
資料１ 

電気事故事例(平成２５年度) 
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 

感電等死傷事故(公衆) 

No 発生年月 発生場所 電圧 事 故 の 概 要 事故原因分類 再発防止対策 

1 H25.7 熱帯魚販売用

水槽照明設備 
(自家用) 
 
 
主任技術者：

外部委託(電気

管理技術者) 

100 ・被災者は店内の水槽清掃作業後，給水する

ために水槽のステンレスフレームに捕まり

ながら，水道蛇口に手を触れたところ感電

した。 
・作業終了後も手のしびれが消えないため，

病院で受診し，治療及び経過観察のため，

入院となった。 
・翌日の調査の結果，水槽内照明による漏電

であることが判明した。 

感電経路：ステンレスフレーム(水槽)→左手→
右手→水道蛇口 

【感電(公衆)電気工作物不良】 
①水槽内照明のための蛍光灯器具

の安定器が損傷し絶縁破壊し，

水槽取り付けフレームに電気が

漏洩した。 
②水槽のステンレスフレームが接

地されていなかった。 

①設置水槽のステンレスフレ

ームの接地工事の実施 
②水槽用照明のＬＥＤ化によ

る安定器の廃止 
③電気保安教育の実施 
④感電時の連絡体制と防止対

策の強化 
⑤現場担当者への問診の実施

と保安業務外部委託先との

情報伝達の徹底 

2 H25.11 送電線 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

選任(専任) 

66,000 ・高速道路防護柵補修作業中，クレーン付ト

ラックのブームを上げた際に，送電線に接

触又は接近し，作業員3名がしびれを感じ

た。 
・現地にて，クレーン付トラックのブーム先

端及び作業員のいた足下にアーク痕を確認

した。 
・また，電線点検の結果，素線7本中2本にア

ーク痕を確認した。 

【感電(公衆)被害者の過失】 
①当該工事において，発注者・施

工業者は事前に送配電線の事業

者の確認及び近接協議を行って

おらず，送配電線の重要性の理

解が不足していた。 
②安全な隔離を確保した施工計画

の作成，監視員の配置や送配電

線に対する危険明示及びアース

設置等の安全対策がなされなか

った。 

①新たに県内の国道及び高速

道路等の道路管理者に対し，

定期的な注意喚起の実施。 
②工事会社の再発防止策の確

認。 
③工事会社は，作業箇所の上空

を横過・並行する送配電線へ

の近接施工の事前把握，送配

電線近接施工に伴う施工中

の保安措置及び作業員への

安全教育の徹底。 
 
  



感電等死傷事故(作業者) 

No. 発生年月 発生場所 電圧 事 故 の 概 要 事故原因分類 再発防止対策 

3 H25.7. 天井内配線 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

外部委託(電気

管理技術者) 

 200 ・通常の電気工事を発注・管理する部署と異

なる部署が管理する部屋へのエアコン工事

であったため，保安業務外部委託先に連絡

されず，工事の実施を把握出来ていなかっ

た。 
・当日，電気工事作業者である被災者が，当

初の計画にない最短分岐ケーブルの接続工

事を行い，既存ケーブルが活線状態のまま

電線圧着作業を実施した。 
・その際誤ってケーブル赤相に左手小指を接

触させて感電した。 
・被災者は作業脚立から転落し，後頭部を床

に打ち付け，病院での診断結果，感電と外

傷性くも膜下出血と診断された。 
・作業時被災者はヘルメット，安全帯，ゴム

手袋等は未着用であった。 

【感電(作業者)被害者の過失】 
①構内電気工事における連絡体制

が不十分 
②被災者による作業計画の無視 
③被災者が充電部に対する危険認

識不足 
④被災者による防具使用・保護具

着用の未徹底 

①構内電気工事の確実な把握

と保安業務外部委託先への

連絡の徹底 
②事前作業計画の作成と確認 
③作業計画の関係者での打ち

合わせ徹底と電気工事会社

に対する安全意識の確認と

保安業務外部委託先の指導

徹底 
④活線作業の原則禁止と高所

作業の安全帯使用の徹底 
⑤他の事業場への事故情報の

開示・提供 

4 H25.8 水力発電所配

電盤 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

選任(統括) 

6,600 ・キュービクル取替工事の準備測定作業を行

った。 
・その際，現場作業員から作業接地線の接続

変更作業の打診があったが，作業計画に無

いため現場代理人は認めなかった。 
・しかしながら現場代理人が作業現場を離れ

た間，現場作業員が接地線の接続変えを行

うため，キュービクル内部に右手を挿入し

て作業をしたところ，誤って右肩が母線銅

板に触れて感電した。 
 
感電経路：母線銅板→右肩→右膝→大地 

【感電(作業者)作業方法不良】 
①予定していない電気工事作業を

発注者及び現場代理人の許可無

く工事請負現場作業員が実施し

た。 
②指揮命令系統の不明瞭 
③充･停電部の不理解 
④検電の未実施 
⑤作業要領書の未作成 
⑥危険予知の不足 

＜事業者(発注者)＞ 
①作業安全対策の指導・確認 
②工事請負者の安全対策事前

チェック 
＜工事請負者＞ 
①予定外作業(充電部)の厳禁 
②無電圧部及び充電部の検電

確認 
③現地調査における指揮命令

系統の明確化及び掲示 
④充電部及び停電部の表示目

視化 
⑤作業手順書作成の徹底 
⑥TBM-KYの徹底 



5 H25.9 送電線 

(電気事業用) 

 

 

主任技術者：

選任(統括) 

66,000 ・架空送電線の電線張替工事のため，請負工

事会社が事前に弛度定規の取り付け位置測

定及び弛度定規の取り付けを行った。 
・その際，通常は鉄塔構造図を事前に電力か

ら受け取り，その寸法を基に取り付け測定

を実施していたが，鉄塔構造図未入手のま

ま弛度定規取り付けを実施したため，電力

側も当該作業を把握していなかった。 
・鉄塔構造図がないため，鉄塔頂部から巻尺

(スチール製)を伸ばし，弛度定規取り付けを

測定していた際，下部の作業員が誤って巻

尺の先端から手を離し，風に流され送電線

に接近し， 鉄塔頂部作業員が感電した。 
 
感電経路：送電線→巻尺→右手(推定)→両足→
大地 

【感電(作業者)作業方法不良】 
＜電気事業者＞ 
①事前に準備作業の内容と作業日

の確認不足 
②鉄塔構造図の未譲渡 
③鉄塔作業及び活線近接作業把握

不十分 
＜請負工事会社＞ 
①詳細な準備作業内容と鉄塔作業

日の電力への未報告 
②鉄塔構造図未受理のまま弛度定

規取り付け実施 
③弛度定規取り付け時の安全対策

未確認とTBM-KY未実施 
④活線近接作業時のルール認識不

足 
⑤感電事故の危険意識が低下 

＜電力＞ 
①契約時における必要書類受

け渡し時期明記 
②作業日報での鉄塔作業・活線

近接の明記 
③仕様書での安全対策明記と

施工計画書での安全対策確

認 
④弛度定規作業における原則

折尺及び絶縁コンベックス

の使用通知 
⑤現場職員及び作業員への安

全教育実施 
＜請負工事会社への指示＞ 
①施工計画書での安全対策明

記 
②弛度定規作業における原則

折尺及び絶縁コンベックス

の使用 
③作業毎のTBM-KYの実施と

危険ポイントの抽出指示 

6 H25.9 電気室電源盤 
(自家用) 
 
 
主任技術者：

選任(専任) 

3,000 ・被災者は，調薬センターからモーター回転

方向が逆なものがあるとの連絡を受けたこ

とから，確認するために当該場所へ向かっ

た。 
・別の作業員が，1階電気室で倒れている被災

者を発見した。 
 

調査中 検討中 

7 H25.10 受電設備 

(自家用) 

主任技術者：

選任(専任) 

6,600 ・受配電設備(電気室①及び電気室②)の年次点
検において，停電作業終了後にシーケンス
試験のため一部復電させての作業を実施し
た。 

・作業手順を改訂したが，平成25年度の作業
手順書に反映していなかった。

【感電(作業者)作業準備不良】 
①昨年度から作業手順を変更して

いたが，今年度の作業手順書に

反映されていなかった。 
②被災者は，停電作業終了後，LBS

①作業手順書の見直し及び改

正後の確認，電気主任技術者

への報告。 
②作業前ミーティングで作業

手順表の変更の有無や作業



・また，停電作業が終了し充電状態となった
にもかかわらずLBSのバリア板が外された
状態であったことから，被災者は活線状態
でないと思った。 

・被災者が，電気室①のLBS「PF断」の警報
発生させるためLBSに接近したところ感電
した。 

 
感電経路：LBS→右母指→左前腕→大地 

のバリア板が外された状態であ

ったことから，活線状態ではな

いと思い込み，現場盤が充電し

たことを失念し検電を行わなか

った。 
③職員が復電現場に立ち会ってい

なかった。 
④監視室にシーケンス試験情報を

あげるために，監視装置を充電

させたことにより，電気室①の

盤全体が充電された。 

場の注意事項の周知。 
③活線作業の注意喚起と検電

の徹底。 
④作業手順表への，復電前バリ

ア板取り付けの明記と取り

付け後の点検清掃作業の禁

止。 
⑤現場代理人による放電の実

施と検電の確認徹底。必要に

応じた保護具・防護具の使用

徹底。 
⑥職員立会いのもと停復電作

業を行う。 
⑦監視系電源の取り方の再検

討について，別系統からの電

源確保が可能かどうか検討

を行う。 

8 H25.10 受電設備 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

外部委託(電気

保安法人) 

6,600 ・被災者は，月次点検で指摘されたキュービ

クル本体外側下部基礎部分腐食修理のた

め，キュービクルの内側を鉄板で補強する

必要があることから，キュービクルの扉の

鍵を，連絡責任者以外の者から借用し，作

業当日まで保管していた。 
・連絡責任者は，修繕方法は外から穴を塞ぐ

手直しと認識していたため，保安業務外部

委託先への連絡及び作業立会を要請しなか

った。 
・被災者は，修繕作業中，高圧進相コンデン

サー固定用のベースの腐食に気づき，キュ

ービクル内部に足を踏み入れ，固定用のボ

ルトを緩めるために覗き込んだところ，高

圧進相コンデンサー用の限流ヒューズ電源

側端子に頭部右耳後ろが触れて感電した。

・作業時，被災者は手袋，ヘルメットは未着

【感電(作業者)被害者の過失】 
①従業員に対し，キュービクル内

に体を入れないよう指示しなか

った。 
②被災者の充電部に対する危険認

識不足 
③指揮命令者間での情報，認識の

乖離 

①電気設備工事の計画又は高

圧受電設備の鍵の使用時等

の鍵の管理及び連絡体制 
について，保安業務外部委託先

による保安教育を当該企業

役職者が受講。 
②キュービクルの鍵の使用及

び保管の厳格化 
③キュービクル内作業時にお

ける保安業務外部委託先へ

の連絡及び立ち会いの徹底 
④キュービクルの扉への注意

喚起表示の貼付 



用だった。 
 
感電経路：高圧限流ヒューズ電源側端子T相→
頭部右耳後→右膝→大地(推定) 

9 H25.10 構内配線 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

外部委託(電気

管理技術者) 

6,600 ・月次点検で指摘された電気室とボイラー室

の動力及び照明用の配線劣化による取替作

業を実施するため，連絡責任者の代務者と

工事責任者が事前に配線状況を確認した。 
・その際，代務者から工事責任者に，停電作

業の時間を出来るだけ短時間で行い，配線

等の準備作業も検討するよう依頼した。 
・代務者は，当該準備作業は電気的な接続を

しない中での作業なので，危険な作業はな

いとの判断から，保安業務外部委託先には

連絡をしていなかった。 
・受変電室からボイラー室間の配線取り替え

工事の準備作業をしていた作業員が，脚立に

上り，頭上の高圧充電部付近で新設ケーブル

の送り・結束作業中，バランスを崩し，体制

を整えようとして高圧充電部に右手中指薬

指が触れて感電し，電撃のショックにより脚

立とともに転倒し，頭部等を打撲した。 
 
感電経路：断路器兼高圧ヒューズ→右手中指

薬 
指→大地(推定) 

【感電(作業者)作業準備不良】 
①作業計画の未作成及びチェック

体制の不十分。 
②工事関係者全員による事前ミー

ティングの未実施及び作業内容

の認識不足 
③作業責任者による被災者への作

業環境及び安全確認指示不足 
④高圧接近作業でありながら，防

護処置や区画等を行わずに，高

圧活線近接作業を行った。 
⑤作業責任者が現場を離れ，作業

員の一人作業となった。 

①関係者全員の事前打ち合わ

せによる周知徹底と保安業

務外部委託先のチェック。 
②工事会社におけるTBM-KY
等実施徹底を指導し，実施状

況の確認を行う。 
③工事は原則停電作業とし，活

線近接作業の場合には区

画・防護等の安全対策を講じ

る。 
④電気工事業者作業員及び設

置者従業員に対し，電気工事

の作業基準等の安全教育を

実施する。 
⑤一人作業の禁止と監視人の

配置。 

10 H25.12 低圧分電盤(自
家用) 

 

主任技術者：

外部委託(電気

保安法人) 

210 ・インフレーション成形機のモーター取替え

工事が完了し，試運転をしたがヒーターの

温度が上がらなかったため，被災者は，原

因究明のため，インフレーション成形機制

御盤内ヒーター用マグネットスイッチの電

磁コイルの電圧を測定しようとした。 
・被災者は，電磁コイルの電圧印加部にプロ

ーブを接触させテスターの表示を見たと

【電気工作物の操作(被害者の人為

的行為によるもの)】 
①被災者は，テスターで電圧を測

定する際，両プローブを片手で

持ち，プローブ同士が接触する

おそれがある状態で電磁コイル

端子にプローブ先端を押し当て

た。 

①当工場に入場し工事を実施

する場合は，事前に，「安全

チェック・KY表」に使用す

る測定器及び工具の安全チ

ェックをし，危険予知を行っ

てから作業に入る。 
②類似事故の再発防止を図る

ため，保安業務外部委託先に



き，テスターのプローブ先端同士を誤って

短絡させ，発生したアークにより顔面・両

指・左上腕に火傷を負ったため，病院に搬

送・入院した。 
・保安業務外部委託先担当者が現地を確認し，

インフレーション成形機制御盤上位の電源

を開放し，安全措置を実施した。 
・焼損したマグネットスイッチ及び配線を交

換し復旧した。 

依頼し，当社内電気関係の作

業に立ち会う当社社員に対

し，保安教育を実施すること

により上記①の徹底を図り，

電気事故の再発防止を徹底

する。 
③保安教育を受講した当社社

員は，本事故に鑑み工事業者

等に対し，テスターを用いて

電圧を測定するときは，テス

タープローブによる短絡事

故に注意するよう指導する。 

11 H26.3 動力分電盤 

(自家用) 

 

 

主任技術者：

外部委託(電気

管理技術者) 

210 ・生産設備の更新のため，生産設備メーカー

及び輸送据付請負業者により，旧設備の搬

出作業を行っていた。請負業者が持ち込ん

だ電動ウインチの差し込みプラグに合う形

状のコンセントが工場内に見当たらなかっ

たため，請負業者の作業員である被災者は，

分電盤に直接接続しようと考え，当事業場

の連絡責任者に許可を求めた。 
・連絡責任者は保安業務外部委託先に連絡を

取ることなく作業の許可をした。 
・許可を得た被災者は，電動ウインチ電源コ

ードプラグを外し，分電盤を開け，接続作

業をしようとしたところ，うっかり左手に

持った電源コードを3相500Aブレーカー二

次側ブスバーに触れ，ブスバー間で短絡し

その際発生したアークにより火傷を負った

ため救急搬送され入院した。 

【電気工作物の操作(被害者の人為

的行為によるもの)】 
①作業手順の確認を怠り，連絡責

任者は電気主任技術者に確認を

とらず，作業の許可をした。 
②被災者の電気に対する危険性の

認識不足。 
③作業の指揮命令系統が確実なも

のでなかった。また，有資格者

の配置をしていなかった。 

①作業手順書の確認を徹底す

る。 
②予定外作業発生の場合は，作

業責任者に手順書の変更，安

全対策を確実に行わせる。 
③電気工具等を使用しての作

業では，差し込みプラグ以外

を原則使用禁止し，ブレーカ

ーに直接接続して使用する

場合は保安業務外部委託先

と相談の上，電気工事士と同

等の技能を持つ者に接続さ

せる。 

 



資料２ 

電気事故事例(平成２５年度) 
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 

主要電気工作物の破損事故（火力発電所） 

No. 事故発生施設 年月 事故発生電気工作物 事 故 の 概 要 事故原因 再発防止対策 

1 火力発電所 

(電気事業用) 

H25.4 蒸気タービン ・蒸気タービン出力197MWで運転中，蒸気タービ

ン第5軸受振動大警報点灯。手動により蒸気タービ

ンを非常停止。 
・蒸気タービン低圧車室マンホールにより点検した

結果，第30段動翼に損傷が認められた。 
・タービン開放による詳細点検を実施。蒸気タービ

ン第29，30段の動翼及び隔板，噴口(発電機側)に
損傷が認められ，特に動翼(タービン側)1本に折損

が認められた。 
・平成24年9月に発生した破損事故と同様の事故 
・平成25年5月末に仮復旧として，圧力プレートを

設置して運転再開予定。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 

2 火力発電所 

(自家用) 

H25.5 ボイラー火炉 ・発電機出力70MWで運転中，純水補給水量が急増

したため，ＢＴがユニット停止を指示し，発電機

を解列した。 
・後壁蒸発管からの漏洩を目視確認した。 
・現場調査において，５本の蒸発管の破損を確認し

た。 
・全管の外観点検と破損箇所の同等位置の肉厚測定

やスケール厚さ等を実施した。 
・損傷管及びスケール厚400μm以上の付着管28本
を取り替えた。 

・定期検査を前倒しに実施することとした。 

【保守不備(保守不完全)】 
①管内面付着スケール

成分分析や破損部周

囲の管材組織分析の

結果により，蒸発管内

面に厚いスケールが

付着生成し，その下で

発生した水素浸食に

より，管材内面に亀裂

が進行し，破損に行っ

たものと推定される。 

①定期的な非破壊試験に

よるスケール厚さ測定

実施と試料管採取によ

る実スケール厚測定頻

度を増加する。 
②試料管採取位置変更と

採取本数の増加及びス

ケール成分分析を実施

する。 
③新設メタル温度計によ

る温度推移を監視す

る。 

3 火力発電所 

(自家用) 
H25.6 ボイラー ・発電機出力14.7MWで運転中，右側熱回収室内のモ

ヤと給水流量と蒸気流量の差が確認されたため，発

【保守不備(自然劣化)】 
①流動媒体の塩素濃度の

①破孔管及び肉厚４mm
以下の減肉管を新管と



電機解列停止した。 
・熱回収室内目視検査の結果，層内管の一部に破孔が

確認された。 
・破孔箇所ブロックを抜管し肉厚測定を行い，破孔管

3本および肉厚4mm以下の水管計13本を交換した。 

測定結果は推奨値を大

幅に下回ることから，摩

耗による破孔・減肉であ

ると推定される。 

交換した。 
②母材が露出した水管に

プロテクタを設置 
③損傷激しいプロテクタ

は取替えを実施 

4 火力発電所 

(自家用) 
H25.8 ボイラー１次過熱器管 ・ボイラーの蒸気-給水流量差定期点検において，通常

値を逸脱した流量差が認められ，かつ上昇傾向にあ

ることから，ボイラー内の異音点検をしたところ，

蒸気噴出音を確認したためボイラーを停止した。 
・内部目視点検の結果，1次過熱器出口管の天井管貫

部境界付近で亀裂が確認された。 
・漏洩管1本を取替えし，類似箇所89本の目視検査・

PT検査，天井貫通部間隙測定，水圧試験を実施して，

異常が無いことを確認し，復旧した。 

【自然現象(地震)】 
①東日本大震災において，

過熱器パネルの揺動接

触及び上下の振幅によ

り，天井管フィンと一次

過熱器管とが接触し，接

触痕が生じ，その後スー

ツブロア噴射による揺

れに伴う繰り返し応力

等により，貫通漏洩に至

ったものと推定される。 

①漏洩管の取替え。 
②類似箇所89本の目視検

査・PT検査，天井貫通部

間隙測定，水圧試験の実

施。 

5 火力発電所 

(自家用) 
H25.8. ボイラー１次過熱器管 ・上記事例4のボイラー破損事故後，再度，同ボイラ

ーの蒸気-給水流量差定期点検において，通常値を逸

脱した流量差が認められ，かつ上昇傾向にあること

から，ボイラー内の異音点検をしたところ，蒸気噴

出音を確認したためボイラーを停止した。 
・内部目視点検の結果，１次過熱器出口管の天井管貫

部境界付近で亀裂が確認された。 
・漏洩管１本と類似接触管６本を交換し，天井貫通部

間隙測定し2mm以上の確保を確認し，水圧試験を

実施して，異常が無いことを確認し，復旧した。 

【保守不備(保守不完全)】 
①平成25年8月に発生し

た破損事故時にPT点検

において，天井管フィン

と1次過熱器管の接触部

位の確認が十分出来て

いなかったため，亀裂が

発見出来なかったと推

定。 

①漏洩管及び類似接触管

の取替え。 
②水圧試験の実施。 
③1次過熱器管と天井貫通

部間隙の測定と間隙

(2mm)の確認。 
④他の同様な貫通部にお

いて，間隙管理値(2mm)
を設定し，定期的に確認

する。 

6 火力発電所 

(自家用) 
H25.10 ボイラー2次過熱器管 ・回収ボイラー炉内ドラフトが変動し，IDFダンパー

全開となった。現場パトロールを行ったところ，ボ

イラー上部にて，蒸気吹出音(炉内)を確認したため，

BT主任技術者はボイラー停止を指示した。 
・BT主任技術者は，漏洩部位が2次過熱器管の破断を

確認した。 
・破断した管は，蒸気吹出圧で著しく変形していたの

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 



で，下部ベンド部を含め，ベンド最下部より高さ

7,340mmの長さで取替えし復旧した。 
・漏洩部位上部の肉厚測定を行い，異常のないことを

確認した。また，破断部位と同等の高さにある周辺

部位の肉厚測定も実施し，異常のないことを確認し

た。 
・各部溶接復旧後，水圧テストを実施し，異常のない

ことを確認した。 

7 火力発電所 

(自家用) 
H25.11 ボイラー節炭器管 ・パトロールにて，ボイラー低温節炭器水管下部ホッ

パーの点検時，ホッパーから水が垂れているのを発

見した。 
・状況を観察するも水流がなくなる様子はなく，黒液

噴射止めを行い，現場確認を行うこととした。 
・低温節炭器左側ケーシングマンホール部からの内部

目視で漏水を確認し，ボイラーを停止した。 
・漏洩部位が低温節炭器下部ヘッダー水管溶接部であ

ることを確認した。ヘッダーと水管の溶接部上側に

亀裂が生じている状況を目視確認した。 
・漏洩管の補修を行うため低温節炭器下部ヘッダー溶

接部水管を切断し，短管を取り替えた。 
・漏洩部と同じ位置にある下部ヘッダー水管溶接部に

ついては，可能な範囲で浸透探傷検査・磁粉探傷検

査を行い，また，周辺の水管についても可能な範囲

で肉厚測定を行い，異常のないことを確認した。 

【保守不備(保守不完全)】 
①同ボイラーは，過去の同

様事故対策として，磁粉

探傷検査を実施し，異常

なしを確認。 
②磁粉探傷検査では発見

出来ない，微細欠陥がそ

の後の運転で拡大し，漏

洩に至ったと推定。 

・磁粉探傷検査では，欠陥

部位を発見できない状

況にもあるため，今後，

同部位にて同様の事故

が続いた場合には，レン

トゲン検査での健全性

確認，または，該当部下

部ヘッダーの更新につ

いて検討を行う。 

8 火力発電所 

(自家用) 
H25.11 自動電圧調整器(AVR) ・定格運転中，発電機界磁喪失継電器が作動し，発電

機が解列。界磁喪失の原因調査を開始した。 
・界磁喪失が発生した時点の状況を確認した結果，系

列側の電圧が界磁喪失発生時の約20秒前から降下

しており，これに伴い，発電機電圧も降下していた

が，発電電力量の変動はなかった。 
・発電機メーカーによる発電機本体及び制御機器の調

査を実施し，AVRを除く機器に不具合はなかった。 
・AVRを代替機と交換し，電圧の安定や電流の正常を

確認し，仮復旧を行った。 

【保守不備(自然劣化)】 
①事故AVRの静特性試験

では異常が見られなか

った。 
②このため再現調査等を

試みたが，機器への環境

を考慮し断念した。 
・事故AVRは11年たって

おり，期待寿命を超えて

使用したため，内部部品

①電気設備メーカーの推

奨期間を超えた場合，速

やかに交換計画を作成

し，期待寿命を超えない

よう交換を行う。 
②AVRに対し2年毎に検出

電圧確認等静特性試験

を実施し，調整出来ない

場合は，速やかに交換す

る。 



・新品AVRを入替え各種試験実施後，本復旧を行った。 の不具合が生じ，界磁損

失に至ったものと推定

される。 

9 火力発電所 

(自家用) 
H25.11 発電機 ・パトロールにおいて発電機付近より異常音の発生を

確認したため，ボイラー・タービンを手動で停止し

た。 
・タービンの軸振動，発電機の軸受温度，励磁電圧，

励磁電流に異常はなく，他の内部の目視点検も実施

したが異常は認められなかった。 
・減速機と発電機の連結部を外し，直結側軸受箱を開

放したところ，軸受に損傷を発見したため，ベヤリ

ングを外して軸を確認した結果，スジ状の傷が多数

認められた。 
・ミューラーやペーパーを使用し軸の修復を行い，予

備のベアリングに交換して試運転を開始したが，異

常音が発生したためタービンを停止した。 
・不具合箇所の詳細調査と修理復旧を実施するため，

発電機をメーカー工場にて調査したところグリス

切れによる損傷と判明した。 

【保守不備(保守不完全)】 
①グリスアップの作業手

順書が未整備で，作業項

目や方法等が不明確。 
②日常点検不足によるグ

リス切れと推定。 

①作業手順書の制定及び

チェック項目を追加し，

グリスアップのサイク

ル時の管理を徹底する。 
②排油グリスの除去清掃

項目を作業手順書に記

載し，管理を徹底する。 
③回転子一式の新規交換。 

10 火力発電所 

(電気事業用) 

H25.11 ガスタービン ・ガスタービン(A)排ガス温度高警報点灯，自動停止，

第1軸受振動大警報点灯，第2軸受振動大警報点灯。 
・開放点検の結果，ガスタービン(A)空気圧縮機4段～

17段の動静翼に損傷が認められた。 

【設備不備(製作不完全)】 
①オリジナルのコンパー

トメント(ガスタービン

主要部分の外囲い)換気

構造を空気の流れへの

影響を十分に検討せず

に変更したことにより

換気空気の流れに偏り

が発生した。 
②そのため，ターニング中

に空気圧縮機車室上下

半の温度差が生じ，車室

が変形したことで空気

圧縮機の静翼と車軸の

間隔が狭まり接触が生

・コンパートメントの換気

構造を変更し，空気圧縮

機車室の上下温度差を

解消しターニング中の

静翼と車軸の接触を防

止する。 
・上記対策を実施するまで

の間，ターニング開始か

ら1時間後にコンパート

メント換気ファンを停

止する運用を行う。 



じた。 
③接触の繰り返しにより，

5段静翼の根元部に亀裂

が発生し，その後の起動

停止および運転中に亀

裂が進展し，５段静翼の

折損及び後段動静翼の

損傷に至った。 

11 火力発電所 

(自家用) 

H25.12 ガス化炉 ・定格運転中，ガス精製設備のオフガス及び処理水量

の増加傾向を確認したため，出力を225MWまで降

下させた。 
・処理水量が増加した理由として，ガス化炉チューブ

リークの可能性が高いと判断し，号機を停止，解列

した。 
・ガス化炉本体及びSGC伝熱管へ水張りを実施し，ガ

ス化炉コンバスタ部周壁管からの漏水が判明し

た。・ガス化炉周壁管を詳細調査した結果，炉壁管

に破孔及び11本の管の膨出，熱影響による変質箇所

を6本確認した。 
・詳細調査により判明したすべての損傷管20本及び犠

牲管5本を含め，合計25本の短管切り替えを実施し

た。 

【設備不備(製作不完全)】 
・チャーバーナー全台が消

火して一時的にガス化

炉コンバスタ部の熱負

荷が高くなり，「過加熱」

が発生したことが損傷

の直接原因と推定。 
・また，「過加熱」時間が

比較的短時間であった

ことから，即漏洩は発生

せず，損傷がゆっくり進

行し，破孔に至ったと推

定。 
・膨出等の損傷が部分的に

あったのは，局部的な高

負荷域に加え，付着スラ

グが局所的に薄くなっ

た箇所に限定して，「過

加熱」事象が見られたた

めと推定。 

・チャー供給系統に係る制

御ロジック変更による

「チャーバーナー全台

消火」発生防止。 
・「チャーバーナー全台消

火」時における微粉炭過

投入による「過加熱」防

止 

12 火力発電所 

(自家用) 
H25.12 ボイラー節炭器管 ・通常操業中，現場パトロールにてエコノマイザー下

部ロータリーバルブ点検中，内部ダストの湿潤を発

見。 
・エコノマイザー水管破損が考えられ，水漏れ箇所特

定のためボイラー消火必要と判断し，停止作業に入

った。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 



・ボイラー消火後，点検した結果，漏洩部がエコノマ

イザー最後部管と特定した。 
・当該管の肉厚測定及び結果の確認，周辺管の目視・

触手確認を行い，チューブ１本の取替えを行った。 
・水圧試験を行ったところ，1次過熱器管3パネルから

の漏水を確認した。 
・内部点検，詳細調査の結果，振れ止めピース(スペー

サーロッド)取り付け部でクラックを確認したため，

クラック除去，溶接補修，スペーサーロッド既設切

断・新品溶接取り付けの修理を実施した。 

13 火力発電所 

(自家用) 
H26.1 ボイラー2次過熱器 ・通常操業中，ボイラーにおいて，現場パトロールに

より炉内蒸気吹き出し音を確認し，BT主任技術者へ

連絡。 
・BT主任技術者は，現場で状況確認し，僅かな蒸気吹

き出し音，給水／蒸気発生量の差を確認し，また，

前日よりその差が増加傾向にあることを確認した

ため，過熱器漏洩の可能性があると判断し，ボイラ

ーを停止した。 
・後日，BT主任技術者は，漏洩部位が2次過熱器管で

あることを確認した。 
・漏洩管及び影響管取替後，水圧試験にて異常が無い

ことを確認し，復旧した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 

14 火力発電所 

(自家用) 
H26.1 ボイラー1次過熱器管 ・通常操業中，回収ボイラーにおいて，現場パトロー

ルにより炉内蒸気吹き出し音を確認。 
・僅かな蒸気吹き出し音，給水／蒸気発生量の差を確

認し，また，前日よりその差が増加傾向にあること

を確認したため，過熱器漏洩の可能性があると判断

したためボイラーを停止した。 
・後日，漏洩部位が1次過熱器管であることを確認し

た。 
・漏洩管取替後，水圧試験にて異常が無いことを確認

し，復旧した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 



15 火力発電所 

(自家用) 
H26.2 ボイラー2次過熱器 ・通常操業中，ボイラー炉内圧力高の警報が発生。 

・ボイラー蒸発量が通常の90t/hから65t/hまで低下，

ボイラー給水量と蒸発量の差が大となる。 
・点検したところ，炉内から蒸気噴出音があるため，

過熱器管の損傷と判断し，ボイラーを停止した。 
・内部を点検し，2次過熱器管が破損し損傷している

ことを確認。 
・損傷管周辺の管について点検，肉厚測定を実施し，

計3本の管交換を実施した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発防

止対策を検討する。 

16 火力発電所 

(自家用) 

H26.2 ボイラー火炉 ・定格運転中，補給水流量増加とボイラー10階付近よ

り異音を確認した。 
・ボイラーチューブリークの可能性があるため，負荷

降下を開始。 
・ボイラー三次過熱器付近よりチューブリークを確認

し，解列した。 
・火炉後壁吊下管1本が天井貫通部で破断。 
・2次損傷部位として，4次過熱器用クーリングスペー

サ管1本が変形，後壁デ・アーチ管1本に打痕，3次
過熱器パネル4本が変形。 

・損傷管である火炉後壁吊下管の取替え及び2次損傷

部位の4次過熱器用クーリングスペーサ管1本，後壁

デ・アーチ管1本，3次過熱器パネル4本の取替えを

実施した。 

【保守不備(自然劣化)】 
①後壁吊下管の初期亀裂

は，東日本大震災及びそ

の余震による異常な揺

れによるものと推定さ

れる。 
②また，ボイラーの経年的

な変形により管の吊下

荷重が低下したことで

固有振動数が低下して

自励振動に移行し，初期

亀裂を進展させ，最終的

には疲労による破断に

至ったものと推定され

る。 

・天井貫通部のスリーブ溶

接部にかかる応力集中

の緩和を図るため，既設

スリーブ溶接箇所に加

え炉内側も溶接を行い

上下2箇所の溶接構造に

変更。 
・後壁吊下管の振動対策と

して，防振金物を取り付

け，振れ止め処置を実

施。 

17 火力発電所 

(電気事業用) 

H26.3 ボイラー2次過熱器 ・定格運転中，ボイラー火炉等での警報が発報し，異

音を確認したため，解列した。 
・現場調査で，2次過熱器管下段ガイド管の破損を確

認した。 
・二次被害管及び類似箇所点検を目視及び肉厚・外径

計測等で行い，異常が無いことを確認した。 
・破損管について新管への取替を行い，液体浸透探傷

試験及び放射線透過試験により健全性を確認した。 
・周辺ガイド管の健全性も確認した後，ボイラー点火

【保守不備(保守不完全)】 
・東日本大震災後の高可動

運転によるスケール成

長等による伝熱阻害に

より，クリープ損傷が進

行し，破損に至ったもの

と推定される。 
・二次過熱器管は定検にお

いて各種点検等により，

・定期的な2次過熱器管の

肉厚・外径計測にガイド

管を加えて健全性を確

認する。 
・必要に応じて，ガイド管

の材質・肉厚等の向上を

検討する。 



し，発電機並列を行い復旧した。 健全性を確認していた

が，ガイド管は行ってい

なかった。 

18 火力発電所 

(自家用) 
H26.2 ボイラー(1次空気口嵌込

管) 
・ボイラー巡回点検時，1次空気口の缶前風箱フラン

ジより水垂れしているのを発見したが，水垂れした

箇所及び周囲からの蒸気音等の異音点検をしたが

異音等は認められず，給水と蒸気量差の変化を確認

したが変化も認められなかった。 
・水漏洩の発生元を確認出来なかったため，ボイラー

を停止した。 
・水垂れした風箱フランジを取り外し内部点検したと

ころ，1次空気口嵌込管下部付近からの漏洩を確認

したため全消火を指示。 
・缶前，缶左から3番目風箱漏洩付近の1次空気口に未

燃黒液の堆積が確認され堆積物からの蒸気噴出，水

流れ痕及び流出音が認められた。 
・炉内点検したところ，缶前側壁管(火炉前壁蒸発管)，

缶左からの漏洩を確認した。 
・漏洩位置は，1次空気口嵌込管下部に亀裂が認めら

れた。 
・漏洩管及び類似管を取替え，PTにより亀裂指示模様

のあった管の健全性を確認し，肉盛り補修後水圧試

験を実施し，復旧した。 

【保守不備(保守不完全)】 
・各種管調査の結果，亀裂

の発生位置及び破面観

察と運転時の炉底部の

状況を確認したところ，

炉底部の溶融スメルト

上下変動部と亀裂発生

位置がおおよそ重複し

ていることが判明。 
・運転時における溶融スメ

ルトレベルの変動によ

り，1次空気口嵌込管の

今回漏洩箇所が溶融ス

メルトと接触・非接触を

繰り返し，その温度差ま

で熱負荷の繰り返し応

力が発生し，それにより

亀裂が発生したものと

推定される。 
 ・曲げ管部で手動肉盛溶

接部のみに亀裂が発生

していることから，この

状況が何らかの加速要

因となり破損に至った

ものと推定される。 

 ・漏洩管1本及び類似管5
本取替実施。 

・火炉全壁蒸発管にある1
次空気口嵌込管突き合

わせ溶接部上下560箇

所を含む蒸発管504本

のPT検査及び目視点検

を実施。 
・PT検査による25Cr表層

指示模様修理を実施。指

示模様を研削除去後，肉

厚計測を実施し管母材

厚の健全な厚みが確保

されていることを確認

し，同材25Cr鋼の肉盛

溶接補修を実施。 
・上記管理について，定期

事業者検査時に，目視点

検等継続的な点検をし，

判定できなかった場合

においては，中間整備時

に漏洩箇所を含む類似

箇所の目視及びPT検査

を実施。 

 
  



主要電気工作物の破損事故（水力発電所(速報のみ)） 

No. 件   名 年月日 発 生 場 所 事 故 の 概 要 事故原因分類 再発防止対策 

1 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.6 水車 ・定常運転中，軸受け温度が上昇し，故障発報後 
水車発電機が停止した。 
・現地確認し，水量調整機構部品の脱落を確認した。 
・水車の内部点検を実施し，ガイドベーンとランナ

ーベーンとの接触を確認し，分解点検の実施結果，

水車軸受けの損傷とターンバックルネジ部の腐食

摩耗が確認された。 

【保守不備(保守不完全)】 
・ターンバックルネジ部

に「腐食摩耗」による

減肉が生じ，水圧によ

りネジが抜けた。 
・「腐食摩耗」の原因と

して，ナット締め込み

不足によりネジ部に

水分が侵入し，発錆・

腐食摩耗が進展した

と推定。 

・施工時のナット締め付

け，点検時の減肉確認

の周知・徹底 
・水力発電所のガイドベ

ーンの過開・閉防止構

造の有無を確認。(同社

水力発電で実施) 

2 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.7 取水設備 

(取水口スクリーン) 

・降雨出水に伴う発電所本取水の停止操作を実施し

た。 
・取水口スクリーンが損傷(流出)している事を確認し

た。 

【自然現象(水害)】  － 

3 水力発電所 

(電気事業用) 

h25.7 導水路(開渠側壁) ・降雨出水に伴う発電所臨時巡視を行い，導水路開

渠が変形している事を確認した。 
・水路断水し詳細調査を行い，導水路開渠側壁が損

傷していることを確認した。 

【自然現象(水害)】  － 

4 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.8 ダム(ダム頂部)， 

導水路(導水路暗渠) 

・降雨出水及び発電所の浸水や土砂堆積により発電

所を停止した。 
・減水後ダム頂部の欠損が確認された。 
・水路状態確認を行い，地山崩落発生により導水路

が損壊したことを確認した。 

【自然現象(水害)】  － 

5 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.9 導水路 ・台風による降雨出水に伴い導水路が一部流出して

いることを確認した。 
・当該導水路は平成18年6月に発生した斜面崩落に

よって崩落埋没した取水口に直結しており，取水

【自然現象(水害)】  － 



を停止している状態であった。 

6 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.9 取水設備 ・台風による降雨出水に伴い取水設備が砂に埋没し，

土砂排除したところ，取水設備の損壊を確認した。 
【自然現象(水害)】  － 

7 水力発電所 

(自家用) 

H25.9 取水設備，導水路 ・台風による降雨出水に伴う発電所取水の停止操 
作を実施した。 
・取水設備及び導水路の一部が損傷していること 
を確認した。 

【自然現象(水害)】  － 

8 水力発電所 

(電気事業用) 

H25.10 ダム(排砂ゲート) ・台風による降雨出水に伴いえん堤排砂門が流出し

たことを確認した。 
・当該発電所は平成２３年７月の新潟・福島豪雨に

より，えん堤護岸が破損しており，仮復旧中であ

った。 

【自然現象(水害)】  － 

9 水力発電所 

(電気事業用) 

H26.1 負荷時電圧調整器 ・当該発電所がインバータ重故障表示によりトリッ

プした。 
・原因調査をしたところ，インバータ用冷却管が不

具合によりダイオードが加熱され，損傷し，イン

バータモジュールで短絡状態となり，インバータ

故障に至った。 

【保守不備(保守不完全)】 
インバータメンテナン

スにおける冷却管接

続箇所の差込不足に

より，冷却水が通水し

ない状態となってい

た。 

・メーカーのインバータ

メンテナンス作業手

順書に当該箇所の接

続作業を明記させる

よう指導する。 
・同様機器を設置してい

る発電所への情報周

知を行う。 

10 水力発電所 

(自家用) 

H26.1 水車 ・通常運転中，発電機出力がふらつき，使用水量 
の不一致が発生したため，発電機を停止した。 
・現地調査の結果，ランナーベーン開度の不具 
合及び，圧油導入管破断を確認した。 
・復旧については検討中 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

11 水力発電所 

(電気事業用) 

H26.3 水車 ・通常運転中，水車軸受け温度が上昇し，故障発報

後，自動停止した。 
・同発電所は水車ランナ取替工事を終え，本日から

運転再開を行っていた。 
・水車部品の分解点検の結果，水車封水装置の損傷

が確認された。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 



主要電気工作物の破損事故（風力発電所） 

No. 件   名 年月日 発 生 場 所 事 故 の 概 要 事故原因分類 再発防止対策 

1 風力発電所 

(自家用) 

H25.4 発電機 ・定格運転中，「電圧低下」，「接触機断」，「制

御電源断」のエラーが発生した。 
・現場確認の結果，保護装置の動作と風車の自動停

止を確認した。 
・調査実施の結果，固定子巻線の絶縁不良を確認し

地絡破損事故と判断した。 
・後日，予備同型発電機と交換し，運転再開した。 

【設備不備(製作不完全)】 
・現地調査の結果，固定

子巻線の絶縁不良に

よるものと推定。 
・発生要因分析の結果，

楔のスロット固定が

下記の理由で不十分 
①楔エッジ摩耗 
②スロット部へのエポ

キシレジン浸透不十

分・月次点検等の発電

機内部の状態確認不

十分(保守不完全) 

①楔脱落防止及び絶縁

性向上対策を踏まえ

た固定子巻線の巻き

替え修理の実施。 
②定期点検時の固定子

巻線絶縁抵抗測定及

びファイバースコー

プによる発電機内部

確認の実施。 
③他社発電機の交換計

画の検討。 

2 風力発電所 

(自家用) 

H25.7 発電機 ・運転監視端末に「発電機固定子地絡」項目で停止

していることを確認した。 
・メーカーが発電機巻線点検調査を行い，ナセル側

固定子巻線に焼痕が確認され，発電機破損事故で

あることが判明した。 
・巻線破損箇所を修復し，ワニス塗装後乾燥運転を

行い，絶縁抵抗測定等により異常がないことを確

認して復旧した。 

【保守不備(保守不完全)】 
以下の経緯を経て破損

事故に至ったものと推

定される。 
①低速風時に発電機が

吸湿し，絶縁抵抗低下 
②回転部と固定部間の

隙間から雨水が浸入 
③水分が絶縁層の劣化

を助長 
④運転時の振動やヒー

トサイクルによって，

絶縁被膜が損傷し，短

絡発生 

①雨水侵入防止カバー

の設置 
②発電機巻線の絶縁強

化のため，巻線の清掃

及び絶縁ワニス塗布

の実施 
③ナセル回転部と固定

部の隙間の雨水侵入

防止用ブラシの点検

整備強化 

3 風力発電所 

(自家用) 

H25.8 発電機 ・「発電機地絡過電流」が発生し，区分遮断器が開

放，発電機停止となった。 
【保守不備(自然劣化)】 
・固定子コイルと指示梁

①雨水等の侵入防止を

図るため，発電機カバ



・現地確認の結果，3号機発電機固定子のシステム1
次側が絶縁不良となっており，地絡と判断し，復

旧まで発電を停止することとした。 
・メーカーによる現地調査の結果，風上から見て，

11時方向の箇所で地絡していることが判明した。 

の隙間に水分の含ん

だ埃の侵入や結露が

断続的に発生した結

果，絶縁が破壊され地

絡に至ったものと推

測される。 

ー上部継ぎ目に，変成

シリコンによるコー

キングを実施。 
②固定子コイルと支持

梁隙間の絶縁強化の

ため，梁側に絶縁紙を

追加。 
③他号機にも同対策を

実施した。 

4 風力発電所 

(自家用) 

H25.9 発電機 ・回転子通信装置のエラー及び遮断器過電流継電器

動作による風車発電機が停止した。 
・発電機主回路点検の結果，3相接点溶着を発見。事

故時の発電機固定子，回転子の事故時のオシロ波

形分析の結果，詳細調査が必要と判定した。 
・内視鏡により発電機内部調査の結果，絶縁物の剥

離屑があるため分解点検が必要と判定した。 
・発電機分解点検の結果，発電機内部回転子コイル

楔2個脱落，固定子巻線損傷短絡箇所を発見した。 

【設備不備(製作不完全)】 
・回転子巻線のコイル端

末部の補強用絶縁バ

ンドに緩みが発生し，

一部剥離したため楔

が振動や遠心力によ

り脱落。 
・脱落した楔が，さらに

固定子巻線及び回転

子巻線の絶縁物に損

傷を与え，絶縁破壊し

短絡に至ったものと

推定。 

①発電機を取り替える。 
②同一製作会社・同型の

発電機の内視鏡点検

結果，絶縁物の剥離屑

が発見された風車を

停止し，新たな絶縁バ

ンドへ取り替える。 
③内視鏡点検により事

故の早期発見に努め

る。 

5 風力発電所 

(自家用) 

H25.10 発電機 ・エラーが発生し，風車が自動停止した。 
・内部点検を実施したところ，見える範囲にはトラ

ブル箇所は発見できなかったが，一部にダストの

付着が見られ，ハンドターニングをするとある箇

所で擦り音があり，絶縁抵抗値が下がることから，

発電機内に異常があると判断し，分解調査を行う

こととした。 
・分解調査の結果，回転子は事故による汚損等があ

るものの異常は見られなかったが，固定子巻線が

焼損していた。 
・発電機を予備品に取替え，各種試験後復旧した。 

【設備不備(製作不完全)】 
・損傷箇所等から，絶縁

劣化の進行やコイル

等の弛みや変形等が

ないため，同相コイル

間での短絡発生(レア-
ショート)が原因と推

定 
・日常の保守点検では同

相巻線間の絶縁測定

は出来ない。 
・上記から製作時の局部

①同相間の絶縁検出が

可能なインパルス試

験を導入し，予備品取

替前に実施し，同相間

絶縁を確認したほか，

下記の段階で実施す

る。 
1)発電機購入時 
2)発電機の修理・点検時

(工場) 
②風力発電他社からの

情報収集と情報の共



的ストレスが，運転中

のサージ等の影響を

受け同相短絡が発生

し，その後の損傷につ

ながったものと推定。 

有化 

6 風力発電所 

(自家用) 

H25.11 逆変換装置(BTB) ・風力発電所遠方監視装置にて，BTB重故障発生，

発電機停止を確認した。 
・翌日，現地確認を実施したところ，INV基板の入

力電源電圧が規定値以下となったことにより，「交

流不足電圧」を検知しBTB重故障が発生したこと

が判明した。 
・また，INV基板からの出力信号により制御してい

る，メインコンタクタ用の整流用ダイオード及び

動作コイルが焼損していることを発見した。 
・後日，メインコンタクタ1式を交換し，INV基板の

電源電圧に異常がないことを確認して運転を再開

した。 

【保守不備(自然劣化)】 
・BTB重故障の原因は，

端子コネクタ部の接

触不良によるINV基板

の電源電圧低下が原

因。 
・接触不良の要因につい

ては，コネクタ部の振

動や端子部の腐食等

と推定。 
・定期検査時には端子コ

ネクタ部は異常なし。 

①定期点検時にINV基板

の電圧を測定し，定期

的な電圧管理を実施

し，その電圧が前回測

定値よりも下回って

いる場合は，コネクタ

の点検などの調整を

実施する。 
②他号機についても同

様に電圧管理を実施

し，故障発生防止に努

める。 

7 風力発電所 

(自家用) 

H25.11 発電機 ・通常運転中，「電圧低下」「周波数低下」「周波

数上昇」「低電圧低下」「制御電源断」が発生し

た。 
・現場を確認したところ，サイト変電設備の33kV
遮断器が開放し，T相の過電流継電器が動作してお

り，風車は自動で停止していることを確認したた

め，詳細調査を開始し，250kW側固定子巻線に絶

縁不良を確認した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

8 風力発電所 

(自家用) 

H25.11 風力機関(ブレード) ・風車内運転監視装置データにブレードの制御角度

異常の重故障を検出し，運転を自動停止した。 
・風車への落雷から徐々にブレードの損傷が始まり，

ブレード損傷拡大に伴い運転停止したと推定され

る。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

9 風力発電所 

(自家用) 

H25.12 発電機 ・通常運転中，エラーにより風車が自動停止し，制

御システムが起動しなくなったため，初期化して

再起動した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 



・発電機回転子巻線回路点検口より目視点検を実施

したところ，反直結側のPGバインドの飛散を確認

した。 
・詳細調査を専門業者に依頼し，詳細点検を実施し

たところ，目視点検にて，回転子巻線コイルが浮

き出て，固定子と接触していることを確認した。 
・また，固定子は正常であったが，回転子にて回路

1,2間の絶縁低下及び回路2の1相の巻線にて開路

を確認した。 
・修理工場での破損発電機の分解調査を実施した。 

10 風力発電所 

(自家用) 

H25.12 発電機 ・メインベアリングの部分開放点検のため，発電機

を停止させ点検作業を実施した。 
・点検作業終了後，運転再開させたところ，エラー(発

電機相電流アンバランス)を発生し，風車運転が自

動停止した。 
・監視員は，状況を所長及び電気主任技術者に報告

し，電気主任技術者の指示により運転停止して調

査をした結果，発電機低速側g2巻線W相の地絡を

発見した。 
・現在，修理工場で詳細調査実施中。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

11 風力発電所 

(自家用) 

H25.12 発電機 ・通常運転中，「電圧低下」「周波数低下」「低電

圧低下」「制御電源断」が発生した。 
・所員が現場を確認したところ，サイト変電設備の

33kV遮断器が開放し，地絡過電圧継電器が動作し

ており，風車は自動で停止していることを確認し

たため，調査を開始し，250kW側固定子巻線に絶

縁不良を確認した。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

12 風力発電所 

(自家用) 

H26.1 発電機 ・通常運転中，「制御電源断」，「低電圧低下」，

「周波数低下」，「電圧低下」が発生した。 
・現場を確認したところ，サイト変電設備の33kV
遮断器が開放し，地絡過電圧継電器が動作し，自

動停止していることを確認した。 
・250kW側固定子巻線の絶縁不良を確認し，発電機

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 



地絡破損事故と断定した。 

13 風力発電所 

(自家用) 

H26.2 発電機 ・正常運転中，エラー(発電機相電流アンバランス)
を発生し，風車運転が自動停止した。 

・調査をした結果，発電機低速側巻線W相の地絡を

発見した。 
・現在，修理工場で詳細調査実施中。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

14 風力発電所 

(自家用) 

H26.3 増速機 ・通常運転中，エラー(潤滑油圧低)が発生し，風車が

停止した。 
・翌日，昇塔し状況を確認した結果，増速機潤滑油

ポンプ破損及びラインフィルタ内の多量の鉄粉を

確認した。 
・また，増速機遊星ギア側面に擦れた跡を確認した。 
・詳細原因は，調査中。 

【調査中】 事故原因を踏まえ再発

防止対策を検討する。 

  



資料３ 

電気事故事例(平成２５年度) 

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 

供給支障事故 

No. 事故発生施設 年月 事故発生電気工作物 事 故 の 概 要 事故原因 再発防止対策 

1 変電所 
(電気事業用) 
 
供給支障電力 
8000kW 
供給支障時間 
2時間49分 

H25.6 母線連絡用遮断器 ・当該変電所の過電流遮断器OC動作により，8000
kW供給支障が発生した。 

・火災報知器の動作もあり，消防署へ通報し現場を

確認したところ，母線連絡用遮断器の焼損を確認

した。 
・当該遮断器を母線から切り離し仮復旧後，当該設

備の取替え工事を実施し，本復旧した。 

【他物接触(鳥獣接触)】 
当該遮断器近隣にコ

ウモリの死骸が発見さ

れたため，充電部に接触

し短絡事故に至ったも

のと想定される。 

コウモリの侵入を防

ぐ下記の対応を実施 
①建物屋根軒下水抜き

穴及び配電盤室屋根

裏と遮断器室の仕切

り壁隙間を閉塞する。 
②当該事故事例を関係

事務所へ周知すると

ともに，発電所建物入

所時の扉開放時間を

短時間で行う。 

 



資料４ 
電気事故事例（平成２５年度） 

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課 

自家用電気工作物からの波及事故 

№ 
発生 
年月 

所在地

(県名)
主任技術者 事故発生 

電気工作物 
原因分類

保護装置 
事 故 概 要 

選任 外部委託 その他 不 他 外 無 

1 
H25.5 山形県

 

 ○ 

（法人） 

 高圧引込みケ

ーブル 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，高圧引込みケーブルが絶縁破壊しており，また，

PAS のトリップコイル端子間抵抗が著しく低下していることを

確認した｡ 
高圧ケーブルが誘導雷により絶縁破壊を起こし地絡したが，

PAS のトリップコイルも誘導雷により不具合となり，トリップし

なかったため，波及事故に至ったものと推定｡ 

2 
H25.5 山形県   ○ 

(不在)

高圧進相コン

デンサ 
他物接触

(鳥獣接触：

ヘビ) 

   ○ 電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，キュービクル内の高圧進相コンデンサ中線ブッシ

ングにヘビの接触を確認した｡ 
キュービクルの隙間からヘビが侵入し，高圧進相コンデンサに

接触し地絡が発生したが，保護装置のない PAS だったために波

及事故に至った｡ 
事故時主任技術者不在であったが，その後外部委託契約を締結 

3 
H25.5 山形県   ○ 

(不在)

高圧進相コン

デンサ 
他物接触

(鳥獣接触：

ヘビ) 

   ○ 電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，キュービクル内の高圧進相コンデンサ中線ブッシ

ングにヘビの接触を確認した｡ 
キュービクルの隙間からヘビが侵入し，高圧進相コンデンサに

接触し地絡が発生したが，保護装置のない PAS だったために波

及事故に至った｡ 
事故時主任技術者不在であったが，その後外部委託契約を締結 

4 
H25.6 新潟県 ○   高圧ケーブル 保守不備

(自然劣化)
 ○   電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，引込み用高圧ケーブル屋外側のケーブルヘッド部

の損傷と地絡継電器の不動作を確認した｡ 
ケーブルヘッド部焼損原因は端末処理部と引き下げ線接続部

のテープ巻き部が塵埃汚染によって劣化し，湿気によってトラッ

キングが生じ絶縁被覆が損傷し，その後引き下げ線がアングルに

接触し地絡したものと推定される｡ 



ケーブルの断線により地絡継電器の電源が損失したため動作

しなかった｡ 

5 
H25.7 新潟県 ○   高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
  ○  電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS 負荷側に近い箇所で直撃雷を受け，本体内部

で絶縁破壊を起こし，異相間で短絡に至ったものと推定される｡ 
PAS は開放したが，当該開閉器の電源側も焼損し波及事故に至

ったものと推定される｡ 

6 
H25.7 福島県  ○ 

（個人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
  ○  電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

当該事業場は，操業を停止しており，PAS は開放されていた｡ 
調査の結果，PAS が落雷により損傷し短絡に至り波及事故とな

ったものと推定される｡ 

7 
H25.7 新潟県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS に雷サージが侵入し内部で絶縁破壊が発生

し，内部短絡に至ったが，内部が焼損し，地絡保護継電器が動作

したもののトリップ機能が動作しなかったものと推定される｡ 

8 
H25.7 新潟県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS 外箱上部に直撃雷と思われる焼損痕があり，

PAS は投入状態で，地絡保護継電器及び過電流継電器の動作表示

は無かった｡ 
本事故は PAS 外箱上部に直撃雷を受け絶縁破壊し，内部短絡

に至ったが，地絡継電器も損傷したため，トリップ機能が動作せ

ず，波及事故に至ったものと推定される｡ 

9 
H25.8 宮城県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS 外箱上部に直撃雷を受け，雷電圧で本体内部

の絶縁が破壊し，短絡に至ったものと推定される｡ 
波及事故に至った原因は，PAS 内部の絶縁破壊で付属の SOG

が過電流動作したものの短絡により内部が焼損し，トリップ機能

が働かなかったものと推定される｡ 

10 
H25.8 秋田県  ○ 

（法人） 

 引込用高圧Ｃ

Ｖケーブル 
故意・過失

(火災) 
 ○   電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 

当該事業場工場 2 階から火災が発生した｡ 
火災で工場内の低圧配線が焼損し短絡し，過電流継電器が動作

したため，屋外受電キュービクルの高圧真空遮断器が過電流継電

器の動作により開放し，PAS 用 GR へ電源を供給している第 2
キュービクルも電源喪失状態となった｡その後 PAS から屋外受電



キュービクルまでの高圧 CV ケーブルが焼損し地絡事故となった

が，地絡継電器不動作により PAS を開放することができず波及

事故に至ったものと推定される｡ 

11 
H25.8 新潟県   ○ 

(不在)

動力トランス

(ブッシング) 
保守不備

(保守不完

全) 

   ○ 電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，受電キュービクル内に侵入したつる草が動力トラ

ンスの高圧ブッシングの充電露出箇所(中相)に接触し地絡に至っ

た｡ 
構内第一柱上の責任分界高圧気中負荷開閉器及びキュービク

ル内の主遮断用気中負荷開閉器のいずれにも地絡保護装置がな

かったため，波及事故に至った｡ 
事故後自家用電気工作物を廃止し，一般用電気工作物に変更 

12 
H25.9 福島県  ○ 

（法人） 

 高圧ケーブル，

高圧気中負荷

開閉器，地絡方

向継電器 

故意・過失

(火災) 
 ○   電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 

当該事業場から火災が発生し，隣接する PAS 等の電気工作物

にも延焼した｡ 
PAS の保護装置が動作しなかった原因は，地絡方向継電器及び

制御線が先に焼損･断線したため，高圧ケーブルの焼損により生じ

た地絡事故時に保護装置が動作しなかったものと推定される｡ 
13 H25.9 新潟県 ○   高圧気中負荷

開閉器 
設備不備

(製作不完

全) 

 ○   停電年次点検による PAS の開放を地絡方向継電器との連動試

験により実施したが，PAS から爆発音と煙が発生し，電力会社線

が OC 動作でトリップし，当該事業場の PAS は開放しなかった｡ 
電力会社の再送電により，再度 PAS 内部で短絡が生じ，電力

会社の遮断器が再度トリップされ波及事故に至った｡ 
調査を行ったところ，PAS の電源，負荷側各相間及び対地間が

絶縁破壊しているのを確認した｡ 
PAS 内部短絡の原因は，指針軸及び操作ハンドル軸部のメッキ

処理のばらつきと台風･暴風時の塩害を受ける環境により軸部が

発錆したことにより固着し，PAS が不完全開放となりアーク放電

が起き内部絶縁破壊となったものと推定される｡ 

14 
H25.10 山形県  ○ 

（個人） 

 高圧気中開閉

器 
保守不備

(保守不完

全) 

○    電力会社線が OCH 動作により波及事故となった｡ 
当日，年次点検において，PAS の遮断試験(連動動作試験)を実

施するため，試験電流を印加したところ PAS から破裂音が発生

し，側面から煙が発生した｡ 
事故の原因は，PAS の開閉機構が不完全（可動刃離隔距離が短

い）となったため，アークによる内部焼損で相間短絡が発生し，



波及事故に至ったものと推定される｡ 
可動刃が十分開放されなかったのは，指針軸と指針軸軸受けフ

ランジとの摺動面に発生した錆が経年とともに進行し体積膨張

を起こし，指針軸が個渋状態になったためと推定される｡ 
なお，当該 PAS は開閉に支障をきたす恐れがあるリコール品で

あったが，製造後 7 年であること及び昨年実施の年次点検結果も

良好だったため更新の検討はしていなかった｡ 

15 
H25.10 新潟県   ○ 

(不在)

高圧用柱上避

雷器 
保守不備

(保守不完

全) 

   ○ 電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
事故の原因については責任分界柱に設置している避雷器が経

年劣化による吸湿で地絡事故に至ったものと判明した｡ 
当該設備は，構内第一柱上の責任分界点高圧気中負荷開閉器及

びキュービクル内の主遮断用気中負荷開閉器のいずれにも地絡

保護装置がなかったため，波及事故に至った｡ 
事故後自家用電気工作物を廃止し，一般用電気工作物に変更 

16 
H25.11 青森県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
保守不備

(保守不完

全) 

 ○   当該施設は季節需要設備のため PAS を開放し休止中だった｡ 
当日，年次点検において，責任分界点の PAS を投入した際，

PAS から異音が発生し，電力会社線が OC 動作により，波及事故

となった｡ 
調査の結果，PAS 二次側リード線と VCT リード線にぬれ雪が

冠雪したため，PAS と VCT ケースがつながれた状態となり地絡

になったものと推測される｡PAS が開放完了する間の短時間の異

相地絡により短絡事故に移行し，波及事故につながったものと推

定される｡ 

17 
H25.11 山形県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
保守不備

(自然劣化)
 ○   年次点検終了後 PAS を投入したところ，第一変電所のコンデ

ンサ部より異音が発生した｡ 
引込柱に移動し PAS 開放の準備中に，PAS から異音が発生す

ると同時に，電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，PAS の気密パッキン劣化等により内部に水分が侵

入し，それにより錆が生じていたことから，年次点検後の PAS
投入時に円滑な可動に至らず接触不良の状態となり，発生したア

ークが拡散し短絡に至ったと推定される｡ 

18 
H25.11 新潟県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会線が DG 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS 内部に雷サージが侵入したため，内部の VT
が絶縁破壊し，短絡に至ったものと推定される｡ 



波及事故に至った原因は，VT の絶縁破壊で，地絡保護継電器

の電源が確保できず，保護機能が動作しなかったものと推定され

る｡ 

19 
H25.11 新潟県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
  ○  電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，PAS 内部に雷サージが侵入したため，本体内部で

絶縁破壊が発生し地絡に至ったものと推定される｡ 
波及事故に至った原因は，PAS 内部の絶縁破壊で，付属の地絡

保護継電器が動作したものの，地絡した箇所が PAS の電源側で

保護適用範囲外であったため，波及事故に至ったものと推定され

る｡ 

20 
H25.11 山形県  ○ 

（法人） 

 高圧引下絶縁

電線及び変圧

器 

保守不備

(保守不完

全) 

  ○  電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，H 柱変台上に設置されている電灯変圧器用の一次

側高圧引下線がブッシング接続部で断線し，変圧器ケースに接触

しているのを確認した｡ 
電灯用変圧器一次側ブッシングは，高圧引下線を締め付ける

｢ニギリ｣部分が破損していたため，十分に電線を締め付けること

が出来ない状態であった｡断続的な強風により，高圧引き上用電

線が断続的に振られたが，電線の締めつけが十分でなかったこと

から，接続部分に過分な力が加わり，金属疲労から変圧器の接続

部で芯線が断線し，変圧器金属ケースに触れて地絡となった｡ 
断線した高圧引下線が，地絡継電器へ電源を供給する電灯変圧

器の一次側であったため，地絡継電器の電源が喪失し波及事故に

至った｡ 

21 
H25.12 新潟県  ○ 

（法人） 

 高圧気中負荷

開閉器 
自然現象

(雷) 
 ○   電力会社線が OC 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，直撃雷で PAS 内部が絶縁破壊して短絡に至った

が，PAS 付属の地絡保護継電器も落雷と同時に焼損し，保護機能

が喪失したため PAS がトリップせず，波及事故に至ったものと

推定される｡ 

22 
H25.12 新潟県  ○ 

（個人） 

 高圧ケーブル 故意・過失

(火災) 
 ○   倉庫兼住宅の 2 階住居から出火，全焼した｡ 

電力会社線が DG 及び OC 動作し波及事故となった｡ 
波及事故に至った原因は，石油ストーブが原因の住居火災によ

り，SOG 制御電源ケーブルが焼損短絡したことにより制御電源が

喪失し，その後高圧引込ケーブルが焼損，地絡，短絡したが，SOG
制御装置の電源が喪失していたため，PAS が開放動作せず波及事



故に至った｡ 

23 
H25.12 青森県   ○ 

(不在)

PAS，LA，MOF
(責任分界柱) 

保守不備

(保守不完

全) 

○    電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査を行ったところ，自家用電気工作物の責任分界柱が倒壊し

ていることを確認した｡ 
責任分界柱付近の盛土が流失していたところに，前夜からの暴

風雪により責任分界柱があおられたことで風圧荷重に耐えられ

なくなり，倒壊したものと推定される｡ 
当事業場は，電気主任技術者を選任していなかったため，電気設

備の保守点検を行っていなかったことから，盛土の流失がいつ頃

から始まったものかは不明である｡ 
事故後自家用電気工作物を廃止し，一般用電気工作物に変更 

24 
H26.2 岩手県  ○ 

（法人） 

 高圧交流負荷

開閉器 
自然現象

(氷雪) 
 ○   電力会社線が OG 動作により波及事故となった｡ 

調査の結果，キュービクルの上部換気孔から雪が吹き込み，

LBS の電源側端子部付近の積もった雪が徐々に溶け，LBS 電源

側端子で絶縁破壊が生じ三相線間短絡に至ったと推定される｡ 
SOG の内部基盤が短絡により焼損し，SOG の機能が損なわれ

たため，PAS 本体が開放しなかったものと推定される｡ 

25 
H26.2 青森県   ○ 

(不在)

高圧交流負荷

開閉器 
保守不備

(保守不完

全) 

    電力会社線が DG･OC 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，暴風雪により，屋外キュービクル下部通気口から

雪が吹き込み LBS 電源側フューズホルダー付近に積雪し，地絡

継電器が動作せず区分開閉器が開放しなかったため溶けた水滴

により地絡，短絡事故が発生した｡ 
区分開閉器及び地絡継電器ともに製造より 30 年が経過し老朽

化していたが，電気設備の保守点検を行っていなかったため，い

つから動作不良なのかは不明｡後日，地絡継電器試験を実施した

結果では，地絡継電器のトリップ出力電圧が本来出力される半分

程度しか出力されないため，区分開閉器を開放できなかったと推定

される｡ 
事故後自家用電気工作物を廃止し，一般用電気工作物に変更 

26 
H26.3 山形県  ○ 

（個人） 

 高圧引込ケー

ブル 
設備不備

(施工不完

全) 

○    電力会社線が DG 動作により波及事故となった｡ 
調査の結果，引込ケーブル白相が絶縁不良であった｡ケーブル

引込時にキズが発生し，経年劣化が進行して絶縁破壊に至ったも

のと推定｡ 
SOG の不動作は，間欠地絡が発生したためと推定｡ 


