
事故事例 感電等死傷事故

№ 事故発生施設 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23年8月 クレーントロ
リー線（440V）

事故前日に工場職員からトロリー線からスパーク
が発生したとの報告を受け、翌日、作業者Ａと被
災者Ｂが２名でトロリー線の目視点検を実施した。
しかし、異常の詳細を確認できなかったため、作
業者Ａと被災者Ｂは再度点検方法の打合せを行
い、トロリー線が活線状態のまま保護金網を取り
外した。
作業者Ａは被災者Ｂとともにクレーンを水平に移
動させながら、トロリー線の目視点検を実施した。
作業者Ａと被災者Ｂはトロリー線の電源を切り、近
接して点検することを決定した。作業者Ａは被災
者Ｂに対し、トロリー線の電源を切るまで、点検台
で待機するよう伝え、クレーン上に移動した。この
時点で点検台に被災者Ｂが１名だけ残った状態と
なる。
作業者Ａはクレーン運転士Ｃとクレーン上でトロ
リー線の停電条件設定方法について打合せを
行った。
作業者Ａは上記の打合せ内容を被災者に伝える
ために点検台に戻ったところ、被災者Ｂが倒れて
いるのを発見した。

＜感電（作業者）作業方法不良＞
作業員（被災者）が、保護金網を外した状態で、何
らかの原因により充電中の４４０Ｖクレーントロリー
線に接触し、感電したものと推定される。
また、所内の作業手順書では、活線状態で保護金
網を外すことは認められておらず、作業手順の逸
脱も推定原因としてあげられている。

①当該クレーン設備の安全対策として、以下の対
策を実施した。
・トロリー点検デッキ昇降階段入口にチェーンを巻
き付け施錠し、人が容易に近づかないよう封鎖す
る。
・保護網にチェーンを巻き付け施錠する。なお、鍵
の管理は作業長が行い、解錠承認は室長が行
う。
・保護網へ点検窓（アクリル板）を取り付ける。
・クレーン点検通路上のトロリー線近接箇所は隙
間なく保護網を設置する。
②構内類似クレーン設備への水平展開。
・構内にある全てのクレーンで類似箇所の点検を
実施した。
(1)暫定対策（恒久対策処置完了まで実施する）
・全てのトロリー点検デッキに通じる昇降階段入口
にチェーンを巻き付け施錠し、人が容易に近づか
ないよう封鎖する。なお、鍵の管理は作業長が行
い、解錠承認は室長が行う。
・保護網以外の防護装置を設置しているトロリー
線近接場所（点検デッキ昇降階段入口、トロリー
点検デッキ、クレーン点検通路）での保全点検は、
トロリー線を停電して行うこととする。
(2)恒久対策
・トロリー線点検デッキに扉化した保護網（点検窓
付き）を取付けて施錠する。鍵の保管場所は，電
磁ロック化された収納ＢＯＸとし、開錠しようとする
保護網に対応するトロリー線を停電しなければ電
磁ロックが解除されず鍵が取り出せないものとす
る。開錠承認は管理者（室・工場長）が行うことと
する。
・トロリー線に近接したクレーン点検歩廊に隙間無
く保護網を設置する。
・点検デッキに通じる昇降階段入口に扉を設置
し、注意喚起標示を取付ける。保護網を設置する
ことで感電リスクは大幅に減少するが、昇降階段
入口で感電の危険性があることを再認識させるこ
とで更なるリスク低減を図る。



2 需要設備 平成24年2月 高圧交流負荷
開閉器
（6,600V）

当日朝、被災者は工事請負会社現場代理人補助
者と、作業前ミーティングを実施し作業に着手し
た。その後、午前中の作業を終えた被災者は一人
で、午後の予定である屋上キュービクル内の機器
取付板の下見に向かったものと思われる。
被災者は機器取付板の取り付け作業の下見中に
誤って高圧交流負荷開閉器青相ヒューズ下部に
頭部が接触し感電した。
事業場が全停電となったため、工事請負会社現
場代理人補助者が、保安法人に連絡した。
連絡を受け現場に到着した保安技師が事業場内
を調査したところ、構内の区分開閉器が地絡によ
り開放し全停電していることが判明した。更に地絡
の原因について引き続き調査したところ、屋上
キュービクル盤面が開いた状態で、被災者が意識
が朦朧とした状態で立っているのを発見した。

＜感電（作業者）被害者の過失＞
現場代理人補助者の指示がなかったにもかかわ
らず、一人で屋上に行き、充電中のキュービクル
の扉を開け、午後に実施する予定の作業準備を
行った（複数名で作業するよう決められていた）。
電気帽、防具など保護具を着用しておらず、高圧
活線近接作業の作業マニュアルが遵守されてい
なかった。

①作業者は高圧活線近接作業では単独作業を行
わず、複数名で行うことを徹底する。また、下見作
業においても電気帽など保護具の着用を徹底す
る。
②高圧活線近接作業の工事作業マニュアルを遵
守するとともに、従業員・工事協力会社に指導教
育の徹底を図る。
③万が一、単独で下見など調査を行う場合は、高
圧近接が確認できるよう、ヘルメットタイプの活線
警報器を着用し、注意喚起を図る。また、未着用
の場合は作業を行わせないようにする。
④キュービクルの鍵は現場代理人等が管理し、無
断でキュービクルの解錠を行わせないようにす
る。

＜感電（作業者）作業方法不良＞
被災者が中に入っていた高圧配電盤は上半分が
一般動力盤で停電状態、下側が非常用回路で非
常用発電機から電源が供給されている状態であっ
た。
被災者は当時、一般動力盤にあった過電流継電
器の試験を実施していたが、下側の非常用回路
が活線状態であったことに気付かなかったものと
推測される。
また、通常高圧配電盤内の中に入るのは清掃時
のみであるが、当然停電状態の配電盤のみ実施
することとなっていた。しかし、被災者は高圧配電
盤の中で感電しており、何故高圧配電盤の中に
入ったのか聞き取り調査を試みたものの、被災時
の記憶がないため分からないままとなっている。

事故発生当日は年次点検実施日（保安法人職員
５名で実施）であった。
朝、保安法人本社で年次点検に係るミーティング
を実施し、その中で今回は防災無線の電源を確保
するために非常用発電機を運転させた状態で年
次点検を行うため特に注意するよう周知した。
事業場に到着し、年次点検作業に着手した。ま
た、電力会社から停電作業員が現場に到着した
（路上の高圧キャビネット内の断路器操作のた
め）。
地絡継電器の連動試験を行い、受電用遮断器をト
リップさせた。受電用遮断器が切れていることを確
認後、電力会社の停電作業員により、高圧キャビ
ネット内の断路器を切り離し、事業場を停電状態と
した（受電用遮断器が開放すると、インターロック
により非常用発電機が起動し、防災無線を含む非
常用回路に電源が供給されるようになっている）。
電力会社からの送電が停止しているか、検電器で
確認し、構内断路器１次側に短絡接地器具を取り
付けた。
その後、保安法人職員５名で手分けして年次点検
を開始した。
年次点検を行っていたが、突然電気室の蛍光灯
が消灯したため、今回の年次点検の責任者が発
電機室の非常用発電機操作盤へ行き確認したと
ころ、「過電流」が点灯し警報ブザーがなっていた
ため、直ちに非常用発電機を停止した。その後、
責任者が発電機室から電気室に戻る際に、高圧
配電盤の中で被災者が倒れているのを発見した。

高圧配電盤内
ブスバー
（6,600V）

平成24年3月3 需要設備 ①点検作業の責任者は、危険エリアにテーピング
やロープ、表示札により立入禁止表示を徹底す
る。
②高圧検電器は活線状態で動作することを確認し
た後、使用することを徹底する。また、停電後の検
電は年次点検の作業員全員で各相すべて確認す
ることを徹底する。
③危険を伴う作業を行う場合は必ず２名体制で実
施する。
④保安法人が受託している事業場の年次点検実
施状況を、役員等が毎月１回現地にて確認する。
⑤年次点検中に高圧配電盤内に入る場合は、点
検作業の責任者の承諾を得る。
⑥年次点検の作業手順書を改訂し、安全対策に
ついて詳細に記載する。



事故事例 波及事故

№ 事故発生施設 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23年7月 高圧気中負荷
開閉器
（6,600V）

電力会社配電線がDGR動作により自動遮断した。
電力会社社員による事故探査の結果、当事業場
の事故と判明した。その後、電力会社社員により
当事業場の高圧引込線を柱上にて縁切し、当事
業場を除き再送電し、異常のないことを確認した。

自然現象（雷）
高圧気中負荷開閉器が落雷により焼損したため
地絡し、波及事故に至った。また、当事業場に主
任技術者が選任されておらず、管理が不適切で
あった。

電気管理技術者と保安管理の外部委託契約を締
結した。また、高圧気中負荷開閉器の取替を実施
した。

2 需要設備 平成23年10月 高圧交流負荷
開閉器ヒュー
ズ（6,600V）

電力会社配電線の区分開閉器が短絡により自動
遮断した（当該区分開閉器に自動再閉路の機能
なし）。電力会社職員により、区分開閉器を手動投
入し再送電し、異常なし。その後、連絡を受けた電
気管理技術者が現場に到着し、調査したところ、Ｓ
ＯＧ動作により構内引込ＰＧＳが開放していること
及び構内高圧交流負荷開閉器のヒューズ１本が
破損していることを確認した。

保守不備（自然劣化）
ヒューズ本体が劣化し破損したため、２相間で短
絡を起こしたものと考えられる。また、構内ＰＧＳは
ＳＯＧ動作により正常に開放したものの、配電線
路の区分開閉器に自動再閉路の機能がなく、事
故区間が残ったため波及事故となった。

予備の高圧交流負荷開閉器への取替を行うととも
に、予備ヒューズを備え付けることとした。

3 発電所 平成24年1月 高圧ケーブル
（6,600V）

電力会社職員より、電力会社配電線がＤＧＲ操作
により停電しているとの連絡があった。電力会社
職員により、事業場の高圧引込線を柱上にて縁切
し、当事業場を除き再送電したところ、異常がな
かったと連絡があった。この時点で当事業場の事
故と判明した。連絡があったのが夕刻で積雪も多
かったため、翌日に電気管理技術者が現地を確
認したところ、ＶＣＴ２次側の高圧ケーブル接続部
のカバーが落雷により焼損していることを確認し
た。

自然現象（雷）
雷により当事業場構内の高圧ケーブル接続部の
カバーが焼損し、芯線が露出した状態になった。
その後、強風に煽られ、他物に接触し地絡したた
め、波及事故になったものと考えられる。
また、構内ＰＡＳにはＳＯＧ（電源は所内から供給）
が取り付けられていたが、雷の影響で発電所が停
止し、所内電源も止まったため、正常に動作しな
かった。

高圧ケーブルの取替を行い、接続部を無くすことと
した。

4 需要設備 平成24年1月 高圧気中負荷
開閉器
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断し
た。電力会社職員により探査の結果、当事業場の
事故と判明した。
その後、電力会社職員により当事業場高圧引込
線を中電柱上にて縁切し、当事業場を除き再送電
し、異常のないことを確認した。
現場に到着した電気管理技術者が調査した結
果、高圧気中負荷開閉器が落雷により焼損してい
ることを確認した。

自然現象（雷）
落雷により当事業場の高圧気中負荷開閉器が焼
損した。ＳＯＧが設置されており、ＳＯターゲットは
表示されていたが、焼損していたため開放でき
ず、波及事故に至った。

高圧気中負荷開閉器の取替を行った。また、構内
柱上に避雷器の設置を検討する。



5 需要設備 平成24年1月 高圧ケーブル
（6,600V）

前日、電力会社配電線で２回地絡を検出したが、
遮断動作には至らなかった。
事故当日、電力会社配電線がＤＧＲ動作により自
動遮断した。電力会社にて調査の結果、当事業場
構内の絶縁不良と判断し、引込用ＰＡＳを切り、配
電線を再送電した。その後、電力会社から保安技
師に波及事故が発生し、当事業場が原因と判断さ
れたため事業場内の調査を行うよう連絡があり、
調査した結果、引込ケーブルＳ相の絶縁不良が判
明した。

保守不備（自然劣化）
引込ケーブルのＳ相の絶縁不良により間歇地絡
が発生した。
事業場のＧＲより先に電力会社配電線のＧＲが動
作したため、波及事故に至った。
（電力会社配電線の地絡継電器と、当事業場の地
絡継電器の動作原理を比較したが、間歇地絡に
対しては、その発生状況により、当事業場の地絡
継電器が作動せず、電力会社配電線の地絡継電
器が先に動作してしまうケースがあることがわ
かった。）

高圧引込ケーブルの取替を行った。

6 需要設備 平成24年2月 避雷器
（6,600V）

電力会社配電線リクローザが自動遮断した
（V0=3）。電力会社職員により当該リクローザを手
動投入し、配電線を再送電した。その後、事業場
から常用区分開閉器が切れているとの連絡を受
け、保安技師が出動した。
保安技師が到着後、事業場内を調査した結果、常
用区分開閉器SOGのSO･DGターゲットの表示を
確認（当事業場は予備線にて受電中）した。また、
屋内キュービクル内の避雷器青相が破損している
のを発見し、切り離した後、電力会社に連絡し、常
用区分開閉器を投入した。

自然現象（雷）
落雷により当事業場の避雷器（青相）が破損した。
ＳＯＧが設置されており、ＳＯ・ＤＧターゲットは表
示されており、常用区分開閉器は正常に切り離さ
れており、事業場は予備線に切り替わり受電して
いた。しかし、配電線に自動再閉路の機能がな
かったため、事故区間が残り、波及事故に至っ
た。

屋内の高圧配電用の避雷器を公称放電電流
2,500Aから5,000A用に変更して設置した（常用・予
備側の区分開閉器と負荷側の各相に避雷器を設
置済み）。

7 需要設備 平成24年2月 高圧ケーブル
（6,600V）

事故発生前日、事業場職員から電気管理技術者
に停電したとの連絡があった。電気管理技術者が
現地に到着し、調査したところ、地絡継電器動作
によりＰＡＳが開放していた。原因は第二変電室内
のコンデンサと推定されたため、これを切り離した
後、ＰＡＳを再投入しようとしたところ、機械的な投
入不良が発生した。このため、ＰＡＳを取り替える
ため、工事会社に発注した。
事故当日、電力会社職員により配電線区分開閉
器を縁切りし、工事会社にてＰＡＳの取替工事を実
施した。工事が完了し、受電再開のためＰＡＳを投
入したところ、電力会社配電線がＤＧＲ動作により
自動遮断し付近が停電した。また、取り替えたＰＡ
Ｓも開放した。現地にいた電気管理技術者から電
力会社にＰＡＳを切っている旨連絡した。それを受
け、電力会社は配電線を再送電した。
その後、電気管理技術者が、構内第二変電室に
至るＬＢＳ及びその２次側にあるＡＳを開放し、更
にＳＯＧの整定値を最小にして電力会社に連絡し
た上でＰＡＳを投入したところ、異常はなく受電でき
た。続いて、電気管理技術者が第二変電室に至る
ＬＢＳのみ投入したところ、構内ＤＧＲが動作し、Ｐ
ＡＳが開放した（構外への波及はなし）。これによ
り、第二変室ＬＢＳからＡＳまでケーブル絶縁不良
が原因と判明した（後日、そのケーブルを取り外
し、ケーブル絶縁診断試験を実施したところ、不良
と判定された）。

保守不備（自然劣化）
自然劣化による絶縁不良で地絡が発生した。ま
た、電力会社配電線の継電器と、当事業場の継
電器の整定値の協調がとれていなかった。

高圧引込ケーブルの取替を行った。また、絶縁抵
抗の低いケーブルは、定期点検時に高圧ケーブ
ルのみケーブル絶縁診断試験を実施する。


