
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24年4月 変圧器2次側
ブスバー
（11,000V）

事故当日はダクトの清掃作業、母線増締め等を
行う予定であり、２次下請会社の事務所にて、担当
者Ｉ氏から当日の作業内容や安全対策について説
明を受けた。
発注者のＪリーダー、元請け会社のＧ係長、Ｉ氏は

条件設定を実施した（変圧器２次側の配電盤内の
遮断器を切り・引出して、短絡接地器具を取り付け
た）。
その後、３次下請け会社の作業員５名が現地に

到着し、作業の段取りを始めた。
Ｇ係長は関係者（３次下請け会社作業員５名、Ｊ

リーダーほか）を集め、条件設定が完了しているこ
と、ダクトの開放方法など施工方法について説明し
た。
３次下請け会社作業員は、上部ダクト蓋８枚のう

ち３枚を開放し、ダクト内の変圧器側から配電盤に
向かって母線締結ボルトの増締め及び内部清掃を
開始した。
その後、作業を継続していたところ、突然、被災者

の声を聞いたため、ダクト付近にいた作業員３名が
声がした方向を見たところ、被災者が感電している
ことを確認した。

＜感電（作業者）作業準備不良＞
変圧器２次側ダクトの清掃作業中、活線部に近づ

き感電した。
発注者側と関係事業者間で、電路の状態や作業

範囲が明確に伝達できていなかったこと、また、充
電部への近接防止対策が十分でなかった。

①作業・施工条件や安全配慮事項を文書で提示す
ることを定めた所内規程を新規に制定した。
②電気工事発注部署は作業箇所及びその周辺部
の状況を書類・図面で提示し、関係事業者間と相互
に確認するよう業務要領を制定した。
③構内変電所・電気室内における全ての作業を許
可制とし、事前の安全確認などを徹底させるように
すべく、許可要領を制定した。
④電路作業における労働安全衛生法に基づく「作
業指揮者」の責務について、社内通達を発信し、作
業指揮者が通電禁止に関する所要事項の表示（禁
止札）を掛けるなどの徹底を図る。

2 配電設備 平成24年8月 高圧架空引込線
（6,600V）

施主（小売店舗）の看板塗装のため、施主から作
業依頼を受けていた足場組立会社の社員である被
災者Ａ（作業主任者）は、店舗の看板塗装工事に伴
う足場組立作業のため会社へ出社した。
被災者Ａは、作業者Ｂ及び作業者Ｃの計3名で現

場作業のため会社を出発した。
被災者Ａ、作業者Ｂ及び作業者Ｃの計3名は現場

に到着し、作業上の注意事項・指示事項・ＫＹ、作業
分担など安全ミーティングを行った。この時、高圧引
込線について、気付いていなかったため、作業前に
は特に申合せなどは行わなかった。
被災者Ａ、作業者Ｂ及び作業者Ｃの計3名は現場

にて足場組立作業に着手した。
作業の途中、被災者Ａは足場組立て中に電線に

気付き、作業者Ｂへ電線が作業の支障になるので
気を付けるよう、注意喚起を行った。
なお、被災者Ａは、当該電線の見た目が古く低い

位置にあったことを理由に、充電しているとは認識
せず、接触することに危険を感じなかった。
その後も作業を継続していたが、設置済みの足場

上にて被災者Ａが運搬している足場材が、看板東
側下方の高圧引込線に接触し、感電するとともに
墜落した。このとき、安全帯は装着していたが、安
全帯のロープ等による墜落防止の措置をとってい
なかった。

＜感電（公衆）被害者の過失＞
①足場組立会社は、通常、作業日前に現場を確認
し、電線に接近する場合は電力会社等に連絡し、
防護等の処置が行われた後に作業を行っている。
今回は、施主と日程調整が合わず、事前確認を行
わなかった。
②災害発生当日、看板付近に電線があることを確
認したが、電線所有者の確認及び防護等の処置の
要請を行わなかった。
③電線の充電等の有無を確認しないまま、感電の
危険はないと思い込み作業を行った。

①定期点検巡視時、土木建築関係工事現場にお
いて、保安上危険と思われる箇所を発見した場合
は、当事者に直接その旨を説明し、防護管の取付
け等適切な処置を行う。
②日常業務において、建築現場で配電線に接近し
作業を行っている等の配電線路の異常を発見した
場合は、保守担当箇所にその状況を直ちに連絡す
る。
③防護管取り付けに関する建築会社等との事前立
会時に「建築現場等における感電防止についての
お願い」のチラシを配布し、電線の近くで作業する
場合の注意喚起を行うとともに、当社への早期連
絡を要請する。
④土木建築関係・特殊車両関係等の会社を対象
に、ポスターおよびステッカーを印刷し、配布してい
る。



3 需要設備 平成24年9月 照明用ケーブル
（460V）

事故当日、不要照明であるトンネル照明４番回路
撤去のため、マンホール内でケーブルをケーブル
カッタで切断し、埋設管内から引き出す作業を予定
していた。
設置者の関連会社の社員である作業責任者Ａ、

電気工事会社社員作業者Ｂ、作業者Ｃ及び被災者
Ｄの計４名は、作業打合せを行い、無電圧のケーブ
ルを切断して、坑口マンホールからトンネル内の
ケーブルを撤去する作業を行うため、マンホール内
に溜まっていた水を抜いた。その後、被災者Ｄ（この
時、長袖の作業服、革手袋、安全靴着用）がマン
ホール内に降り、作業に着手した。作業責任者Ａほ
か２名は地上にいた。
被災者Ｄは充電中のトンネル照明３番回路（撤去

を予定していた４番回路と誤認）を、切断しやすい
位置に引き出すため、梯子を左手で持ち、右手で
ケーブルを引き出した。
その後、被災者Ｄは、梯子を左手で持ったまま、

右手でケーブルカッタを使用して、引き出した３番回
路を切断したところ感電した。

＜感電（作業者）被害者の過失＞
①交通規制という限られた時間制約の中での焦り
と、長期間にわたる節電中のトンネル照明であり、
撤去するケーブルの事前確認が不十分であった。
②被災者と作業責任者は、撤去するケーブルがト
ンネル照明の節電中回路であり、既に端子台から
も離線してあったことから、「電圧なし」という思い込
みがあり、切断前の検電を怠った。
③被災者は革手袋を装着していたが、水に濡れて
いたケーブルを拭き取る際にその革手袋が湿って
しまい、その状態のままで切断作業を行った。
④長期未使用の回路であったこと、低圧配線という
認識や通年日常的に行われている作業であったこ
とから、感電に対する認識が希薄となっていた。

①ケーブル切断や充電部近接作業の場合は、絶縁
保護具（絶縁ゴム手袋）の着用の厳守と共に、事前
の検電など無電圧確認を徹底する。
②ケーブル撤去作業を行う場合は、撤去するケー
ブルを認識しやすいよう、電源側または負荷側から
行うことを原則とし、当該ケーブルの切断は検電後
に行う。

4 需要設備 平成24年10月 高圧ブスバー
（6,600V）

事故当日、当事業場内地下１階の電気室と８階の
防災無線室間の低圧電源幹線の張り替え作業を
実施する計画だった。
当日朝、設置者からの依頼を受けた工事会社の

作業員１１名は当事業場に到着し、ＴＢＭ－ＫＹを実
施した。
その後、作業員は当日の作業に着手した。午前中
に８階の防災無線室の分電盤取替え及び端末用電
源・通信ケーブル敷設作業を実施した。
昼休みの後、作業員のうち被災者を含む２名は、

地下１階電気室と８階の防災無線室間の低圧電源
ケーブルの張り替えの作業に着手した。その他の
作業員は引き続き８階の防災無線室の端末用電
源・通信ケーブル敷設作業を実施した。
作業を進め、低圧電源幹線のケーブル張り替え

が完了した。
その後、被災者は、張り替えた低圧電源ケーブル

を保安電灯盤内で固定作業中に誤って、作業箇所
近傍にあった高圧ブスバーに接触し、感電した
（ケーブルを結束バンドで固定作業中、引っ張った
際に手が滑って、その勢いで付近の高圧ブスバー
に手が接触したものと推定）。

＜感電（作業者）作業準備不良＞
①設置者が確認する施工計画書では「既設低圧線
取替」といった趣旨の表現ぶりとなっており、設置者
は高圧キュービクル内の作業が発生することを把
握できていなかった。このため、電気主任技術者へ
の連絡をしていなかった。
②現場責任者は、低圧側の作業で高圧充電部がア
クリルカバーで防護されていたため、充電部に接近
する部分はないとの思いこみがあった（実際はアク
リルカバーで完全に覆われておらず、隙間があっ
た）。そのため、ケーブルルートに高圧用ブスバー
があることを認識せず、作業員に作業を行わせた。
③施工計画書及び施工図面においても、低圧作業
を前提として作成し、それに基づき現場作業員が作
業した。

①工事会社がキュービクルなど電気室内に立ち入
る場合は、電気主任技術者との協議を徹底させる。
②工事会社に危険ポイントを記載した現地調査
チェックシートを作成させ、危険作業を抽出させる。
③②の現地調査に基づき、設置者は工事会社か
ら、施工前に施工計画書、施工図面について説明
を受ける。この際に設置者は、現場にあわせ危険
箇所を抽出しているか確認し、適切な対策を盛り込
んだ施工計画書とする。また、危険箇所を表示した
施工図を作成させ、危険度の高い作業は重点作業
と位置づけ、その他の作業と区別するため、作業内
容がわかりやすい説明図を使った重点作業手順書
とする。これらについて、設置者は、作業責任者と
の事前レビューを実施後、作業に着手させるよう徹
底する。
④ＴＢＭ－ＫＹを徹底させる。
⑤工事会社においては、今回の事故について周知
するとともに、安全衛生教育を実施した。



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 　焼損した避雷器を含む3台の取替を実施した。
当事業場の運転員に事故時緊急連絡体制の周

知徹底を行った。
また、当事業場のほか、他の事業場の運転員も

対象とした事故時措置・操作等の保安教育を11月
に実施するよう計画した。

故意・過失（作業者の過失）
落雷により構内受電所の避雷器（青相）が焼損し

地絡事故となった。構内のDGRは正常に動作し、高
圧区分開閉器は開放された。
その後、当事業場の運転員が構内を確認せず、

保安法人へも連絡せぬまま手動操作にて高圧区分
開閉器を投入したところ、構内GR動作により高圧区
分開閉器がトリップした。また、電力会社配電線は
焼損した変圧器の復旧作業中のため、地絡保護継
電器を瞬時整定かつ試充電禁止としていたため、
当事業場の高圧区分開閉器の投入と同時に配電
線がDGR動作により自動遮断し、波及事故となっ
た。

当事業場の4km付近にある電力会社配電線の変
圧器が落雷により焼損し、配電線がトリップした。同
時刻、当事業場の高圧区分開閉器がGR動作によ
りトリップした。電力会社は遠隔操作により当事業
場への分岐開閉器を開放した。
その後、電力会社は電力会社配電線の変圧器焼

損箇所の切り離しを行うとともに、当事業場の分岐
開閉器を投入し、配電線を全送電した。
電力会社運転制御センターより停電復旧の連絡

を当事業場の本店へ連絡し、当事業場の運転員に
発電機の運転再開を依頼した。しかし、運転員から
電力会社運転制御センターへ電気が来ていない旨
の連絡あったため、電力会社は運転員に構内の状
況を確認し連絡するよう依頼した。
依頼を受け、当事業場の運転員が調査したとこ

ろ、構内の高圧区分開閉器が開放しているのを確
認したため、高圧区分開閉器を手動で投入したとこ
ろ、電力会社配電線がDGR動作により自動遮断し
た（Vo=2）。同時に構内GR動作により運転員が投
入した高圧区分開閉器が再びトリップした。
電力会社運転制御センターが当事業場の運転員

に配電線が停電した旨を連絡した。これを受け、当
事業場の運転員が構内を確認したところ、高圧区
分開閉器が開放していることを確認したため、配電
線の停電と同時刻に高圧区分開閉器を手動投入し
たことを電力会社運転制御センターに報告した。
この連絡により、電力会社運転制御センターは、

当事業場が事故箇所と判断し、当事業場への分岐
開閉器を遠隔操作にて開放し、当事業場を除き、
配電線を再送電し、異常のないことを確認した。
その後、設置者から保安法人に当事業場が停電

しているとの連絡を行ったが、日没のため、翌日事
故対応することとした。
翌朝、保安業務担当者が現地に到着し、構内を

調査した結果、落雷により構内受電所の避雷器（青
相）の焼損を確認した（絶縁抵抗測定値：避雷器青
相～大地間0MΩ）。

高圧避雷器
（3,300V）

平成24年9月発電所



2 需要設備 平成24年9月 高圧区分開閉器
（6,600V）

電力会社配電線が過電流継電器動作にて自動
遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事業場の事

故と判明したため、保安法人に事故発生の旨連絡
した。
電力会社職員により当事業場の高圧引込線の縁

線を切り離し、当事業場を除き配電線を再送電し、
異常のないことを確認した。
連絡を受けた保安業務担当者が当事業場に到着

し、調査した結果、落雷により構内第１柱に設置さ
れている高圧区分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）
落雷により高圧区分開閉器が焼損したため、短

絡事故が発生し、開放も出来なかったため、波及事
故に至った。

高圧区分開閉器の取替を行った。また、避雷器の
設置を検討する。

3 需要設備 平成24年9月 高圧ケーブル端末
接続部
（6,600V）

　電力会社配電線がDGR動作にて自動遮断した。
電力会社職員による調査の結果、当事業場の事

故と判明したため、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。
その後、当事業場の責任者から電気管理技術者

に対し事故発生の旨連絡があった。停電していても
支障がないため、対応は翌日とすることとした。
翌朝、電気管理技術者が当事業場を調査した結

果、受電盤内の高圧ケーブル（青相）の端末処理材
の絶縁不良を確認した（絶縁抵抗測定値 引込
ケーブル～VCB一次側6.8ＭΩ）。

保守不備（自然劣化）
高圧ケーブルの端末処理材は約27年間の長期間

にわたる使用により劣化が進行し、絶縁不良に至っ
たと推定される。
また、当事業場には地絡保護継電器が設置され

ていたが、保護協調がとれていなかった。

青相を含む各相の高圧ケーブルの端末処理材を
新品に交換した。
　また、地絡方向継電器の取替を行う。

4 需要設備 平成24年9月 高圧交流負荷開
閉器
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断し
た。同時刻、事業場に設置の絶縁監視装置により、
保安法人の保安業務従事者に停電の自動通報が
あった。
この通報を受け、保安業務従事者から電力会社

に対し、停電について問い合わせたところ、現在原
因調査中との回答があったため、設置者にその旨
連絡した。
その後、電力会社職員よる調査の結果、当事業

場の事故と判明した。設置者は電力会社から当事
業場が事故の原因であるとの報告を受けたため、
保安業務担当者へその旨連絡した。
連絡を受けた保安業務担当者が当事業場に到着

し、先に到着していた電力会社職員から、キュービ
クル内高圧交流負荷開閉器２次側に蛇が接触して
いたとの説明を受けた。その後、保安業務担当者
が当事業場内を調査したところ、GR付きの高圧気
中開閉器が開放しておらず、GRも動作していな
かったことが確認された。

他物接触（鳥獣接触）
キュービクル内の高圧交流負荷開閉器２次側に

蛇が接触、地絡事故となった。構内第１柱の高圧気
中開閉器には地絡継電器が設置されていたが、動
作していなかった。また、高圧気中開閉器も手動で
開放を試みたものの、これも開放が出来なかったた
め、これら設備に不具合が発生していたと推定され
る。
結果として、変電所の地絡継電器が動作し、波及

事故に至った。

高圧気中開閉器及び地絡継電器の取替を実施し
た。また、キュービクル内への小動物侵入対策とし
て、引込ケーブルの立ち上がり部などをパテで塞い
だ。



5 需要設備 平成24年11月 高圧ケーブル
（6,600V）

電力会社配電線がＧＲ動作により自動遮断した。
同時刻に当該事業場に設置の絶縁監視装置より
保安業務担当者に停電の旨連絡があった。
当事業場の停電が長いため、保安業務担当者は

パトロールのため現地に到着したが、事業場が施
錠されており、構内に立ち入れず、周辺も日没のた
め暗くなっているため異常の有無の確認ができな
かった。
電力会社職員による調査の結果、当該事業場の

事故と判明したため、電力会社職員は高圧気中開
閉器を手動にて開放し、当事業場を除き配電線を
再送電し、異常のないことを確認した。その後、電
力会社から保安業務担当者に当事業場が原因で
停電が発生したとの連絡があった。
連絡を受けた保安業務担当者が事業場に到着

し、構内を調査したところ、高圧地絡継電器の動作
を確認した。また、各高圧機器の絶縁抵抗を測定し
たところ、高圧ケーブルの赤相の絶縁が0.9ＭΩと
なっていることを確認した。

保守不備（自然劣化）
経年により構内高圧ケーブルの絶縁が劣化し、地

絡事故に至った。また、事業場には地絡継電器が
設置されていたが、事故点が電源側で保護範囲外
であったため、遮断できず、波及事故に至った。

　破損した高圧ケーブルの取り替えを実施した。
また、構内第１柱の高圧気中開閉器をSOG付き

のものに更新する予定（平成25年8月頃）。


