
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 太陽電池発

電所
平成26年12月 低圧配線用遮断器の

１次側（440V）
被災者（保安業務担当者。保安業務の経験年数は

約２０年）は、屋外キュービクルにおいて月次点検を
実施しており、低圧電圧電流抵抗測定器を用いて、低
圧配線用遮断器の１次側の電圧測定をしていた。左
手に低圧電圧電流抵抗測定器、右手に測定棒２本を
持って、Ｒ相とＳ相の電圧測定をした後、測定棒１本を
Ｓ相に固定したままもう１本をＴ相に接触させたとき、
同時に当該測定棒がＳ相に接触し、短絡により発生し
たアークにより顔面及び両手を火傷した（入院加療７
日）。

＜電気工作物の操作＞
 

被災者（保安業務担当者）は、今までの点検において測定
した方法と同じように、左手に低圧電圧電流抵抗測定器、右
手に測定棒２本を持って、電圧測定を行った。また、被災者
は事故当日風邪気味で体調が優れず、当該月次点検が当
日最後の業務であったことから、点検業務を早く終わらせて
帰社したいと思っており焦りがちであった。

① 測定棒の接触端子が長い測定器を導入し、測定棒２本を片手
で持って（箸持ちして）測定しないようにした。

② 今後、他の保安業務担当者も含め、測定器を地面に置いて測
定できないときのために、低圧電圧電流抵抗測定器を磁石で
キュービクルに付けて固定し、両手で測定棒を１本ずつ持って手
振れがない状況で測定することとした。

③ 毎朝の朝礼時に体調確認を実施し、体調不良の場合は、補助
者を同行させ、測定時の補助をすることとした。

④ 電気保安法人に所属する保安業務担当者全員に対して、低圧
電圧電流抵抗測定器の使用方法に関する保安教育を実施し、ま
た、測定機器をぶら下げるヒモ及び磁石を支給した。

2 送電線路 平成27年2月 特別高圧架空電線
（66,000V）

第三者が行う当該送電線近くのマンション屋上防水
改修工事現場において、クレーンによる荷物上げ作
業中に、クレーンの吊り上げワイヤーが送電線に接
触した。そのとき、被災者（玉掛け作業者）は地上でワ
イヤーを持っていたため感電し、左上肢、左前胸部及
び両足に電撃傷による熱傷を負った（４週間入院加療
予定）。

＜感電（公衆）　第三者の過失＞

当該工事の元請会社及びクレーン会社は、事故防止ＰＲ
（事前連絡の依頼）を受けていたにもかかわらず、電力会社
に事前連絡を行わなかったことから、関係者による送電線の
位置確認等の事前協議をしない状況でクレーン作業を実施し
たことにより当該事故が発生した。元請会社は、事故防止Ｐ
Ｒにより事前連絡する必要があることは認識していたが、現
場責任者（一次下請会社）に電力会社と事前協議するよう伝
えなかった。また、現場責任者（一次下請会社）は、元請会社
から、電力会社に事前連絡するよう依頼がなく、上空に送電
線があることは認識していたが注意をすれば大丈夫であろう
と考え、電力会社に事前連絡をしなかった。さらに、クレーン
会社は、事故当日まで送電線の存在を知らされておらず、ク
レーン運転者は現場責任者（一次下請会社）から送電線に注
意するように説明を受けたため、現場責任者（一次下請会
社）が電力会社と事前協議をしているものと思い、クレーン会
社に確認を行わなかった。

① 本社から全関係事業所に文書を出し、事故防止ＰＲ対象箇所
の再点検及び継続的な事故防止ＰＲの実施を依頼した。

② 当該事故箇所の関係事業所は、担当区域内のクレーン会社を
訪問して臨時の事故防止ＰＲを実施し、送電線付近でのクレーン
作業時には必ず事前連絡するよう依頼し、また、クレーン会社か
らクレーン運転者全員に電気事故防止ＰＲの趣旨を徹底するよう
依頼した。また、担当区域内で計画されているクレーン作業で、す
でに事前打ち合わせ実施済みの現場について、クレーン会社を
再度訪問し、事故防止ＰＲを再度実施した。さらに、当該事故を発
生させた元請会社及び現場責任者（一次下請会社）に対し、送電
線付近での作業時は、必ず事前協議を電力会社とするよう再徹
底した。

　平成２６年度　第４四半期（１～３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、破損事故２件、供給支障事故１件、波及事故６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。



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 火力発電所 平成26年1月 蒸気タービン低圧最

終段羽根
　蒸気タービンの定期事業者検査に伴い発電機を解
列し、タービン調速機による無負荷運転時の上限速
度確認試験を開始した。テスト開始直後、タービン振
動が発生したため、タービントリップボタンによりタービ
ンを緊急停止した。調査した結果、タービン側低圧最
終段の羽根及びシュラウドリングの飛散を確認した。

＜設備不備（施工不完全）＞

下記の要因が重畳したことにより、低圧最終段羽根が疲労
破壊し飛散に至ったと推定される。
 
① 前回羽根を更新したとき、羽根ワイヤーリング孔コーナー
部の加工不良 （加工部が鋭角状であったこと）により、局部
的な応力集中が発生した。

② 以前ボイラーを更新した際、タービン起動バイパスを採用
したことにより、起動から初負荷保持までの低圧タービン側へ
の蒸気流量が減少したため、振動応力が増加した。

＜運転開始前の対策＞
① 破損羽根及び飛散羽根により損傷した羽根等を新品に交換し
た。
② ＭＴ検査によりワイヤー孔周りに微細欠陥が認められた羽根
について、ワイヤー孔周りのスキンカットにより表面疲労層を除去
した。
③ 羽根背側上部ワイヤー孔コーナー部の応力低減のため、コー
ナー部をＲ加工した。

＜定期事業者検査時の検査強化及びスケール分析＞
① 研磨又はホーニング後に、銀ロウ溶接部のＰＴ検査と、ワイ
ヤー孔周りのＭＴ検査を実施する。
② 次回以降、定期検査時に、引き続き、羽根等に付着したスケー
ルの成分分析を行い、蒸気中からの腐食成分の混入の有無を確
認し、分析値の経年的な調査・比較を行う。
 
＜起動方法の改善＞

振動応力を約50％低減させるため、起動方法を下記のとおり改
善することとした。
① 高速ヒート時間を短縮する。
② 初負荷までの負荷上昇時間を短縮し、負荷上昇率を増加させ
る。
③ 初負荷量を増加させる。

2 火力発電所 平成26年8月 同期発電機（6,600V、
1,900kW）

　地絡方向継電器動作により区分開閉器（ＰＡＳ）がト
リップした。その際、インターロック動作により発電機
が停止し、受電用遮断器及び発電機用遮断器が遮断
され、全停電した。電気主任技術者に発電機停止情
報が入ったため、電気主任技術者が現地に出向き調
査した。絶縁抵抗測定したところ、発電機の絶縁不良
が判明した。その後、発電機本体を分解点検したとこ
ろ、発電機の固定子巻線（Ｕ相）が絶縁不良（1MΩ）で
あることが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

固定子巻線のコイルエンド表面絶縁の浸食が要因で極端
に絶縁抵抗が低下し、鉄心端の沿面放電により運転中に地
絡が発生した。

① 固定子巻線の表面絶縁を強化させるため、２重絶縁ワニス（透
明ワニス、赤色ワニス）処理を実施し、固定子巻線を新規製作し
た。

② 本事象は、部分放電の増加から急速に鉄心端出口部の絶縁
浸食が進展したものと推定されるため、定期的な点検周期を短縮
（簡易点検４→２年毎、精密点検８→４年毎）するとともに、絶縁診
断の実施を２年毎にするよう定めることで、傾向管理を強化するこ
ととした。

供給支障事故
№ 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 変電所 平成27年2月 主変圧器２次側ＣＶ

ケーブル（66kV）
主変圧器２次側ＣＶケーブル（赤相）の終端接続部

における絶縁破壊により66kV母線地絡が発生した。
これに伴い、66kV母線の地絡過電圧継電器が動作し
て、同母線に接続する全送電線の遮断器が開放し、
高梁変電所を電源とする66kV系統に供給支障が発
生した。

＜調査中＞ ＜検討中＞



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26年12月 取引用計器用変成器

（ＭＯＦ）１次側の短絡
接地器具（6,600V）

当該事業場の電気主任技術者は、区分開閉器（ＰＡ
Ｓ）の取替え後の復電のため、作業担当者に指示しＰ
ＡＳを投入した。それと同時に、電力会社配電線がＯ
ＣＲ動作により自動遮断した。受電盤において電圧が
ゼロであったため、電気主任技術者はＭＯＦの１次側
に短絡接地器具を取り付けたままであることに気がつ
いた。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

ＭＯＦ１次側に取り付けた短絡接地器具の取り外しを失念し
ＰＡＳを投入したため、波及事故に至った。電気主任技術者
は保安業務の経験年数２８年のベテランであったが、復電作
業については自身の記憶に頼り、短絡接地器具の取り外し
等の項目を規定した停電作業復旧手順書を使用しないこと
が常態化していた（停電作業復旧手順書は教育用で作成し
たもので、実作業では使用していなかった）。また、電気主任
技術者は、ＰＡＳ取替え工事に合わせて電気室における絶縁
抵抗測定を実施したが、判明した絶縁不良の原因をすぐ特
定できず、さらに停電作業の復電計画時間が近づいていた
ため、電気主任技術者は焦り、混乱してしまったことから、電
気主任技術者は短絡接地器具の取り外しの確認を失念し
た。作業担当者（保安業務の経験年数１１年のベテラン）は電
気主任技術者に指示されるまま、短絡接地器具の取り外し
が失念されていることに気づかず、ＰＡＳを投入した。

① 停電作業手順書の内容を見直し、その添付書類として短絡接
地器具の取り外し項目等を記載したチェックリストを新たに作成
し、作業項目ごとにチェック欄を設け、作業担当者がチェックした
内容を電気主任技術者がダブルチェックすることとした。また、停
電作業復旧手順書を実作業でも遵守することとした。

② 「ショートアース取り付け中」と記載したアクリル看板を新たに
作製し、今後の停電作業において、ＰＡＳの操作ヒモに取り付ける
こととした。
 
③ ＰＡＳの操作ヒモにワイヤーをくくりつけ鍵でワイヤーをロック
し、この鍵を短絡接地器具に取り付けることにより、物理的に操作
手順を間違えないようにした。
 
④ 電気主任技術者が焦り、混乱してしまうことを防ぐため、復電
する際には、絶縁不良がないこと等の環境条件に問題がないこと
を確認した後、ＰＡＳを投入することとした。もし、絶縁不良が確認
された場合には、復電時間を延長することも検討することとした。
また、電気主任技術者の焦りや混乱を低減させるため、絶縁不良
等の問題が発生した場合には所属課長に報告することとした。
 
⑤ 電気主任技術者が講師となり当事業場の電気担当者に対し
て、今回見直した停電作業手順書やチェックリストについて保安
教育を実施した。また、水平展開として、他工場の電気主任技術
者や電気担当者に対して、他工場の保全担当者が講師となり、今
回の事故の対策等について保安教育を実施した。

2 需要設備 平成26年12月 高圧架空電線
（6,600V）

事業場から停電したとの情報が入り、電気管理技術
者が現場調査したところ、ＯＣＲ動作によりＶＣＢが開
放していることが判明した。ＰＡＳは開放していなかっ
たため、木の枝が風で電線に接触して瞬時トリップし
たものと判断し、数回路を切り離して再度ＶＣＢを投入
したが、再度ＯＣＲ動作によりＶＣＢが開放した。その
後、再度別の回路を切り離して再度ＶＣＢを投入した
が、再度ＯＣＲ動作によりＶＣＢが開放した。このときＰ
ＡＳが開放していることを確認したため、ＶＣＢを開放
した状態でＰＡＳを投入した。その後、再度ＶＣＢを投
入したが、再度ＯＣＲ動作によりＶＣＢが開放し、電力
会社から波及事故が発生した旨の連絡があった。工
事会社の応援を受け現地調査したところ、高圧架空
電線に大木が倒れ寄りかかり高圧架空電線２本が断
線したことが判明した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

腐食した大木が強風により倒れて、寄りかかった高圧架空
電線２本が断線したため、短絡及び地絡した。このとき、先に
ＯＣＲが動作しＶＣＢが開放したことから、ＰＡＳは開放してい
なかったが、事故点（短絡及び地絡状態）が残った状態で、
電気管理技術者がＶＣＢを投入したため、再度短絡及び地絡
状態となった。このとき、ＳＯＧは経年劣化のためＧ動作しな
かったと推測され、ＰＡＳを開放できずに波及事故に至った。

① 高圧架空電線周辺の雑木を伐採した。

② 高圧架空電線を地下埋設電線にする方向で検討することとし
た。

③ ＰＡＳ及びＳＯＧを交換した。

④ 今後、ＰＡＳ及びＳＯＧの推奨耐用年数を目標とし定期的に交
換することとした。

3 需要設備 平成26年12月 高圧柱上ガス負荷開
閉器（ＰＧＳ）（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、雷により
ＰＧＳが焼損したことが判明した。なお、当該事業場に
は避雷器が設置されていなかった。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＧＳが損傷しＰＧＳが遮断不能になったため、波
及事故に至った。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。



5 需要設備 平成27年2月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

当該事業場は新築のビルであり、事故当日、竣工
検査が行われていた。本来であれば、工事着手日か
ら電気主任技術者を選任する必要があったが、選任
していなかった。竣工検査については、工事会社から
依頼を受けた電気管理技術者が実施したが、絶縁耐
力試験をした結果、問題はなかったため受電した。そ
の後、地絡継電器連動試験をしようとしてＳＯＧ制御
装置の試験スイッチを押したがＰＡＳが動作しなかっ
た。このため、ＳＯＧ制御装置の配線が正しいかどう
か等調査していたところ、ＰＡＳから大きな音がしてＰＡ
Ｓが焼損し、電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動
遮断した。

＜その他（その他）＞

何らかの原因により短絡状態になっていた制御電源間の過
電圧保護素子（サージアブソーバ）に、受電によってＶＴ２次
側に電圧が印加されたため、制御電源の短絡につながりＶＴ
２次側が短絡した。このため、ＶＴ２次側に過電流が発生しＶＴ
２次巻線が異常に発熱し、また、ＶＴ１次側にも過電流が発生
し１次巻線が異常に発熱した。これらの巻線の発熱と、モー
ルドから発生するガスによりモールド内圧が上昇し、モールド
が破損したことから、ＶＴ１次側端子間の絶縁が低下して短絡
事象が発生し、波及事故に至った。なお、今回と同型のＰＡＳ
の設置先では、本事故のようなサージアブソーバに起因する
不具合は発生していない。

① 受電前確認作業として制御装置電源の抵抗値（制御装置の電
源トランス１次側のコイル抵抗値）測定を実施することを追加し、
サージアブソーバが短絡していないことを確認した後、受電するこ
ととした。

② 電気管理技術者と外部委託契約を速やかに締結し、設置者と
して電気保安体制を確立した。また、今後、新築する自家用電気
工作物があれば、工事着手時から電気主任技術者を選任するこ
ととした。

6 需要設備 平成27年3月 避雷器（6,600V） 電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電力会社から連絡があり、保安業務担当者が調査し
たところ、避雷器（赤相）が絶縁破壊を起こし（3,000V
メガーで0ＭΩ）地絡したことが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞

避雷器は製造後数十年経過しており、経年劣化により絶縁
破壊したため、地絡し波及事故に至った。

① 避雷器を取り替えることとした。

② 老朽化した高圧機器の更新を検討することとした。

4 需要設備 平成27年1月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）２次側の短絡
接地器具（6,600V）

　当該事業場の保安業務担当者は補助作業者ととも
に年次点検を実施し作業が終了したため、ＰＡＳを投
入した。しかし、受電電圧が０Ｖであったため、キュー
ビクル内を目視点検したところ、高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）２次側に短絡接地器具を取り付けたままで
あったことに気がついた。波及事故の可能性があるた
め、電力会社に連絡したところ、波及事故に至ってい
ることが判明した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 
① 保安業務担当者に焦りがあった。
　保安業務担当者は補助作業者に年次点検のＳＯＧ装置特
性試験を任せていたが、補助作業者は、当該試験方法を勘
違いしていたため、初めからやり直しをする必要があった。年
次点検の終了予定時間を過ぎ、開店準備開始時刻を過ぎて
しまったため、早急に復電の必要があると思い焦りが生じ
た。
② 「短絡接地器具取り付け中」表示の取り外し確認者が不
明確であった。
　保安業務担当者は、補助作業者が短絡接地器具を外した
と思い込み、逆に、補助作業者は、保安業務担当者が短絡
接地器具を外したと思い込んでいた。このため、保安業務担
当者も補助作業者も、復電の際、短絡接地器具を外したかど
うかを確認する必要はないと思っていた。
③ 「短絡接地器具取付け中」表示を取り外す手順が不明確
であった
　補助作業者は、短絡接地器具が取り付けられているのに、
低圧MCCB取り付け盤に貼ってあった「短絡接地器具取付け
中」表示を外してしまった。キュービクルの扉を開けた状態で
はあったが、アクリル板があり、中は暗く、懐中電灯がない
と、高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）の２次側の短絡接地器具は
見えない状況であった。しかし、このとき、補助作業者は、上
記のとおり、保安業務担当者が短絡接地器具を外したと思い
込んでおり、「短絡接地器具取付け中」表示の外し忘れであ
ろうと思ったため、短絡接地器具を取り外したかどうかまでは
確認しなかった。
④ 保安業務担当者と補助作業者の位置が離れていた
　ＰＡＳ投入時、保安業務担当者は受電柱に昇っており、補
助作業者は屋外キュービクル前におり、お互いの声は、大声
を出しても聞こえにくい状況であった。「短絡接地器具取付け
中」表示が張られたままである情報が保安業務担当者に伝
えられることがなかった。

　電気保安法人にて、安全委員会を開催し、本事故の原因と下記
の対策について、全営業所において水平展開し、下記の対策を
徹底することとした。
① 「短絡接地器具取付け中」表示を取り外す手順を明確化した
　電気保安法人が定めた「年次点検作業手順書」において、「短
絡接地器具取付け中」表示を付けることになっており、今回は、当
該表示を取り付けていた。しかし、当該表示を取り外すタイミング
は明確になっていなかったため、「年次点検作業手順書」を改訂
し、今後は、保安業務担当者と、補助作業者との複数人が短絡接
地器具を取り外されたことを確認した後、当該表示を取り外すこと
とした。
 
② 短絡接地器具の取り外し確認責任者を明確化した
　以前の「年次点検作業手順書」において、復電の際、短絡接地
器具の取り外しをする項目は記載されていたが、誰が確認するか
明確ではなかった。このため、同手順書を改訂し、受電前に、保
安業務担当者や補助作業者等、複数名の目視にて、短絡接地器
具の取り外し確認をすることとした。この場合、最終的な確認責任
者は、保安業務担当者とした。また、同手順書の内容を盛り込ん
だ「年次点検時のチェックシート」を同手順書の添付書類として新
たに作成し、同チェックシートに従い、復電作業を実施することとし
た。
 
③ 保安業務担当者と補助作業者との意志伝達を確実化した
　今回のように、保安業務担当者と補助作業者の位置が離れて
おり、お互いの声が聞こえにくい状況であっても、ＰＡＳ投入前に、
「短絡接地器具取付け中」表示や短絡接地器具を取り外したこと
等をお互い情報共有できるように、無線機を新たに導入した。
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