することなく高圧近接限界距離
内に入ってしまった。
 
【根本原因】
① 現場責任者の任務や作業監視等に関する基本ルールが
守られなかった。
② 被災者は、高圧近接限界距離内に入り、接近するまで気
づかなかった。
③ 他の作業者は被災者の予想外の行動を不安全な状態と
感じることができず、現場責任者や同僚に知らせることがで
きなかった。
④ 端末キャップの取付け状況及び取付け後の確認が不十
分であった。

＜元請会社＞
① 作業監視等に関するルールについて統一化し、発注元とともに
制定する作業要則を改正した。
② 錯覚防止帯の取付けに関するルールについて統一化し、発注
元とともに制定する作業要則等を改正した。
③ 端末キャップの取付け・確認方法を統一化し、発注元とともに制
定する作業手順を改正した。
④ 上記の統一化したルールについて関係社員に対して教育を実
施した。
⑤ 下請会社の現場責任者の指揮・監督能力の向上研修を実施し
た。
⑥ 下請会社作業員へ同時通話型無線を配備した。
⑦ 管理者はパトロール専門員によるパトロールの気づき点を踏ま
えて現場パトロールを行っているが、元請会社本社は、管理者によ
るパトロールを評価し、その結果をパトロール専門員によるパトロー
ルへ反映することによりＰＤＣＡ管理することとした。
⑧ 作業安全に関する教育を充実させ、また、現場責任者による作
業チェック自主点検及び副現場責任者による作業監視を当面継続
することとした。

＜設置者＞
① 元請会社が実施する対策①～④を同様に実施した。
② 現場パトロール等を実施し、統一化したルールの定着状況を確
認することとした。
③ 元請会社へ外部監査し、再発防止対策の実効性を確認すること
とした。



3 需要設備 平成26年7月 計器用変圧器（ＰＴ）
（6,600V）

被災者（保安業務担当者）は年次点検のうちＰＡＳ
連動動作試験の準備のため、受電盤の裏で試験器
とＳＯＧ端子との接続作業をしていた。キュービクル
内において、ＳＯＧ制御装置は、ＰＴ（キュービクル床
から50cmの高さの低い位置に設置されていた）の奥
に設置されていたため、被災者はしゃがんだ体勢で
接続していた。接続後、しゃがんだ体勢のまま下が
ろうとしたところ、充電中の計器用変圧器6,600V側
ヒューズホルダーに後頭部が接触し感電した。その
後、病院に搬送され入院し、頭部を縫い、両膝の治
療を受けて、翌日退院した。当時、ヘルメットを脱い
で作業帽（布製）をかぶっており、また、作業手袋（絶
縁手袋ではない）をはめていた。

＜感電（作業者） 作業方法不良＞
 

本事業場において、被災者は今まで過去２回年次点検を
実施したことがあるが、いずれのときも停電後仮設発電機を
使用してＰＡＳ連動動作試験を実施した。しかし、今回は、本
事業場の年次点検の後に、別の事業場（３箇所）で月次点
検が予定されており、被災者はできるだけ早く点検を終えた
いという焦りがあったため、停電後仮設発電機を使用する手
順を省いてしまった。なお、当日は暑く汗をかいており、ま
た、ＳＯＧ端子に接続するためにはしゃがんだ体勢で狭い場
所で作業しなければならなかったため、ヘルメットを脱いで作
業帽（布製）をかぶっていた。

① 高圧近接作業をする場合、充電部と作業者との離隔距離を考慮
して、安全保護具 （ヘルメット、ゴム手袋）、絶縁防具（高圧絶縁
シート）及び安全用具（検電器、短絡接地器具）の使用を徹底する
こととした。

② 充電部に近い作業や狭隘な場所における作業の際は、一人作
業ではなく監視人を付け、相互注意を実施し、安全作業を徹底する
こととした。

③ 年次点検において保護継電器の動作特性試験時に、高圧近接
作業となる場合には、必ず停電後、仮設発電機を使用して試験す
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 風力発電所 平成25年11月 誘導発電機（1,000V、

3,000kW）
　１号機において「発電機温度高」及び「煙探知器動
作」のエラーが発報し、管理棟に常駐していた事業
所長の携帯電話にメールで情報が入った。現地調
査したところ、スイッチギア遮断器が開放しているこ
とを確認した。当時は雷雨であったため、翌日調査
をしたところ、発電機固定子巻線の対地間絶縁抵抗
値が０．１ＭΩであり、発電機が破損していることが
判明した。なお、ナセルとブレードの外観には落雷に
よる損傷は見られなかった。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

風車メーカーによる分解調査の結果、発電機製作時、回転
子ケーブル接続部の接続状態が不十分（手作業による接続
過程における接続部の圧着不良やはんだ処理不良）であっ
たことが判明した。このため、接続部の接触抵抗が高くなり
局所的に過熱し、回転子コイルを固定している帯具（バン
デージ）に緩みが発生した。発電機回転時の遠心力によりバ
ンデージが固定子側に接触し、固定子コイルが絶縁破壊を
起こし地絡に至った。

① 回転子ケーブル接続部をボルト締結により接続した構造の発電
機に交換した。

② 当該発電機以外の発電機について内部点検を実施し、同様の
不良が発見されたため、修理作業を行った。

2 風力発電所 平成25年11月 誘導発電機（1,000V、
3,000kW）

　３号機において「過電流」のエラーが発報し、風車
メーカー及び事業所長の携帯電話にメールで情報
が入った。このため、風車メーカーが当該発電機を
遠隔手動停止した。現地調査したところ、発電機回
転子巻線の対地間絶縁抵抗値が０ＭΩであり、発
電機が破損していることが判明した。なお、ナセルと
ブレードの外観には落雷による損傷は見られなかっ
た。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

風車メーカーによる分解調査の結果、発電機製作時、回転
子ケーブル接続部の接続状態が不十分（手作業による接続
過程における接続部の圧着不良やはんだ処理不良）であっ
たことが判明した。このため、接続部の接触抵抗が高くなり
局所的に過熱し、回転子ケーブル接続部が焼損したことで、
回転子コイルが絶縁破壊を起こし地絡に至った。

① 回転子ケーブル接続部をボルト締結により接続した構造の発電
機に交換した。

② 当該発電機以外の発電機について内部点検を実施し、同様の
不良が発見されたため、修理作業を行った。

3 火力発電所 平成25年12月 蒸気タービンの車室
ボルト（12CrMoWV鋼）

　蒸気タービンの定期事業者検査に伴う試運転を実
施していた。現場にて目視点検をしていたところ、車
室ボルトが破損し、脱落しているところを発見した。
このため、緊急に手動でタービンを停止した。

＜設備不備（施工不完全）＞

今回破損した車室ボルトは、①蒸気温度が400℃以上の環
境にあり、材料硬度の低下が認められたことから、クリープ
による強度低下が発生したこと、②車室の経年変形対応とし
て建設当初よりもボルトの締付応力を２５％増しで行ってき
ている中で、さらに締付応力を与えていた可能性があるこ
と、の複合要因で破損したと推定される。

① 破損したボルトと使用温度が類似し、かつ、同じ期間使用してき
たボルトを計6本取替えた（当該ボルト含む）。

② クリープに起因する材料強度低下によって破断するリスクを低
減するため、今後は、新たに、車室ボルトの硬度測定により劣化傾
向管理を行い、管理値を外れる前に計画的に取替を行うこととし
た。

③ 過剰な締付応力の発生を防止するため、車室ボルト締付量測定
方法を標準化することとした。また、メーカーの指導員とともに締付
量の妥当性を確認することとした。



4 火力発電所 平成26年1月 ボイラー誘引ファン
（通風機）運転制御設
備（インバータ）

　ボイラーの通常運転中、ボイラー誘引通風機が停
止したが、インターロック回路によりボイラートリップ
に至らなかったため、運転員が緊急停止スイッチに
よりボイラーを緊急停止した。現場調査をしたとこ
ろ、当該通風機の運転制御設備（インバータ）のコン
トロール基板に故障が発生したことを確認した。

＜設備不備（製作不完全）＞

製造不良のためインバータのコントロール基板のＣＰＵが
ダウンし（メーカー調査の結果、当該基板の特有の不良であ
り、ハンダ不良で発生したと推定される）、インバータ運転不
能となり、また、コントロール基板から主幹盤を経由して商用
起動盤へ故障信号を出力できず、商用電源による商用運転
切替え不能となった。さらに、主幹盤における構成上の設計
不備（誘引ファンのインバータ運転と商用運転の状態を監視
していない）があり、誘引ファン停止によるＭＦＴインターロッ
ク動作（ボイラートリップ）が不動作となった。

① 主幹盤において、コントロール基板の故障信号出力リレーがON
状態であることを常に監視し、今回のようにＣＰＵがダウンして同リ
レーがOFF状態に変化したら、インバータ運転から商用運転に切り
替えるように、主幹盤の配線を変更した。

② 主幹盤において、誘引ファンの「インバータ運転停止」と「商用運
転停止」の状態を監視し、誘引ファンがインバータ運転と商用運転
のどちらでも運転していない場合はＭＦＴインターロック動作させる
ように、主幹盤の配線を変更した。

③ 今回と同様の設計不備のあるファンに対して同様の対策を実施
した。

5 太陽電池発
電所

平成26年7月 500kW逆変換装置（Ｐ
ＣＳ)

　発電所付近に落雷が発生し、事務所にあるＰＣＳ
のデータ収集システムパソコンに接続している通信
線が溶断したとの連絡が電気主任技術者に入った。
雷雨が収まった後、電気主任技術者が調査したとこ
ろ、ＰＣＳが自動的に出力停止したこと及びデータ収
集システム用通信交換機等が焦げていることが判
明した。雷雨が収まった後発電所を調査したところ、
パワーコンディショナ（ＰＣＳ)内の通信機器が焼損
し、ＰＣＳは送電を自動停止していたことが判明し
た。

＜自然現象（雷）＞

落雷による誘導雷が通信線のシールド接地を通し侵入し、
通信系統にはサージ防護デバイス（ＳＰＤ）が設置されてい
なかったため、通信線等が焼損した。なお、発電所運転開始
当初から、通信系統にＳＰＤを設置する必要性の認識はな
かった。

① 当該通信線等にＳＰＤ等を設置することとした。

② 誘導雷の侵入を防ぐ予防処置として、事務所にあるデータ収集
システムパソコンを発電所構内のＰＣＳに移設することで、架空電線
を使用しない無線データ送信システムの導入を検討することとし
た。

6 火力発電所 平成26年8月 同期発電機（6,600V、
1,900kW）

　地絡方向継電器動作により区分開閉器（ＰＡＳ）が
トリップした。その際、インターロック動作により発電
機が停止し、受電用遮断器及び発電機用遮断器が
遮断され、全停電した。電気主任技術者に発電機停
止情報が入ったため、電気主任技術者が現地に出
向き調査した。各所において絶縁抵抗測定したとこ
ろ、蒸気タービン発電機の絶縁不良が判明した。そ
の後、発電機本体を分解点検したところ、発電機の
固定子巻線（Ｕ相）が絶縁不良（1MΩ）であることが
判明した。

発電機の固定子巻線（Ｕ相）が絶縁不良であるため、地絡
に至った。絶縁不良に至った経緯については、現在メーカー
にて調査中。

　検討中。



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26年4月 高圧交流負荷開閉器

（ＬＢＳ）限流ヒューズ
（6,600V）

電力会社の配電線過電流遮断器がトリップした。
電気管理技術者は停電信号を受信したため、事業
場に向かい調査したところ、当該ＬＢＳの限流ヒュー
ズが３本とも溶断し、遮断器の上に溶け落ちたところ
を発見した。予備のヒューズに交換し、当該事業場
にて復電した。

＜保守不備（自然劣化）＞

当該ＬＢＳの限流ヒューズは製造後１４年経過していた。当
該ＬＢＳの２次側には２台の５００kVA動力変圧器等が接続さ
れており、その負荷は溶接関係機器のための電動機等で
あった。使用状況は日々変化しているが、負荷電流／定格
電流(％)は、多いときで９５％以上であった。電動機の入り切
りは頻繁に行われており、変圧器の励磁突入電流などの過
電流通電及び休止が行われ、ヒューズの可溶体（ヒューズエ
レメント）の過熱及び冷却が繰り返されたと推定される。これ
により、ヒューズエレメントの結晶組織に亀裂が発生し、繰り
返し通電回数の増加に伴い亀裂が成長し機械的疲労破断
に至り、結果としてヒューズの寿命が短くなりヒューズの誤溶
断に至ったと推定される。誤溶断した結果、ヒューズ筒が破
損し、外部へアークが吹き出し、そのアークにより短絡したと
推定される。

当該ＬＢＳの電源側には過電流遮断器が設置されていた
が、それと配電線過電流遮断器の保護協調がとれていな
かったため、配電線過電流遮断器の方が早くトリップした。そ
の際、ＳＯ動作によりＰＡＳは開放されたが、配電線過電流
遮断器には自動再投入機能がないため、停電区間が残るこ
とになり、波及事故に至った。

① 限流ヒューズの更新推奨時期は１５年であるが、寿命が来る前
にを早めに（製造後１０年程度）交換することとした。（なお、負荷電
流を考慮すると、定格の見直しは不要との結論に至った。）

② 当該ＬＢＳ電源側の過電流遮断器と配電線過電流遮断器につ
いて、電力会社と協議し保護協調をとることとした。

2 需要設備 平成26年6月 高圧引込ケーブル（Ｃ
Ｖ）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断し
た。電力会社が調査したところ、当該事業場の事故
と判明。その後、保安業務担当者が調査したところ、
高圧引込みケーブルの絶縁不良（青相～大地間０
ＭΩ）が判明し、当該事業場の地絡継電器は動作し
ていなかったことが判明した。

＜保守不備（保守不完全）＞

保安業務担当者が数年前から高圧ケーブル、高圧柱上ガ
ス負荷開閉器（ＰＧＳ）及び地絡方向継電器（ＤＧＲ）の不良
を指摘し、至急に交換や改修をするよう指摘を受けていた。
しかし、事故当日まで交換や改修をしなかったため、高圧
ケーブルの絶縁破壊に至り、ＤＧＲが不良で動作しなかった
ことから波及事故に至った。

① 高圧ケーブル施設方法を埋設から架空へ変更した。

② 不良のＰＧＳ（ＤＧＲ含む）をＰＡＳ（ＤＧＲ含む）に取り替えた。

③ 今後、至急に改修すべき指摘事項が報告された場合は、早急に
対応し事故防止に努めることとした。

3 需要設備 平成26年6月 計器用変圧器（ＶＴ）
（6,600V）

電力会社配電線が過電流リレー動作により自動遮
断した。電力会社から連絡を受け、保安業務担当者
が調査した結果、焼損したＶＴと蛇の死骸を発見し、
蛇がＶＴに接触して短絡したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞
 

当該事業場のキュービクル内に蛇が侵入し、ＶＴに接触し
たため、短絡・地絡事故に至った。その際、ＳＯ動作によりＰ
ＡＳは開放されたが、配電線に設置された高圧過負荷遮断
器には自動再投入機能がないため、停電区間が残ることに
なり、波及事故に至った。

　蛇が侵入した電気室ドアの換気口を金網でふさいだ。

4 需要設備 平成26年6月 高圧柱上ガス負荷開
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。電力会社から連絡があり、電気管理技術者が調
査したところ、ＰＧＳがふくれて破損したことが判明し
た。絶縁抵抗測定をしたところ、ＰＧＳ２次側～ＬＢＳ
１次側において、０ＭΩであることが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

経年劣化により（ＰＧＳはメーカーの耐用年数を超過してい
た）ＰＧＳのシールパッキン部の劣化で気密性能が損なわれ
ガス漏れが発生した。そのため、外気との置換作用による水
分侵入により絶縁抵抗が低下し、部分放電によりさらに絶縁
抵抗低下が進行し絶縁破壊に至った。これによりＰＧＳが破
損し遮断不能になったため、波及事故に至った。

　別メーカーのＰＡＳと取り替えた。



5 需要設備 平成26年7月 避雷器（常用線側）
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断し
た。当該事業場は２回線受電であり、予備側に自動
で切り替わった。電力会社から連絡があり、保安業
務担当者が調査したところ、雷の影響により避雷器
（常用線側）の赤相が焼損し絶縁不良（０ＭΩ）に
なっており、また、ＤＧＲ電源用変圧器の高圧カット
アウトヒューズが切れていることが判明した。

＜自然現象（雷）＞
 

雷により避雷器（常用線側）が焼損し地絡に至ったが、同
時に、ＤＧＲ電源用変圧器の高圧カットアウトヒューズが切れ
ＤＧＲの制御電源が失われたことによりＰＡＳが遮断不能に
なったため、波及事故に至った。

　避雷器及び高圧カットアウトヒューズを取り替えた。

6 需要設備 平成26年7月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）制御ケー
ブル

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断し
た。電力会社から連絡があり、電気管理技術者が調
査したところ、ＰＡＳのＳＯＧ制御ケーブルの結束バ
ンドが外れ、ＰＡＳの下の腕金に設置された避雷器１
次側（高圧充電部）に制御ケーブルが接触している
のを発見した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

ＰＡＳのＳＯＧ制御ケーブルの結束バンドが経年劣化により
外れ、避雷器１次側に制御ケーブルが接触し、ケーブルに
穴があいた。これにより、制御ケーブルの制御線を通って高
圧電流が制御装置に伝わり制御装置が焼損し地絡した。Ｓ
ＯＧ制御装置箱内のＤＧＲが焼損したため、ＰＡＳを開放でき
ずに波及事故に至った。

① 制御ケーブルの結束バンドが切れても高圧部分に接触しない箇
所でケーブルを結束した。

② 設置された避雷器を撤去し、避雷器内蔵型ＰＡＳに取り替えた。

7 需要設備 平成26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。電気管理技術者が現場にて調査したところ、雷
によりＰＡＳが内部損傷を起こしたことが判明した（Ｐ
ＡＳ１次側の絶縁抵抗０ＭΩ）。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。なお、
当該事業場には避雷器が設置されていなかった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。

8 需要設備 平成26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。保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷
によりＰＡＳが内部損傷を起こしたことにより、ＰＡＳ
の絶縁抵抗が０ＭΩであることが判明した。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。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器の設置について検討することとした。

9 需要設備 平成26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。保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷
によりＰＡＳが内部損傷を起こしたことにより、ＰＡＳ
の絶縁抵抗が０ＭΩであることが判明した。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。なお、当該事業場には避雷器が設置されて
いなかった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。



10 需要設備 平成26年8月 受電柱（木柱）
（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、台
風の突風により架空ケーブル及びちょう架用線（受
電柱と工場の間３０ｍ）が風荷重を受け、ちょう架用
線の止め金具が外れ受電柱（木柱）が倒壊したこと
が判明した。倒壊した受電柱（木柱）に設置していた
ＰＡＳの１次側が田んぼの水に接触し波及事故に
至った。

＜自然現象（風雨）＞

台風の突風により、ちょう架用線の止め金具が外れ受電柱
（木柱）が倒壊し、ＰＡＳの１次側が田んぼの水に接触し地絡
し、波及事故に至った。

① 受電柱を木柱から鉄筋コンクリート柱に変更した。

② ちょう架用線の引き留め方法を２重化し、止め金具及びワイヤに
より引き留めた。

③ 架空ケーブルが受ける風荷重を低減するため、ケーブル距離を
３０ｍから２７ｍに１割短くした。

11 需要設備 平成26年8月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

当該工場の社員から停電連絡が電気主任技術者
に入った。電気主任技術者は当該事業場周辺の信
号機が停電していたため配電線の停電事象である
と判断し、工場内の機械の被害状況の確認のため
工場内を巡回した。その後、電力会社から当該事業
場のＰＡＳが破損していることを伝えられたため、現
場にて調査したところ、雷によりＰＡＳが破損したこと
を確認した。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。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。

12 需要設備 平成26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。保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷
によりＰＡＳが内部損傷を起こしたことが判明した。
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。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。

13 需要設備 平成26年8月 真空遮断器（ＶＣＢ）
（6,600V）

電力会社配電線が自動遮断したが、当時、大雨が
降り落雷が頻発していたため電力会社に問い合わ
せたところ、当該事業場を含むエリアで地域停電し
ているとのことであった。このため電気管理技術者
は様子を見ていたところ、事業場が停電していると
の連絡が事業場から入った。電気管理技術者が現
場にて調査したところ、焼損したＶＣＢを発見した。な
お、当該事業場には避雷器が設置されていなかっ
た。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＶＣＢが損傷しＶＣＢが遮断不能になったため、波
及事故に至ったと推定される。なお、本年度はＶＢＣの推奨
耐用年数時期であり、経年劣化が進んでいたことにより落雷
の影響を受けやすい状態であった可能性がある。

① 避雷器を設置することとした。

② 推奨耐用年数に基づき高圧機器を計画的に更新及び改修する
こととした。

14 需要設備 平成26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。雷によりＰＡ
Ｓが損傷し遮断不能になったため波及事故に至っ
た。なお、当該事業場には避雷器が設置されていな
かった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器の設置について検討することとした。

15 需要設備 平成26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が内部損傷を起こしたことが判明した。
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。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不能になっ
たため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。
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