
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9月 動力用の電線（200V） 被災者（小学生）が小学校（自家用電気工作物）の

構内で友人とボールで遊んでいたところ、ボールが構
内の建物の屋根に上がってしまったため、被災者が
ボールを取ろうと同校構内の関連施設に登って動力
用の電線（三相２００Ｖ）の接続部（ＣＶケーブルのケー
ブルシースを剥いだ絶縁被覆の露出部分）に接触し
感電した。

＜感電（公衆） 被害者の過失＞
 

ＣＶケーブルとＤＶ電線を接続するに当たっては、ＣＶケーブ
ル中の端末部分のケーブルシース（複数のケーブルを束ね
るためのシース）を剥ぐ必要があるが、ケーブルシースを剥
いだ後の個々のケーブルの絶縁被覆の露出部分は紫外線
等に弱いことから、当該露出部分は紫外線に強い耐候性を
有するテープ等で被覆をする対策が民間規程において推奨
されている。しかしながら、事故発生箇所では、このような対
策が施されていなかった可能性が高く、当該露出部分（ＣＶ
ケーブルのケーブルシースを剥いだ端末部分）の絶縁体が
劣化してもろくなっており、絶縁性能が低下していた。事故当
日、被災者が通常登るべき場所ではない屋根へ建物壁面に
設置された給水管を伝い無理によじ登り、当該露出部分に触
れたため感電した。

① 全生徒に対して、危険な場所への立入禁止等の注意喚起を行
うとともに、電気の安全教育を行った。また、生徒が登った箇所や
校内の登れそうな箇所に「危険」「登るな」等の表示を行った。

② 当該接続箇所をなくすため、当該動力用の電線等を全線撤去
し、ＣＥＴケーブルにした。

③ 外観点検項目に「電線相互の接続及び絶縁状態」を追記する
ため保安規程を変更した。

④ 水平展開として、他の学校へ本件について注意喚起を行った。
また、他の学校において類似箇所を調査し適切な措置を実施する
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 火力発電所 平成26年7月 タービンガバナ等（電

子ガバナ、アイソレー
タ、ディストリビュー
タ、潤滑油圧力伝送
器、単独運転検出装
置、周波数継電器）

　当該事業場近くに落雷があり、蒸気タービンガバナ
「重故障」、単独運転検出装置「異常」及び周波数継
電器「異常」が発生し、第１号蒸気タービンがトリップ
し、停電が発生した。ＢＴ担当職員は直ちに状況把握
を行った。運転管理業者に調査させたところ、蒸気
タービン用の調速装置（ガバナ）等が故障していること
が判明した。

＜自然現象（雷）＞
 

タービンガバナにおいて、電源ラインもしくは対地ラインのい
ずれかの経路から誘導雷に伴うサージ電圧が流れ込み、ガ
バナの耐電圧以上の電圧が印加したことによりガバナ等が
破損した。

タービンガバナの電源ライン及び対地ラインからの落雷対策とし
て、サージ保護デバイス（ＳＰＤ）を設置した。

2 風力発電所 平成26年10月 同期発電機（400V） 　事故日の前日、台風が接近しているため、電力会社
からの依頼により風車を停止していた。事故当日の
朝、風車の運転を再開した。その後、発電機加速度セ
ンサが振動を検知し、風車故障が発生したため発電
機が停止したが、その後すぐ発電機が自動で再起動
した。その後、発電機主回路のＺＣＴが零相電流を検
知し、風車故障が再度発生したため発電機が停止し
た。電気主任技術者に警報メールが入ったため現場
に行き、メーカーに連絡し、メーカーが調査したとこ
ろ、発電機の固定子コイルが短絡により焼損したこと
が判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

直近の年次点検において、発電機の固定子コイルにてワ
ニスはがれが確認されていたが、運転に支障がないものと判
断し、経過観察することとし、来年度に補修をするよう計画し
ていた。事故日の前日に台風接近のため運転を停止させて
いたが、その後配電線が停電したためアイドリング運転がで
きなくなり、冷却ファンも停止した。発電機室内の空気を換気
する当該ファンが停止したため、ナセルとスピナー間の隙間
からナセル内に雨水が浸入しやすい状況になった。ナセル内
に雨水が浸入し、ナセル内の湿度が高くなったことから、固定
子コイルの絶縁劣化が進行し、短絡に至り焼損した。

① 発電機コイルを清掃して、絶縁ワニスの吹き付けを行った。

② 停電復電時及び絶縁抵抗低下時の自動乾燥運転時間を延長
する（１０分間→１時間）こととした。

③ 運開９年目で当該事故が発生したことを考慮して、定期的に
（７年ごと）ワニス補修を実施することとした。

　平成２６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、感電死傷事故１件、破損事故５件、波及事故１１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。



3 火力発電所 平成26年10月 高圧給水加熱器加熱
管

　「給水流量高」警報が発生したため出力降下を開始
したが、給水流量の増加が収束しなかった。解列する
ためさらに出力降下を開始したが、「給水加熱器レベ
ル高」が発生した。その後、出力降下中、「煙道蒸発
器出口温度高」が発生し、ユニットトリップした。調査し
たところ、高圧給水加熱器加熱管５本が破損している
ことを発見した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

管板部付近の加熱管外面にドレンが滴下し、エロ－ジョン
によって減肉され内圧により破断に至ったと推定される。

定期点検工事等を活用し、定期的に高圧給水加熱器の給水出
口側管板部及び加熱管の肉厚測定を新たに実施することとした。

4 風力発電所 平成26年11月 風車ブレード 　事故当日（雷雨）の早朝、Ｅ４号機において落雷検
知警報「lightning blade」が発生し、事業所長及び所員
の携帯電話にメールが入った。検知された雷電流は
13kAであり、自動停止条件値の50kA以上ではなかっ
たため、風車は自動停止しなかった。その後、調査す
るために、同様の警報が発生している風車を遠隔操
作により手動停止した。天候が回復した後、現地調査
を行った結果、Ｅ４号機のブレードに受雷痕があること
を確認し、ブレードの先端や破片が構内道路（一般人
立入不可）近くの山中に落下していたことを発見した。
なお、他社、公共施設等に与えた影響はない。

＜自然現象（雷）＞
 

ブレードが受けた電撃の電荷量が、設計の際に想定した電
荷量を上回ったため、ブレードが破損したと推定される。

① 風車への雷撃があった場合に直ちに風車を停止することがで
きるように、非常停止装置（ロゴウスキーコイル又は雷電流検出
装置）を設置することとしているが、その工事完了の時期を早める
こととした。
 
② 風車ブレードの根元に設置している雷電流検出センサーの自
動停止条件値を50kA以上から5kA以上に変更した。
 
③ 集中監視センターにおける落雷監視システムで、落雷が発電
所近傍で検出された場合、公衆施設及び一般道路に近い風車を
手動停止させる運用を、平日昼間のみの対応から２４時間対応に
変更した。

5 火力発電所 平成26年11月 左側壁蒸発管 　ボイラーの通常運転中、火炉ドラフト（炉内圧力）変
動、ドラムレベル下降、主蒸気流量低下が発生し、そ
の後、火炉ドラフトが急上昇しボイラートリップし、蒸気
タービン及び発電機がトリップした。燃焼室外部から
の聴音点検により、その噴出音から燃焼室蒸発管の
どこかで破損が生じていると推定された。ボイラー内
部を調査したところ、サンドデフレクター付近の左側壁
蒸発管に破孔を発見した。

＜保守不備（保守不完全）＞

サンドデフレクターの上端部が流動媒体（珪砂）により摩耗
され、流動媒体（珪砂）が破孔箇所に集中して衝突するような
形状になったため、蒸発管を摩耗減肉させたと考えられる。
年に１回サンドデフレクターの耐火材を補修していたが、約１
０ヶ月前に定格蒸発量を上昇させた後、蒸気量が増加し高出
力運転が継続していた。それに伴い流動媒体（珪砂）の循環
量も増加し、耐火材の摩耗をこれまで以上に促進させたと推
測される。この事態をあらかじめ見込んで耐火材の補修、更
新または改造を実施していれば、今回の事故は回避された
可能性がある。

① 減肉が確認された蒸発管２本を切断し、新規の蒸発管に取り
替えた。

② サンドデフレクター（全７段）の火炉下部からの４段を撤去し、
摩耗防止対策として同範囲に溶射を施工した。

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7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。

保安業務担当者が現場にて調査したところ、雷により
ＰＡＳが内部損傷を起こしたことが判明した（ＰＡＳ１次
側の絶縁抵抗０ＭΩ）。雷によりＰＡＳが損傷し遮断不
能になったため波及事故に至った。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。

避雷器の設置について検討することとした。また、次回ＰＡＳ取
替時に、避雷器内蔵ＰＡＳに取り替えることとした。

2 需要設備 平成26年8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。
電気管理技術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。雷によりＰＡＳが損
傷し遮断不能になったため波及事故に至った。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。

　避雷器内蔵のＰＡＳに取り替えた。



3 需要設備 平成26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。
電気管理技術者が現場にて調査したところ、雷により
高圧引込ケーブル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）＞
 

雷により高圧引込ケーブルが損傷し地絡に至った。当該事
業場には区分開閉器は設置されておらず、地絡継電器はＬＢ
Ｓの１次側付近に設置されていたが、その監視範囲に当該損
傷による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。

当該事業場構内に受電柱を新たに建て、避雷器内蔵のＰＡＳを
設置することとした。

4 需要設備 平成26年10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。
事業場から連絡があり電気管理技術者が現場にて調
査したところ、キュービクル内に侵入した蛇がＬＢＳの
１次側端子に垂れ下がり死んでいるところを発見し
た。

＜他物接触（鳥獣接触）＞

当該事業場のキュービクル内に蛇が侵入し、ＬＢＳの１次側
端子に接触し地絡した。ＰＡＳの２次側に設置されていた地絡
継電器が動作しＬＢＳは開放したが、ＰＡＳのＳＯＧは経年劣
化のためＧ動作せず開放しなかったため、波及事故に至っ
た。配電線では自動的に再閉路できず、遠隔による手動投入
により再閉路した。

① 蛇が侵入したキュービクル下部の金網を補修した。

② ＳＯＧ付きＰＡＳを新品に取り替えた。

③ 月次点検等の際には、キュービクル下部の金網の腐食等に留
意して保安管理を行うこととした。

5 需要設備 平成26年10月 断路器（ＤＳ）１次側の
短絡接地線（6,600V）

当該事業場の電気管理技術者は、他の作業員とと
もに２名で年次点検を実施し、終了したため、ＰＡＳを
投入した。それと同時に、電力会社配電線がＯＣＲ動
作により自動遮断した。電気管理技術者は現場にて
調査したところ、電圧計の電圧が０であったため、この
とき断路器の１次側に短絡接地線を取り付けたままで
あることに気づいた。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

年次点検作業時に断路器の１次側に取り付けた短絡接地
線を取り外したものと勘違いしＰＡＳを投入したため、波及事
故に至った。電気管理技術者は開業後１０年、当該事業場を
受託して６年のベテランであり、今まで短絡接地線を取り外し
忘れたことは一度もなかった。電気管理技術者はどの受託事
業場でも、低圧回路の絶縁測定の後、高圧回路の絶縁測定
をし、その後短絡接地線を取り外すようにしていた。しかし、
今回は、高圧回路の絶縁測定の後、低圧回路の絶縁測定を
行い、いつもとは順序が逆であったため、短絡接地線を取り
外したと勘違いしてしまった。また、当日、電気管理技術者は
体調不良（下痢による脱水状態）で思考力が低下しており、
年次点検における指揮者を交替しなかったことも原因と考え
られる。

① 受電前チェックリストを新たに作成し、活用することとした。

② 接地付け表示札取付け中は受電作業ができないようにするた
め、接地付け表示札を盤の前後面に取り付けることとした。

6 需要設備 平成26年10月 避雷器（6,600V） 電力会社の配電線がＤＧＲ動作により自動遮断し
た。事業場より保安業務担当者に連絡があり、保安
業務担当者が調査したところ、地絡継電器が動作して
おらず、また、柱上の避雷器の絶縁抵抗が不良であ
ることが判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

柱上の避雷器は製造から数十年経過しており、自然劣化に
より絶縁低下し地絡に至った。また、何らかの原因により地
絡継電器の内部回路に断線があったため、地絡継電器が動
作せず波及事故に至った。

① 避雷器及び地絡継電器を交換した。

② 今後、電気工作物の取替時期が到来するものについては計画
的に取り替えることとした。



7 需要設備 平成26年10月 断路器（ＤＳ）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他の作業員１名と
ともに、工事受注者による竣工１年後の設備点検（保
安規程に基づかない任意の点検）において、停電及
び復電操作と短絡接地器具の取り付けを担当してい
た。工事受注者が点検（絶縁抵抗測定等）が終了した
ため、保安業務担当者は他の作業員に指示し、予備
線側のＰＡＳを投入させたところ、電力会社配電線が
ＯＣＲ動作により自動遮断した。保安業務担当者は
キュービクルの電圧計が表示しないことから、予備線
のＤＳ１次側に取り付けた短絡接地器具の取り外しを
失念したことに気づいた。

＜故意・過失（作業者の過失）＞
 

予備線のＤＳ１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。保安業務
担当者は保安業務の経験年数９年のベテランであったが、作
業関係者が作成したタイムスケジュール表に、短絡接地器具
の取り外し等の項目がないことに気づかなかった。また、本
事業場は２回線受電でありまれな設備であることから、常用
線・予備線の復電順序に気を取られ、短絡接地器具の取り
外しの確認を失念した。さらに、他の作業者は保安業務担当
者から指示されたことのみを実施すればよいと考えており、
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な
かった。

① タイムスケジュール表に短絡接地器具の取り外し等の項目の
記載漏れがないようにするため、保安業務担当者と工事受注者で
十分な事前協議を行うこととした。

② 復電前には、保安業務担当者と工事受注者が仕上がり外観点
検を実施し短絡接地器具の取り外しを確認することとした。

③ 復電操作（開閉器の投入操作）を行う者は、２重チェックとして
短絡接地器具の取り外しの確認をした後、開閉器の投入操作を
行うこととした。

④ 電気保安法人においては、社内で本事案を周知し、類似事故
防止のため注意喚起した。また、当該法人の管理者による現場パ
トロールを実施することとした。

8 需要設備 平成26年10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ため、当該事
業場の高圧引込ケーブルを縁切りした。保安業務担
当者が現場にて調査したところ、当事業場の事務所と
倉庫が火災により焼損し、本火災により高圧引込ケー
ブル（ＣＶ）及び地絡継電器の電源線が焼損したこと
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高圧引込ケーブル（ＣＶ）及び地絡
継電器の電源線が焼損した。高圧引込ケーブルの焼損によ
り地絡したが、地絡継電器の電源線の焼損により地絡継電
器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。

　高圧引込ケーブル及びＰＡＳを取り替えた。

9 需要設備 平成26年11月 高圧引込ケーブル（Ｃ
Ｖ）（6,600V）

電気管理技術者が年次点検において、ＰＡＳの連動
試験を実施するため、断路器の次にＰＡＳを投入し、
その後ＶＣＢを投入した。この十数分後、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、高圧引込ケーブルの絶縁測定
をしたところ、絶縁抵抗が不良（10MΩ）であることが
判明した。

＜保守不備（自然劣化）＞
 

当該高圧ケーブルは製造後数十年経過しており、経年劣化
により高圧引込ケーブルの絶縁不良が進行し地絡した。当該
事業場の地絡方向継電器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。

高圧ケーブルが製造後20～25年経過した場合、早めに取り替え
ることとした。

10 需要設備 平成26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。
電力会社職員から電気管理技術者に連絡が入り、当
該事業場のＰＡＳ１次側の中相碍子が破損したことに
より波及事故に至ったことが判明した。事故当日は強
風のため事業場への船が欠航となったため、後日、
電気管理技術者が現場にて、ＰＡＳ１次側の中相碍子
が破損し、ケーブルが断線したことを確認した。

＜自然現象（風雨）＞
 

強風によりＰＡＳ１次側の中相碍子が破損し、断線したケー
ブルが腕金に接触し地絡した。当該事業場のＰＡＳには地絡
方向継電器が設置されていたが、その監視範囲に当該地絡
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。

　ＰＡＳを取り替えた。

11 需要設備 平成26年12月 高圧柱上気中負荷開
閉器（ＰＡＳ）（6,600V）

電力会社配電線が自動遮断した。電力会社職員か
ら保安業務担当者に連絡が入り、保安業務担当者が
現場にて調査したところ、ＰＡＳ１次側ブッシングが破
損したことを発見した。

＜自然現象（氷雪）＞

事故当日は暴風雪であり、当該事業場は海に近いことから
塩分を多量に含んだ雪や砂塵がＰＡＳ１次側ブッシングに多
量に付着し地絡及び短絡したと推測される。当該事業場のＰ
ＡＳには地絡継電器が設置されていたが、その監視範囲に当
該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。

　ＰＡＳを取り替えた。
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