
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 水力発電所 平成28年1月 導水路（開きょ） 事故当日、大雪、雷、雪崩、低温、着雪の注意報が

発令されていた（警報は出ていなかった）。大雪により
積もった大量の雪が導水路に流れ込み、上水槽に至
るまでの導水路の数カ所において雪の重みで垂れ下
がった枝等が雪をせき止めた。また、構造変更した上
水槽に大量の雪が塊となって漂着し、上水槽に滞留
した大量の雪の塊が除塵機のメッシュスクリーンに付
着し、除塵機の運転が過負荷により自動停止するとと
もに連動して発電機も自動停止し水圧管路への流入
が止まったため、行き場をなくした水が上水槽の水位
を上昇させ、導水路の水位が上昇し始めた。さらに、
越流堰付近に堆積した雪塊が、流入水の余水路への
越流を妨げたため、上水槽の水位が上昇し続けた。

このため、導水路の水位がさらに上昇し、ついに導
水路から越流し、越流した水が導水路側壁を支えて
いた土壌に浸透し、当該土壌が崩落した（事故後の土
壌調査では、導水路側壁崩落現場（事故発生箇所）
では、事故発生の一週間前からの雨により地滑りが
発生しやすい状況にあったものと推測）。土壌の崩落
とほぼ同時に導水路の側壁が倒壊したため、導水路
の水が流れ出し導水路直下の民家に土砂が流入し、
同民家の住民１名が死亡、住民２名が軽傷を負った。

＜電気工作物の損壊＞

提出された電気関係事故報告では、具体的な推定原因は
次のとおり。
① 当該発電所の上水槽、余水路等を改修して除塵機を新設
する構造変更を行った。上水槽改修後の主な特徴は次のと
おり。

（a）死水域（水が滞留するエリア）が広くなったため大量の
雪が堆積しやすい構造になっている

（b）上水槽内に雪の塊が付着しやすい突起物（ステップ、浮
遊塵芥網場）が設置されている

（c）除塵機のメッシュスクリーンは雪が詰まりやすい構造で
ある
　

以上により、上水槽に大量の雪が堆積し余水路への越流を
妨げ、除塵機の運転を過負荷により自動停止させ連動して発
電機が停止。このため、上水槽の水位が上昇し導水路の水
位を上昇させ、導水路から越流しその影響により導水路の一
部が破損。

② 当該除塵機が停止しその警報通知を受けた際、運転操作
等にかかる関連マニュアル等の不備により、直ちに現場確認
する等状況に応じた適切な対応をとることができなかったた
め、早期の事故対応ができなかったこと。

① 上水槽の余水越流堰を流水方向と平行となる位置に追加して
設置することとした。
 
② （i）除塵機のネット部（メッシュスクリーン）をバースクリーンに変
更する、または(ii)水圧管路の前にバースクリーンを新たに設置し
冬期間はメッシュスクリーンを上げて除塵機を使用しないようにす
ることとした。
 
③ 除塵機が停止した場合の警報を「重故障」に変更し、また、上
水槽の水位上昇時に新たに「重故障」を発報させることとした。ま
た、緊急時の対応に備えた危機対応マニュアル（下記内容を含
む）を新たに整備し、保安規程の下位規程に位置づけることとし
た。

・導水路全体を暗渠にするまでの間、気象庁の特別警報や警報
が発令された際には、保安規程に定める臨時点検を実施し、現場
確認をする。

・特別警報、警報及び注意報が発令された場合には、ダム水路
主任技術者等は取水口の全閉または半開にする等の対策を講じ
る。

・「重故障」が発報した際の緊急出動、警報を受信した際のダム
水路主任技術者を含めた複数名（連絡責任者及びその上司等）
の情報共有による対応方針の決定等の実行体制を再構築する。
 

なお、導水路全体を暗渠（管路又は蓋式）にすることとした。ま
た、全体を暗渠にするまでは、導水路周辺の樹木で雪の重みで
垂れ下がる可能性があるものについては伐採することとした。

　平成２８年度　第２四半期（７～９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３件、波及事故９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28年8月 低圧配線用遮断器
（ＭＣＣＢ）（200V）

被災者（下請電気工事業者の作業責任者）は、事業
場の空調機械室内の動力分電盤において、新設した
空調機の電源ケーブルをＲ１低圧配線用遮断器（ＭＣ
ＣＢ）（切状態）２次側に接続する工事を行っていた。Ｒ
１ＭＣＣＢ２次側のＵ相及びＶ相の端子台に当該ケー
ブルを仮締め接続した後、Ｕ相に接続して斜めになっ
ていたケーブルの位置をまっすぐに整えようとして、左
手でＵ相ケーブルを、右手でＶ相ケーブルをつかんだ
際、Ｒ１ＭＣＣＢに隣接して配置されていたＲ２ＭＣＣＢ
（入状態）２次側の充電部（Ｕ相）に接触し感電したと
推測される。なお、事故当時、被災者は作業服、安全
靴、ヘルメットを着用していたが、低圧用絶縁手袋で
はなく薄手の作業用手袋を着用していた。

＜感電（作業者） 作業準備不良＞

① 保安規程では、工事の実施にあたって電気主任技術者の
監督の元で施工することになっていたが、結果として、以下の
ような状況で作業を行わせてしまったことから、その監督が十
分とまでは言えなかった。

（a） 当該工事の作業計画において、充電部分及び停電部
分等を明記していなかった。

（b） 作業範囲、充電部分や停電部分について被災者を含
めた関係者で打合せをした際、被災者がＲ１ＭＣＣＢのみ開
放するだけでよいとの申し入れたため、Ｒ１ＭＣＣＢの上流の
遮断器を開放せず、また、Ｒ２ＭＣＣＢは入状態のままにし
た。このため、Ｒ１ＭＣＣＢの２次側における作業は、充電部
（Ｒ２ＭＣＣＢの２次側）との近接作業になったが、下記の対策
を実施していなかった。

・絶縁シートではなく絶縁能力がないシートで充電部分を
覆った。
　・低圧用絶縁手袋を着用せずに作業を行った。

② 今回の工事内容が、過去に施工した工事と同様であった
ため、電気主任技術者は工事元請会社の工事立会者や下
請業者への保安教育を省略した。

③ 下請業者は低圧用絶縁手袋を着用しておらず、また、工
事立会者は下請業者に対してその着用を徹底していなかっ
た。

④ 下請業者は絶縁能力がないシートで充電部分を覆わず、
また、工事立会者は絶縁能力がないシートであったことを把
握していなかった。

① 設置者（工事発注者）は工事開始までに、工事元請会社から、
より詳しい工事計画図面（充電部分及び停電部分等を明確にした
もの）や工事仕様書（安全対策を含む）を提出させ、その内容につ
いて電気主任技術者に確認させることとした。

② 原則、上流の遮断器等を開放し作業する分電盤において全停
電状態で工事することとした。また、分電盤内に充電部分がある
場合には、感電防止対策として絶縁シートで充電部分を覆い、ま
た、低圧用絶縁手袋を着用することを工事元請会社を通じて下請
業者に徹底させることとした。

③ 工事元請会社に工事着手前、現場において充電部分及び停
電部分を明確にして危険箇所が分かるようにさせ、絶縁シートに
よる防護措置をとらせ、電気主任技術者等は感電防止対策等に
かかる確認を行う。その後、設置者（工事発注者）は工事元請会
社から、その確認結果として文書や写真等による報告を受け、そ
れを踏まえて工事元請会社に工事着手を指示することとした。

④ 電気主任技術者等は巡視点検時に、感電防止対策等の実施
状況を確認することとした。

⑤ 電気主任技術者は工事開始前までに、工事立会者や作業員
に対して、保護具や絶縁シート等による感電防止対策等について
必ず保安教育を行うこととした。

⑥ 水平展開として、設置者（工事発注者）の全事業場に対して本
事案を周知することとした。

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 水力発電所 平成28年6月 埋設水圧管路（FRPM

管）
　事故当日、ダム水路主任技術者が日常点検を実施
し異常がないことを確認した後、再度発電所付近を
通ったとき、発電所建屋から多量の水が噴出していた
ところを発見したため、すぐに取水口を閉鎖した。発
電所については、上水槽水位低下のため自動停止し
た。調査したところ、埋設水圧管路の一部が破裂して
いた。

＜設備不備（製作不完全）＞

① 破裂箇所は水圧管路の 下流の 大水圧部で水車に近
い箇所であることから、水流の推力と水圧変動の影響を も
受ける位置であった。しかし、当該破裂箇所付近にはアン
カーブロックが設置されておらず、水圧管路の振動を発生さ
せたと推測される。

② 地震やアンカーブロックがないことによる水圧管路の振動
により、水圧管路周辺の地盤の緩みや継手部の緩みによる
漏水が発生し、管路を支持している埋戻土の弛緩現象が発
生したと推測される。

③ 水圧変動（負圧等）による衝撃を軽減する効果があるサー
ジタンクが設置されていなかったため、水圧管路の劣化進行
や損傷が発生したと推測される。

① 水流の推力の影響を低減させるためアンカーブロックを設置
し、また管路の縦断屈曲部をコンクリートで巻立てることを検討す
る。

② 土質調査を行い、管路周辺の土壌の入れ替えを行うことを検
討する。また、管路をコンクリートで巻立てることを検討する。

③ 事故箇所付近の 大水圧や 大負圧を考慮した管内調査を
行い、サージタンクを設置することを検討する。

2 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。

＜調査中＞ ＜検討中＞



3 風力発電所 平成28年8月 励磁装置（静止形逆
変換装置）

　運転中の風車が自動停止し、コンバータ盤一括警
報「インバータフォルト」を受信した。現地調査したとこ
ろ、発電機に附属する励磁装置（静止形逆変換装置）
の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）素子が焼損したことが判明した。

＜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28年6月 高圧柱上気中負荷開

閉器（ＰＡＳ）（ＶＴ内
蔵）（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電気主任技術者が現場にて調査したところ、ＰＡＳ（Ｖ
Ｔ内蔵）取替え後に電気工事会社の作業者が実施し
た絶縁耐力試験において、３相一括で印加しなけれ
ばならないところ、１相ずつ印加したためＶＴを焼損し
たことが判明した（仕様書では１相ずつの印加を禁止
している）。

＜故意・過失（作業者の過失）＞

ＰＡＳ（ＶＴ内蔵）の絶縁耐力試験において、電気工事会社
の作業者は電圧計のレンジが間違っているのに気付かず規
定の電圧が出力されていないと思い込み、規定の電圧まで
上げようとしたが上げることができなかったため誤って１相ず
つ印加した。このときＶＴが焼損し異臭がしていたが、当該作
業者と電気主任技術者はＰＡＳではなくＳＯＧだけの故障であ
ると短絡的に判断し、取替え前のＳＯＧに交換し受電した。こ
の際焼損したＶＴの一部が溶解し内部の部品と接触し地絡し
たが、ＰＡＳが電源喪失により開放不能になっていたため、波
及事故に至った。当該作業者は過去にＰＡＳ（ＶＴ内蔵）の絶
縁耐力試験を実施したことがなく、当該禁止事項を把握して
いなかった。また、作業者は今回のような長さの高圧ケーブ
ルであれば３相一括で十分印加できることは知っていたが、
翌日受電をするため当該試験をその日のうちに完了しなけれ
ばならないと思い焦りがあったことから、１相ずつ印加してし
まった。

① 電気主任技術者は更新する機器の仕様書を入手し、新たに作
成したチェックシートを使用して、作業者と試験方法を事前に確認
することとした。

② 機器損傷が発生した際には詳細な原因追究をすることとした。

③ 電気工作物の工事や試験をする際には、予備日を設けて余裕
のある作業時間を確保することとした。

2 需要設備 平成28年6月 高圧ケーブル（ＣＶ）
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
電力会社職員が調査したところ、当該事業場が原因
で配電線停電が発生したことが判明したため、当該事
業場の柱上気中負荷開閉器（ＰＡＳ）を切り離した。保
安業務担当者が現場にて調査したところ、当事業場
内の工場建屋が全焼した際、隣接していたキュービク
ルが類焼し、地絡保護継電器の電源線も焼損したこ
とが判明した。なお、火災の原因は消防によると不明
とされている。

＜故意・過失（火災）＞

当事業場内の火災により、キュービクル内の高圧ケーブル
（ＣＶ）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。

　当該全焼したキュービクルや地絡保護継電器を取り替えることと
した。

3 需要設備 平成28年6月 高圧架空引込線
（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、事業場
に隣接する山の樹木が大雨により倒れ、構内の高圧
架空引込線２本が断線したことが判明した。

＜他物接触（樹木接触）＞
 

大雨により倒れた樹木により高圧架空引込線が断線し地絡
した。保護協調がとられていなかったため、ＰＡＳを開放でき
ず波及事故に至った。

① 隣接する山において倒木のおそれのある樹木を伐採すること
とした。

② 保護協調をとるため地絡保護継電器を取り替えることを検討す
ることとした。

4 需要設備 平成28年6月 高圧電線（6,600V） 電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
当該事業場で停電が発生し、設置者の社員が調査し
たところ、ＰＡＳの２次側が出火していることを発見し
た。本事業場では、外壁改修工事中であったため、建
屋側面腕金に取り付けたＰＡＳの碍子から２次側電線
と引込ケーブルの接続点付近までを絶縁シートで覆う
養生していた。

＜保守不備（保守不完全）＞
 

本事業場では長期間電気主任技術者が不在であり、電気
主任技術者の監督がなかったたため今回のような高圧設備
に近接する養生が適切な方法で実施されなかった。事故当
日大雨が降り、袋状に覆われていた絶縁シート内に侵入した
雨水がたまり、ＰＡＳ２次側電線と引込ケーブルの接続点に
あるコネクタが雨水で水没した。これにより、リーク電流が発
生し地絡に至った。本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 ＰＡＳを別のＰＡＳ（地絡保護継電器一式）に取り替えた。

② 当該事業場においては、今回の電気事故を受け、電気主任技
術者を速やかに選任した。また、今後、高圧機器に近接する作業
をする場合には、電気主任技術者の監督のもと適切に養生を行う
こととした。



5 需要設備 平成28年6月 計器用変圧器（ＶＴ）
（6,600V）

電力会社配電線がＯＣＲ動作により自動遮断した。
保安業務担当者が現場にて調査したところ、ＶＴ１次
側にヤモリが接触しＶＴが焼損したことが判明した。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

ヤモリが電気室入口扉の通気口から侵入し、ＶＴの１次側
充電部に接触し相間短絡した。ＰＡＳは設置されておらず、ま
た、接触箇所が遮断器の１次側であったため、当該事業場を
切り離せず波及事故に至った。

① 侵入口である電気室入口扉の通気口に金網を取り付けた。

② ＰＡＳ（ＳＯＧ形地絡保護継電器一式）の設置を検討することと
した。

6 需要設備 平成28年7月 真空遮断器（ＶＣＢ）
（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、ＶＣＢの
２次側が焼損し、絶縁抵抗測定をしたところ相間短絡
したことが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

当該ＶＣＢは製造後数十年経っており（更新推奨時期１５年
を超過していた）、経年劣化していたため相間短絡したと推測
される。ＰＡＳの地絡保護継電器はＳＯＧ形ではなかったた
め、当該事業場を切り離せず波及事故に至った。

① 更新推奨時期が過ぎている高圧設備について、計画的な更新
を検討することとした。また、今回の事故を受け、ＰＡＳ２次側から
ＶＣＢの２次側ケーブルまでの　高圧設備を更新した。

② ＰＡＳ（ＳＯＧ形地絡保護継電器一式）に取り替えた。

7 需要設備 平成28年7月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

事故発生前に電力会社配電線が停電したため、電
力会社の社員が事故点探査中、本事業場が停電しＰ
ＡＳから発煙している（ＰＡＳ内の水が蒸発したものと
推定）ところを発見した。その後、工事会社が当該事
業場の引込線の切り離し作業をしたとき、電力会社配
電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。

＜保守不備（保守不完全）＞
 

本事業場では長期間電気主任技術者が不在であり、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ＰＡＳの経年劣化が進行してしたとこ
ろ、ＰＡＳの２次側碍子に発生したすき間から水が浸入した。
引込線を切り離した際ＰＡＳが揺れ、内部にたまった水が充
電部に接触し地絡に至った。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 ＰＡＳを別のＰＡＳ（地絡保護継電器一式）に取り替えた。

② 当該事業場においては、今回の電気事故を受け、電気主任技
術者を速やかに選任した。

8 需要設備 平成28年8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。
電力会社職員が調査したところ、当該事業場が原因
で配電線停電が発生したことが判明した。電気管理
技術者が現場にて調査したところ、高圧引込ケーブル
が絶縁不良であることが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

当該高圧引込ケーブル（ＣＶ）は製造後数十年経っており
（更新推奨時期１５年を超過していた）、経年劣化していたた
め地絡したと推測される。高圧柱上ガス負荷開閉器（ＰＧＳ）
及び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。なお、過去に実施した年次点検において、電気管理技術
者から当該ケーブルの取替えにかかる指摘（当該ケーブル
の絶縁抵抗測定値が低下していたこと及び製造年月が更新
推奨時期を超過していたこと）を受けていたが、事故発生まで
取替えを行っていなかった。

① 電気管理技術者から年次点検等で受けた指摘事項について
は早期に対応することとした。

② 更新推奨時期が過ぎている高圧設備について、計画的な更新
を検討することとした。

③ 責任分界点にＰＡＳ（ＳＯＧ形地絡保護継電器一式）を設置する
こととした。
  

9 需要設備 平成28年8月 高圧カットアウト（ＰＣ）
（6,600V）

電力会社配電線がＤＧＲ動作により自動遮断した。
事故当時、電気主任技術者は未選任であったため、
電力会社が調査したところ、コンデンサ用の高圧カッ
トアウトが破損し地絡したことが判明した。

＜保守不備（保守不完全）＞
 
　当該事業場では長期間、電気主任技術者が不在であり、保
安規程の点検基準に基づく日常巡視・月次点検・年次点検が
実施されていなかったところ、コンデンサ用の高圧カットアウト
が焼損し地絡に至った。地絡保護継電器が経年劣化のため
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。

　当該事業場については、高圧設備を廃止した。


