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１．主な事故事例



PAS

事例１ 電気管理技術者⾃⾝の感電外負傷事故(H27.6発⽣)

電気管理技術者がキュービクル内のＬＢＳに取り付けた短絡⽤リード線を外すのを忘れ
たまま、ＰＡＳを他の作業員が投⼊した。

 キュービクルの側にいた電気管理技術者がアークによる⽕傷を負った。
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補助者
（屋外）

電気管理技術者

キュービクル

【原因】
• 作業⼿順書はなかった。
• 電気管理技術者ではない補助者
と２名で作業を実施していたが、
２名による作業⼿順や安全確認
が不⼗分であった。

【防⽌対策】
• 作業⼿順書を作成し、作業ごとに
全員で⽬視による安全確認を徹
底する。

• PAS投⼊時はキュービクルの扉を
閉める。 等



事例２ 電気管理技術者⾃⾝の感電負傷事故(H27.10)

電気管理技術者が年次点検時、通電状態のままキュービクル内を電気掃除機で清掃
中、体のバランスを崩し、⾼圧ケーブル⽴ち上がり接続部に肘が接触し、感電負傷した。
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キュービクル

【防⽌対策】
• 準備にあたって、規模、点検内容、
停電時間、応援者の⼈員等を考
慮した作業計画に基づき作業⼿
順書を作成する。

• キュービクル内の作業をするときは
全停電を確認、検電、接地してか
ら作業を⾏う。 等

【原因】
• 限られた停電時間内で、電気管
理技術者ではない補助者と作業
を実施し、熟慮することなく清掃作
業を⾏った。



事例３ 電気管理技術者点検中の波及事故(H27.12発⽣)

電気管理技術者が年次点検終了後、受電⽤キュービクルＤＳ１次側に取り付けた短
絡接地を取り付けたまま復電し、波及事故となった。
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PAS

キュービクル
【防⽌対策】
• 受電前の⾼圧絶縁抵抗測定を必ず実施す
る。

• 接地中の標識をキュービクル扉に必ず取り付
ける。

• チェックシートにて再確認を徹底する。
• 年次点検前の作業打ち合わせを⼗分に⾏
い、不明な点がないか確認する。

【原因】
• 点検完了後、受電前の⾼圧絶縁抵抗測定
を怠った。

• 接地器具の取り外し確認を怠った。
• 受電前の連絡が具体的に指⽰確認できて
いなかった。



事例４ 電気管理技術者監督下の感電負傷事故(H27.8発⽣)

 キュービクル取替⼯事を終え、受電した後、電気管理技術者が検相確認中、当該キュー
ビクルを設置した電気⼯事業者の１⼈が、⾼圧⺟線接続ナットに合いマークがない箇所
を⾒つけ、合いマークを付けようとして感電負傷した。
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電気管理技術者
（検相確認中）

電気⼯事業者

キュービクル

【防⽌対策】
• 電気管理技術者と⼯事業者との
責任分担範囲の明確化

• キュービクル受電前に施錠の実施
• 管理技術者が通電状態を確認し、
通電後の全員への周知徹底

【原因】
• 作業者はキュービクル受電後、受
電したことを知らず、責任者への確
認をせずにキュービクル内に⼊った。

• キュービクル内に⼊る前に検電して
いなかった。



事例５(1) 電気管理技術者監督下の感電負傷事故(H27.11発⽣)

電気⼯事業者の作業員が、低圧動⼒回路増設に伴う⼊線作業中、キュービクル下部
ケーブルピットを覗き込んだ際に誤って断路器に接触して感電負傷した。
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電気管理技術者
（地上）

電気⼯事業者
（架台上）

#2キュービクル

#2キュービクル

電気⼯事業者の依頼
を受けて電気管理技
術者が#2キュービクル
まで充電

現場監督

作業員



事例５(2) 電気管理技術者監督下の感電負傷事故(H27.11発⽣)
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【防⽌対策】
• 設置者、⼯事業者、電気管理技術者による事前協議を実施し、活線近接作業が
発⽣しないよう作業⼿順書を作成し、⼿順通り作業を実施する。

• 設置者に対し、事前協議の遵守について理解を深めてもらう教育を継続する。
• TBMで安全作業を徹底・周知する。
• 充電部接近防⽌⽤アクリル板を取り付ける。
• 充電後には危険個所の施錠、安全防保護具・作業標識を活⽤する。 等

【原因】
• 作業⼿順書がなく、活線近接作業が発⽣しないよう電気管理技術者と⼯事業者と
の停電範囲、停電時間の打合せが不⼗分だった。

• 標識、アクリル板等の過失を防護する処置がなかった。



事例６(1) 主任技術者選任事業場における感電死亡事故(H27.8発⽣)

主任技術者選任事業場において、機器取替にあたって建屋改造⼯事中の⾜場組⽴業
者が、 200V屋側電線の接続部分に接触し、感電死亡した。

当該接続部分はビニルテープにより被覆されていたが、⾃然劣化によりテープが剥がれ、
充電部が露出していた。
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事例６(2) 主任技術者選任事業場における感電死亡事故(H27.8発⽣)
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【防⽌対策】
• 構内巡回点検範囲を分割化し、点検⼿法教育の周知徹底、⼩範囲での点検、記
録の強化を図る。

• ⼯事に際して⼯事責任者、電気主任技術者双⽅で準備⼯事内容から確認を徹底
する。 等

○電気設備の技術基準第７条
電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、
絶縁性能の低下（裸電線を除く。）及び通常の使⽤状態において断線のおそれがないようにし
なければならない。

○内線規程 資料1-3-11 CVケーブルによる引込⼝配線の端末処理例
ＣＶケーブルによる引込⼝配線の端末部分において、ケーブルシースを剥いだことによる絶縁被覆
の露出部分は、紫外線に強い耐候性を有するテープ⼜は収縮チューブにより、直射⽇光や紫
外線への対策を施すこと。

【原因】
• ⽇常巡視点検でテープ剥がれを発⾒できず、補修に⾄らなかった。
• 機器取替⼯事に際して、事前準備⼯事である⾜場作業の確認が不⼗分だった。



事故事例のまとめ

⾼圧部分では、作業者の感電死傷事故が多い。
原因として、慣れた作業中のうっかりミスや、作業者間の連絡・認識不⾜
によるものが多い。
対策として、慣れた作業であっても⼿順書を作成し、作業者全員で安全
確認を徹底することが必要。
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低圧部分では、⼀般公衆の感電死傷事故が多い。
原因として、⽇常点検や年次点検では主に⾼圧部分に注視し、低圧部
分の不良箇所が⾒逃されている場合が多い。
対策として、⽇常点検や年次点検では⾼圧部分のみならず、低圧部分の
絶縁不良、機器の接地状態を確実に点検することが必要。
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２．不適切な保安管理業務の事例



事例７(1) 事実と異なる記載による外部委託承認申請

平成２７年５⽉、電気保安法⼈が作成した外部委託申請書類において、事実と異な
る記載がなされていた。

 このような申請は、複数の電気保安法⼈において確認された。

（不実記載の内容）

① 「委託契約の相⼿⽅の執務に関する説明書」におけ
る事業場までの距離及び到達時間について、実際に
確認していない、⼜は電気保安法⼈の主たる連絡
場所を起点としていない等、事実と異なる距離及び
時間を記載していた。
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異なる事業場で全て同じ数値

② 「絶縁監視装置等の設置に係る設備調査表」の低
圧電路の漏洩電流値について、実際に測定せず仮
の数値を記載する等、事実と異なる漏洩電流値を記
載していた。

異なる事業場で全て同じ数値



事例７(2) 当⽀部の対応

電気保安法⼈に対して同様事案を調査し、報告を指⽰。
以下の問題点があることから、電気保安法⼈に対して⼝頭注意し、全設置者への説明と
再発防⽌対策を指⽰。
1. 法令に基づく点検頻度や到達時間に係る要件が満たされず、保安上⽀障をきた

すおそれがある
2. 設置者が不正の⼿段で承認を得ることとなり、設置者に法令違反をさせる

概要をホームページで公表し、広く注意喚起。
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（当⽀部ホームページ）http://www.safety-
kinki.meti.go.jp/denryoku/press/20150626chuikanki.html

（同様事案調査結果）

距離、時間 漏えい電流

Ａ社 ４２件 ３件

Ｂ社 １２件 ６件

Ｃ社 ０件 ７件



事例７(3) 原因と対策

書類作成者が、書類申請を優先するあまり、事実を確認しないまま安易に同じ数値で
作成した。また、誰も記載内容をチェックしないまま申請していた。

距離・時間は検索ソフトで確認、漏えい電流測定値は写真撮影し、複数名で確認する
等の対策を講じた。
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地図検索ソフト
で確認（添付）

他者が測定値と
写真を確認

（地図ソフト検索イメージ）googleを使⽤した検索例
安全 太郎 印



事例８(1) 停電点検未実施、点検記録書き換え 等

電気管理技術者のＡ⽒が保安管理業務を⾏っている事業場において波及事故が発⽣
したことから、当⽀部は事故報告を受け、⽴⼊検査を実施した。

⽴⼊検査及びその後の調査の結果、停電による年次点検の未実施、年次点検記録の
書き換え等、Ａ⽒による不適切な保安管理業務を確認した。

（法令違反内容）

１．職務誠実実施義務違反

① 保安規程に基づき、１年に１回以上、停電による年次点検を実施すべきところ実施されていなかった。また、同様の事業
場は、事故発⽣事業場のほか９か所あった。

② 当該事業場の年次点検記録において、判定基準を外れた絶縁抵抗測定結果に対して良否が適切に判定されず、技術
基準不適合のおそれがあったにも関わらず、設置者に注意喚起を実施していなかった。また、当該記録は、当⽀部の⽴⼊
検査前に、Ａ⽒によって判定基準に適合する値に書き換えられていた。

③ 当該事業場の復旧⼯事に係る竣⼯検査において、当⽇不在であったＡ⽒は、検査後、⾃ら結果を確認していなかったうえ、
設置者に結果が報告されていなかった。

④ 当該事業場の⾼圧機器更新⼯事に係る竣⼯検査において、⼀部の機器について、絶縁耐⼒に係る技術基準適合性が
確認されていなかった。

⑤ Ａ⽒が当該事業場の設置者に対して実施した保安教育について、実際には事故後に実施されていたが、事故前に実施し
た記録が作成されていた。

２．委託契約に基づかない保安管理業務の実施
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事例８(2) 主な違反事実（年次点検未実施）

保安規程に基づき１年に１回以上、停電による年次点検を実施すべきところ実施され
ていなかった。また、同様の事業場は、事故発⽣事業場のほか９か所あった。
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【保安規程の内容（抜粋）】
年次点検は、停電により設備を停⽌状態にして1年に1回以上実施します。ただし、信頼性が⾼く※、か
つ、同等と判断する点検が１年に１回以上実施され、その結果が良好である機器については、３年に
１回以上といたします。
※「信頼性が⾼い」とは、設備更新推奨時期を超えていないもの。

【実態】
• 設備台帳では、ケーブル製造年の記載なし。（事
故後、29年経過していたことが分かった。）

• その他、設備更新推奨時期を超えた機器あり。

１年目 ２年目 ３年目

無停電点検 無停電点検 停電点検

保安規程違反



絶縁抵抗試験成績表 

 

測定回路 試験電圧(V) 測定値(MΩ) 結果 

関電ＡＳ～ＬＢＳ１次側（受電ケーブル） 1000 1000 良 

ＬＢＳ２次側～高圧機器一括 1000 2000 良 

    

ケーブルシース 200 50 良 

 

判定基準（参考） 

高圧回路 判定基準 

ケーブル 1000MΩ以上 

  

  

 

絶縁抵抗試験成績表 

 

測定回路 試験電圧(V) 測定値(MΩ) 結果 

関電ＡＳ～ＬＢＳ１次側（受電ケーブル） 1000 400 良 

ＬＢＳ２次側～高圧機器一括 1000 2000 良 

    

ケーブルシース 200 50 良 

 

判定基準（参考） 

高圧回路 判定基準 

ケーブル 1000MΩ以上 

  

  

 

事例８(3) 主な違反事実（記録書き換え）

事故原因となったケーブルについて、直近の絶縁抵抗測定の結果、判定基準を下回る
値であったにも関わらず結果は「良」とされ、設置者に注意喚起されていなかった。また、当
該記録は、Ａ⽒によって⽴⼊検査前に設置者に無断で異常のない数値に書き換えられ
ていた。

Ａ⽒が設置者に対して実施した保安教育について、事故前に実施したように記録を作
成していたが、実際には事故後に実施されていた。
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1000MΩ

（当初の記録） （書き換え後の記録）

400MΩ

判定基準1000MΩ



事例８(4) 主な違反事実（竣⼯検査不備）

事故後のケーブル更新⼯事に係る竣⼯検査について、設置者に結果が報告されておら
ず、ケーブル更新⼯事当⽇不在であったＡ⽒は、⼯事後においても⾃ら結果を把握して
いなかった。

竣⼯検査は、設置者とＡ⽒との契約に基づき、Ａ⽒⼜はＡ⽒が指定する者が実施すべ
きところ、協会の担当者が検査会社に竣⼯検査を依頼した。後⽇、検査会社から協会
に竣⼯検査記録が提出されたが、協会はＡ⽒への記録受け渡しを失念し、書類を紛失
した。

 また、⾼圧機器更新⼯事に係る竣⼯検査についても、⼀部、絶縁に係る技術基準適合
性が確認されないまま、結果は「良」と設置者に報告されていた。

19検査会社 Ａ⽒ 設置者

竣⼯検査記録

協会

結果確認せず記録紛失



事例８(5) 主な違反事実（契約に基づかない保安管理業務の実施）

協会が前任の電気管理技術者（同協会所属）をＡ⽒に変更することとし、設置者、
前任者及びＡ⽒は協会に⼿続書類作成を任せていたが、⼿続書類は協会の作成過程
で不明となった。

 A⽒は契約書がないまま保安管理業務を実施していた。
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Ａ⽒ 設置者

契約書類等

協会

契約書がないまま業務実施

書類紛失



事例８(6) 当⽀部の対応

Ａ⽒に対して⽂書により厳重注意。同様事案を調査し、再発防⽌対策の報告を指⽰。
協会に対して⼝頭注意。同様事案を調査し、再発防⽌対策の報告を指⽰。
概要をホームページで公表。
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（当⽀部ホームページ）http://www.safety-
kinki.meti.go.jp/denryoku/press/160205genjuchui.html （今後の予定）

報告内容を精査（必要
に応じ追加報告）

↓
内容次第では外部委託
承認取消し、主任技術者
免状返納命令等の処分
を検討



不適切事例のまとめ
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 電気事業法上の⼿続きや技術基準適合維持の義務は、設置者が負う。
事実と異なる記載による申請、点検未実施、点検結果の未報告等は、
設置者に法令違反をさせる極めて悪質な⾏為。

 保安規程、契約書、点検記録等の内容については設置者に⼗分説明
する必要があるが、設置者は理解していないことが多く、保安業務担当
者や電気管理技術者ですら理解していないことが多々⾒受けられる。

 電気保安法⼈は、保安業務担当者に職務を誠実に実施させる義務が
あることを認識し、保安管理業務の実施状況について、マネジメント規程
に基づき管理を徹底する必要がある。

 電気管理技術者は、⾃らが職務を誠実に実施する義務があることを認
識し、保安規程、契約書、点検記録等の作成や設置者への説明は他
⼈任せにせず、⾃らが責任を持って実施する必要がある。


