
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26年2月 真空電磁接触器（ＶＣ

Ｓ）の１次側刃口
（6,600V）

高圧配電遮断器盤において年次点検を実施（部分停
電状態で実施）するために、真空電磁接触器（ＶＣＳ）
を引き出していた（ＶＣＳの１次側刃口前には「高電圧
危険」と記載された遮蔽板（機械的に上下する絶縁板）
があった。）。事故当日、被災者（請負側作業監督者代
理。協力会社の営業所所長、男性）は急遽代理で作業
監督者となり、交代するときに引継を受けた。その後、
被災者は作業範囲に含まれていない作業（ＶＣＳの１
次側刃口外側・内側の清掃）をしようとして高圧充電部
に接触し感電した（右手甲→右膝に電気が抜けた）。
事故当時、当該箇所が充電部であるという認識がな
かったため、絶縁靴は履いていたが、絶縁手袋はして
いなかった。

＜感電（作業者） 被害者の過失＞

① 【人的要因】
被災者は、高圧電気取扱いに対する実作業の経験が少ないため検

電器等で充電部の確認をせず、また、引継が不十分であったため作
業範囲や充電部の確認がなされなかった。このため、当該箇所が充
電部であるという認識がない状況で、作業範囲に含まれてないＶＣＳ
の１次側刃口の外筒外側の清掃状況を確認したところ埃があったた
め、請負側作業監督者代理としての責任感から清掃作業を実施し
た。その後、遮蔽板を上げて、外筒内側も確認したところ汚れがあっ
たため、拭き取ろうとしたところ感電した。なお、設置者側の作業監督
者は社内規程を遵守せず代理者を指名せずに現場を離れていた。
 
② 【設備的要因】

ＶＣＳ１次側刃口前の遮蔽板の「高電圧危険」という表示では充電部
の有無が明確ではなく、また、充電部への侵入防止対策が不十分で
あり、ＶＣＳ１次側刃口のある高圧配電遮断器盤が施錠されていな
かった。さらに、遮蔽板を容易に上げてＶＣＳ１次側刃口の充電部を触
れることができる状況であった。
 
③ 【管理的要因】

設置者は社内規程を遵守せず、高圧電気に関する経験、知識を十
分確認していない者（被災者）を請負側の作業監督者として認め、ま
た、作業開始時間に遅れてきた者（被災者。作業開始後に、急遽代理
の監督者となった。）を作業に従事させた。また、請負側の作業監督
者が変更になり高圧電気作業計画が変更されたが、そのときの変更
にかかるルールが不明確であったため、電気主任技術者による承認
がなかった。

【人的要因に対する対策】
① 請負会社において、従業員に高圧電気特別取扱教育を受講させ、高圧
電気に関する知識を向上させる。
② 今後、引継を行う際には、作業前ミーティングで使用する資料をすべて使
用し、充電部の確認を明確に行う。
③ 設置者側の作業監督者は社内規程を遵守し、現場を離れるときは代理
者を指名する。なお、代理者を指名できないときには、充電箇所に施錠して
現場を離れることができるよう、社内規程を改定する。

【設備的要因に対する対策】
④ 「部分充電部あり」等、充電部の存在を明記した表示を取り付ける。
⑤ 充電部付近に近づけないよう、縄張りやネット等で区画し、また、高圧配
電遮断器盤を施錠する。
⑥ 遮蔽板を容易に操作できないように、遮蔽板を絶縁シートで防護する。

【管理的要因に対する対策】
⑦ 設置者は、社内規程を遵守し、高圧電気に関する経験、知識を十分確認
していない者を請負側の作業監督者として認めず、また、作業開始時間に遅
れてきた者を　作業に従事させないことを徹底する。
⑧ 請負側の作業監督者が変更になる等、高圧電気作業計画が変更される
場合には、電気主任技術者の再承認を得るまで作業を中断させるよう、社
内規程を改定する。

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12月 蒸気タービンの車室ボ

ルト（12CrMoWV鋼）
　蒸気タービンの定期事業者検査に伴う試運転を実施
していた。現場にて目視点検をしていたところ、車室ボ
ルトが破損し、脱落しているところを発見した。このた
め、緊急に手動でタービンを停止した。

＜保守不備（保守不完全）＞

今回破損した車室ボルトは、① 蒸気温度が400℃以上の環境にあ
ること、② 長時間使用していること、③ 破損したボルトを使用した期
間の起動停止回数が多数であることから、クリープ及び低サイクル疲
労によるものと推定される。（詳細原因については調査中）

① 破損したボルトと使用温度が類似し、かつ、同じ期間使用してきたボルト
を計6本取替えた（当該ボルト含む）。

② 今後は、新たに、車室ボルトの硬度測定により劣化傾向管理を行い、管
理値を外れる前に計画的に取替を行う。（原因断定後、具体的な方法を策定
する）

　平成２５年度　第４四半期（１～３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１件、破損事故４件、波及事故５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 火力発電所 平成26年1月 ボイラー誘引ファン
（通風機）運転制御設
備（インバータ）

　ボイラーの通常運転中、ボイラー誘引通風機が停止
したが、インターロック回路によりボイラートリップに至
らなかったため、運転員が緊急停止スイッチによりボイ
ラーを緊急停止した。現場調査をしたところ、当該通風
機の運転制御設備（インバータ）のコントロール基板に
故障が発生したことを確認した。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

製造不良のためインバータのコントロール基板のＣＰＵがダウン
（製造不良によりダウンしたと推定されるが、詳細原因については調
査中）したため、コントロール基板から主幹盤を経由して商用起動盤
へ故障信号を出力できず、商用電源による商用運転切替え不能と
なった。さらに、主幹盤における構成上の設計不備（誘引ファンのイン
バータ運転と商用運転の状態を監視していない）があり、誘引ファン
停止によるＭＦＴインターロック動作（ボイラートリップ）が不動作となっ
た。

① 主幹盤において、コントロール基板の故障信号出力リレーがON状態であ
ることを常に監視し、今回のようにＣＰＵがダウンして同リレーがOFF状態に
変化したら、インバータ運転から商用運転に切り替えるように、主幹盤の配
線を変更する。
② 主幹盤において、誘引ファンの「インバータ運転停止」と「商用運転停止」
の状態を監視し、誘引ファンがインバータ運転と商用運転のどちらでも運転
していない場合はＭＦＴインターロック動作させるように、主幹盤の配線を変
更する。
③ 今回と同様の設計不備のあるファンに対して同様の対策を実施する。

3 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）＞
 
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
生したこと、② 羽根ワイヤーリング孔コーナー部が腐食環境下にさら
されたことにより 疲労限度が低下したこと、により低圧最終段羽根の
飛散に至ったと推定される。（詳細原因については調査中）

＜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。
 
＜運転開始後の対策＞
① 蒸気中に混入したと推定される腐食成分（Na及びCl）の分析を新たに実
施することとし、同成分が規定値以上になれば水質処理方法の見直しを検
討する。
 
＜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。

4 需要設備 平成26年3月 22kV変圧器
（15/18MVA）　２次側
バスダクト

　電気室において重故障警報が発報し、設備が停電し
たことを社員が確認した。現場確認したところ、トランス
ヤード（屋外型）の屋根上に堆積したダスト（鉱石粉）の
重みにより屋根及び梁が脱落し、その下部にあった
22kV変圧器（15/18MVA)の２次側バスダクトが破損し
たことが判明した。これにより地絡が発生し、比率差動
継電器が動作したため、当該変圧器の１次・２次遮断
器が開放し停電した。

＜他物接触（その他の他物接触）＞

トランスヤード（屋外型）は鉱石ヤードの近傍にあり、鉱石粉が屋根
に堆積しやすい環境にあったが、トランスヤードの屋根については基
準化した点検を実施していなかった。トランスヤードの屋根上にダスト
（鉱石粉）が堆積し、その重みにより屋根が脱落し、その下部にあった
22kV変圧器（15/18MVA)の２次側バスダクトが破損した。

① トランスヤードの屋根上にスケールを設置し、毎週１回の巡視点検時に、
屋根上のダスト（鉱石粉）の量をスケールにより目視確認する（構内における
他のトランスヤードを含む）。

② トランスヤードの屋根上のダスト（鉱石粉）の平均高さが５cm以上の場合
は、即日清掃する（構内における他のトランスヤードを含む）。

③ 月１回、トランスヤードの屋根上を清掃する（構内における他のトランス
ヤードを含む）。



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12月 進相コンデンサー（Ｓ

Ｃ）20kVA及び30kVA
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
設置者が現場調査したところ、当該事業場の電気室内
に猫が侵入し、ＳＣ上でうずくまっているところを発見し
た。電気管理技術者が現場調査したところ、猫が接触
したことによりＳＣ及び高圧カットアウトが焼損したこと
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。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

当該事業場の電気室建物の低圧ケーブル貫通口から猫が侵入し、
ＳＣに接触したことにより地絡・短絡した。当該事業場には地絡継電器
が設置されていなかったため、当該事業場を切り離せず波及事故に
至った。

① 猫の侵入口である電気室ケーブル貫通口をふさいだ。

② ＳＯＧを設置した。

2 需要設備 平成25年12月 高圧ケーブル（ＣＶＴ）
ヘッド（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、引込の分岐開閉器の二次側高圧ケー
ブルヘッド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。

＜保守不備（自然劣化）＞

引込の分岐開閉器の二次側高圧ケーブルヘッドのストレスコーン部
が塩害及び経年劣化のため、リークにより焼損し、地絡事故に至っ
た。

高圧ケーブルヘッドを取り替えた。

3 需要設備 平成25年12月 高圧引込ケーブル（Ｃ
Ｖ）（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、ＰＡＳ２次側の引込ケーブルが絶縁不
良であること（0MΩ）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）＞

直近の年次点検において、高圧引込ケーブルの絶縁不良が判明し
た（200ＭΩ）が、次回の測定値を考慮して取替えを判断することとし
ていた。その後絶縁不良が進行し、地絡事故に至った。当該事業場
の地絡保護継電器は動作したものの、配電線と区分開閉器との保護
協調がとられていなかったため波及事故に至った。

① 高圧ケーブルを取り替えた。

② 保護協調をとるため、区分開閉器を取り替えた。

4 需要設備 平成26年2月 受電柱の高圧電線
（6,600V）

電力会社配電線が自動遮断した。事故当時未選任
であり、電力会社が現場調査したところ、受電柱にお
いて電線と支線が雪の重みで垂れ下がり、受電柱の
支線が電線に近くなったところに雪がこびりつき絶縁
不良を起こして地絡に至った。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）＞
 

受電柱において電線と支線が雪の重みで垂れ下がり、受電柱の支
線が電線に近くなったところに雪がこびりつき絶縁不良を起こして地
絡に至った。また、ＰＡＳには地絡継電器が付いていたが、何らかの
原因により動作しなかったため、当該事業場を切り離せず、波及事故
に至った。地絡継電器が動作しなかったのは、設置後十数年経過して
いること、また、保守管理がなされていなかったことが原因と推定され
る。なお、支線は経年とともに緩んでいたと推定される。

当該事業場の高圧設備が老朽化しているため、今後は使用しないことと
し、高圧受電契約から低圧受電契約に変更した。

5 需要設備 平成26年2月 母線電線（Ｓ相高圧電
線）（6,600V）

事故日の前日夜、地絡保護継電器が動作し、事業場
が全停電した。電気管理技術者がＰＡＳを投入して復
電したが、特に異常がなかった。事故当日の早朝、再
び地絡保護継電器が動作し、事業場が全停電した。現
場にて絶縁抵抗測定を実施したところ、前日測定した
値と同じであったため、ＳＯＧの不必要動作が原因で
あると判断した。設置者から受電要請を受けたため、
地絡保護継電器を動作させない処置をしてＰＡＳを投
入したところ、波及事故に至った。事故後の詳細調査
の結果、受変電設備内の母線電線がパイプフレーム
固定ボルトとわずかに接触して地絡状態になっていた
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。

＜故意・過失（作業者の過失）＞

受変電設備内の母線電線がパイプフレーム固定ボルトとわずかに
接触して地絡状態になっていたため、地絡保護継電器が動作してＰＡ
Ｓが開放する事象が２回発生した。しかし、電気管理技術者は、ＳＯＧ
の不必要動作が原因であると思い込み、設置者からの受電要請を受
け地絡保護継電器を動作させないよう不適切な処理をしてＰＡＳを投
入したため、波及事故に至った。

① ＳＯＧの不必要動作が原因であるかどうかの判断は、変電所への問い合
わせ等により客観的な判断をする。

② いかなる場合であっても、ＰＡＳの開放をロックする不適切な処置を行わ
ないようにする。

③ 外観点検の点検項目「電線と他物との離隔距離の適否」については、年
次点検時に入念な点検を行う。
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