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電気保安規制に係る最近の動向

・電気保安のスマート化（未来投資会議）

・産業保安関係手続きについて（ 〃 ）

平成２８年の電気事故（速報）

最近の事故事例から

安全のためのキーワード

最近思うこと・・・

・電気事故の原因分析

・その他

今日お話する内容
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• 開放点検で58％の調節弁は異常なし

→開放点検は無駄 ？

• 検査費用＝逸失利益 ？
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平成２８年の電気事故（1）
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平成２８年の電気事故（2）
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平成２８年の電気事故（3）

☜
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詳しくはＷＥＢで

• 中部近畿産業保安監督部ホームページ

• http://www.safety-chubu.meti.go.jp/

• 「中部近畿」で

「名古屋市中区・・・」をお確かめください

（近畿支部・北陸監督署もあります）
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最近の事故事例から
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事故事例 ： 電気工事作業者の感電死亡事故

１．対象法令：電気事業法

２．事故内容：作業者感電死亡
（天井照明器具の配線作業中に感電。使用電圧：２００Ｖ）

３．事故発生日時：平成２８年９月

４．事故概要：
・被災者は公共施設の天井耐震化等改修工事において下請電気工事
業者の作業員として一時的に雇用されていた。
・１４：０５頃に１階監視盤の漏電警報が発報したため、職員が工事責任
者へ連絡し原因を調査していたところ、下請電気工事業者の責任者が
天井裏で仰向けに倒れている被災者を発見した。
・直ちに救急車にて病院へ搬送されたが、死亡が確認された。
・なお、事故当日、天井に照明器具を取付け、配線を接続する作業を
３人で行っていた。

５．当部の対応：
当部職員が週末にインターネットで情報を覚知したが、設置者から通報
がなかったため、週明けに受託している電気管理技術者に対して情報収
集し報告するよう指示するとともに、職員３名を派遣し現地調査を実施。

６．事故原因と対策：？

天井照明の配置状況

事故照明器具
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（事故照明器具と同型の配線接続状況）



ＯＦケーブル火災に伴う都内大規模停電

• 電気理論を使わないと説明できない事故事例

超高圧（２７５ｋＶ）ＯＦケーブルの弱点

• 報道のされ方

５８万戸が１時間停電？

霞が関官庁街も混乱？

• 霞ヶ関の停電は１４秒？

非常用予備発電装置の起動シーケンスは？
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安全のためのキーワード

（その２）

安全講話の中から
教訓となる言葉をピックアップ
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• 災害（負傷）の原因の９６％が不安全行動

一人一人の人間管理が重要

不安全行動について、管理者と作業者がとことん話し合う

「原因は作業者の不注意」では再発防止にならない

• 災害を起こす人は、学歴､知識、ＩＱ、職位、年
齢、身障者・健常者に全く関係ない。

安全に対する意識と感受性の低い人。

危険の中に安全がある

安全を見つける方法は危険を感じること
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安全風土 安全文化（その１）

• 安全を教えることは、数学や物理を教えることより難
しい。

数学や物理は知らないことを教えることで知識を増
やすこと。

安全は知っていることを教えて意識を変え、それが
行動で証明されること。

• みな建前は「安全第一」だが、作業に直面すると現
実的には、生産､品質が優先される。
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安全風土 安全文化（その２）

• 意識が変われば行動が変わる。

行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば本人の価値観が変わる。

安全風土（安全文化）作りが進む。

• 世の中にはじめから安全はない。あるのは危険であ
る。

その危険に気づいて､それを措置した時はじめて安
全がある。
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安全風土 安全文化（その３）

• 安全風土

安全には新薬も特効薬もない、安全活動は遅効性。
薬があるとすれば漢方薬。時間をかけて体質を変え、
意識を変え、体力を強くする。風土を作ること。

• 今日までの安全は明日の安全を一切保障しない。
安全活動に休日はない。
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危険物に対する「隔離と停止の原則」

• 危険なものには近づけない、近づきすぎたら停止す
る措置。

• 近づけないためのカバーや扉を開くと停止するリミッ
トスイッチの設置。近づいて踏んだら停止するマット
スイッチ、テープスイッチ、ロープスイッチ・・・

• 現場は、「最初からこんな設備でした」と気にしてい
ない。近づかないと製品の欠陥をチェックできない。
近づくだけでマシンが止まるので困る。

• 名人芸（基本を無視した横着動作）を認めることにな
り災害を起こす。

→では、扉を開くと停止する（停電する）キュービクル
はどうですか？
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ハインリッヒの法則

• 一発波のこわさ（気象予報士の話）

平均２ｍの波が来ているときは、１００回に１回は５ｍ
になり、半日に１回は７ｍの高さに達することがある。

突然の大波に磯釣りの人がさらわれることがある。
ハインリッヒの法則。

ヒヤリハットはサイレントキラー（沈黙の殺し屋）
突然牙をむく
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以上、 丹羽三千雄著 「安全はトップの生き方」

中災防新書 より
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電気事故の原因分析

なぜなぜ分析

実際の電気事故から考えてみる
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事故事例 ： 電気工事作業者の感電死亡事故

１．対象法令：電気事業法

２．事故内容：作業者感電死亡
（天井照明器具の配線作業中に感電。使用電圧：２００Ｖ）

３．事故発生日時：平成２８年９月

４．事故概要：
・被災者は公共施設の天井耐震化等改修工事において下請電気工事
業者の作業員として一時的に雇用されていた。
・１４：０５頃に１階監視盤の漏電警報が発報したため、職員が工事責任
者へ連絡し原因を調査していたところ、下請電気工事業者の責任者が
天井裏で仰向けに倒れている被災者を発見した。
・直ちに救急車にて病院へ搬送されたが、死亡が確認された。
・なお、事故当日、天井に照明器具を取付け、配線を接続する作業を
３人で行っていた。

５．当部の対応：
当部職員が週末にインターネットで情報を覚知したが、設置者から通報
がなかったため、週明けに受託している電気管理技術者に対して情報収
集し報告するよう指示するとともに、職員３名を派遣し現地調査を実施。

６．事故原因と対策：？

天井照明の配置状況

事故照明器具

（事故照明器具と同型の配線接続状況）



聞き取りから判明したポイント

• リモコンＳＷは「入」だった（活線状態だった）

• リモコンＳＷを誰が「入」にしたかは分からない

• 活線防具は使用していなかった（計画は停電工事？）

• 分電盤ＮＦＢは「入」だった（そもそも分電盤の位置を
知らなかった）

• 工期が遅れており、当日中の完成を求められていた。

• 後で接続すべき電源線を先に接続していた

• 監視者である職長Ｂは不在だった
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なぜなぜ分析

皮むきするＶＶＦが活
線だった
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なぜ感電した
のか

リモコンＳＷが入だっ
た

ＮＦＢが入だった

先に電源線を接続し
た

ゴム手等保護具を使
用しなかった

検電をしなかった

なぜ なぜ

停電していると思っ
た

低圧なので大丈夫だ
と思った

低圧なので大丈夫だ
と思った

→ ①

→ ②

（スタート）



なぜなぜ分析（続き１）
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リモコンＳＷが入だっ
た

ＮＦＢが入だった

先に電源線を接続し
た

なぜ なぜなぜ

ＮＦＢの場所を知らなかった

工事を急いでいた

操作禁止表示がなかった

ＮＦＢを切るべきという認識がなかった

誰かが入れた

元請から当日中に完成させるよう言われた

①



なぜなぜ分析（続き２）
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ゴム手等保護具を使
用しなかった

なぜ なぜ

停電していると思っ
た

停電工事の計画だった

停電の計画がなぜ活線だったか

停電工事か活線工事かが曖昧

ＴＢＭ・ＫＹで確認しなかった

低圧なので大丈夫だ
と思った

なぜ② → ③



なぜなぜ分析（続き３）
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なぜ なぜ

停電工事の計画だった

停電の計画がなぜ活線だったか

停電工事か活線工事かが曖昧

ＴＢＭ・ＫＹで確認しなかった

なぜ

停電の計画を変更した

停電工事の計画を守らなかった

（原因）工事の計画者が決まっていない

監視者の職長Ｂが不在だった

変更の手続き（周知）不備だった

当初計画通り実施していなかった

別の現場に行っていた

③



なぜなぜ分析（結果）
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操作禁止表示がなかった

ＮＦＢを切るべきという認識がなかった

元請から当日中に完成させるよう言われた

変更の手続き（周知）不備だった

当初計画通り実施していなかった

（原因）工事の計画者が決まっていない

（対策）操作禁止表示をする

（対策）電源のＮＦＢを切る 保安教育？

（対策）活線工事への変更の確実な周知

（対策）保安組織の問題？ 保安教育？

（対策）保安教育？ 安全文化？

（対策）保安教育？ 安全文化？



なぜなぜ分析（結果）
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低圧なので大丈夫だ
と思った

監視者の職長Ｂが不在だった （対策）保安組織の問題？

（対策）保安教育？ 安全文化？



ご 安 全 に

ご清聴ありがとうございました。
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