
事 故 事 例 3

   〈解説〉

　（1）屋上などに設置されたキュービクル式高圧受電設備は、台風時には直接強風にさらされキュービクルの内部に雨水が侵入し、

　　　主遮断装置が短絡するなど電力波及事故に至ることがある。このような事故を防止するために、昭和６１年（１９８６年）２月に

　　　　JIS C ４６２０「キュービクル式高圧受電設備」が改正され、換気口から侵入した雨水が主遮断装置などの動作に影響を与え

　　　ないことを確認するための「防噴流試験」が追加された。

　（2）平成８年（１９９６年）９月に関東地区を襲った台風１７号により、東京電力（株）管内のキュービクル式高圧受電設備で、電力波及

　　　事故が、５５件発生したが、その内８２％に相当する４５件が昭和６１年以前に製造されたもので、残り１０件の中にも防噴流対策

　　　が行われていないものがあった。

　（3）キュービクル式高圧受電設備では、昭和６１年１月以前の製造品および昭和６１年２月以降製造のJIS規格非適合品については、

　　　適切な暴風雨対策を実施することが必要となる。

　（4）具体的な暴風雨対策事例としては、本事例にあるように、水平水切り板や暴風雨対策板を設置することが必要である。

事 故 事 例 2

〈解説〉

（1）本事例は設置場所においては、チャンネルベースの吸気口から強風により侵入した雨水が、排水口がないため、基礎コンク

　　　リート上に滞留することにより、盤内に蒸発し、結露を発生させ絶縁劣化に至ったものである。

（2）通常の雨では、チャンネルベースに設けた吸気口からの雨の侵入はないが、強い風を伴った雨では容易にチャンネルベース

　　　内に侵入し、基礎コンクリート上に滞留する。

（3）チャンネルベースと基礎コンクリートの間は隙間があるので、大半は外へ流れ出すが、コーキングなどで防水処理があると、

　　　逆に排水できないため、大量の雨水が盤直下の基礎コンクリート上に滞留する場合がある。

（4）この対策としては、　

　　　盤内に雨水の侵入を防ぐ意味で、チャンネルベース端部に設けるコーキングは有効であるが、基礎ベースが水平になってい

　　　て、排水口が無い場合は、逆に床下に侵入した雨水を外部に逃がさず、大量の水を滞留させ、盤内を高湿度にし、事故の原

　　　因となってしまうため、水が滞留しないよう勾配や水切りの設置や排水口を設けるのが望ましい。

キュービクル換気口からの雨水侵入による短絡焼損事故

　　　　　　　　・ビルの屋上　北向きに設置　
　　　　　　　　・周囲に遮るものはなし。　

　　　　　　　　・発煙し電気の供給を停止した。
　　　　　　　　・高圧真空遮断器（VCB）の焼損が最も著しく、電源側端子のセパレータが溶けて電源側配線の被覆が
                           熱により溶融していた。

事故原因

防止対策

　・北からの暴風雨によりキュービクル前面屋根ひさし部換気口より雨水が吹き込み、屋根裏面を流れ
　　VCB電源端子部に雨水が落下し、端子部に付着していたじんあいが水分を含み、相間が絶縁破壊を
　　起こし損傷に至ったと思われる。

　・当該キュービクルは屋根ひさし部対策以前の形式であったため、雨返しを追加するとともに、保守
　　点検の励行を依頼した。

チャンネルベース内部の雨水滞留による地絡事故

設置場所　　　　・首都近郊印刷工場　屋外

事故状況　　　　・高圧真空遮断器（VCB）主回路の絶縁劣化により地絡事故となった。

事故原因

防止対策

　・チャンネルベース内に溜った水の蒸発による結露により、高圧真空遮断器（VCB）絶縁物表面に
　　水分が付着したため、絶縁抵抗が低下し地絡事故となった。
　　
　・チャンネルベース内に溜った水を排水するための排水口を追加した。
　・結露防止用として、スペースヒータを設置した。
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〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係 トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
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〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　 などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→ →

→ →

ゲタ基礎ゲタ基礎
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事 故 事 例 4 参 考 資 料

〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係
トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

汚水強風

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板 底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→→ →→
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〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係
トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

汚水強風

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板 底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→→ →→

ゲタ基礎 ゲタ基礎

CBk

事 故 事 例 4参 考 資 料

〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係 トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCB OCR

MCCB

DS
CT

汚水 強風

変圧器
VCB OCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉 〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。

1 2

（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　 などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→ →

→ →

ゲタ基礎ゲタ基礎
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事 故 事 例 3

   〈解説〉

　（1）屋上などに設置されたキュービクル式高圧受電設備は、台風時には直接強風にさらされキュービクルの内部に雨水が侵入し、

　　　 主遮断装置が短絡するなど電力波及事故に至ることがある。このような事故を防止するために、昭和６１年（１９８６年）２月に

　　　　JIS C ４６２０「キュービクル式高圧受電設備」が改正され、換気口から侵入した雨水が主遮断装置などの動作に影響を与え

　　　 ないことを確認するための「防噴流試験」が追加された。

　（2）平成８年（１９９６年）９月に関東地区を襲った台風１７号により、東京電力（株）管内のキュービクル式高圧受電設備で、電力波及

　　　 事故が、５５件発生したが、その内８２％に相当する４５件が昭和６１年以前に製造されたもので、残り１０件の中にも防噴流対策

　　　 が行われていないものがあった。

　（3）キュービクル式高圧受電設備では、昭和６１年１月以前の製造品および昭和６１年２月以降製造のJIS規格非適合品については、

　　　 適切な暴風雨対策を実施することが必要となる。

　（4）具体的な暴風雨対策事例としては、本事例にあるように、水平水切り板や暴風雨対策板を設置することが必要である。

事 故 事 例 2

〈解説〉

（1）本事例は設置場所においては、チャンネルベースの吸気口から強風により侵入した雨水が、排水口がないため、基礎コンク

　　　リート上に滞留することにより、盤内に蒸発し、結露を発生させ絶縁劣化に至ったものである。

（2）通常の雨では、チャンネルベースに設けた吸気口からの雨の侵入はないが、強い風を伴った雨では容易にチャンネルベース

　　　内に侵入し、基礎コンクリート上に滞留する。

（3）チャンネルベースと基礎コンクリートの間は隙間があるので、大半は外へ流れ出すが、コーキングなどで防水処理があると、

　　　逆に排水できないため、大量の雨水が盤直下の基礎コンクリート上に滞留する場合がある。

（4）この対策としては、　

　　　盤内に雨水の侵入を防ぐ意味で、チャンネルベース端部に設けるコーキングは有効であるが、基礎ベースが水平になってい

　　　て、排水口が無い場合は、逆に床下に侵入した雨水を外部に逃がさず、大量の水を滞留させ、盤内を高湿度にし、事故の原

　　　因となってしまうため、水が滞留しないよう勾配や水切りの設置や排水口を設けるのが望ましい。

キュービクル換気口からの雨水侵入による短絡焼損事故

　　　　　　　　・ビルの屋上　北向きに設置　
　　　　　　　　・周囲に遮るものはなし。　

　　　　　　　　・発煙し電気の供給を停止した。
　　　　　　　　・高圧真空遮断器（VCB）の焼損が最も著しく、電源側端子のセパレータが溶けて電源側配線の被覆が
                           熱により溶融していた。

事故原因

防止対策

　・北からの暴風雨によりキュービクル前面屋根ひさし部換気口より雨水が吹き込み、屋根裏面を流れ
　　VCB電源端子部に雨水が落下し、端子部に付着していたじんあいが水分を含み、相間が絶縁破壊を
　　起こし損傷に至ったと思われる。

　・当該キュービクルは屋根ひさし部対策以前の形式であったため、雨返しを追加するとともに、保守
　　点検の励行を依頼した。

チャンネルベース内部の雨水滞留による地絡事故

設置場所　　　　・首都近郊印刷工場　屋外

事故状況　　　　・高圧真空遮断器（VCB）主回路の絶縁劣化により地絡事故となった。

事故原因

防止対策

　・チャンネルベース内に溜った水の蒸発による結露により、高圧真空遮断器（VCB）絶縁物表面に
　　水分が付着したため、絶縁抵抗が低下し地絡事故となった。
　　
　・チャンネルベース内に溜った水を排水するための排水口を追加した。
　・結露防止用として、スペースヒータを設置した。

〈対策前〉 〈対策後〉

風雨

キュービクル キュービクル

絶縁劣化

設置場所

事故状況

水平水切板

防噴流対策板（例 2）

（例 1）
パンチングメタル 風の方向

扉

下部に高圧機器あり

雨水浸水経路

［雨返し構造例］

［雨水侵入図］

（事故状況図）
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　　　〒１０２-００８２東京都千代田区一番町１７番地４TEL（０３）３５５６-５８８５
　　　URL  http://www.jema-net.or.jp
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〈関連技術資料〉

社団法人　日本電機工業会　技術資料

　JEM－TR１９４「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」

　１９９５年（平成７年）３月１７日制定

社団法人　日本配電制御システム工業会（旧.日本配電盤工業会）　技術資料

　JSIA－T１０１５「キュ－ビクル式高圧受電設備の事故とその対策事例」

　２０００年（平成１２年）３月３１日制定

〒１０５-００１２東京都港区芝大門２-１０-２黒田ビルTEL（０３）３４３６-５５１０
URL http://www.jsia.or.jp

★「社団法人 日本電機工業会」発行の資料を下記に示します。

　「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書　……………………………………　平成元年９月

　「受変電設備の保全に関するアンケート調査」報告書（コピー）…………………………平成３年６月

　「受変電設備保守点検の要点」（コピー）………………………………………………………平成７年７月

　「長期使用受変電設備の信頼性の考察」………………………………………………………平成１１年１月

　●報告書

　●PRパンフレット

　　汎用高圧機器の保守点検のおすすめ…………………………………………………………平成２０年８月

　　汎用高圧機器の更新のおすすめ………………………………………………………………平成１７年２月

　　高圧真空遮断器の注油の必要性について……………………………………………………　平成１４年８月

　★「社団法人　日本配電制御システム工業会」発行の資料を下記に示します。

　●技術資料

　　配電盤の更新推奨時期判定の手引（JSIAホームページ）………………JSIA-T２００１　平成１３年４月

　●PRパンフレット

　　老朽化配電盤更新のお願い……………………………………………………………………平成元年１１月

　高圧交流負荷開閉器の選定と保守・点検指針……………………………JEM-TR１７３　平成３年４月　　　　　　　　　　

　高圧断路器の保守・点検指針………………………………………………JEM-TR １７８　平成３年７月

　高圧避雷器の保守・点検指針………………………………………………JEM-TR１７９　平成３年７月　

　高圧交流遮断器の保守・点検指針…………………………………………JEM-TR １７４　平成３年４月

　計器用変成器の保守・点検指針……………………………………………JEM-TR　１６４　平成元年８月

　保護継電器の保守・点検指針………………………………………………JEM-TR １５６　平成２０年１月

　高圧限流ヒューズの保守点検指針…………………………………………JEM-TR １６８　平成２年５月

　高圧交流電磁接触器の保守・点検指針……………………………………JEM-TR １７２平成３年４月

　電力用コンデンサの選定、設置及び保守指針……………………………JEM-TR １８２　平成１５年３月

　配電用６kV油入変圧器の保守・点検指針…………………………………JEM-TR １７１　平成３年４月

　

　●技術資料

重２００２６K（２０.８）

汎用高圧機器業務専門委員会
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事 故 事 例 3

   〈解説〉

　（1）屋上などに設置されたキュービクル式高圧受電設備は、台風時には直接強風にさらされキュービクルの内部に雨水が侵入し、

　　　 主遮断装置が短絡するなど電力波及事故に至ることがある。このような事故を防止するために、昭和６１年（１９８６年）２月に

　　　　JIS C ４６２０「キュービクル式高圧受電設備」が改正され、換気口から侵入した雨水が主遮断装置などの動作に影響を与え

　　　 ないことを確認するための「防噴流試験」が追加された。

　（2）平成８年（１９９６年）９月に関東地区を襲った台風１７号により、東京電力（株）管内のキュービクル式高圧受電設備で、電力波及

　　　 事故が、５５件発生したが、その内８２％に相当する４５件が昭和６１年以前に製造されたもので、残り１０件の中にも防噴流対策

　　　 が行われていないものがあった。

　（3）キュービクル式高圧受電設備では、昭和６１年１月以前の製造品および昭和６１年２月以降製造のJIS規格非適合品については、

　　　 適切な暴風雨対策を実施することが必要となる。

　（4）具体的な暴風雨対策事例としては、本事例にあるように、水平水切り板や暴風雨対策板を設置することが必要である。

事 故 事 例 2

〈解説〉

（1）本事例は設置場所においては、チャンネルベースの吸気口から強風により侵入した雨水が、排水口がないため、基礎コンク

　　　リート上に滞留することにより、盤内に蒸発し、結露を発生させ絶縁劣化に至ったものである。

（2）通常の雨では、チャンネルベースに設けた吸気口からの雨の侵入はないが、強い風を伴った雨では容易にチャンネルベース

　　　内に侵入し、基礎コンクリート上に滞留する。

（3）チャンネルベースと基礎コンクリートの間は隙間があるので、大半は外へ流れ出すが、コーキングなどで防水処理があると、

　　　逆に排水できないため、大量の雨水が盤直下の基礎コンクリート上に滞留する場合がある。

（4）この対策としては、　

　　　盤内に雨水の侵入を防ぐ意味で、チャンネルベース端部に設けるコーキングは有効であるが、基礎ベースが水平になってい

　　　て、排水口が無い場合は、逆に床下に侵入した雨水を外部に逃がさず、大量の水を滞留させ、盤内を高湿度にし、事故の原

　　　因となってしまうため、水が滞留しないよう勾配や水切りの設置や排水口を設けるのが望ましい。

キュービクル換気口からの雨水侵入による短絡焼損事故

　　　　　　　　・ビルの屋上　北向きに設置　
　　　　　　　　・周囲に遮るものはなし。　

　　　　　　　　・発煙し電気の供給を停止した。
　　　　　　　　・高圧真空遮断器（VCB）の焼損が最も著しく、電源側端子のセパレータが溶けて電源側配線の被覆が
                           熱により溶融していた。

事故原因

防止対策

　・北からの暴風雨によりキュービクル前面屋根ひさし部換気口より雨水が吹き込み、屋根裏面を流れ
　　VCB電源端子部に雨水が落下し、端子部に付着していたじんあいが水分を含み、相間が絶縁破壊を
　　起こし損傷に至ったと思われる。

　・当該キュービクルは屋根ひさし部対策以前の形式であったため、雨返しを追加するとともに、保守
　　点検の励行を依頼した。

チャンネルベース内部の雨水滞留による地絡事故

設置場所　　　　・首都近郊印刷工場　屋外

事故状況　　　　・高圧真空遮断器（VCB）主回路の絶縁劣化により地絡事故となった。

事故原因

防止対策

　・チャンネルベース内に溜った水の蒸発による結露により、高圧真空遮断器（VCB）絶縁物表面に
　　水分が付着したため、絶縁抵抗が低下し地絡事故となった。
　　
　・チャンネルベース内に溜った水を排水するための排水口を追加した。
　・結露防止用として、スペースヒータを設置した。
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〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）

2

5

図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係
トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

汚水強風

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板 底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→→ →→

ゲタ基礎 ゲタ基礎

CBk
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〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。
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湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）

2

5

図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係 トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
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〈対策前〉 〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。

1 2

（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　 などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→ →

→ →

ゲタ基礎ゲタ基礎
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〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。
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湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化

湿
　
度
（％）

スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係 トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCB OCR

MCCB

DS
CT

汚水 強風

変圧器
VCB OCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉 〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　 などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→ →

→ →

ゲタ基礎ゲタ基礎

C Bk

事 故 事 例 4 参 考 資 料

〈解説〉

（1）本事例は、ゲタ基礎上に設置された屋外キュービクル（床面に開口部有り）で発生したもので、床面開口部から侵入したじん

　　　あいや雨水が遮断器の絶縁物表面に付着する環境で長期間使用されたことが事故の原因であった。

（2）この対策としては

　　　①盤内機器の絶縁物表面には、設置場所によって異なるが長期間の使用によって、セメント粉などの粉じんや海塩粒子、金

　　　　属粉、その他じんあいが付着しやすいので保守点検時に、これら付着した粉じんなどを除去するために絶縁物表面の清掃

　　　　を行うことが有効である。

　　　②温度変化による結露対策としては、スペースヒータや除湿器を設置する方法がある。

（3）清掃方法

　　　①乾燥したウエスで絶縁物表面の粉じんを拭き取る。

　　　②汚損の程度がひどく、乾燥ウエスでは拭きとれない場合、アルコール液又はアルコールと水の混合液にウエスを浸し、こ

　　　　れによって絶縁物表面の粉じんをきれいに拭きとる。

　　　③絶縁物表面乾燥後、絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認する。

　　　　なお、清掃時、絶縁物表面にトラッキングが発見された場合には、交換を検討する（製造メーカに連絡）とともに、設置環

　　　　境の改善を行う必要がある。

高圧真空遮断器（VCB）の絶縁物汚損による地絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・絶縁物汚損により高圧真空遮断器（VCB）の絶縁抵抗が低下し、地絡に至った。

事故原因

防止対策

　・劣悪な使用環境により絶縁物へのじんあいの堆積とキュービクル内に侵入した雨水の付着が著
　　しく、絶縁抵抗が低下し、地絡となった。
　・設備導入以来、保守点検・清掃が全くなされてなかったのも一因と考えられる。

　・定期点検時に収納機器の清掃をすることとした。
　・キュ－ビクル下方からの水分（湿気、雨水）侵入防止のために床面開口部を遮へいした。
　・扉に吸気口を設け、じんあいの侵入防止のためにフィルタを設置した。

JEM-TR 194「高圧遮断器の使用環境に対する検討指針」要約

湿度による影響

高湿度状態で使用した場合、特に表面（沿面）汚損と重なると絶縁劣化、腐食進展が加速

される。通常の環境条件においては、相対湿度が８５％以上にならないと絶縁抵抗の急激

な低下は起こらない。しかし、塩分の付着などがあると相対湿度７０％程度から潮解が

始まるため、漏れ電流が増加して絶縁抵抗が急減する。

特に有機絶縁物においては、微少放電によって材料の一部が熱分解し、炭素が表面剥離

して導電路を形成することがある（トラッキング）。図1は汚損度０.０３mg/cm　の絶縁物

抵抗と湿度の関係についての実験結果例である。

汚損のある場合は、湿度の変化により絶縁抵抗が大きく変化することが判る。（屋内用

高圧遮断器の目安は０.０１mg/cm　未満）
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結露による影響

　機器・機材の表面温度が盤内空気の露点以下となったとき、表面に結露が生じる。例えば、次のようなものが考えられる。

　（a）外気温度の急低下によるキュービクル内壁の結露

　（b）高湿度の温かい空気が盤内に流入したときの機器表面の結露

　（c）絶縁物など熱容量の大きいものの温度上昇追随遅れによる結露

　結露は、金属表面に発生すると腐食の原因となり、固体絶縁物表面に発生すると表面抵抗が低下して絶縁不良の原因と

　なる。結露を防止するためには、キュービクル内の湿度を低く保ち、高湿度の空気が流入しても相対湿度を下げて結露

　の発生を防ぐ必要がある。
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図２ 閉鎖配電盤の形による累積汚損量
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図３ 外気湿度１００％持続時間に対する箱内湿度の変化
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スペースヒータの効果　

図３にスペースヒータによってキュービクル内温度を外気に対して高めたときの湿度低減効果の測定例を示す。この図は

深夜から早朝にかけてのキュービクル内湿度の変化をスペースヒータの容量（温度上昇値）をパラメータに示したもので、

午後８時から翌日の午前１０時までのデータである。高圧遮断器（屋内用）の標準使用状態での湿度は４５％～８５％に規定

されており、外気が１００％の状態になっても、キュービクル内を８５％以下に保つためには、５℃程度の温度上昇が必要で、

キュービクル内発熱量が不足するときは、湿度対策としてスペースヒータを追加すれば、有効となることが判る。

汚損による影響　

キュービクル内の汚染は降雨による洗浄作用がない（屋外での比較値が低いのは、雨で洗浄されるから）ため、時間経過と

ともに累積する。単に汚損物質の付着だけでは直ちに不具合発生に結びつくことは少ないが、高湿度条件と重なると吸湿

によって腐食や絶縁低下が促進される。図２にキュービクル構造と汚損についての測定結果例を示す。

強制換気（換気扇付きのキュービクル）が最も汚損が激しいことから注意する必要のあることが判る。（屋内用高圧遮断器の

粉じんの目安は２mg/m　以下）
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図１ 相対湿度と絶縁抵抗の関係
トラッキングの発生状態
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＊次ページより具体的な事故事例を挙げて、上記ご留意事項の重要性につき、ご紹介致します。

事 故 事 例 1

雨水・湿気による短絡事故

設置場所　　　　・ビルの屋上

事故状況　　　　・風雨と湿気により、高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡した。

事故原因

防止対策　　　　・ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨の侵入を防いだ。

　・盤はゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞いでないため、下から風雨と湿気が入り、
　　高圧真空遮断器（VCB）が絶縁低下し、短絡事故になったと思われる。
　　

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

汚水強風

変圧器
VCBOCR

MCCB

DS
CT

〈対策前〉〈対策後〉

遮へい板

チャンネル
ベース

チャンネル
ベース

底板 底板

〈解説〉

（1）設置場所においては、ビルの屋上などキュービクルをさえぎる建物がなく、直接キュービクルに吹き上げ風があたったり、

　　　ビル風があたる場所に設置された場合に、換気口や継ぎ目から水滴が侵入したり、昼夜の温度変化から高圧機器が結露して

　　　絶縁劣化する例も見られる。

（2）盤表面に発生する結露防止に、盤内外の温度差を減らすべく換気扇をつける方法もあるが、本文P６の図２にもあるように

　　　強制換気形は外部の汚損を引き込みやすい方法であり、かつ、キュービクルが霧などに覆われた状態では、高湿度の空気を

　　　盤内に引き込み内部で露付き現象が発生するので、注意が必要である。

（3）屋外用キュービクルの施工方法においては、ゲタ基礎である場合が多くなり、ゲタ基礎の空洞や変電所の下などキュービク

　　　ルの底部から吹き上げ風があたり、ここから水滴や湿気が入り絶縁低下に至る例も見られる。

（4）この対策としては、　

　　　①ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の雨水侵入を防ぐ。

　　　②なお、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留しないよう配慮が必要である。

はじめに

　生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電は

もとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要

不可欠なものとなっており、その供給源となる高圧受電設備には高い信頼性が要求されています。

　そうした状況の中で、キュービクル式受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、使用環境に起因す

る湿気や汚損による絶縁低下、盤内への雨水の浸入による短絡事故などにより、当該負荷設備が停電するのみなら

ず、電力会社の高圧配電線を停電させる波及事故を起こし、他の多くの需要家に多大なる迷惑を及ぼすケースは少

なくありません。

　そうした現状を踏まえ、（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会では、キュービクル式高圧受電設

備における具体的な事故事例をご紹介し、キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くためのご提案として、

施工や盤設計における留意点、絶縁低下の防止に不可欠な清掃の重要性など、本パンフレットに概略をまとめまし

た。

　つきましては、内容をご一読頂き、より安全で信頼性の高い受配電設備の設計、施工にお役立て頂きますようお

願い申しあげます。
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（社）日本電機工業会・（社）日本配電制御システム工業会からのお願い

　キュービクル式高圧受配電設備は社会インフラを支える重要な設備です。いつまでも安全にご安心して

お使い頂くために、下記内容につきご留意願います。

（1）屋外用キュービクル式高圧受電設備の施工に際しましては、風向きにご留意頂くとともに、ゲタ基礎

　　　の場合には特に下記対策のご検討をお願い致します。

　　　①雨や雪などが吹き込む恐れがある場合には、ゲタ基礎の両端を遮へいし、直接の風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　②キュービクルに底板がない場合には、底面に鋼板などを施設し、底面からの風雨侵入を防ぐ。（事故事例1）

　　　③キュービクル下部（ゲタ基礎内側）に雨水が溜まる恐れがある場合は、排水口を設ける。（事故事例2）

　　　④小動物の侵入する恐れがある場合には、開口部に網などを設ける。

　　　尚、①②③については、平成１４年発行の高圧受電設備規程（JEAC８０１１-２００２）第１３０節の３に明記

　　　されました。

（2）屋外用キュービクル式高圧受電設備への暴風雨対策として、盤の換気口（内側）に水平水切板を設ける

　　などの恒久的な対策のご検討をお願い致します。（事故事例3）

（3）湿気や汚損（じんあい、腐食性ガス、塩分など）による汎用高圧機器（高圧遮断器・高圧交流負荷開閉器など）

　　の絶縁低下の防止には定期的な保守点検と清掃が最も効果的であり、停電頂いた上で、１回/年を目安

　　とした保守点検と清掃をお願い致します。（事故事例4）

　　　＊本対策内容については、平成１４年発行の「高圧受電設備規程」(JEAC８０１１－２００２）

　　　第１３０節の３をご参照下さい。

→→ →→

ゲタ基礎 ゲタ基礎
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事 故 事 例 3

   〈解説〉

　（1）屋上などに設置されたキュービクル式高圧受電設備は、台風時には直接強風にさらされキュービクルの内部に雨水が侵入し、

　　　主遮断装置が短絡するなど電力波及事故に至ることがある。このような事故を防止するために、昭和６１年（１９８６年）２月に

　　　　JIS C ４６２０「キュービクル式高圧受電設備」が改正され、換気口から侵入した雨水が主遮断装置などの動作に影響を与え

　　　ないことを確認するための「防噴流試験」が追加された。

　（2）平成８年（１９９６年）９月に関東地区を襲った台風１７号により、東京電力（株）管内のキュービクル式高圧受電設備で、電力波及

　　　事故が、５５件発生したが、その内８２％に相当する４５件が昭和６１年以前に製造されたもので、残り１０件の中にも防噴流対策

　　　が行われていないものがあった。

　（3）キュービクル式高圧受電設備では、昭和６１年１月以前の製造品および昭和６１年２月以降製造のJIS規格非適合品については、

　　　適切な暴風雨対策を実施することが必要となる。

　（4）具体的な暴風雨対策事例としては、本事例にあるように、水平水切り板や暴風雨対策板を設置することが必要である。

事 故 事 例 2

〈解説〉

（1）本事例は設置場所においては、チャンネルベースの吸気口から強風により侵入した雨水が、排水口がないため、基礎コンク

　　　リート上に滞留することにより、盤内に蒸発し、結露を発生させ絶縁劣化に至ったものである。

（2）通常の雨では、チャンネルベースに設けた吸気口からの雨の侵入はないが、強い風を伴った雨では容易にチャンネルベース

　　　内に侵入し、基礎コンクリート上に滞留する。

（3）チャンネルベースと基礎コンクリートの間は隙間があるので、大半は外へ流れ出すが、コーキングなどで防水処理があると、

　　　逆に排水できないため、大量の雨水が盤直下の基礎コンクリート上に滞留する場合がある。

（4）この対策としては、　

　　　盤内に雨水の侵入を防ぐ意味で、チャンネルベース端部に設けるコーキングは有効であるが、基礎ベースが水平になってい

　　　て、排水口が無い場合は、逆に床下に侵入した雨水を外部に逃がさず、大量の水を滞留させ、盤内を高湿度にし、事故の原

　　　因となってしまうため、水が滞留しないよう勾配や水切りの設置や排水口を設けるのが望ましい。

キュービクル換気口からの雨水侵入による短絡焼損事故

　　　　　　　　・ビルの屋上　北向きに設置　
　　　　　　　　・周囲に遮るものはなし。　

　　　　　　　　・発煙し電気の供給を停止した。
　　　　　　　　・高圧真空遮断器（VCB）の焼損が最も著しく、電源側端子のセパレータが溶けて電源側配線の被覆が
                           熱により溶融していた。

事故原因

防止対策

　・北からの暴風雨によりキュービクル前面屋根ひさし部換気口より雨水が吹き込み、屋根裏面を流れ
　　VCB電源端子部に雨水が落下し、端子部に付着していたじんあいが水分を含み、相間が絶縁破壊を
　　起こし損傷に至ったと思われる。

　・当該キュービクルは屋根ひさし部対策以前の形式であったため、雨返しを追加するとともに、保守
　　点検の励行を依頼した。

チャンネルベース内部の雨水滞留による地絡事故

設置場所　　　　・首都近郊印刷工場　屋外

事故状況　　　　・高圧真空遮断器（VCB）主回路の絶縁劣化により地絡事故となった。

事故原因

防止対策

　・チャンネルベース内に溜った水の蒸発による結露により、高圧真空遮断器（VCB）絶縁物表面に
　　水分が付着したため、絶縁抵抗が低下し地絡事故となった。
　　
　・チャンネルベース内に溜った水を排水するための排水口を追加した。
　・結露防止用として、スペースヒータを設置した。

〈対策前〉〈対策後〉

風雨

キュービクルキュービクル

絶縁劣化

設置場所

事故状況

水平水切板

防噴流対策板 （例 2）

（例 1）
パンチングメタル風の方向

扉

下部に高圧機器あり

雨水浸水経路

［雨返し構造例］

［雨水侵入図］

（事故状況図）

通気孔詳細

雨　

水

排水口
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→
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　　　URL  http://www.jema-net.or.jp
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　高圧交流遮断器の保守・点検指針………………………………………… JEM-TR １７４　平成３年４月
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