
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27年10月 断路器（6,600V） 被災者（班長職従業員）は、事業場の排水ポンプが

自動停止水位を検知したにもかかわらず運転継続し
ていたため、当該排水ポンプの高圧電動機起動停止
用の磁気遮断器を手動開放操作を行ったが開放でき
なかった。当該遮断器から若干の発煙があり、できる
だけ早く電源遮断する必要があると考え焦った。この
ため、無負荷の状態で断路器を操作しなければなら
ないことは知っていたが、系統上位にある断路器を開
放することを決め、断路器を操作棒を用いて開放した
ところ、発生したアークによって気道、角膜、顔面頸部
及び両手首を熱傷負傷した（入院加療１０日）。

＜電気工作物の操作＞

被災者は以下の理由により、無負荷の状態で断路器を操
作しなければならないことは知っていたが、負荷電流が流れ
ている状態で断路器を開放してしまった。

① 負荷電流が流れている状態で断路器を開放した場合に発
生するアークのリスクを過小評価し、開放操作で発生する
アークで短絡事故になるとは思わなかった。
② 断路器のロック機構（押さえプレート）の施錠にかかる明
確なルールがなく、施錠されていなかったため、容易に操作
ロックを解除できた。
③ 断路器上位の遮断器の開放操作担当部署への連絡先が
現場ですぐに分からず、遮断器開放依頼をすると開放までに
時間を要すると考え焦った。

① 班長以上の役職者が講師となり、関係社員全員に対して、負
荷電流が流れている状態での断路器の操作禁止について保安教
育を実施した。また、保安教育内容をより浸透させるため、アーク
短絡の恐ろしさにかかる保安教育を実施することとし、さらに、今
後毎年１回以上、同内容を含めた教育を実施することとした。

② 「一般安全ルールブック」（全社員に配布）を改正し、断路器の
ロック機構（押さえプレート）又は断路器盤等を施錠し、容易に操
作できないようにし、また、設備担当責任者の許可がなければ
ロック機構（押さえプレート）を解錠できないようにすることとした。

③ 断路器設置場所に遮断器の開放操作担当部署の連絡先表示
を掲示した。また、遮断器の開放操作担当部署とともに異常対応
訓練を年に１回実施することとした。

2 需要設備 平成27年11月 低圧配線用遮断器
（200V）

被災者（電気工事作業者）は、工場内の分電盤にお
いて、活線のまま低圧配線用遮断器を取り外そうとし
て、Ｒ相ネジにドライバーを当てようとした。このとき、
ドライバーがネジ山から滑りＴ相ブスバーに接触し、同
時に、Ｒ相引出し導帯にドライバーの軸が接触したた
め、短絡アークが発生し、顔面と両手を火傷負傷した
（入院加療２５日）。

＜電気工作物の操作＞
 

被災者は、今まで活線のまま低圧配線用遮断器を取り外す
作業をしており、今回も同様に活線のまま取り外そうとした。
Ｒ相ネジにドライバーを当てようとしたとき、ドライバーがネジ
山から滑りＴ相ブスバーに接触し、同時に、Ｒ相引出し導帯に
ドライバーの軸が接触したため、短絡アークが発生した。な
お、ドライバーの軸部分に絶縁テープを巻いていたが、先端
付近まで巻いていなかった。

① 電気工事作業者に、安全対策（電気工事の際には必ず電源遮
断すること等）を義務づけた。

② 電気工事作業を行う場合は、先端付近まで絶縁テープを巻い
たドライバーを今後使用することとした。

③ 電気工事を行う際は、保安業務担当者にあらかじめ相談、連
絡することとした。

3 需要設備 平成27年11月 高圧電線（6,600V） 被災者（電気管理技術者）は年次点検を実施するた
めに高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）を開放し２次側が無
電圧であることを確認した。この後、高圧柱上気中負
荷開閉器（ＰＡＳ）を開放し全停電する予定であった
が、その前にＬＢＳの汚れが気になり清掃作業を開始
し、さらに屋内キュービクル内に入ろうとして、高圧
ケーブル立ち上がり付近の高圧電線接続箇所に手を
かけたとき感電負傷し、地絡した（右手、左手、左頬に
電撃傷。入院加療３０日以上）。接触と同時に、電力
会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。ＬＢＳを
開放しており、保護継電器の電源がなかったためＰＡ
Ｓを開放できず、また、自動的に再閉路が成功しな
かったため、波及事故に至った。

感電負傷事故　＜感電（作業者） 被害者の過失＞
波及事故　＜故意・過失（作業者の過失）＞

被災者（電気管理技術者）はＬＢＳを開放した後、ＰＡＳを開
放し全停電する前に、清掃作業を開始し集中してしまった。ま
た、当該事業場では、キュービクルは屋内にあり、キュービク
ルからはＰＡＳが視野に入らない環境であった。これらの理由
により、被災者は全停電したと思い込んでしまい、清掃作業
を継続しようとした（停電作業手順については被災者の記憶
に頼っており、チェックリスト等を活用していなかった）。さら
に、キュービクル扉の前には看板等の荷物が置いてあり、扉
を全開できず入りづらい状況であったため、高圧ケーブル立
ち上がり付近の高圧電線接続箇所（経年により絶縁テープが
劣化していた）に右手をかけ自分の体を引いて入ろうとしたと
き、感電負傷し、地絡した。ＬＢＳを開放しており、保護継電器
の電源がなかったためＰＡＳを開放できず、また、自動的に再
閉路が成功しなかったため、波及事故に至った。

① 新たに当該事業場用の安全作業手順書を作成し、また、今ま
で活用していなかった、「高圧停電作業計画書・実施票」停電・復
電チェックリストを使用することにより、確実に全停電を確認した
後に年次点検を行うこととした。

② キュービクル扉を全開できるようにするため、電気室に荷物を
置かないこととした。

　平成２７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４件、破損事故３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。



4 需要設備 平成27年12月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）（6,600V）

被災者（保安業務担当者）は、作業者とともに年次
点検の準備を開始した。作業者は低圧ブレーカーを
開放し当該事業場（店舗）を停電させ、他の作業者と
ともに、地絡保護継電器の単体動作試験を開始した。
このとき、被災者は一人でキュービクル内の低圧ブ
レーカー２次側の絶縁抵抗測定を実施し、その後、Ｌ
ＢＳの汚れを清掃しようとして、高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）の可動側接触子及び欠相防止装置部に右手
が接触し、右手（流入部）及び左手（流出部）に電撃傷
を負った（入院加療８日）。

＜感電（作業者） 被害者の過失＞
 

被災者（保安業務担当者）は、以下の要因により、停電手
順どおりに検電等を実施せずに作業着手してしまい、ＬＢＳの
汚れを清掃しようとして、ＬＢＳ高圧充電部に接触したと推測
される。

① 当該事業場は店舗であり、できるだけ停電時間を短縮し
ようとして、全停電して作業開始することになっていたにもか
かわらず、全停電する前に、低圧絶縁抵抗測定や透明保護
板の取り外し作業を開始した。
② 事故当時、店舗が停電していたことから、高圧部が充電
中であることへの注意が薄れていた。

　電気保安法人として、下記の対策をとることとした。

① 全停電前の作業禁止を徹底させるため、全作業員に対して、
文書等で注意喚起を行った。

② 今後数ヶ月間、電気保安法人の管理職は、被災者（保安業務
担当者）が実施する年次点検作業に同行し、現場にて被災者に
安全指導を実施し、安全作業にかかる再教育を行うこととした。

③ 今後数ヶ月間、電気保安法人の管理職は、他の事業場（店舗）
における年次点検作業を安全パトロールし、上記①の対策で注意
喚起した内容の実施状況を確認することとした。

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27年9月 500kW逆変換装置（Ｐ

ＣＳ）
　ＰＣＳ１台において「重故障」が発生した旨の緊急
メールが電気主任技術者や保守担当に入った。電気
主任技術者が現地にて調査しところ、ＰＣＳが停止し
ており、メーカーの見解によりＰＣＳ内の交流側主遮
断器に不具合があることが判明した。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

交流側主遮断器のＵＶＴ（不足電圧引き外し装置）コント
ローラー内の制御基盤に実装されている電圧検出用ＶＴ１次
側の素線が製造工程において損傷し、その後の運用で断線
したと推定される。このため、系統電源異常（電圧低下）と判
断し、遮断器投入動作をロックしたことにより、ＰＣＳが起動で
きなくなり、「重故障」警報が発報し、ＰＣＳが単体停止した。

① 製造工程において、電圧検出用ＶＴの素線巻き付け工程手順
を見直し、巻き付け後目視点検をすることとした。

② ＰＣＳ全数について、上記の対策を施した電圧検出用ＶＴを実
装したＵＶＴコントローラーに取り替えることとした。

2 送電線路 平成27年10月 220kV送電線路の電
線（ジャンパー線)

　220kV送電線路１，２号線のＰＣＭ電流差動継電装
置（三相平衡監視する継電装置）において異常を表す
警報が発生した。調査したところ、220kV送電線路ね
ん架鉄塔において、１号線の中線（青相）若番側の
ジャンパー線が圧縮形引留クランプの圧縮部口元で
断線したことが判明した。なお、今回のジャンパー線
の断線によって、供給支障は発生していない。

＜調査中＞ ＜検討中＞

3 火力発電所 平成27年11月 蒸気タービン軸受 　タービン建屋において、社員が焦げた異臭を確認
し、サーボモーター（調速装置）付近において制御油
漏えいを発見した。吸着マットで清掃していたところ、
軸受付近で炎を確認したたため初期消火を行い、蒸
気タービンを手動で緊急停止させた。

＜設備不備（製作不完全）＞
 

調速装置高圧軸受台上部の排油口に切欠きが製作されて
いなかったため、制御油が排油口から排油されずに、ピスト
ン上部から漏れた。漏れた制御油が、自然発火点（390℃）以
上の高温になっていた軸受部に接触し火災に至り、軸受を焼
損した。切欠きが製作されていなかった理由は調査中。

＜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27年9月 電柱（木柱）（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にて調査したところ、第１受電
柱（木柱）が倒壊し、電力会社配電線が切れたことが
判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

第１受電柱（木柱）は設置後数十年経過し経年劣化してい
たため、倒壊した。これに伴い、電力会社配電線が切れ波及
事故に至った。

　受電柱（木柱）をＡ種鉄筋コンクリート柱に変更した。

2 需要設備 平成27年9月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

電気工事会社がＰＡＳ（ＶＴ内蔵）の地絡方向継電器
の取替えを終えた後、保安業務担当者が地絡方向継
電器の動作特性試験を実施し異常がなかった。連動
試験を実施するために、電気工事会社がＰＡＳを投入
したところ、継電器電源ランプが点灯しなかった。この
ため、ＰＡＳを開放し調査したが、継電器の外観や接
続結線に問題ないことから再度ＰＡＳを投入したとこ
ろ、異音が発生し、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ＶＴ２次側が短絡したため、ＶＴ２次側に
過電流が発生しＶＴ２次巻線が異常に発熱したと推測される。
これにより、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。

　別メーカーの高圧区分開閉器に取り替えた。

3 需要設備 平成27年9月 30kVA変圧器
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
事業場より連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、ＰＡＳがＧ動作し開放しており、また、
30kVA変圧器の１次側と外箱間で地絡していたことを
確認した。このとき、配電線において停電区間が残っ
ていたため波及事故になった。その後、事業場の連
絡責任者が誤ってＰＡＳを投入したため、再び電力会
社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

30kVA変圧器は製造後数十年経過し経年劣化していたた
め、内部で巻線の一部が地絡したと推定される。これによりＰ
ＡＳがＧ動作し開放したものの、停電区間が残ったため波及
事故に至った。なお、以前設置していたＰＡＳはリコール品で
あったため、よくＰＡＳが開放する事象が発生しており、その
度に連絡責任者はＰＡＳを手動で投入していた。今回もそれ
と同じ事象であると思い、連絡責任者が誤ってＰＡＳを投入し
てしまった。

① メーカーの更新推奨時期を経過した高圧機器については取り
替えを検討することとした。

② ＰＡＳが開放したときは必ず電気管理技術者に連絡し、その指
示に従ってＰＡＳを投入することとした。

4 需要設備 平成27年11月 高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
事業場より連絡があり、電気管理技術者が現場にて
調査したところ、屋上外壁を高圧洗浄機にて洗浄して
いた清掃作業員が誤ってキュービクル外面にも高圧
洗浄水を当て洗浄したとき、キュービクル上部の空気
穴（金網）から洗浄水が浸入したことが判明し、ＬＢＳ２
次側において相間短絡した放電痕を発見した。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

屋上外壁を高圧洗浄機にて洗浄していた清掃作業員が、
誤ってキュービクル外面も高圧洗浄水にて洗浄してしまい、
キュービクル上部の空気穴（金網）から洗浄水が浸入し、ＬＢ
Ｓ２次側において相間短絡及び地絡した。相間短絡により
ヒューズは溶断したが、ＬＢＳの地絡継電器電源をＬＢＳ２次
側から供給していたため地絡継電器は動作しなかった。ま
た、ＬＢＳは製造後数十年経過しており、バネが経年劣化して
いたためストライカ機能が動作せず、ＬＢＳを開放できなかっ
たため波及事故に至った。

① 電気設備周辺で高圧洗浄機による洗浄作業を行う際には、必
ず電気管理技術者に連絡し指示を仰ぎ、養生して行うこととした。

② 更新推奨時期を過ぎた高圧機器については取替えを検討する
こととした。

5 太陽電池発
電所

平成27年11月 断路器１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、保安業務担当
者は、断路器１次側に短絡接地器具を取り付けたま
まであったことに初めて気がついた。電力会社から連
絡があり、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）＞

保安業務担当者は、事故当日、寒さと疲労で判断力が低下
しており、また、寒いので早く帰宅したいという焦りがあった。
また、停電・復電にかかるチェックリスト（以前発生させた同様
の要因による波及事故を受け電気保安法人として整備したも
ので、復電作業において、短絡接地器具の撤去や高圧一括
絶縁測定のチェック項目は記載されていた。）を事前に作成し
ており、途中までは使用していた。しかし、保安業務担当者
は、復電作業手順については記憶しておりチェックリストを使
用しなくても作業はできると判断したため、チェックリストの確
認欄のチェックを省略し、チェックリストを使用しなかった。

電気保安法人にて、社長や役員が出席する会議を開催し、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 ワイヤー錠による短絡接地器具の取り外し忘れ防止
短絡接地器具を取り外さずＰＡＳを投入しようとしても物理的に

容易に投入できないようにするため、ワイヤー錠を新たに導入し、
ＰＡＳの引き綱に取り付けることとした。また、短絡接地器具を取り
外し、高圧一括絶縁測定、盤の閉鎖後、作業員が全員集合した
後でなければワイヤー錠を解錠できないようにした。

② 停電・復電にかかるチェックリストの使用徹底
今後、どの事業場においても、作成した停電・復電にかかる

チェックリストを必ず使用することとした。


