
感電死傷事故
№ 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25年8月 低圧動力分電盤

（200V）
被災者（協力会社社員、男性、５０歳）は、新設機

器の配線工事中にアース線が短いため中継用の
ケーブルを接続しようとしていた（当該作業は被災
者がすることにはなっていなかったにもかかわら
ず、被災者が独断で行った）。被覆を取って接続の
準備をしている時ブスバーの２線間に中継用ケー
ブルが接触短絡し、短絡による輻射熱により火傷
した。

＜電気工作物の操作＞

① 分電盤内扉を開けるとブスバーがむき出しに
なっている。

② 配線工事は、外部業者（電気工事会社）が行う
ようになっていたが、被災者が自己判断で作業を
行った。

③ 協力会社への保安教育は実施していたが、内
容が十分ではなかった。

① 今回の事故点である電源部のブスバーを絶縁
電線に変更した。
② 分電盤の内蓋を開けると、電源側のブスバーが
露出状態となるため、ブレーカー２次側の結線時
に短絡の危険性がある。このため、充電部にアクリ
ルカバーを今年中に設置する。また、グループ会
社における当該事故類似箇所を調査し水平展開
する。
③ 設置者の親会社が、下記内容についてグルー
プ会社へ周知徹底した。

１．配電盤の工事を行う場合は、必ず電源を落と
して作業すること。

２．各事業場の配電盤工事を行う場合は、電気
主任技術者の許可のもと、低圧電気取扱特別教
育を受けたもの（または業者に依頼）が配電盤の
工事を行うこと。
④ 当該協力会社において、取締役が講師となり、
全社員に対して、類似災害の再発防止のための社
内講習を実施した。
⑤ 設置者の親会社は、電気工事計画を作成する
段階で 電気配線工事の予定を明記して、遅滞な
く業者手配を行うこととする。
⑥ 設置者は協力会社及び電気工事計画担当者
に対して保安教育を実施する。また、今後、年に１
回、電気主任技術者が講師となり、協力会社に対
する保安教育を実施する。

　平成２５年度　第３四半期（１０～１２月）　に受理した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、感電死傷事故３件、公共財産へ影響を及ぼした事故１件、破損事故４件、供給支障事故１件、波及事故８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。



2 需要設備 平成25年10月 真空遮断器（ＶＣＢ）
（6,600V）

電気設備年次点検を開始する前の停電作業時、
当事業場の受電所において、被災者（年次点検の
作業責任者。協力会社社員、男性、３４歳）は、作
業員に指示し、主ＶＣＢ２次側のキュービクル内に
設置されている６つのＶＣＢのうち２つを残しＶＣＢ
を切った。このとき、受電ＰＡＳ及び主ＶＣＢは入の
ままであった（停電作業手順では、先に、受電ＰＡ
Ｓ及び主ＶＣＢを切ることになっていた）。

被災者は、過電流継電器試験（過電流継電器の
ＣＢ連動試験）の準備をするために、引き出したＶ
ＣＢの１次側可動接触子（停電部分）にジャンパー
（試験器入力ケーブル）を取り付けようとしていたと
ころ、ＶＣＢの１次側固定端子（充電部分。受電ＰＡ
Ｓ及び主ＶＣＢは入のままであるため、充電されて
いた。）に接触して被災した。すぐに病院に入院し
たが、翌朝死亡した。

＜感電（作業者） 作業方法不良＞

① 被災者（作業責任者）は、事前に承認された停
電作業手順に従わず、手順を変更して作業を行っ
た。

② 社内基準では「活線作業は原則として禁止」と
なっていたが、基準が曖昧であったため、被災者
は充電状態で作業を行った。（当事業場では年次
点検に伴う停電作業は必ず全停電して行うことに
しているが、実態と基準が完全に合致していなかっ
た。）

③ 充電中にもかかわらず受電所キュービクルの
高圧分岐盤カバーを開けた。

④ 「決められたことを守り守らせる」という社内
ルールが徹底されていなかった。

① 停電作業指示書を改正し、停電操作チェックリ
ストを新規に作成した。また、現場において新たに
電気主任技術者等（電気主任技術者や管理監督
者（協力会社課長または主任または作業長））を立
会いさせ、作業指揮者が停電手順ごとにチェックし
た内容をダブルチェックして、電気主任技術者等の
チェックが入らなければ、次の手順に進めないよう
にした。
② 社内基準を改正し、高圧活線作業は全面禁止
すること、作業の中止基準（手順どおりに作業でき
なくなった場合等）、停電作業が完了し作業開始の
指示が出されるまでは作業を開始できないこと等
を追記した。また、作業者がいつでも検電できるよ
うに、高圧検電器を個人支給し、停電作業時には
常時携帯させることとした。
③ 当該事業場の受電所キュービクルの高圧分岐
盤カバーに、充電中はカバーを外さないよう注意
喚起する標識を取り付けた。
④ 電気主任技術者が管理監督者や電気従事者
に対して実施する保安教育の実施頻度を多くし、
月１回以上実施することとした。また、管理監督者
が電気従事者に対して、ＫＹ・危険に関する感受性
を向上させるためにＫＹテストを実施することした。
さらに、電気従事者に対して１日１作業について、
ＫＹポイント（何に危険予知をするのか）を「一人ＫＹ
毎日安全カード」に記入させ、管理監督者にフォ
ローさせることとした。

3 配電線路 平成25年10月 高圧架空電線（絶縁
電線）（6,600V）

被災者（協力会社社員、男性、２４歳）は高圧線
延長工事に伴う事前工事（停電準備作業）の工事
用開閉器取付け工事をしていた。高所作業車を使
用し、間接活線作業により高圧線の被覆を剥ぎ取
り、その被覆を挟んだ絶縁ヤットコの先端を手元に
引き寄せ、左手を伸ばして指を掛けた時、絶縁ヤッ
トコの先端がバインド打ち器先端の金属部（充電
部）に接触し感電した。

＜感電（作業者） 作業方法不良＞

① 作業要則に従い、ホットスティック（絶縁ヤットコ
やバインド打ち器等）の先端から安全限界つばの
間隔により作業位置を確認していなかった。

② 作業要則に従い、高圧近接限界距離内に接近
するときに、防具または保護具を使用していなかっ
た。

③ 充電部及び感電に対する作業者や現場責任者
の危険意識が低かった。

④ バインド打ち器先端の金属部が長いため、作業
中に作業者と充電部の距離が近くなっていた。

① 協力会社において、管理者、現場責任者、作業
者の全員により再発防止に向けた 話し合い研修
及び訓練を実施し、また、現場責任者全員の緊急
集合教育を実施した。
② 協力会社において、間接活線作業チェックシー
トを新たに作成し、現場責任者により作業位置や
防具使用状況等をチェックする。また、協力会社の
管理職による　現場パトロールを新たに実施する。
③ 協力会社において、新たに作業安全指導員を
配置し、現場パトロールを実施する。また、同パト
ロールの結果を踏まえ、新たに作業訓練を開催
し、間接活線作業における基本動作の徹底・定着
を図る。
④ 協力会社において、高圧充電部との離隔確保
に対する意識付けを行うため、活線警報器を導入
する。
⑤ 電力会社において、水平展開として、当該協力
会社を含む外線工事会社に対し、類似災害防止
のための徹底事項を周知した。
⑥ 電力会社において、現場パトロール点検表に、
作業位置や防具使用状況等をチェックする項目を
追加し、パトロールにおいて協力会社の間接活線
作業における基本動作の定着を確認し指導を行
う。
⑦ 電力会社において、協力会社が実施する作業
訓練（年４回）に新たに出向き、間接活線作業にお
ける基本動作の定着を確認し指導を行う。
⑧ 電力会社において、バインド打ち器先端の金属
部下部を覆う樹脂カバーを開発し導入する。



公共財産へ影響を及ぼした事故
№ 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 水力発電所 平成25年11月 導水路 水路内部点検を実施した際、修繕箇所（底部及

び側壁の洗掘等）が発見されたが、１週間程度の
通水は問題ないと判断し、灌漑利用者からの要請
により注水用水路に通水した。翌日、修繕工事の
調査のため、社員が現地に行ったところ、水路の
道路横断部付近の県道が陥没したことを発見し
た。当該陥没により、被害者はなかったが、県道が
全面通行止めとなった。

＜その他（その他）＞

一時的な通水を行った結果、通水初期の流水が
水路の底部及び側壁の洗掘に拍車をかけ、水路
底部から水路背面に向け洗掘が進行し道路下部
の土砂を徐々に流出させ、一定の空洞が生じた時
点から加速度的に空洞内の土砂が崩落し空洞が
急拡大したことで、最終的に、空洞が道路表面に
達したものと推定される。なお、当該現象が急速に
進行した背景としては、当該箇所において水路底
部勾配が急で射流となっていたことも推定されるた
め、通水の判断にあたり、設備固有の条件を踏ま
えた検討が不十分であった。

① 本社から通水・断水要領の見直し指示をするま
での暫定対応として、類似事故防止のために臨時
点検（類似箇所（道路横断している蓋渠構造の水
路）の全箇所について外部点検、断水中発電所の
水路について内部点検）を実施し、また、水路断水
時に修繕が必要な箇所があった場合はより一層慎
重な判断をすることとした。

② 各発電所において、内部点検の結果、変状の
進行や新たな変状が発見された時には、変状に
至った原因や通水による周辺地山等への影響を
十分検討し、通水の可否を判断することとするとい
う基本的な考え方に基づき、各設備固有の条件を
踏 まえ、通水・断水要領を見直す。また、通水・断
水要領の見直しをするまでの暫定運用として、当
該基本的な考え方に基づき通水判断を行うことと
する。

③ 類似事故防止のために、研修において、今回
の事故の重大性の意識付けを行い、再発防止対
策を徹底する。

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25年10月 ボイラー高温再熱蒸

気管
　現場巡視点検中に高温再熱蒸気管の保温外装
板の変色および微量の水の滴下を確認した。蒸気
漏洩の可能性があるため出力降下開始し、ユニッ
トを解列した。ボイラー強制冷却後点検したところ、
高温再熱蒸気管の直管部の長手溶接線熱影響部
に沿ったき裂を確認した。

＜調査中＞ ＜検討中＞

2 火力発電所 平成25年11月 ボイラー火炉水冷壁
管

　発電設備の定格出力運転中、「火炉ドラフト異常
高」によりボイラーが自動停止しユニットが停止し
た。同時にドラムレベルが急降下した。現場点検し
たところ、缶前天井部付近から炉内への漏水を確
認し、天井下の右側壁缶前から１本目と２本目に
開口を確認した。

＜保守不備（保守不完全）＞
 

前壁・側壁・天井壁の取り合い部において、起動
停止や負荷変化等によって前壁と天井壁との熱伸
び差及び管と付着金物との熱伸び差が生じたこと
により、繰り返し熱応力が発生し、管内面に腐食疲
労割れが発生・進展し破孔に至った。

① 天井コーナー部の応力緩和対策を検討し、実
施する。
② 定検ごとに、類似箇所（管付着金物溶接部）の
計画的点検を実施する。
③ 別号機のボイラーについて水平展開し、類似箇
所の点検・補修を計画する。

3 風力発電所 平成25年11月 誘導発電機（1,000V、
3,000kW）

　１号機において「発電機温度高」及び「煙探知器
動作」のエラーが発報し、管理棟に常駐していた発
電所長の携帯電話にメールで情報が入った。現地
調査したところ、スイッチギア遮断器が開放してい
ることを確認した。当時は雷雨であったため、翌日
調査をしたところ、発電機固定子巻線の対地間絶
縁抵抗値が０．１ＭΩであり、発電機が破損してい
ることが判明した。なお、ナセルとブレードの外観
には落雷による損傷は見られなかった。

＜調査中＞ ＜検討中＞



4 風力発電所 平成25年11月 誘導発電機（1,000V、
3,000kW）

　３号機において「過電流」のエラーが発報し、風車
メーカー及び発電所長の携帯電話にメールで情報
が入った。このため、風車メーカーが当該発電機を
遠隔手動停止した。現地調査したところ、発電機回
転子巻線の対地間絶縁抵抗値が０ＭΩであり、発
電機が破損していることが判明した。なお、ナセル
とブレードの外観には落雷による損傷は見られな
かった。

＜調査中＞ ＜検討中＞

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 送電線路 平成25年5月 特別高圧ケーブル

（66kV）
電力会社が海底ケーブルにより送電していたとこ

ろ、海底ケーブル中間接続箱の損傷により地絡状
態が発生したために、供給支障が発生した。その
後、回線を切り替え、架空線により送電し供給支障
は解消した。

＜設備不備（施工不完全）＞

海底ケーブル中間接続箱は、外装鉄管に収めら
れ、防水・防食性能の向上を図る目的でアスファル
トコンパウンドが充填されているが、施工時に適正
温度を超過して充填されたため、中間接続箱内部
の絶縁テープの一部が熱断裂を起こし空隙箇所が
発生した。空隙箇所において部分放電が継続した
ことにより絶縁破壊に至った。

ＣＶケーブル用テープ式中間接続箱の防水・防食
材としてアスファルトコンパウンドを注入する場合
は、以下のとおり、対策をすることとした。なお、当
該送電線以外ではアスファルトコンパウンドを使用
している箇所はない。
　【注入前】
① アスファルトコンパウンドは２０リットル缶（全１０
０缶程度）に小分けするが、全缶で攪拌して自然冷
却させながら注入することを請負会社に徹底させ
る。
② 請負会社に注入前の温度測定を全缶で確実に
実施させ、適正温度を厳守させるととともに、工事
記録として記入させ、自社でも工事記録を確認す
る。
　【注入中から敷設まで】
③ 現場施工における更なる品質管理の向上を図
るため、以下の対策を請負会社に追加実施させ
る。
・中間接続箱の銅管表面温度を直接測定・監視し
ながら施工する。
・外装鉄管の冷却効果の向上を図るため、冷却
ホースを１本から２本にして、外装鉄管全面に常時
散水する水量を増加させた状態で施工する。



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25年7月 ケーブル接続用碍子

の銅バー（6,600V）
電力会社配電線が自動遮断した。事故当時未選

任であったため、同設置者の他事業場の保安業務
従事者から要請を受けた保安業務従事者が現場
調査したところ、当該事業場のキュービクル内に蛇
が侵入し、ＬＢＳ１次側のケーブル接続用碍子の銅
バーに接触したことが判明した。電力会社が当該
事業場を除き送電し波及事故の復旧を行った。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

保安規程の点検基準に基づく日常巡視・月次点
検・年次点検を行っておらず、キュービクル周辺確
認を含め適切に保安管理できていなかったため、
キュービクル周辺の樹木を伝って蛇を侵入させて
しまい地絡に至った。また地絡継電器は１９９１年
製で２２年以上経っていることから、経年劣化によ
る地絡継電器の動作不良でＰＡＳが開放せず、当
該事業場を切り離せなかったため波及事故に至っ
た。

① 蛇の侵入経路をなくすため、キュービクル周辺
の樹木の伐採、雑草の刈取りを実施した。

② 当該事業場においては、今回の電気事故を受
け、平成２５年８月から保安業務担当者と外部委
託契約を締結し、会社として電気保安体制を確立
した。

③ 負荷設備の容量が５０ｋＷ未満のため、高圧受
電契約から低圧受電契約に切替え、自家用電気
工作物を廃止した。

2 需要設備 平成25年8月 第一受電柱、第ニ電
柱（Ａ種鉄筋コンク
リート柱）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作にて自動遮断した。
事業場から停電調査の依頼連絡があり、電気管理
技術者が現場にて確認したところ、第一受電柱及
び第二電柱の２本が倒壊していることを発見した。
電力会社が当該事業場を除き送電し波及事故の
復旧を行った。

＜保守不備（自然劣化）＞

今回倒壊した第一受電柱及び第二電柱は製造
後３５年経過しており、電柱製造メーカーの調査に
よると、外観に経年劣化による風化及びひび割れ
があることから、強い風等による曲げ力が作用した
ことにより折損したと推定される。

① 第一受電柱を新品に交換した。
② 月次点検時に電柱製造メーカーの点検手引き
書に基づく外観点検を実施し、異常が認められた
場合は、電柱を新品に交換する。

3 需要設備 平成25年8月 30kVA変圧器
（6,600V）

電力会社配電線が自動遮断した。電力会社から
設置者に調査するよう連絡が入ったが、事故当時
未選任であったため、以前から設置者とかかわり
があった電気工事会社が現場調査したところ、当
該事業場の30kVA変圧器２台が絶縁不良であるこ
とが判明した。電力会社が当該事業場を除き送電
し波及事故の復旧を行った。

＜保守不備（保守不完全）＞

保安規程の点検基準に基づく日常巡視・月次点
検・年次点検を行っていなかったため30kVA変圧
器（1973年製）の経年劣化が進行してしまい、ま
た、エアコンを増設してから過負荷状態が継続して
いたため変圧器の絶縁不良が進展したため、地絡
に至った。また、ＰＡＳには地絡継電器が付いてい
なかったため、当該事業場を切り離せず、波及事
故に至った。

① 30kVA変圧器２台を50kVA変圧器２台に取り替
えた。
② 地絡継電器付きＰＡＳに取り替える。
③ 当該事業場においては、今回の電気事故を受
け、電気管理技術者と外部委託契約を締結し、会
社として電気保安体制を確立した。

4 需要設備 平成25年9月 碍子型高圧柱上気中
負荷開閉器（ＰＡＳ）
（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確認したところ、
碍子型ＰＡＳの電源側接続線が接続部から脱落
し、建物の屋根に落下したため地絡に至ったこと
が判明した。電力会社が当該事業場を除き送電し
波及事故の復旧を行った。

＜保守不備（自然劣化）＞

当該碍子型ＰＡＳは製造されてから３３年経過し
ており、碍子型ＰＡＳの電源側接続線の接続部端
子が経年劣化により緩んでいたところに、台風の
強風によって接続線が接続部から脱落し、建物の
屋根に落下し地絡に至った。地絡継電器はＬＢＳ
の１次側付近に設置されていたが、その監視範囲
に碍子型ＰＡＳの電源側の地絡箇所は入っていな
かったため、当該事業場を切り離せず波及事故に
至った。

　ＳＯＧ付きＰＡＳに取り替えた。



5 需要設備 平成25年9月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断し
た。電気管理技術者が現場調査したところ、当該
事業場のキュービクル内にネズミが侵入し、ＬＢＳ
に接触したことが判明した。電力会社が当該事業
場を除き送電し波及事故の復旧を行った（遠隔開
閉器の遠隔操作で投入する機能は喪失していな
かったため、遠隔操作で投入して復旧した）。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

当該事業場のキュービクル内にネズミが侵入し、
ＬＢＳに接触したことにより１相地絡し、発生した
アークにより３相短絡に至った。また、ＰＡＳはＳＯ
動作により遮断したが、当該事業場近くの電力会
社開閉器の自動投入機能が故障しており自動再
閉路できなかったため波及事故に至った。

ネズミの侵入口であるキュービクル底部のケーブ
ル引き出し部分の隙間を金網でふさいだ。

6 需要設備 平成25年11月 高圧柱上気中負荷開
閉器（PAS）（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断し
た。電力会社から連絡があり保安業務担当者が現
場にて調査したところ、雷によりＰＡＳが焼損したこ
とが判明した。電力会社が当該事業場を除き送電
し波及事故の復旧を行った。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不
能になったため、波及事故に至った。

　避雷器内蔵型ＰＡＳに取り替えた。

7 需要設備 平成25年11月 高圧柱上気中負荷開
閉器（PAS）（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断し
た。電力会社から連絡があり保安業務担当者が現
場にて調査したところ、雷によりＰＡＳが焼損したこ
とが判明した。電力会社が当該事業場を除き送電
し波及事故の復旧を行った。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不
能になったため、波及事故に至った。

　ＰＡＳを取り替えた。（避雷器設置を検討）

8 需要設備 平成25年12月 高圧柱上気中負荷開
閉器（PAS）（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現
場にて調査したところ、雷によりＰＡＳが焼損したこ
とが判明した。電力会社が当該事業場を除き送電
し波及事故の復旧を行った。

＜自然現象（雷）＞

雷によりＰＡＳが内部損傷を起こしＰＡＳが遮断不
能になったため、波及事故に至った。

　ＰＡＳを取り替えた。（避雷器設置を検討）
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