
修繕船
機関室内

修繕工事 熱傷等

協力員

-
発生年月日
1991.02.16 -

✔ 入渠前に必要なチェック
ができていなかった

✔ 入渠前チェックリストに
基づき、工事前に必ず確
認する。 避難路の確保
と避難訓練を実施する

火気作業は責任者の許可を得てから！
作業前は可燃物の有無を確認！

機関仕上等

入渠後、冷却配管工事中、ガ
ス切断の火の粉が、揮発性の
高い油が気化した可燃性ガス
に引火、爆発した。爆発後の
火災により12名が死亡

✔ 燃料として使用しない揮
発性の高い油が燃料タ
ンクに混入していた

✔ 火気作業時には周囲の
可燃性ガス濃度を計測
してから作業に入る

✔ ガス切断作業の火の粉
が漏洩していたガスに引
火した

✔ 本船側に燃料等危険物
の積載情報を求め、作
業場所周囲に可燃物が
ないことを確認する

No. 66 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
修繕船の機関室でガス切断の火の粉が
漏洩していたガスに引火、爆発炎上

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



建造ドック
タンク内艤装品

取付
熱傷

協力員

58才，51才
発生年月日
2007.10.17 12年，5年

✔ プロパンガス使用時の
換気対策と教育が不十
分だった。ガス検知もな
されていなかった

✔ 閉鎖区画での火気作業
では必ず換気を行う。作
業前、作業中、作業後は
必ずガス検知を実施す
る

プロパンガスには要注意！
ハイエルガスへの変更を！

取付職

清水タンク内梯子の取付け作
業で、仮付け梯子をガス切断
し、10分の休憩後、溶接を開
始したとき、滞留していたガス
切断用のプロパンガスに引
火、爆発し、2名死亡

✔ 切断器からガスが漏れ
ていた

✔ ガスの種類をプロパンガ
スからハイエルガスに変
更する

✔ 休憩時にタンク内に切断
トーチを放置したまま
だった

✔ 現場を離れるときは切断
ﾄｰﾁをﾀﾝｸ外に出し、ｶﾞｽ
ﾎｰｽの元を外す。ﾄｰﾁと
ﾎｰｽの定期点検を実施

No. 67 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
タンク内に滞留していたガス切断用

プロパンガスに引火し爆発
発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



修繕船
機関室内

機関室内減圧弁
取り外し作業

熱傷

社員

59才
発生年月日
2008.02.26 28年

✔ 修繕工事での火気作業
に関する作業指示が行
われていなかった

✔ 修繕工事では当日の作
業予定、人員配置を明
確にし、狭隘区画への注
意喚起を徹底する

火気作業は火気作業許可責任者の
指示のもとで行うこと！

取付職

修繕船機関室で残油処理が
不十分なまま、アングルを溶
断していた時、残油に引火し、
火災が発生。その消火活動中
に、漏れた灯油が付いた作業
服に焼損したホースの火が引
火し、火傷を負った

✔ 残油処理が不十分だっ
た。近くに可燃物（灯油）
があったにもかかわら
ず、十分な養生がされて
いなかった

✔ 消火器、防火シートを準
備してから作業に入る。
修繕工事では消火ホー
スを備え付ける

✔ 火気作業を無断で行っ
た。 消火器が準備され
ていなかった

✔ 火気作業責任者の許可
のもとで作業に入る。火
気作業の危険性を教育
する

No. 68 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
機関室に残っていた油にガス切断の
火が引火、発生した火災により火傷

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



艤装船バラスト
タンク内

塗装作業 熱傷

協力員

31才
発生年月日
2008.11.25 1ヶ月

✔ 作業間における連絡調
整がなかった。作業主任
者の職務が遂行されて
いなかった

✔ 塗装、火気作業における
混在（周辺・上下）作業
の禁止

混在作業（周辺・上下）における
連絡調整の徹底！

塗装職

バラストタンク内で塗装作業
中、上部で行っていたガス溶
断の火の粉が、下部の故障中
の換気ファン吸気口を通じてタ
ンク内に入り込み、滞留してい
た可燃性ガスに引火し爆発し
た

✔ 換気ファンが停止してい
たため、バラストタンク内
に可燃性ガスが滞留し
ていた

✔ 換気対策を確実に行う

✔ 上下で同時に作業を
行ったため、上の火の粉
が故障中の換気ファンを
通して塗装作業場に
入った

✔ 作業主任者が換気状態
等の周辺チェックを行
い、適切な作業指示をす
る

No. 69 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
上部火気作業中の火の粉が下部の塗装作業
で滞留していた可燃性ガスに引火、爆発

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



船首ストアー内 溶接作業 脳挫傷

協力員

22才
発生年月日
2011.05.13 2年

✔ 有機溶剤作業主任者が
いなかった。換気方法を
熟知していなかった

✔ 有機溶剤作業主任者を
選任する。 塗装と火気
作業間の連絡調整を行
う

換気とガス検は塗装作業の基本！

溶接職

溶接の火の粉が、直下のFPT
（フォアピークタンク）内に溜
まっていた有機ガスに引火、
爆発し、吹き飛ばされた

✔ 換気が不十分でガスが
滞留していた

✔ 塗装作業では必ず換気
を実施し、残留ガスの計
測を行う

✔ ガス検知器がバッテリー
切れで使えなかったため
に、臭いだけで判断した
（急いでいた）

✔ ガス検知器の定期点検
と整備を実施する。ガス
のにおいで判断しない

No. 70 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
タンクに溜まった有機ガスに

上から入った溶接の火の粉が引火し爆発
発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 

塗装と 

火気作業間の 

連絡調整 



補足・解説



建造船甲板上 配管作業
火傷による

敗血症

協力員

56才
発生年月日
2011.10.28 2年

✔ ガス検知実施要領がな
かった。作業区画の管理
ができていなかった

✔ ガス検知実施要領の作
成と徹底。火気・塗装作
業区画の統括管理体制
を明確にする

ガス検知はしっかりと！
換気の確認を忘れずに！

管艤職

換気ファン停止により、内部塗
装後の換気が不十分であった
タンク付近で、パイプサポート
の取付作業中、溶接の火の粉
がタンク内に滞留していた可
燃性ガスに引火し爆発した

✔ 適正なガス検知器を使
用しなかった（ホースの
長さ不足）

✔ ガス検知を行う際は適切
な器具を使用する（長さ
等に留意）

✔ 換気ファンが停止してい
た。換気状態を確認して
いなかった

✔ 換気を確実に行い、火
気作業前に必ず確認す
る。表示も徹底

No. 71 造船業重大災害100事例

⑤爆発火災
タンク内に残留した可燃性ガスに

溶接の火の粉が引火、爆発
発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



建造船
機関室内

ビルジウェル内
清掃

一酸化炭素
中毒

協力員

63才
発生年月日
2000.10.27
 18年

✔ イナートガス試験前の危
険排除等の準備がなさ
れていなかった

✔ 密閉区画・危険区画での
作業状況を確実に把握
する。イナートガス試験
前の所要準備を確実に
行う

イナートガス試験時の密閉区画では
酸欠に注意！

塗装職

機関室タンクトップのビルジ
ウェル内の清掃作業中、残水
処理をして内部をウェスで拭
取っていた時、マンホールより
流れ込んでいた一酸化炭素に
より酸欠死

✔ ジェネレーターテスト用
の水がU字管に張られて
いなかったため、有毒ガ
スが流れ込んだ

✔ 酸欠・有毒ガス中毒の恐
れのある作業場所では、
定期的な酸素濃度計測
の他、ガス検知器を携帯
する

✔ 有毒ガスに関する情報
提供が不足、指導も不
十分だった

✔ 有毒ガスに関する安全
教育を実施する

No. 72 造船業重大災害100事例

⑥有害物等と
の接触
（酸欠）

ビルジウェル清掃作業中、作業場所に
流れ込んだ一酸化炭素により酸欠死

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



塗装工場内 塗装作業 有機溶剤中毒

協力員

32才
発生年月日
2009.08.17 8年

✔ 有害作業管理等、安全
衛生管理体制の不備

✔ 作業主任者等安全衛生
に関わる社内体制の整
備

有機溶剤作業主任者を選任！
保護具のチェックと換気を十分に！

塗装職

エア－ラインマスクを装着して
二重底ブロック内のスプレー塗
装をしていた作業者が有機溶
剤中毒を発症し、意識不明の
状態で発見された

✔ 換気ファンが3台中、2台
しか稼動していなかっ
た。エアラインマスクの
機能上もしくは使用上の
問題があった

✔ 狭隘部の塗装作業では
十分な換気を行う。
エアラインマスク等保護
具の使用前点検と適正
使用

✔ 有機溶剤作業主任者の
不在

✔ 有機溶剤作業主任者の
選任と確実な職務の遂
行

No. 73 造船業重大災害100事例

⑥有害物等と
の接触

ブロックの狭隘部を塗装中、
有機ガス中毒により死亡

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



扉船ボイド
スペース内

扉船ボイド
スペース
点検作業

溺死（酸欠）

協力員

43才
発生年月日
2011.02.10 5年

✔ 作業主任者が選任され
ていなかった

✔ 作業主任者の選任と職
務の確実な遂行。特別
教育の実施

長期間、開放されていないスペースに
入るときは酸欠に注意！

船渠職

扉船のボイドスペース内に溜
まった海水を抜く為、酸素濃度
を確認せずにマンホールから
内部に入ったところ、酸欠によ
り倒れ、底部に溜まっていた
海水中に落下した

✔ 密閉された扉船内が酸
欠状態となっていた

✔ 酸欠の恐れがある箇所
には立入禁止措置を講
じる

✔ 酸素濃度の測定前に扉
船内に入った

✔ 作業前の酸素濃度の測
定と確実な換気

No. 74 造船業重大災害100事例

⑥有害物等と
の接触
（酸欠）

酸素濃度を確認しないまま、
ボイドスペース内に入り酸欠

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説



建造LNG船
タンク上

LNGガス圧縮機
試運転

酸欠

社員

26才
発生年月日
2013.07.19 8年

✔ 管理者・作業者全員の
窒素ガスの危険性の認
識が不足していた

✔ 冷却試験の実施要領・
手順を見直す。安全弁
取付け時に健全性を目
視で確認し、チェックリス
トで報告する

窒素ガスは見えない！臭わない！感じない！

艤装職

LNGタンク冷却試験中、安全
弁の不具合により、ドームハウ
ス（異物侵入防止用の仮設小
屋）に窒素ガスが流入してい
た状態で、ドームハウスに入ろ
うとした時に窒素ガスを吸込
み、瞬時に酸欠死

✔ 本来、撤去すべきドーム
ハウスを設置した状況で
冷却試験を実施した。安
全弁に不具合があった

✔ 冷却試験時にはドーム
ハウスを撤去する

✔ 冷却試験の関係者以外
の者が立入禁止区画に
入った

✔ 酸欠の危険性に関する
再教育を実施する

No. 75 造船業重大災害100事例

⑥有害物等と
の接触
（酸欠）

漏れた窒素ガスを吸って瞬時に酸欠死

発生状況

防止対策 

発生場所 職 種 

社／協 

年 齢 

経験年数 

原 因 

POINT! 

DATA 

作業名・作業内容 死傷病名 



補足・解説


