
感電等死傷事故
№ 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
1 需要設備 平成28年9月 低圧配線（100V） 勤怠管理システム移設をしようとしたところ、移設先

の電源コンセントに差しても電源が入らなかった。この
ため、被災者（外部選任先事業者の従業員）は天井
裏において当該コンセントの低圧配線を調査したが原
因は特定できなかった。当該システムの運用が翌日
であり、また、当該システム設置業者が待機していた
ため、作業指揮者（設備責任者）は電源復旧作業を急
ぐ必要があると判断し、指示を受けた被災者は天井
裏で当該コンセントの電源配線を別の充電された配
線に接続替えしようとして、当該充電された配線の被
覆を取り除いた際、むき出しになった充電部分に右手
が接触し感電した。

＜感電（作業者） 作業方法不良＞
① 作業指揮者は、勤怠管理システムの運用が翌日であり、
また、当該システム設置業者が待機していたため、電源復旧
作業を急ぐ必要があると判断し、現場調査及び手順の確認、
ＫＹ活動等を省略した。

② 外部選任先事業者の社内基準では活線作業が禁止され
ていたが、作業責任者は被災者の電気工事経験や技量を過
信し、また、前述のとおり電源復旧作業を急ぐ必要があると
判断したため作業を早急に終了させたいという焦りがあった
ことから、被災者に活線作業を行わせてしまった。

③ 被災者は作業開始時、保護用の革手袋を装着していた
が、汗でぬれたため独断で革手袋を脱ぎ、汗でぬれたままの
素手で接続作業をした。なお、被災者は天井裏において１人
で作業をしていたため、作業指揮者は被災者が革手袋を脱
いだことを確認できなかった。

① 今後の電気工事において、急な作業であっても現場調査及び
手順の確認、ＫＹ活動を必ず実施することとした。

② 外部選任先事業者の社内基準で定めた活線作業の禁止を徹
底することとした。

③ 電気工事の際には保護用の革手袋の着用を徹底し、素手で
の電気工事を禁止することとした。

④ 外部選任先事業者の全従業員に対して、当該事故について注
意喚起し本対策を周知した。

　平成２８年度　第３四半期（１０～１２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、感電等死傷事故２件、電気火災事故１件、破損事故４件、波及事故３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。



電気火災事故
№ 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28年11月 進相用コンデンサ

（300kVA）（1,500V）
事故当時、低周波誘導炉の主回路の電源を入れた

際、低周波誘導炉が設置された電気室において爆音
がし火災が発生した（電気室は全焼）。鎮火後、電気
主任技術者が電気室を確認したところ、低周波誘導
炉用の進相用コンデンサが破裂したことが判明した。

＜電気火災（保守不備）＞
 

当該電気室に設置された進相用コンデンサが経年劣化（更
新推奨時期を超過していた）により内部で短絡が発生したた
め、発熱し急激に内圧が上昇したことからコンデンサの容器
が内圧上昇に耐えきれず破裂した。内部短絡及び絶縁破壊
に伴う地絡のため、当該コンデンサから発火し燃え広がった
と推測される。なお、当該コンデンサについては月次点検（外
観点検）では膨らみ等の異常はなかったものの、これまで経
年劣化を考慮した機器更新を実施していなかったため、経年
劣化による破損を防ぐことができなかった。

① 本事業場に、同メーカーが製造し更新推奨時期を超過した進
相用コンデンサが数十台あるため、早期に交換することとした。な
お、交換が完了するまでは、データロガ－による温度監視を新た
に実施し、また、外観点検の頻度を週１回に増やすこととした。

② 今後、本事業場において更新推奨時期を超過した電気設備に
ついては計画的に更新することとした。

2 需要設備 平成28年9月 高圧電線（6,600V） 　年次点検の元請会社責任者は、点検開始前、配電
盤Ａ（感電した盤）の隣にある点検対象配電盤Bや点
検対象機器について作業者全員に対して口頭で説明
した。被災者（下請会社の作業者）はアース付けをし
ようとして、配電盤Ａ内を確認したところ点検対象盤で
はないことに気付いたことから、配電盤Ａの扉を半開
きにし、その後現場を離れた。危険区画標示付け責
任者(a)は、充電部を区画する危険区画標示付けを行
うために配電盤Ａを見たところ扉が半開きであったこ
とから、配電盤Ａが点検対象であると誤認し危険区画
標示付けをしなかった。別の作業者(b)は配電盤Ａに
危険区画標示がなく扉が半開きであったことから、配
電盤Ａが点検対象であると誤認し盤内バリアを外し
た。その後、現場に戻ってきた被災者は、配電盤Ａの
盤内バリアが外されていたことから点検対象であると
誤認し、検電を行わず、盤内の高圧電線（Ｔ相母線）を
清掃しようとして布ウエスを接触させた際、右手に火
傷を負った（入院加療１～２ヶ月の予定）。

＜感電（作業者） 作業準備不良＞
（１） 作業計画段階
　電気主任技術者及び発注者（設置者）社員は、元請会社作
業者の点検経験が多い（これまで同様の点検業務をしてい
る）ことから、元請会社から提出された実施計画書（点検項目
や単線結線図のみで、点検対象箇所を明記した平面図はな
かった）について、平面図等で点検範囲を確認しなくてもよい
と考えていた。

（２） 作業準備段階
① 元請会社責任者は、今までと同様に作業者全員に対して
単線結線図により充電部の説明をしたが、作業者の点検経
験が多いことから現物による説明をしなかった。
② 危険区画標示付け責任者(a)は危険区画標示をすべき箇
所について把握していたが、配電盤Ａの扉が半開きであった
ことから、配電盤Ａが点検対象であると誤認し危険区画標示
付けをしなかった。また、元請会社責任者は、危険区画標示
付け責任者(a)の作業経験が多かったことから、危険区画標
示付け責任者(a)が今回も適切に危険区画標示付けを行った
と思い、自ら確認を行うべきであったが現場を詳細には確認
しなかった。

（３） 作業着手後
① 別の作業者(b)は配電盤Ａに危険区画標示がなく扉が半
開きであったことから、配電盤Ａが点検対象であると誤認し盤
内バリアを外した。
② 被災者は点検前に行うことになっている検電を行わなかっ
た。

（１） 作業計画段階
① 元請会社は点検対象箇所を明記した平面図を新たに作成し、
実施計画書に添付することとした。
② 電気主任技術者及び発注者（設置者）社員は、元請会社から
提出された実施計画書の平面図の内容に誤りがないか確認する
こととした。

（２） 作業準備段階
① 元請会社責任者だけでなく発注者側責任者も、充電部や点検
対象について平面図を使用し作業者全員に対して現物による説
明を行うこととした。
② 発注者側責任者及び元請会社責任者は、新たに作成した安
全作業チェックシートを使用し、実施計画書の平面図と照合しなが
ら危険区画標示付け状況等を共同で確認することとした。
③ 電気主任技術者は、発注者側責任者や元請会社責任者が現
物により作業関係者全員に作業対象箇所を説明し、平面図や安
全作業チェックシートを使用してアース付けや危険区画標示付け
状況を確認しているかどうかを適時現場で確認することとした。

（３） 作業着手後
① 元請会社責任者は、安全作業チェックシートを使用して作業者
が点検前に配電盤の検電をしているかどうかを下請会社責任者
と共同で確認することとした。
② 作業者は点検前に必ず検電を行うこととした。

（４）水平展開等
① 電気主任技術者は、発注者（設置者）社員と元請会社と再発
防止対策の協議を行い、平面図作成の提案や元請会社へ作成
指示を行った。
② 発注者（設置者）は、電気主任技術者の指導の下、停電作業
に従事する作業員全員に対して本事例の再発防止対策について
保安教育（平面図や安全作業チェックシートの取扱い等）を行うこ
ととした。
③ 元請会社は、本事例を元に、作業員全員に対して検電方法等
の保安教育を実施した。
④ 元請会社は、作業員全員に対して本事例の再発防止対策に
ついて保安教育を行い、水平展開を図ることとした（年１回以上）。
なお、今後点検作業がある際には、点検前に、再発防止対策に
ついての保安教育を受けていない作業員に対して本事例の再発
防止対策について保安教育を行うこととした。



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 太陽電池発

電所
平成28年7月 500kW逆変換装置（Ｐ

ＣＳ）
　ＰＣＳ１台において朝の自動運転起動時に「重故障」
が発生した旨の警報が入った。現地調査したところ、
ＰＣＳが停止し「逆変換装置故障」の警報表示が出て
いた。翌日、メーカーの調査により、ＰＣＳインバータユ
ニット内のＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラ・トランジス
タ）モジュール等が破損したことが判明した。

＜自然現象（雷）＞
 

事故当日未明から明け方にかけ、発電所近辺において雷
が発生した。当該雷サージが直流側またはアース側から侵
入し、ＩＧＢＴモジュールが損傷したと推測される。その後、損
傷を受けた状態で朝になり自動運転起動状態になった。保護
リレーが「再起動可能故障」を検出したが、設定どおり自動起
動しその後待機状態及び自動起動を繰り返したため、当該Ｉ
ＧＢＴモジュールが素子短絡し破損に至りドライブ基板が損傷
した。この状態で、他のインバータユニットのＩＧＢＴモジュール
がＯＮ動作したため、他のインバータユニットに異常電流が流
れ、素子短絡及びドライブ基板の損傷が他のインバータユ
ニットにも発生したと推測される。

① 雷サージ対策を強化するため、直流側ＳＰＤを既設のものより
抑制電圧が低いものに取り替えることとした。

② 他のインバータユニットに影響が波及するのを防ぐため、「再
起動可能故障」が連続して５回検出するまで再起動を繰り返す方
式を連続２回検出で故障停止する方式へ変更することとした。

2 水力発電所 平成28年10月 埋設水圧管路（FRP管
（強化プラスチック
管））

　水車への流入量減により発電機が自動停止した。
現地を確認したところ、水圧管路が埋設された道路上
に漏水しているところを発見した。なお、当該漏水によ
る周辺への影響はなかった。その後の調査により、発
電所近くに埋設されている水圧管路の下側一箇所に
穴を発見した。

＜保守不備（自然劣化）＞

当該破損箇所は、アンカーブロック直近の箇所であるため、
アンカーブロック付近で発生しやすい経年変化による地盤沈
下により、ＦＲＰ管の継手部において許容を超える変位を生じ
た。また、当該破損箇所は、発電所に近く水圧が高い箇所で
あるため、当該継手部の異常変位に対して漏水を継手部内
のパッキンで防止することが困難となり、パッキンを損傷し水
が噴出した。その後、噴出した水が水圧管路下側の砂を巻き
込んで管壁を徐々に削り（サンドブラスト現象）、当該現象が
一定期間継続したため水圧管路下側に穴が空いたと推測さ
れる。

① 今回の破損箇所のように、発電所に近い高水圧部でアンカー
ブロック直近の継手部については、早期にダクタイル鋳鉄管及び
Ｋ形継輪に取り替えることとした。

② 他の高水圧部においても、上記のような同様の対策をとること
とした。

③ 上記の対策が完了するまでは、漏水初期の兆候をつかみやす
くするために、漏水調査の頻度を年２回から年４回に増やした。

3 火力発電所 平成28年11月 火炉蒸発管 　通常運転中、「炉内圧力高」警報が発生し、インター
ロック動作によりユニット停止した。その後内部を調査
したところ、火炉（流動層蒸発器）蒸発管の１箇所で破
孔を発見し、その周辺の蒸発管において摩耗箇所が
複数あることを確認した。

＜調査中＞ ＜検討中＞

4 火力発電所 平成28年12月 火炉水冷壁管 　負荷一定運転中、「ＭＢＣ（主燃焼炉）ドラフト高」の
警報が発生し、ユニット停止した。ボイラー内を確認し
たところ、炉内において水滴落下を確認した。後日内
部の詳細調査を行ったところ水冷壁管の１本において
破孔を発見し、また、肉厚測定を行った結果、周辺の
水冷壁管が複数本摩耗減肉していたことが判明し
た。

＜保守不備（保守不完全）＞
 

排ガス流によって巻き上げられたフライアッシュの一部が水
冷壁管側面に沿って落下し、それが長期間継続した。これに
より、その直下に位置する当該水冷壁管において摩耗減肉
が進行し強度不足になったため、管内圧に耐えられなくなり
噴破したと推測される。

① 噴破した水冷壁管及び摩耗減肉が確認された管について、プ
ロテクター取付けを行った。

② 次回の定期点検において、噴破した水冷壁管の類似箇所の肉
厚測定を実施し、健全性を確認することとした。



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28年7月 高圧引込ケーブル（Ｃ

ＶＴ）（6,600V）
電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。

停電警報を受信した電気管理技術者が現場にて調査
したところ、当事業場の建屋（１階の電気室を含む）が
全焼し、高圧引込ケーブルや地絡保護継電器の電源
線等の電気設備が全部焼損したことが判明した。な
お、電気管理技術者は今回の火災により波及事故に
至ったことを把握していなかった。また、火災の原因
は消防によると不明。

＜故意・過失（火災）＞
 
　当事業場の火災により、高圧引込ケーブル（ＣＶＴ）が焼損し
地絡したと推測されるが、地絡保護継電器の電源線の焼損
により地絡保護継電器への電源供給が絶たれたため、ＰＡＳ
を開放できずに波及事故に至った。

① 当事業場を廃止した。

② 電気管理技術者は火災等の電気事故が発生した際には、波
及事故になっていないかの確認を徹底することとした。

2 需要設備 平成28年10月 断路器（ＤＳ）（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、電気室
内のＤＳ直下の床に水たまりがあり、ＤＳ１次側碍子
に電気室天井からの雨水によるリーク痕を発見した。

＜設備不備（施工不完全）＞
 

当該事業場では、事故以前に発生した地震の振動により排
水口付近に亀裂が発生していたと推測される。事故前日に
降った雨が亀裂からその直下に位置するＤＳに滴下し地絡し
た。地絡保護継電器は設置されていたが、保護範囲外にお
いて地絡したため当該事業場を切り離せず波及事故に至っ
た。

① 亀裂からの漏水を防ぐため、排水口付近においてウレタン塗
料の防水工事を実施した。今後、本工事としてゴム製シートによる
防水工事を実施することとした。

② 地絡保護継電器による保護範囲を広げるため、責任分界点に
ＬＢＳ（地絡保護継電器一式）を設置することとした。

3 需要設備 平成28年10月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）１次側の短絡
接地器具

事故当日、更新推奨時期を超過したＰＡＳを交換す
る作業が予定されており、その準備として、電気管理
技術者は、ＰＡＳを地絡保護継電器テストボタンにより
開放し、ＬＢＳ１次側に短絡接地器具を取り付けた。Ｐ
ＡＳの本体表示が「切」になっていないため、作業関係
会社（電力会社開閉器の操作を代行）の作業者(a)が
電気工事会社の作業者(b)に対して操作ひもにより
「切」表示にするよう指示したが（作業者(a)及び(b)とも
にそれぞれの高所作業車上にいた）、電気工事会社
の作業者(b)が誤って「入」操作したため電力会社の配
電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。ＬＢＳが焼損し
煙が出たため、その消火作業を優先させてすぐにＰＡ
Ｓを「切」操作しなかったことから、当該事業場を切り
離せず波及事故に至った。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

電気管理技術者は、電気工事会社の作業者(b)と作業前
ミーティングを行い、ＰＡＳを地絡保護継電器テストボタンによ
り開放することについて打ち合わせを行った（操作ひもで開放
する予定はなかった）。しかし、作業関係会社の作業者(a)が
作業直前に現場に来たため作業前ミーティングをすることが
できず、また、作業関係会社の作業者(a)から、ＰＡＳの本体
表示が「切」でなければ電力会社開閉器を開放できないとい
う説明はなかった。その後、操作ひもによるＰＡＳ操作が予定
されていなかった作業にもかかわらず、電気工事会社の作業
者(b)は電気管理技術者に確認せず、誤ってＰＡＳを「入」操作
しＰＡＳを投入したため電力会社の配電線が停電したが、すぐ
にＰＡＳを「切」操作しなかったことから当該事業場を切り離せ
ず波及事故に至った。

なお、作業者(a)から(b)への指示は高所作業車上で行われ
たため電気管理技術者はその指示を聞いておらず、また、作
業者(b)が操作ひもによるＰＡＳ操作をしようとしていたときに
は、電気管理技術者は機材準備のために受電柱から離れた
場所に移動しているところであり適切な指導監督ができな
かったことから、不要な操作を止めることができなかった。

① 今後、操作ひもによりＰＡＳを開放する予定がある場合、地絡
保護継電器テストボタンと操作ひものどちらで「切」操作を実施す
るのかを作業者全員と打合せをし、電気管理技術者の指示なしに
は操作しないこととした。

② 電気管理技術者は、作業者がＰＡＳを操作する可能性があると
きには、必ず現場にいるようにして不要な操作をしないよう監督す
ることとした。

③ 電気管理技術者は、ＰＡＳの「切」操作をする場合等には、新た
に作成した作業内容チェックシートを活用して、作業者全員でお互
いの作業内容を確認することとした。


