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1. はじめに 

政省令・制度運用検討分科会大括り化検討 WG（以下「WG」という。）では、電気用品安

全法（以下「電安法」又は「法」という。）の規制対象の考え方、大括り化 5 品目の定義・解

説について検討を行ったところ。 
本資料では、その検討結果をとりまとめたものである。 

 
2. 検討の項目及び進捗状況について 

第 11 回検討会資料 11-3 別紙「大括り化に向けての課題検討スケジュール案」（以下「スケ

ジュール案」という。本資料の別紙として再掲。）を踏まえ、これまで想定していなかった製

品が大括り化 5 品目の適用範囲に含まれるか否かを判断する条件となる、スケジュール案（１）

の「①対象の前提条件の整理」から検討に着手することとした。 
これまでの WGでの検討項目及び平成 27年度の検討項目を下表に示す。 

表 1 WG の検討項目 

１．電安法の規制の基本的な考え方に係る項目（平成 25 年度～） 
－ 電安法の目的、定義等に照らして規制対象の判断基準となる考え方の検討 

（１）未完成品のもの 
（２）一品もの 
（３）現地施工のもの 
（４）販売前後でのオプション取付け等について 
（５）電気用品の製造業・輸入業に該当しないもの（改造、個人輸入など） 

２．大括り化 5 品目適用範囲について（平成 26 年度～） 
－ 大括り化 5 品目の適用範囲の判断基準となる考え方の検討 

（１）電気用品安全法施行令（以下「政令」という。）、電気用品安全法施行規則（以

下「省令」という。）及び電気用品の範囲等の解釈について（以下「範囲等の

解釈」という。）のイメージ 
（２）部品の取扱い 
（３）電気用品の区分、型式の区分 

３．大括り化 5 品目共通の除外規定について（平成 27 年度） 
－ 表 3「除外規定の基本的な要件」を前提とした除外規定の具体化を行うにあたり、

電安法の目的、定義等と照らしながら、除外の判断基準となる考え方を検討する。 

４．制度運用に関する具体的な提案（平成 26 年度～） 
－ 品目の大括り化によって変更される手続について、その課題と対応方法を検討す

る。 
（１）届出事務 
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（２）検査の方式 
（３）表示の方法 

 

3. 大括り化検討開始当初の整理について 

3.1. 大括り化の対象範囲について 

大括り化の対象範囲は、第 7 回電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会（以

下「検討会」という。）資料 7-3「電気用品の指定の在り方及び法運用の改善に係る改正案骨

子の検討状況について（案）」（以下「資料 7-3」という。）5 項で示されたとおり、施行令別

表第二 「七 電熱器具」から「十一 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機

械器具」に掲げられる特定電気用品以外の電気用品である。 
なお、同項では、電気用品の大括り化によって、施行令別表第二の七号から十一号までを

「七 電気機械器具」（大分類
1
）とし、その下に、これまで検討を行ってきた旧省令第 2 項技

術基準(IEC 規格)をベースにした 5 分類（中分類）とすることが示されている。 
また、同項で示された大括り化後の対象範囲のイメージを表 4 に記載する。ここで、表 4

右列「特定以外」、「電気機械器具」中にある「家庭用及びこれに類する電気機器」、「電動工

具、園芸用機器及びこれに類する電気機器」、「ランプ及び照明器具」、「電子及び情報技術機

器」、「その他の電気機械器具」が当該 5 分類の中身である。 
一方、特定電気用品（施行令別表第一関係）及び特定電気用品以外の電気用品のうち、い

わゆる部品関係（施行令別表第二 一号から六号）並びにリチウムイオン蓄電池（施行令別

表第二 十二号）は、大括り化の検討範囲から除外されている。これは、①特定電気用品に

ついては、感電、火災等の危険や障害を発生するおそれが多い電気用品として特に指定され

たものであり、大括り化すると現状の安全レベルを変えることになるため、②特定電気用品

以外の電気用品のうち、いわゆる部品関係の電気用品については、製品関係に対比して新た

な電気用品の出現頻度が少ないと考えられ、最終的な安全確保は製品側での担保が期待でき

るからである（基本計画を基に記載）。 

3.2. 品目の大括り化に係る除外規定の基本的な要件について 

昭和 43 年の電気用品取締法政令改正時に開かれた公聴会では、電気用品の指定について、

表 2 の意見があった。 
ここでは、事務所、商店農業用等の業務用のものであっても、一般大衆又は電気的知識の

乏しいものが使用するものは、電気用品に指定される旨が記載されている。  

                          
1
検討会資料 7-3において、政令別表第二の階層のうち、漢数字を大分類、(算用数字)を中分類、算用

数字を小分類と定義 
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表 2 公聴会における電気用品の指定に係る意見について 

家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障

害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く

利用する機器はもちろん、電気知識が乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定

する。 

 
当該意見は電気用品の指定のあり方について、根拠となる考え方である。 
WG では、表 2 の内容を踏まえ、品目の大括り化に係る除外規定の基本的な要件を、表 3

のとおり整理した。 

この要件を基に、除外の判断基準となる考え方を検討する。 

 

表 3 除外規定の基本的な要件 

（１）家庭用でないもの 

（２）業務用のものであって、一般大衆又は電気的知識の乏しいものが使用しないもの 

（３）他法で危険及び障害の発生が防止されているもの 

（４）そもそも危険及び障害が発生しないもの 
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表 4 大括り化後の対象範囲のイメージ（第 7回検討会） 

現行  大括り化後 

特
定 

ゴム系絶縁電線、合成樹脂系絶縁電線、・・・・・・・小形単相変圧器類、電

熱器具、電動力応用電気機械器具、電子応用機械器具、交流用電気機械器具、

携帯発電機 

 
特
定 

原則として現状のまま 
 

特
定
以
外 

ゴム系絶縁電線、合成樹脂系絶縁電線、・・・・・・・小形単相変圧器類、小

形交流用電動機 
 

特
定
以
外 

蓄電池  

電熱器具（74品目指定）  
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
交
流
用
電
気
機
械
器
具 

家庭用及びこれに類する電気機器 
JIS C 9335 を適用するようなもの 

電動力応用電気機械器具 
（134 品目指定） 

 電動工具、園芸用機器及びこれに類する電気機器 
JIS C 9741、C 9029-1 を適用するようなもの 

光源及び光源応用電気機械器具 
（26品目指定） 

 ランプ及び照明器具 
ランプに関する JIS、JIS C 8105 を適用するようなもの 

電子応用機械器具 
（24品目指定） 

 電子及び情報技術機器 
JIS C 6950-1、JIS C 6065 を適用するようなもの 

その他の交流用電気機械器具 
（13品目指定） 

 その他の電気機械器具 
上記に当てはまらないもの 

対
象
外 

交流 100V～300Vで使用される電気機械器具 
パソコン、FAX、プリンター、生ゴミ処理機等 

 

対
象
外 

除外規定（具体的には 27年度に検討） 
・家庭用・業務用でないもの 
・業務用のものであって、一般大衆又は電気的知識の乏しいものが使用しない

もの 
・他法で危険及び障害の発生が防止されているもの 
・そもそも危険及び障害が発生しないもの 

交流 100V～300V以外の定格の電気機械器具 
USB マウス、電池で動くおもちゃ 

 交流 100V～300V 以外の定格の電気機械器具 

いわゆる部品 
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3.3. 大括り化 5品目の検討イメージについて 

現行の電気用品は、製品ごとに完成品・未完成品の判断や法に基づく手続の必要性が検討

されている。一方、大括り化されることにより、これまで想定していない電気製品について

も検討の対象となることから、電気用品名にかかわらず事業者が自ら判断できるよう、これ

までの取扱いを基に整理する必要がある。 

このため、大括り化の検討にあたっては、現在の運用上、電安法の手続が必要となるもの

をあらかじめ明らかにした上で、電安法の規制の趣旨に従って規制対象とすべきものを検討

していく必要がある。大括り化における 5品目の検討イメージを以下に示す。 

 
図 1 大括り化 5品目の検討イメージ 
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3.4. 大括り化の対象外の電気用品の範囲等の考え方について 

大括り化の対象外となる電気用品の取扱いは、大括り化後も従前の考え方を踏襲して判断

する。個別の事例を以下に示す。 
 
（１）大括り化の対象外の電気用品のうち、規制の対象となる範囲が政令や範囲等の解釈（通

達）で限定されている電気用品は、大括り化がなされた後でも、規制の対象の範囲のも

のに限って電気用品の対象であり、現状、規制の対象の範囲にならないものは従前どお

り、規制の対象外のものとして取り扱うことが妥当である。 

事例：直流電源装置の規制の対象の範囲は、定格容量が１キロボルトアンペア以下と定

められているが、１キロボルトアンペアを超える規制の対象外の直流電源装置

は、大括り化後の電気用品として改めて規制の対象とはしない。 
冷凍機とショーケースを組合せた300ワットを超える冷凍用ショーケースについ

ても同様である。 
 

（２）大括り化の対象外の電気用品の取扱上の解釈は、原則として大括り化後も同一である。

大括り化対象５品目に対する範囲等の解釈については、大括り化の検討の一部である。 

事例：電気マッサージ器は、医薬品医療機器等法の使用目的又は効果としてマッサージ

効果を謳うもののほか、それに類似するもの（例：スイングマシーン、金魚運動

器などの一部の運動器具）も電安法上は電気マッサージ器として扱っている。 
 
（３）大括り化の対象外の電気用品名を定めている政令上の大分類（ex.電線、配線器具、小

形単相変圧器等）に相当する製品であっても、電気用品として指定されていない製品に

ついては、大括り化の対象（＝規制対象）品目として取り扱うのではなく、これまでど

おり規制の対象外として取り扱う。 

事例：大括り化の対象外とされている「小形交流電動機」の分類では、電気用品名とし

て「単相電動機」と「かご形三相誘導電動機」のみを指定している。従って、「巻

線形三相誘導電動機」をはじめとするこれまで指定されていない電動機は、大括

り化後であっても規制の対象外である。 

ただし、全ての部品がこれで整理しきれないため、「その他の電気機械器具」の検討と

あわせて、いわゆる部品関係との仕切りを明確にする必要がある。 
検討品目については、4.5.4(1)及び(2)を参照。 
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4. 大括り化 5 品目の適用範囲に係る検討について 

4.1. 検討手順について 

平成 24 年度までの検討においては、大括り化後の電気用品の区分「電気機械器具」、か

つ、特定電気用品以外の電気用品を対象に、大括り化後の電気用品を国際整合性の観点か

ら JIS（ IEC 規格ベース）の分類を参考にした 5 品目とする方向性が政省令・制度運用検

討分科会において示された。これらについて、スケジュール案に従い、WG において検討

に着手することとした。  

本検討の前提条件は表 5 のとおり。大括り化された大分類「電気機械器具」の対象範囲

は、「100 ボルト以上 300 ボルト以下及び 50 ヘルツ又は 60 ヘルツの交流の電路に使用さ

れるもの」に限られ、共通的に定められる除外規定に該当するものを除く。  

表 5 大括り化 5 品目の適用範囲に係る検討における前提条件 

前提① 法第２条の定義の範囲内であること（一般用電気工作物の一部又は接続

されるもの）  

前提② 定格電圧 100～300V、定格周波数 50 又は 60Hz、交流の電路に用いるも

のであること  

前提③ 共通的な除外規定  

 

4.2. 大括り化 5 品目の対象範囲と整合規格の適用範囲の関係について 

電気用品が大括り化 5 品目のどれに該当するかの判断については、「その他の電気機械

器具」を除き、当該電気用品の技術基準省令への適合性を確認するために用いた整合規格

の適用範囲を基本として判断する。 

整合規格を適用するか又は全く用いずに、自己適合証明方式にて技術基準省令への適合

性を担保するものであっても、製品の用途・構造等から判断して電気用品名毎に例示して

いる整合規格の対象範囲に類似するものであれば、該当する電気用品名で対象とする。  

そのうち「その他の電気機械器具」を除く 4 つの電気用品については、それぞれの電気用

品毎に例示された整合規格の適用範囲に準じて判断する。従って、例えば「家庭用及びこ

れに類する電気機器」の適用例である JIS C 9335-1 の適用範囲が「単相 250V 以下、その

他 480V 以下」であっても、政令で、交流 100V～300V のものを適用範囲としているので、

それの範囲外の定格のものは JIS の適用範囲ではあるが、電気用品安全法の対象外である。 
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4.3. 品目の大括り化に伴う政省令等の改正する範囲について 

4.3.1 政令、省令及び範囲等の解釈のイメージ 

大括り化 5 品目は特定以外の電気用品であるため、電気用品を指定している政令別表第

一（特定電気用品）及び政令別表第二（特定以外の電気用品）のうち、品目の大括り化で

は、政令別表第二を改正することとなる。また、電気用品の具体的な要件は、範囲等の解

釈によって規定されており、大括り化 5 品目の詳細や大括り化 5 品目から除外されるもの

の規定は、当該解釈の改正によって行う（4.4 項参照）。  

また、品目の大括り化により、電気用品の区分、型式の区分の変更が伴うことから、省

令の必要な改正を行うこととなる（第 5 章参照）  

なお、本項で示した大括り化 5 品目の対象範囲を規制に落とし込むためには整合規格と

して採用されている JIS を年番付きで指定する必要があるが、JIS は頻繁に改正されるた

め政令に記載することは望ましくないため、範囲等の解釈に記載する方法が考えられる。 

政令、省令及び範囲等の解釈の具体的な記載イメージを表 6 に示す。  

表 6 政令、省令及び範囲等の解釈のイメージ 

【政令】別表第二  

七 ランプ（4.3.2 参照）  

八 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるも

の（定格電圧が 100 ボルト以上 300 ボルト以下及び定格周波数が 50 ヘルツまたは 60

ヘルツの交流の電路に使用するもの。ただし、特殊な構造のものを除く。）  

（１）～（５）略  

【省令】  

電気用品の区分（4.6 参照）  

型式の区分（4.7 参照）  

【範囲等の解釈】  

Ⅰ  一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられるもの  

一 ～ 二 略  

三 特定電気用品以外の電気用品  

１．電線及び電気温床線関係  

２．～５．（略）  

６．ランプ関係（4.3.2 参照）  

７．第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具関係  

（１）～（８）（略）共通の除外規定をここに記載（4.4.2(2)参照）  

（９）家庭及びこれに類する電気機械器具関係  
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（１０）～（１３）（以下、略）  

Ⅱ 携帯発電機  

Ⅲ リチウムイオン蓄電池  

 

4.3.2 ランプの扱い 

大括り化 5 品目の適用範囲に係る検討における前提条件（表 5）では、適用範囲に定格

電圧及び定格周波数が規定されるが、蛍光ランプは安定器内蔵型のものを除き定格電圧及

び周波数を定められない。そのため昨年度までは政令別表第二では、「定格電圧が 100 ボ

ルト以上 300 ボルト以下及び定格周波数が 50 ヘルツ又は 60 ヘルツの交流の電路に使用す

るもの（蛍光ランプはこの限りではない）」としていた。しかし、定格電圧及び定格周波数

が規定されるものとされないものの混在は不適切と考えられるため、本書では表 6 のとお

り、大括り化 5 品目（政令別表第二では、「第三号から前号までに掲げるもの以外の交流

用電気機械器具」と規定される）を「ランプ」と「第三号から前号までに掲げるもの以外

の交流用電気機械器具」に分けることとした。  

 

4.4. 大括り化 5 品目共通の除外規定の考え方について 

4.4.1 電安法第 2 条による非対象について 

電安法第 2 条では、電気用品の定義が規定されている。品目の大括り化以前に、この定

義に該当しないものは非対象となる。非対象の例を表 7 に示す。  

表 7 電安法第 2 条を踏まえて非対象となるもの 

・鉄道、船舶、車両、航空機用のもの  

理由：電安法第 2 条第 1 項で引用している電気事業法第 38 条第 1 項で「電気工作物」

から外れているため。  

・「事業用電気工作物」(工場やビル等、高電圧で供給を受ける作業場に提供される自家

用電気工作物)に接続される機器  

理由：  電安法第２条における「電気用品」の定義に含まれていないため。  

 

4.4.2 共通の除外規定の検討 

WG では、大括り化 5 品目で共通の除外規定の考え方を検討するにあたっては、まず大

括り化 5 品目共通の電気用品名である電気機械器具（の定義）を明らかにし、その定義に

該当しないものを、共通の除外規定の要素になるものとして、それぞれの検討を行った。 

それぞれの検討結果を表 8 及び表 9 に示す。ここで、通常、電気用品は、「政令別表第
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二」で指定され、詳細は「範囲等の解釈」で説明していることから、本検討結果も同様の

記載方法とした。   

(1) 政令別表第二 

 電気機械器具の定義を検討した結果について、政令別表第二で規定したイメージを表 8

に示す。ここで八（１）、（２）は、表 4 において「電気機器」と記載しているが、交流用

電気機械器具の１つであることから、「電気機械器具」に統一した。また（４）は、IEC 整

合 JIS の動向を見定める必要から、JIS 原案の名称を基に仮名称を採用した。 

 表 8 では、「第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具」を規定すると

ともに、「特殊な構造のもの」を除くことを規定している。 

これにより、交流用電気機械器具に該当する電気用品のうち「特殊な構造のもの」の例

示は範囲等の解釈で除外規定の要素を規定する。 

なお、交流用電気機械器具に相当しないもの、例えば配線器具や小型交流電動機、コン

デンサや抵抗素子などは、大括り化の対象外である（表 9 の ７．（８）参照）。 

表 8 政令別表第二のイメージ 

＜政令＞別表第二（案） 

八 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるも

の（定格電圧が 100 ボルト以上 300 ボルト以下及び定格周波数が 50 ヘルツ又は 60 ヘル

ツの交流の電路に使用するもの。ただし、特殊な構造のものを除く。） 

（１）家庭用及びこれに類する電気機械器具 

（２）電動工具、園芸用機器及びこれに類する電気機械器具 

（３）照明器具 

（４）オーデイオ・ビデオ、情報通信技術及び事務機器の分野における電気・電子機器 

（５）その他の電気機械器具 

※網掛け部分は、範囲等の解釈にて説明が必要となる部分 

※（４）については、今後の整合規格の検討状況により変更の可能性あり（以下同じ） 

(2) 範囲等の解釈 

 表 8 の網掛け部分の説明を検討した結果について、範囲等の解釈で規定したイメージを

表 9 に示す。 

 表 9 では、（１）、（２）で同表の「交流用電気機械器具」の詳細、「部品を含まない」こ

と及びその「部品」を規定している。また（３）、（４）では、（１）の要件を規定している。

（５）では、表 8 の「特殊な構造のもの」を規定している。  



 

11 

表 9 範囲等の解釈のイメージ 

７．第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具関係 

（１）「交流用電気機械器具」とは、電力を主たる機能のために消費する機械器具で

あって、次に掲げるものをいい、部品は含まない。 

イ 一般消費者が通常生活の用に供するもの 

ロ 当該機械器具の安全性の知識に乏しい者が使用するもの 

（２）（１）に関連して、「部品」とは、交流用電気機械器具に含まれるものであり、

電路を構成する機械器具であって、電気使用機械器具を除き、以下を含む。こ

こで、「電気使用機械器具」とは、電気設備の技術基準の解釈第 142 条 9 号で

定義される電気使用機械器具をいう。 

  イ 太陽電池モジュール 

  ロ 電力設備用コンデンサ 

  ハ ○○○○ 

（３）（１）イに関連して、「一般消費者が通常生活の用に供するもの」とは、一般消

費者が購入し、一般家庭で広く使用することを意図したものを言い、次のいず

れかに該当するときは、「一般消費者が通常生活の用に供するもの」に該当し

ないものと解釈する。（以下、今後の検討を踏まえて修正予定。現時点での事

例は仮） 

イ 工場や設備管理者等の事業者に納入されるものであり、使用場所が工場等に

限定されるもの（一般消費者が立ち入る場所に設置されていないもの） 

ロ 一般家庭及びそれに類する場所に設置できない構造になっているもの 

ハ 一般消費者向けに販売しないことを保証するための文書を納入先と取り交

わしているもの 

ニ 一般消費者向けではない旨の表示があるもの（「産業用製品」、「業務用製品」

等の表示） 

ホ 事業者、教育機関等の法人又は行政機関が最終顧客であって、これらに販売、

納入されることが管理できるもの。 

ヘ 業務用設備として使用されるもの 

（４）（１）ロに関連して、「当該機械器具の安全性の知識に乏しい者が使用するもの」

とは、「一般消費者が通常生活の用に供するもの」以外の機械器具であって、

一般消費者やそれに類する者が使用するものを言い、次のいずれかに該当する

ときは、「当該機械器具の安全性の知識に乏しい者が使用するもの」に該当し

ないものと解釈する。（以下、今後の検討を踏まえて修正予定。現時点での事

例は仮） 
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イ 法に基づいた当該機械器具の安全に係る資格をもつ者が使用するもの 

ロ 法に基づいた当該機械器具の安全に係る講習を受けている者が使用するも

の 

ハ 当該機械器具の安全に係る教育、訓練を受けている者が使用するもの 

ニ 当該機械器具の安全性の知識に乏しい者から隔離する旨が記載されている

設置マニュアル、取扱説明書等を基に、設置業者が設置するもの 

ホ 当該機械器具の安全性の知識に乏しい者から隔離することを条件に、保守契

約が結ばれるもの 

ヘ 当該機械器具の安全性の知識に乏しい者から隔離することを条件に、行政機

関等の許認可を受けて設置されるもの 

ト 当該機械器具の安全性の知識に乏しい者から隔離された場所のみに設置で

きる構造になっているもの 

チ 製品の安全性の知識を持ち、特別な技能を有する者が使うもの 

リ 一般消費者が直接、製品本体に触れず、触れるのは操作パネルに限るもの 

（５）「特殊な構造のもの」とは、機械器具に組み込まれるために設計・製作された

特殊な構造のもの、その他特殊な構造のものをいう。 

（６）（５）に関連して「機械器具に組み込まれるために設計・製作された特殊な構

造のもの」とは、機械器具に組み込まれるために設計・製作された電気機械器

具であって、次のいずれかの構造のものをいう。 

イ  外被のないとき（電線接続端子部以外の部分の充電部を覆うものをいう。）
2
 

ロ  電線接続端子部（電線接続端子取り付け面を含む。）以外の部分に試験指が触

れる充電部の露出する箇所があるとき  

  ハ  電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき  

   （イ）ねじ止め端子であること  

   （ロ）速結端子（スプリング式ねじなし端子）であること  

（ハ）口出し線（公称断面積が０．７５平方ミリメートル以上のものに限る。）

であること  

  ニ  機械器具に取り付けられた状態でなければ、当該電気機械器具の機能が発揮

されないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに

電気機械器具としての形状をなさないとき
3
 

                          
2
当該イ項及びロ項のカッコ内は説明のため記載。表 9 及び表 11 の内容を、範囲等の解釈に反映する場合、

既述のため略される。 
3
 「機械器具から取り外したときに、電気機械器具の形状をなさない」の表現は、部品の考え方の整理に併

せて検討する。 
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（７）（５）に関連して「その他特殊な構造のもの」とは、次のいずれかに該当する

ものをいう。（以下、今後の検討を踏まえて修正予定。現時点での事例は仮） 

イ 他法令の安全基準に基づき、設計、製作されるものであって、次のいずれか

に該当するもの 

（イ）薬機法の適用を受ける電気機械器具（家庭用医療機器を除く） 

（ロ）消防法の適用を受ける誘導灯、火災報知器 

（ハ）0.5t 以上のホイストクレーン 

（ニ）労働安全衛生法の適用を受ける電気機械器具（例：防爆型） 

（ホ）電気事業法の適用を受ける燃料電池 

ロ 一般用電気工作物に接続する際に、電力会社との連系協議が必要となるもの 

ハ 一般消費者の通常生活の用に供されないものであって、次のいずれかに該当

するもの 

（イ）大型の電気機械器具 

（ロ）工場等の一部として使用される電気機械器具 

 （８）抵抗素子などは、交流用電気機械器具に該当しない部品の一例である。 

 

4.4.3 共通の除外規定の検討に係る課題について 

表 8 及び表 9 の共通の除外規定の考え方を実際に適用するにあたり幾つかの課題が想

定される。以下に代表的な事例を記載する。  

・一般消費者向けに販売しない表示がある、又は取扱説明書、カタログ等で工場等に納

入する場所が明示してあっても、表示のみでは実際にはそのように運用されない可能

性がある。  

・安全性の知識の判断基準、使用者が持つ条件（資格、講習）の設定が難しい。  

・JIS C 1010 シリーズ  測定用、制御用及び試験室用電気機器の安全性  第 1 部（ IEC 

61010-1 整合）の適用範囲のもの  

・他法令の安全基準に基づき、設計、製作されるもの  

・専ら病院、診療所で医療用として用いられる電気機械器具  

理由：特殊用途であるため。（電気用品の範囲等の解釈を参考）  

・本体を直接操作することがない機械器具について、当該機械器具の安全性の知識に乏

しい者が使用するものにあたるか、検討が必要である。 

・一律に規定するのは難しいため、製品毎に消費電力の上限値の設定を含めて、検討が

必要である  

  



 

14 

4.5. 部品の取扱いの整理 

4.5.1 部品の定義について 

平成 26 年度の検討では、部品を「機械器具に組み込まれる（特殊な）もの」、「純粋な

部品」に分けて検討を行った。  

平成 27 年度の検討では、表 10 のとおり、政令別表第二及び範囲等の解釈で規定される

「特殊な構造のもの」を用いて「部品」の定義を行った。  

表 10 部品の定義 

部品とは、次の（１）から（３）に該当するものをいう。  

（１）電気機械器具ではないもの（表 9 範囲等の解釈のイメージ ７（８）に

規定）｛例：抵抗素子｝  

（２）電力を主たる機能のために消費する機械器具で、電路を構成する機械器具

であって、電気使用機械器具を除くもの（表 9 範囲等の解釈のイメージ 

７（２）に規定）  

（３）電力を主たる機能のために消費する機械器具で、機械器具に組む込まれる

ために設計・製作された特殊な構造のもの（表 9 範囲等の解釈のイメー

ジ ７（６）に規定）  

 

4.5.2 「範囲等の解釈」の規定を参考にした「特殊な構造のもの」の定義について 

「範囲等の解釈」の「Ｉ 二 特定電気用品 3.3 接続器及びその附属品関係（２）」及び

「三 特定電気用品以外の電気用品 ５．小型交流電動機関係（１）」では、機械器具に組

み込むために設計・製作され、諸条件を満足するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な

構造のもの」と解釈し、電気用品の対象外として取り扱うこととしている。  

表 9（５）「特殊な構造のもの」は、当該説明を参考に記載した。  

表 11 に表 9 の該当箇所を記載する。  

表 11 「特殊な構造のもの」の考え方について 

「範囲等の解釈」を基にした「特殊な構造のもの」の考え方を以下に示す。  

 

「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」とは、機械器具に組み込まれるた

めに設計・製作された電気機械器具であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

 イ  外被のないとき（電線接続端子部以外の部分の充電部を覆うものをいう。）  

 ロ  電線接続端子部（電線接続端子取り付け面を含む。）以外の部分に試験指が触

れる充電部の露出する箇所があるとき  
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 ハ  電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき  

  （イ）ねじ止め端子であること  

  （ロ）速結端子（スプリング式ねじなし端子）であること  

（ハ）口出し線（公称断面積が０．７５平方ミリメートル以上のものに限る。）

であること  

 ニ  機械器具に取り付けられた状態でなければ、当該電気機械器具の機能が発揮さ

れないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電

気機械器具としての形状をなさないとき  

 

4.5.3 部品を組み合わせて完成させる製品の考え方について 

設備系の機器を構成する部品は、単品で充電部が露出しておらず、完成状態の部品を現

地で組み立てて電気用品として完成させる。組み合わせて機能が発揮するものは、組み合

わせた状態で法対象としている。  

流通形態によって、組み合わせることが分かっている場合、分かっていない場合が考え

られることから、その形態ごとに届出事業者が誰になるか検討が必要。  

冷凍機を内蔵しないショーケースと冷凍機（それぞれ現行で規制の対象外）を組み合わ

せて電気用品となる、別置型ショーケースを例にした考え方を表 12 に示す。 

表 12 別置型ショーケースの規制の考え方 

別置型ショーケースについては、セット売りか個別売りかによって規制の対象か

否かが異なるため、分けて考える必要がある。 

・セット売り：冷凍機部分とショーケースの組み合わせを企画する製造事業者が

存在する場合 

・個別売り：冷凍機部分とショーケースの組み合わせを企画する製造事業者が存

在しない場合 

セット売りの場合、組み合わされた状態のとき、特定電気用品に該当し、定格消

費電力 300W を超えるものは規制の対象外であると考えることができる。 

なお、別置型ショーケースのほとんどは 300W を超えている。 

個別売りの場合、施工主が法の履行義務を果たすのは難しいため、ユニットメー

カーがユニットごとに法の履行義務を果たす必要が考えられる。その際の課題とし

て、最終形態における技術基準適合性を担保するため、代表的な組合せ等における

負荷条件を決めて試験する必要がある。 

個別売りの場合に、ユニットメーカーが法の履行義務を果たせるよう、整合規格

の作成等の検討が必要である。 
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4.5.4 電気機械器具から配線器具への移動について 

(1) 調光器について 

平成 24 年度の性能規定化分科会において、大括り化の対象となる現行電気用品を新た

な大括り化 5 品目への分類化を検討したところ、漏電検知器など 6 品目が「その他の電気

機械器具」となったが、本 WG で再検討した結果、調光器については、「四 配線器具」

に移動することとした。  

調光器を移動した場合の政令別表第二の四のイメージを表 13 に示す。  

表 13 移動後のイメージ 

 

(2) コンセント付家具について 

品目大括り化後の範囲等の解釈のイメージである表 7 では、「『交流用電気機械器具』と

は、電力を主たる機能のために消費する機械器具であって・・・」と規定されている。こ

のため、現行特定以外の電気用品で、交流用電気機械器具に含まれる「コンセント付家具」

は、この規定に該当しないため、大括り化 5 品目に含まれなくなる。  

 この状況を回避するための方法として、コンセント付家具を配線器具への移動が考えら

れる（移動先を配線器具とした理由：コンセント付家具は、家具に配線器具の一部である

コンセントを取り付けたものであるため）。  

四 配線器具であつて、次に掲げるもの（定格電圧が 100 ボルト以上 300 ボルト以下のも

のであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。） 

（一） リモートコントロールリレー（定格電流が 30 アンペア以下のものに限り、機械

器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。）  

（二） 開閉器であつて、次に掲げるもの（定格電流が 100 アンペア以下（電動機用のも

のにあつては、その適用電動機の定格容量が 12 キロワット以下）のものに限り、

機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。）  

    １ カットアウトスイッチ  

２ カバー付ナイフスイッチ  

３ 分電盤ユニットスイッチ  

４ 電磁開閉器（箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒュ

ーズを取り付けるものに限る。）  

（三） ライティングダクト及びその附属品（ライティングダクトを接続し、又はその端

に接続するものに限る。）並びにライティングダクト用接続器（定格電流が 50 アン

ペア以下のものであつて、極数が 5 以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の

点滅機構を有するものを含む。）  

（四） 調光器（定格容量が 1 キロボルトアンペア以下のものに限る。）  



 

17 

4.6. 複数の機能を有する電気用品名の取扱い 

「範囲等の解釈」のⅠ「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられ

るもの」、一「共通事項」（１）にある、2 以上の電気用品の機能を持った「複合品」につ

いては、「１の電源スイッチを共有する場合」、「アタッチメント方式の場合」には 1 つの

電気用品にかかる手続で足りることとして手続を簡素化しているが、「電気用品の機能が独

立している場合」にはそれぞれの手続を必要としている。この部分の判断については、内

部構造等まで判断した上での検討が必要であり、事業者が自ら判断するのに困難な部分で

あった。  

また、これまでは個々の電気用品の用途・構造が明確であったことから、複数の電気用

品の機能を有していても 1 つの電気用品として判断することができたものが一部にある

（ex.電気ミシンの手元照明や自動販売機の広告灯部分）が、大括り化により個別の機器を

特定した電気用品名が存在しなくなることから、少なくとも大括り化 5 品目については主

となる用途での届出がなされるようにする必要がある。具体的には、表 14 のように判断

することとし、「範囲等の解釈」で解説する必要がある。  

表 14 複数の機能を有する電気用品の取扱い 

（ａ）特定電気用品と大括り化 5 品目との組合せ  

特定電気用品に関する手続で足りることとする（従前通り）。  

（ｂ）大括り化 5 品目の複数の機能を持つもの  

原則として主たる機能により届出を行うこととするが、その判断が困難な

場合、優先度は政令の指定順とする。  

 

4.7. 大括り化後の対象・非対象の考え方について 

大括り化後は、従前、政令及び省令に記載されていた電安法の対象となる個別の電気用

品名が、明確に記載されないこととなり、対象であるかないかは、製造又は輸入事業者が

自ら判断しなければならない。今までの検討の結果をまとめ、現時点における判断のため

のフローを図 2 に示す。  
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図 2 大括り化後における電気用品の対象判断フロー例 

 

4.8. ランプ及び大括り化 5 品目の個別の検討状況について 

ランプ及び大括り化 5 品目の適用範囲については、JIS（ IEC 規格ベース）の分類から 5

品目を決定した経緯から、これらの個別の検討においても JIS（ IEC 規格ベース）の適用

範囲の規定をベースに、それぞれ＜定義＞、＜解説＞に該当するものに分けて検討作業を

行った。これまでの検討状況を次に示す。  

ここで、平成 24 年度以前の検討において関連する内容を＜注記＞に、また、＜定義＞

及び＜解説＞を検討する上で、課題となったものを＜課題＞として整理した。  

なお、＜定義＞は政令別表第二に、＜解説＞は「範囲等の解釈」に落とし込まれること

を想定している。  
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4.8.1 ランプの適用範囲（案） 

＜定義＞ 

・一般照明用のランプであって交換の為の規格化された口金を有し、かつ、規格化された

形状・寸法を有するもの。  

・規格化された口金とは JIS C 7709-1『電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに

互換性・安全性』に規定された口金をいう。  

・規格化された形状・寸法とは JIS 等で形状・寸法が規定されたものをいう。  

 
＜解説＞ 

1. 対象となる製品の例及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様－第１部：一般照明用白熱電球(IEC 60432-1) 

JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ－第１部：安全仕様 (IEC 61195) 

JIS C 7618-1 片口金蛍光ランプ－第１部：安全仕様 (IEC 61199) 

JIS C 7620-1 一般照明用電球形蛍光ランプ－第１部：安全仕様 (IEC 60968) 

JIS C 8156 一般照明用電球形ＬＥＤランプ（電源電圧５０Ｖ超）－安全仕様  

2. その他、これに類するもの及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

一般照明用のランプであって、汎用性のあるもの  

3. 次のものには適用しない  

●定格電圧が１００ボルト以上３００ボルト以下及び定格周波数が５０ヘルツ又は６０

ヘルツの交流の電路に使用しないもの（蛍光ランプを除く） 

●特殊な構造のもの 

●特定の機器に組み込まれる為に設計されたランプ  

例：読み取り用光源、液晶バックライト、プロジェクタ等の光源）  

●照明用途以外に用いられるランプ  

例：樹脂硬化、熱源用、殺菌用、医療用等  

●交流の電路に直接接続されない蛍光ランプ以外のランプ（引き続き検討する）  

例：低圧ナトリウムランプ及び高輝度放電ランプ、冷陰極放電ランプ  

 
＜課題＞ 

(a) ランプ交換時のリスクの扱い  

・電気用品安全法の対象となるランプ類は使用者が交換することが前提となっており、

一旦照明器具に装着され点灯している状態では照明器具全体での安全性担保が行わ
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れるものであるが、交換することに付随するリスクはランプ単独で対応すべき項目と

なる。  

(b) 口金と形状について  

 ・旧１項基準では「口金かん合部の寸法」と「口金トルク」が個別に規定されているこ

とからも器具への接続を行い、同時にランプ保持を行う口金部の寸法と保持力を安全

確保上重要な項目としていると思われる。また、ランプから発せられる熱的な影響を

含め、ランプ保持の為にも寸法・形状が標準化される必要があることから、口金と形

状について規格化されたものは対象にすべきと考える。  

 ・一方、ランプ類の口金は統一された規格であるが、ランプを総括的に規定する安全規

格は JIS・ IEC 共に存在せず、ランプの種類ごとに規格が独立して存在している。そ

の為、規格化された形状を具体的に示す為には具体的に規格を列挙することとなる。 

(c) 一般照明用の定義  

(d) 交流の電路に直接接続されない蛍光ランプ以外のランプの取扱いについて  

・「交流の電路に直接接続されない蛍光ランプ以外のランプ」は一般照明に使われ（屋

内照明にも使用されている）、かつ規格化された口金を持っており、現在検討してい

る定義の範囲に含まれるため、規制の対象から除外するには合理的理由が必要。 

一般照明用とは、  

 現在のところ、一般照明を明確にかつ一義的に定義するものはないが、水銀条約（水

俣条約）では「Linear fluorescent lamps (LFLs) for general lighting purposes:」と記述

があり、 IEC 規格の適用範囲でも同様であることから、規制対象を一般照明用に限るの

は合理的だと思われる。  

類似する用語の定義として、下記がある。｛略｝  

A) 照明用語（JIS）  

一般用照明器具・・・特別な目的のために設計していない照明器具。  

B) ErP（エコデザイン）指令｛略｝  

C) JIS C 8155 3.2 項｛略｝  

D) COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009（仮訳）  

附属書  Ｉ  除外対象  

1. ランプ｛略｝  

2. 照明器具｛略｝  
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4.8.2 家庭用及びこれに類する電気機械器具の適用範囲（案） 

＜定義＞ 

家庭用及びこれに類する電気機械器具。通常，家庭で用いない機器でも，一般大衆への危

険源となる機器を含む。  

 
＜解説＞ 

1.対象となる製品の例及び対象となる製品を適用範囲に含む規格は以下のとおり  

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第１部：通則  

2.その他、これに類するもの及び対象となる製品を適用範囲に含む規格は以下のとおり  

家庭用電気機器に類する電気機器であって、以下の規格の適用を受けるものを含む。 

  ○○○○  

3.次のものには適用しない  

手持ち形電動工具（JIS C 9745 の規格群）に該当するもの：4.8.3 参照  

可搬形電動工具（JIS C 9029 の規格群）に該当するもの：4.8.3 参照  

オ－ディオ、ビデオ及び類似の電子機器（JIS C 6065）に該当するもの：4.8.5 参照  

情報技術機器（JIS C 6950-1）に該当するもの：4.8.5 参照  
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4.8.3 電動工具、園芸用機器及びこれに類する電気機械器具の適用範囲（案） 

＜定義＞ 

手持形又は可搬形の電動工具、園芸用機器及びこれに類する電気機械器具。  

 

＜解説＞ 

1. 対象となる製品の例及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

1.1 電動工具  

JIS C 9745-1 手持ち形電動工具－安全性－第１部：通則  

JIS C 9029-1 可搬形電動工具の安全性－第１部：一般要求事項  

磁気駆動の工具（電磁振動機、ソレノイドを応用した工具（バイブレータ））  

1.2 園芸用機器  

園芸用途に使用される電動力又は磁気駆動の機器。以下の規格の適用を受けるものを

含む。  

JIS C 9335-2-77  手押し式制御芝刈り機  

JIS C 9335-2-91  電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機  

JIS C 9335-2-92  歩行式芝生用スカリファイア及びエアレータ  

JIS C 9335-2-94  はさみ形草刈り機  

JIS C 9335-2-100 手持形のガーデンブロワ，バキューム及びブロワバキューム  

2. その他、これに類するもの及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

○○○○  

3. 次のものには適用しない  

（１）食品を調理及び加工するために使用される電気機器  

理由：フードミキサー（ハンドミキサー）等、JIS C 9335-1 の個別規格で規定さ

れているため。  

（２）JIS C 9335-2-45 で取り扱われている加熱工具。  

理由：JIS C 9335-2-45 は「はんだごて」等を規定。（１）家庭用及びこれに類する電

気機器に含むべきもの。  
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4.8.4 照明器具の適用範囲（案） 

＜定義＞ 

照明器具とは、情景、対象物又はその周辺を見えるよう照らすことを目的とし、光を分配、

透過又は変化させる装置をいう。  

 
＜解説＞ 

1. 対象となる製品の例及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

 JIS C 8105-1 照明器具-第１部：安全性要求事項通則の適用範囲  

2. その他、これに類するもの及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

●広告灯、表示灯、殺菌灯  

3. 次のものには適用しない  

●デジタルサイネージ（電子看板）  

●広告灯に準ずるもので建造物の側壁、ポール等に固定設置され、屋内配線等の固定配線

から接続器を介さずに電源が供給されるもの  

●建物についているような大きい看板（建屋の一部になるもの）  

 

＜課題＞ 

JIS C 8105-1 の適用範囲に表示灯も含まれるため、定義に自分自身を照らす旨も追加す

る必要はないか。
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4.8.5 オーデイオ・ビデオ、情報通信技術及び事務機器の分野における電気・電子機器

の適用範囲（案） 

＜定義＞ 

オーデイオ・ビデオ、情報通信技術及び事務機器の分野における電気・電子機器  
 

＜解説＞ 

1. 対象となる製品の例及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

JIS C 6065 オーディオ，ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（ IEC60065) 

JIS C 6950-1 情報技術機器－安全性－第 1 部：一般要求事項(IEC60950-1)  

注）規格の制定・改正時期に応じて見直しを行う。  

2. その他、これに類するもの及び対象となる製品の例は以下のとおり  

デジタルサイネージ（電子看板）  

3. 次のものには適用しない。  

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第 1 部：通則  

及び、JIS C 9335-1 で示される、各種製品個別要求規格群  

理由：本範疇に含まれると解釈されてしまいそうな製品（液晶プロジェクタ以外の各種

プロジェクタ，業務用のビデオゲーム機，フリッパゲーム機等のアミューズメント機器等）

が JIS C 9335 規格群の適用範囲に含まれているため。  

 

＜課題＞ 

適用範囲について  

・現行の特定電気用品以外の電気用品名が適用範囲から漏れていないか確認する必要があ

る。(例えば、「電子応用遊戯器具」等)
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4.8.6 その他の電気機械器具の適用範囲（案） 

＜定義＞ 

（１）家庭用及びこれに類する電気機械器具、（２）電動工具、園芸用機器及びこれに類

する電気機械器具、（３）照明器具及び（４）オーデイオ・ビデオ、情報通信技術及び事

務機器の分野における電気・電子機器以外のもの。  

 

＜解説＞ 

1. 対象となる製品の例及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

  JIS C 0000-0 

○○のもの  

2. その他、これに類するもの及び対象となる製品が適用範囲に含む規格は以下のとおり  

  ○○のもの  

3. 次のものには適用しない  

○○○○  

 
＜課題＞ 

大括り化したときの対象・非対象の判断フローにあるように、いわゆる部品に該当する

ものが含まれる可能性があるため、「その他の電気機械器具」の適用範囲の検討に当たって

は、まず部品の取扱いについて整理する必要がある。  
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5. 大括り化後に必要となる政省令の改正内容について 

5.1. 電安法施行規則別表第一「電気用品の区分」の改正に係る課題について 

5.1.1 施行規則別表第一（電気用品の区分）改正イメージについて 

電気用品の区分については、検討会資料 7-3「表 1 施行規則別表第一の将来案」（網掛

部）に示すとおり、電安法施行規則別表第一の「14 電熱器具」から「18 交流用電気機械

器具」の 5 区分を「14 電気機械器具」の 1 区分に大括り化するものとして検討を進める

こととした。この内容は、基本計画に示された方向性のとおりである。 

表 15 電安法施行規則別表第一の将来案（検討会資料 7-3 表 1 を再掲） 

現行 将来案 

１ ゴム系絶縁電線類 １ ゴム系絶縁電線類 

２ 合成樹脂系絶縁電線類 ２ 合成樹脂系絶縁電線類 

３ 金属製電線管類 ３ 金属製電線管類 

４ 金属製電線管類附属品 ４ 金属製電線管類附属品 

５ 合成樹脂製等電線管類 ５ 合成樹脂製等電線管類 

６ 合成樹脂製等電線管類附属品 ６ 合成樹脂製等電線管類附属品 

７ つめ付ヒューズ ７ つめ付ヒューズ 

８ 包装ヒューズ類 ８ 包装ヒューズ類 

９ 温度ヒューズ ９ 温度ヒューズ 

10 配線器具 10 配線器具 

11 電流制限器 11 電流制限器 

12 小型単相変圧器類 12 小型単相変圧器類 

13 小型交流電動機 13 小型交流電動機 

14 電熱器具 

14 電気機械器具 

15 電動力応用機械器具 

16 光源及び光源応用機械器具 

17 電子応用機械器具 

18 交流用電気機械器具 

19 携帯発電機 15 携帯用発電機 

20 リチウムイオン蓄電池 16 リチウムイオン蓄電池 

 

しかし、電気用品の区分を 1 区分とした場合、例えば、特定電気用品と特定以外の電気

用品の両方を製造・輸入する事業者の届出方法など、大括り化の検討対象ではない特定電

気用品の電気用品の区分の手続に影響が生じる可能性がある。よって、特定電気用品の手

続に影響がないよう施行規則別表第一の組み換えが必要となる。併せて、大括り化後に必

要が無くなる「光源及び光源応用機械器具」の削除が必要である。 

この課題に対しては、以下の 2 つの方法が考えられる。 

（１） 施行規則別表第一を 2 つに分ける方法  

施行規則別表第一を、特定電気用品の範囲を定めた「別表第一の一」、特定電気用

品以外の範囲を定めた「別表第一の二」に分けた場合のイメージをそれぞれ表 16、表

17 に示す。なお、「別表第一の一」と「別表第一の二」の表は、セットで施行規則に

定める。   
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（２） 施行規則表第一の区分を追加する方法  

施行規則別表第一の区分に、大括り化された電気用品の区分「電気機械器具」を挿

入した場合のイメージを表 18 に示す。 

  

  

表16 別表第一の一（特定電気用品） 表17 別表第一の二（特定以外の電気用品）

1 ゴム系絶縁電線類 1 ゴム系絶縁電線類
2 合成樹脂系絶縁電線類 2 合成樹脂系絶縁電線類
3 欠番 3 金属製電線管類
4 欠番 4 金属製電線管類附属品
5 欠番 5 合成樹脂製等電線管類
6 欠番 6 合成樹脂製等電線管類附属品
7 つめ付ヒューズ 7 欠番
8 包装ヒューズ類 8 包装ヒューズ類
9 温度ヒューズ 9 欠番
10 配線器具 10 配線器具
11 電流制限器 11 欠番
12 小型単相変圧器類 12 小型単相変圧器類
13 欠番 13 小型交流電動機
14 電熱器具 14 欠番
15 電動力応用機械器具 15 欠番
16 欠番 16 欠番
17 電子応用機械器具 17 欠番
18 交流用電気機械器具 18 欠番
19 携帯発電機 19 欠番
20 欠番 20 リチウムイオン蓄電池
21 欠番 21 ランプ

22
電気機械器具（令別表第二第
8号に掲げるもの）

表18 別表第一（特定、特定以外兼用）

1 ゴム系絶縁電線類
2 合成樹脂系絶縁電線類
3 金属製電線管類
4 金属製電線管類附属品
5 合成樹脂製等電線管類
6 合成樹脂製等電線管類附属品
7 つめ付ヒューズ
8 包装ヒューズ類
9 温度ヒューズ
10 配線器具
11 電流制限器
12 小型単相変圧器類
13 小型交流電動機
14 電熱器具
15 電動力応用機械器具
16 欠番
17 電子応用機械器具
18 交流用電気機械器具
19 携帯発電機
20 リチウムイオン蓄電池
21 ランプ

22
電気機械器具（令別表第二第
8号に掲げるもの）
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5.1.2 届出上の課題について 

事業者が届出において電気用品の区分を選択する際、例えば、現行特定電気用品の「電

熱器具」と現行特定以外の電気用品の「電熱器具」を製造・輸入する事業者が、大括り化

後に届出をする場合、後者では「電熱器具」という区分は存在しないことから、「電気機械

器具」を選択することになる。 

また、現行「電気用品の区分」の「光源及び光源応用機械器具」は、特定以外の電気用

品のみであり、大括り化後に「ランプ」又は「電気機械器具」になることから、一見する

と「電気用品の区分」から削除された印象を与える可能性がある。 

これらを踏まえ、電気用品の区分を適切に選択してもらえるよう、分かり易い説明が必

要と考えられる。 

 

5.2. 施行規則別表第二「型式の区分」の改正に係る「要素の定義」、「区分の解説」に

ついて 

「型式の区分」の大括り化については、資料 7-3 「6.4.『施行規則別表第二  型式の区分』

の将来案 表 12」に示したとおり、大括り化後の 5 品目毎に検討を行ったところ（次項に

当該表 12 を記載する）。  

本 WG では、スケジュール（案）（１）④に掲載された「型式の区分の検討」に基づき、  

・区分の再検討（検討会資料 7-3 6.4 表 12 に対して）  

・区分の定義及び解説の作成  

を行った。その結果を表 19、表 20 に示す。  
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検討会資料 7-3 表 12「施行規則別表第二 型式の区分」の大括り化の将来案 

品名 

型式の区分   

備考 
 要素 区分 

※この部分に電気用品の区分「14 電熱器具」から「18 交流用電気機

械器具」に対応した型式の区分の表「電熱器具」から「交流用電気機械

器具」に含まれている特定電気用品の型式の区分が挿入される。 

 

家庭用及びこれ

に類する電気機

器 

定格電圧 (1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるもの 

現行との平仄を合わ

せる。 

器具の種類 (1) 電熱器具であるもの 

(2) 電動力応用器具であるもの 

(3) 電磁（波）加熱器具であるもの 

(4) その他のもの又は複合器具である

もの 

電気用品の小分類に

該当するもの。 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

現行との平仄を合わ

せる。 

電動工具、園芸

用機器及びこれ

に類する電気機

器 

 

定格電圧 (1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるもの 

現行との平仄を合わ

せる。 

器具の種類 (1) 手持ち型のもの 

(2) 可搬型のもの 

(3) その他のもの 

電気用品の小分類に

該当するもの。 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

ランプ及び照明

器具 

 

 

定格電圧 (1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

ランプの種

類（ランプ

の場合に限

る。） 

(1) 白熱電球であるもの 

(2) 放電ランプであるもの 

(3) ｴﾙ･ｲｰ･ﾃﾞｨｰ･ランプであるもの 

(4) その他のランプであるもの 

 電気用品の小分類に

該当するもの。 

器具の種類

（照明器具

の場合に限

る。） 

(1) 白熱電球を用いるもの 

(2) 放電ランプを用いるもの 

(3) エル・イー・ディーを用いるもの 

(4) その他の光源を用いるもの 

 

電気用品の小分類に

該当するものとして

新設。 

分類が困難なため、光

源の種類に合わせた。 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

現状二重絶縁のラン

プはないが、新技術対

応のためランプにも

適用。 

電子及び情報技

術機器 

定格電圧 (1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

器具の種類 (1) 電子機器であるもの 

(2) 情報技術機器であるもの 

 電気用品の小分類に

該当するもの。 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

その他の電気機

械器具 

定格電圧 (1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 

器具の種類 (1) 電熱器具であるもの 

(2) 電動力応用機械器具であるもの 

 電気用品の小分類に

該当するもの。 
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品名 

型式の区分   

備考 
 要素 区分 

(3) 光源応用機械器具であるもの 

(4) 電子応用機械器具であるもの 

(5) その他の機械器具であるもの 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

 現行との平仄を合わ

せる。 
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表 19 ランプの型式の区分の「要素の定義」及び「区分の解説」 

品名：（大分

類）ランプ 

型式の区分 

要素 要素の定義、区分の解説等 

区分 区分の解説等 

（中分類） 定格電圧 (1) 125V 以下のもの

(2) 125V を超えるも

の 

定格電圧（白熱電球又は制御装置を内蔵するランプの場

合に限る。） 

二重絶縁 (1) 施してあるもの 

(2) 施してないもの 

現状二重絶縁のランプはないが、新技術対応のためラ

ンプにも適用。 

ランプの種

類 

定義：ランプにおける発光原理による区分 

解説：複数の発光原理を有するランプについては、消費電力の大きい発光原

理のランプに区分する 

(1) 白熱電球である

もの 

電流を流して白熱状態に加熱した発光体によって光を

発生するランプ 

(2) 蛍光ランプであ

るもの 

ガス又は数種類のガスと蒸気との混合体の中での放電

によって、直接又は間接に光を発生させるランプ（無

電極蛍光ランプを含む） 

(3) エル・イー・デ

ィー・ランプである

もの 

電子流によって励起されたとき、光放射を放出する固

体デバイスによって光を発生するランプ 

(4) その他のランプ

であるもの 

(1)～(3)に示す発光原理以外の方法で光を発生するラ

ンプ 
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表 20 品目大括り化後の型式の区分の「要素の定義」及び「区分の解説」（１／４） 

品名：（大分

類）電気機

械器具 

型式の区分 

要素 要素の定義、区分の解説等 

区分 区分の解説等 

すべての品

名（共通） 

定格電圧 要素の定義：定格電圧とは、製造者が当該機器に指定した電源の電圧をいう。 

(1) 125V 以下のもの 

(2) 125V を超えるも

の 

1. 2 以上の定格電圧（例 100V 及び 200V）に切り替え

ができる機器は、原則として次による。 

 ①外部から切り替えることを使用者に期待している

ものは、｢(1)125V 以下のもの｣及び｢(2)125V を超

えるもの｣の両方に該当する。 

 ②外部から切り替えることを使用者に期待していな

いものは、製造事業者から出荷する段階での設定

による。 

2. 定格電圧に範囲（例 100V-200V）を有する機器は、

｢(1)125V 以下のもの｣及び｢(2)125V を超えるもの｣

の両方に該当する。 

（参考）日本における標準電圧は、電気事業法施行規

則第 44 条において、100V 及び 200V と規定し

ている。 

3.（電気冷房機であって、）単相 3 線式の電源を室外機

の中継端子盤に引き込み、そこから室外機の電源回

路に 200V を供給し、さらにユニット間ケーブルを経

て室内機に 100V を供給する場合は、(1)及び(2)の両

方に該当する。 

(1)と(2)の両方に該当する場合は、従前のとおり、2 つを同時に選択（○を付

けることが）できることとする。 

器具の種類 要素の定義：「器具の種類」とは、当該機器の主たる用途を実現するための設

計意図による種類、種別をいう。 

二重絶縁 要素の定義：｢二重絶縁｣とは、機械器具全体が二重絶縁構造（強化絶縁構造

を含む）のものをいい、一部分が二重絶縁構造のものは｢施していないもの｣

とする。 

(1) 施してあるもの 機械器具の全体が二重絶縁構造（強化絶縁構造を含む）

のもの 

(2) 施してないもの 機械器具の一部分が二重絶縁構造（強化絶縁構造を含

む）のもの 
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表 20 品目大括り化後の型式の区分の「要素の定義」及び「区分の解説」（２／４） 

品名：（大分

類）電気機

械器具 

型式の区分 

要素 要素の定義、区分の解説等 

区分 区分の解説等 

（中分類）

家庭用及び

これに類す

る電気機械

器具 

器具の種類 (1)電熱器具である

もの 

主たる機能を発揮するために電熱装置を使用している

器具 

(2)電動力応用機械

器具であるもの 

主たる機能を発揮するために電動機を使用している器

具 

(3)電磁(波)加熱器

具であるもの 

主たる機能を発揮するために電磁誘導加熱装置又は電

磁波加熱装置を使用している器具 

(4)その他のもの又

は複合器具であるも

の 

主たる機能を発揮するために(1)、(2)、(3)以外を使用

している器具、又は(1)、(2)、(3)の複合の器具 

（中分類） 

電動工具、

園芸用機器

及びこれに

類する電気

機械器具 

器具の種類 (1)手持ち型のもの 通常使用するときに、主として手で保持することを意

図した器具 

(2)可搬型のもの 一人で容易に運搬することを主として想定した工具

（例えばハンドル、車輪など運搬を容易にする機構を

設けたものを含む） 

(3)その他のもの (1)、(2)以外の器具（例えば、固定して使用する器具、

埋め込んで使用することを意図した器具） 

「(1)手持ち型のもの」で、固定して使用できるものは、「(2)可搬型のもの」

とする。 
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表 20 品目大括り化後の型式の区分の「要素の定義」及び「区分の解説」（３／４） 

品名：（大分

類）電気機

械器具 

型式の区分 

要素 要素の定義、区分の解説等 

区分 区分の解説等 

（中分類）

照明器具 

器具の種類 定義：器具に使用される光源による区分 

(1)白熱電球を用い

るもの 
光源として白熱電球だけを使用している器具 

(2)放電ランプを用

いるもの 
光源として放電ランプだけを使用している器具 

(3)エル・イー・ディ

ーを用いるもの 

光源として電子流によって励起されたとき、光放射を

放出する固体デバイスだけを使用している器具 

(4)その他の光源を

用いるもの 

光源が(1)～(3)以外を使用している器具 

(5)複数の光源の種

類を用いるもの 

複数の種類の光源を搭載している器具 
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表 20 品目大括り化後の型式の区分の「要素の定義」及び「区分の解説」（４／４） 

品名：（大分

類）電気機

械器具 

型式の区分 

要素 要素の定義、区分の解説等 

区分 区分の解説等 

（中分類） 

オーデイ

オ・ビデオ、

情報通信技

術及び事務

機器の分野

における電

気・電子機

器 

器具の種類 
(1) 電子機器であ

るもの 

(2) 情報技術機器

であるもの 

当該機器の設計意図により「(1) 電子機器であるも

の：オーデイオ，ビデオ及びこれに類する電気・電子

機器」又は「(2) 情報技術機器であるもの：事務機器

を含む情報技術機器及びこれに類する電気・電子機器」

のいずれかに区分する。 

「その他」の分類は設定しない。主たる用途がどちらかによって決める。 

（中分類）

その他の電

気機械器具 

器具の種類 (1) 電熱器具である

もの 
主たる機能を電熱装置のみにより達成する器具 

(2) 電動力応用機械

器具であるもの 
主たる機能を電動力により達成する器具 

(3) 光源応用機械器

具であるもの 
主たる機能を光源により達成する器具 

(4) 電子応用機械器

具であるもの 
主たる機能を電子技術により達成する器具 

(5) その他の機械器

具であるもの又は複

合器具であるもの 

主たる機能を (1)、(2)、(3)、(4)以外によって達成す

る器具、又は(1)、(2)、(3)、(4)の複合の器具 
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6. 電安法の規制の基本的な考え方について 

平成 25 年度 WG では、電安法の目的、定義等に照らして規制の対象かどうかの判断基

準となる考え方を検討した。次項に要素毎の検討結果を示す。  

6.1. 未完成のもの 

電気用品として安全上又は最終製品としての機能上必要な部品が未実装の状態は電気

用品に該当しない。  

（１）未完成のものの具体例  

ただし、次の（２）、（３）を含まない。  

（２）運搬上の理由等によって電気用品がユニットに分割されているものであって、消費

者等の最終使用者が電気的加工を伴わずに組み立てるもの。  

説明：これらの例として扇風機、キット式の電灯付家具・コンセント付家具がある。

現地施工の場合（6.3）と区別するため、消費者等の最終使用者が組み立てることを

明記。  

（３）出荷時点では未完成品であっても電気的、機械的加工を伴わずに使用できるもの。 

説明：電源・周辺機器及びネットワーク等へ接続しないと動作しない電気用品であっ

ても、技術基準適合義務は接続を前提として履行されるので未完成品とは解さない。

従って、これらの行為は電気的、機械的加工に含まない。  

6.2. 一品もの 

一品ものであっても電気用品安全法の手続きが必要となる場合がある。  

説明：工芸品（例：貝殻を使った照明器具）、試作品など、二つと無い一品だけしか

存在しない電気用品についても、反復継続して製造・輸入する場合は、電気用品安全

法の手続が必要になる。  

・情報機器組込み用電源ユニット  

専用取付け部や外被の有無で対象・非対象が分かれる。  

・LED モジュール  (LED module) 

プリント配線板等の上に，LED パッケージ等を実装した，口金を備えない光源。

電気的，光学的，機械的，熱的部品及びインターフェース並びに制御装置をもつ場

合がある。  

・エレベータのカゴに組み込まれて使用される照明ユニット  

エレベータのカゴとして一体設計されており、カバーなどの安全面の部品が無い状

態でエレベータメーカーに販売される。  



 

37 

一品ものの具体例  

CTO(configure to order)生産製品（いわゆるメーカーでのカスタムメイド製品、例：

PC のカスタムメイド）  

製品を構成するモジュールが顧客毎のオーダーで自由に組み替えられ、特注品のよ

うな生産となる。  

 

 

 

 

 

図：スタジオ等に設置されるスイッチャーコントロールパネル装置  

 

6.3. 現地施工のもの 

現地組立式照明器具付きショーケースなど、現地で施工する電気機器については、完

成状態が電気用品として企画・設計されているのであれば、電気用品に該当する。  

 

現地施工のものの具体例  

（例 1）データプロジェクター（シネマ用）  

 

 

 

 

 

 

（例 2）分割出荷（販売される）照明器具  

器具本体と LED ユニットの組合せ  

 

 

 

 

 

 



 

38 

6.4. オプションの取付け等について 

（１）電気用品にオプションを取り付ける行為は「製造」に該当せず、オプション品を

組み合わせた状態は、新たな電気用品に該当しない。  

（２）オプションとして出荷されるものは、それ自体が電気用品に該当する場合がある

ため、確認が必要である（例：自動販売機の側面に接続して機能する小型自動販

売機については、単体での動作を意図していない場合でも、構造によっては、そ

れ自体が電気用品となる場合がある）。  

説明：「オプション」とは、取付けて使用するかどうかが、原則、所有者の選択に委

ねられている製品又は部品をいう。ただし、主となる電気機器は、オプションを取付

けない状態で、電気用品であること。  

・オプションのパターン分けは以下のとおり  

（ａ）本体の製造又は輸入事業者が意図しないもの（改造）：届出事業者はオプショ

ン取付け事業者  

（ｂ）本体の製造又は輸入事業者が意図するもので型式区分に変更なし：届出事業者

は本体の製造又は輸入事業者  

（ｃ）本体の製造又は輸入事業者が意図するもので型式区分に変更あり：届出事業者

は本体の製造又は輸入事業者（オプション取り付け前後とも届け出が必要）  

（※）本パターン分け案については、登録検査機関等連絡会議においても検討するこ

ととなった。  

 

6.5. 電気用品の製造業・輸入業に該当しないもの（改造、個人輸入など） 

（１）所有権がエンドユーザに移転された後に改造を行う行為は、製造業には該当しな

い。ただし、所有権がエンドユーザに移転する前に、販売を目的に反復継続的に業

を行う場合は、製造業に該当する。  

説明：所有権移転後の改造については、電安法ガイド第 2 版（P.73）の｢消費者が所

有する電気用品の改造・修理行為は「製造」に該当しません。｣を参考にした。販売

後の電気用品の機能付加、消費者が所有する電気用品の修理等も製造には当たらな

い。  
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（２）輸入業には、個人輸入及び輸入代行を含まない。  

説明：「輸入」については、電安法ガイド第２版（P.73）の「個人輸入及び輸入代行

は含まない」を参考にした。ただし、個人で輸入しても、反復継続的に販売する場合

は輸入業となる。  

 

7. 制度運用に関する具体的な提案について 

スケジュール（案）（２）に掲載された制度運用に関する具体的な提案について、本 WG

で検討を行った結果を以下に示す。  

7.1. 届出事務について 

7.1.1 再度の届出の必要性 

品目の大括り化では、特定以外の電気用品が大括り化されるとともに、「電気用品の区分」

及び「型式の区分」についても大括り化される。  

これらは、法第 3 条「事業の届出」に関わる情報であるため、大括り化後、届出事項が

変わることとなる。  

 一般的に法令が改正されても、届出事項に変更がなければ、既に届出されたものとみな

す措置を設けることがある。今回の大括り化に当てはめた場合、改めて届出を行うことは

不要となる。  

一方、大括り化では、品目指定のあり方が大きく変更されることから、この機会に改め

て事業の届出をすることは有効と考えられる。  

ただし、略称表示、登録商標表示（法第 10 条、施行規則第 17 条）など幾つかの届出に

は、以下に示すとおり、その届出事項に「電気用品の区分」等が含まれており、多くの事

務処理が伴うと予想される。 

また、大括り化された場合の各種の届出対応において、「再届出を任意にする」、「移行

期間を十分に設ける」等の要望もあることから、手続きに伴う負担軽減について、慎重な

検討が必要である。  

表 21 届出事務と届出事項の関係 

届出等内容 施行規則 届出事項 

電気用品

の区分 

型式の区

分
4
 

電気用品

の品名 

電気用品製造（輸入）

事業届出書 

第 3 条関係 

様式第 1 

○ ○ － 

                          
4
 型式の区分には、電気用品名が含まれている。 
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電気用品製造（輸入）

事業承継届出書 

第 5 条関係 

様式第 2 

○ ○ － 

電気用品製造（輸入）

事業譲渡受証明書 

第 5 条関係 

様式第 3 

○ ○ － 

電気用品製造（輸入）

事業者相続同意証明

書 

第 5 条関係 

様式第 4 

○ ○ － 

電気用品製造（輸入）

事業者相続証明書 

第 5 条関係 

様式第 5 

○ ○ 

 

－ 

電気用品製造（輸入）

事業承継証明書 

第 5 条関係 

様式第 5 の 2 

○ ○ － 

事業届出事項変更届

出書 

第 6 条関係 

様式第 6 

○ ○ － 

電気用品製造（輸入）

事業廃止届出書 

第 8 条関係 

様式第 7 

○ － － 

電気用品例外承認申

請書 

第 10 条、第 18 条関係 

様式第 8 

－ ○ ○ 

略称表示承認申請書 第 17 条関係 

様式第 9 

○ － － 

登録商標表示届出書 第 17 条関係 

様式第 10 

○ － － 

 

7.1.2 届出の効率化について 

事業開始、変更及び廃止に係る届出の提出先は、管轄の経済産業局、管轄がまたぐ場合、

経済産業省本省となっている。現在、製造事業者は、施行規則第 45 条（書類の写しの提

出等）に従い、経済産業省本省へ届出を行った場合は、その届出書類の写し 1 通を管轄の

経済産業局へも提出することになっている。  

届出事項は、法執行の際に重要な情報であり、一地域だけで管理されるものではないこ

とから、届出は必要な手続であるものの、重複する届出手続（前述の施行規則第 45 条の

手続の他、同条に関連して、経済産業省本省の受領印が押印された届出書類（写し）を管

轄の経済産業局に提出する）は、事業者にとっては負担となっているところである。  

大括り化によって、政省令を改正する際には、規制当局における届出情報の一元管理を

行うことで、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局のうち、任意の 1 ヵ所に届出

を行うことをもって、電安法の届出義務を履行できるよう検討が必要と考える。  
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7.2. 検査の方式（施行規則別表第三）について 

施行規則別表第三では、法第 8 条 2 項「自主検査」について、電気用品毎に「検査の方

式」（試験項目）が規定されている。施行規則別表第三第 2 項では、品目大括り化の対象

である施行令別表第二のうち、部品以外の電気用品は、一般的に「外観」、「絶縁耐力」、「通

電」の試験（以下「3 点セット」という。）が規定されているが、以下に示す電気用品につ

いては、一部の試験だけが規定されている。  

品目の大括り化によって、現行の電気用品名が 5 品目になると、これまでの電気用品を

限定する品名が無くなるため、一部の試験だけを行うことができる電気用品の品名を個別

に明示できない。  

そこで、施行規則別表第三で規定する「検査の方式」について、大括り化により個別に

明示できない品目が 3 点セットでの検査に移行する影響について確認を行った。  

7.2.1 「ベルトコンベア」、「理髪いす」について 

これらの電気用品は、3 点セットのうち、外観及び絶縁耐力試験は適用されているが、

通電試験が適用されていない。もともと電気用品取締法においては乙種電気用品であり検

査項目規定はなかった。その後、電気用品安全法の特定以外の電気用品となり、検査項目

を規定する際、技術基準に温度試験が定められていないことから通常の使用状態を技術基

準で定義されないため、通電試験が外れた経緯がある。 

しかし、技術基準省令では、安全原則として「電気用品は、当該電気用品の安全性を確

保するために、形状が正しく設計され、組み立てが良好で、かつ、動作が円滑であるもの

とする」と要求されている。よって、本 WG では、「ベルトコンベア」、「理髪イス」につい

ても他の電気用品同様に 3 点セットの実施することが妥当とする。 

7.2.2 「白熱電球」、「蛍光ランプ」について 

これらの電気用品は、3 点セットのうち、外観は適用されているが、通電試験及び絶縁

耐力試験が適用されていない。 

適用されない理由について、根拠は確認できていないが、白熱電球や蛍光ランプなどの

単純な構造のランプについては、口金部の寸法などの構造の規定により安全が担保されて

いることから、通電試験及び絶縁耐力試験を実施しなくても、外観を確認すれば足りると

判断されたものと思われる。現状においても、その状況は変わらないため、外観以外の試

験の実施は不要であると考える。 

一方で、エル・イー・ディー・ランプは 3 点セットが適用されている。エル・イー・デ

ィー・ランプは単純な構造と違い、外観だけではその安全性の確認は難しいため、現行ど

おり、3 点セットでの検査を実施すべきと考える。 

なお、品目の大括り化の結果、「白熱電球」、「蛍光ランプ」、「エル・イー・ディー・ラ
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ンプ」という電気用品名を明示的に記載できなくなると、3 点セットが適用されるランプ

か、適用されないランプかの違いが分からなくなる。これに対しては、施行規則別表第二

「型式の区分」の「ランプ」のうち、要素「ランプの種類」に、区分「(1)白熱電球である

もの」、「(2)蛍光ランプであるもの」、「(3)エル・イー・ディー・ランプであるもの」、「(4)

その他のランプであるもの」を設けることとし、「型式の区分」において、両試験の実施の

有無の判断を行うことができる。 

7.2.3 「装飾用電灯器具」について 

この電気用品は、3 点セットのうち、外観は適用されているが、通電試験及び絶縁耐力

試験が適用されていない。もともと電気用品取締法時代は甲種電気用品であり外観試験だ

けが規定されていた。その後、甲種電気用品から乙種電気用品に変更された。このとき、

電気用品取締法の乙種電気用品に自主検査の規定はない。その後、電気用品安全法となっ

た際、特定以外の電気用品となり、変更され自主検査が規定されたが、過去の経緯から外

観試験だけが復活した。 

技術基準省令の要求事項を満足する整合規格のうち、「装飾用電灯器具」が適用範囲に

含まれる、JIS C 8105-2-20「ライティングチェーンに関する安全性要求事項」では、通常

の照明器具と同じ絶縁耐圧性能が求められている。 

以上から、本 WG では「装飾用電灯器具」については、3 点セットを実施しても、実態上

問題は無いものとする。 

7.2.4 施行規則別表第三の改正案 

以上を踏まえ、施行規則別表第三第 2 項「令別表第 2 に掲げる電気用品について行う検

査」の改正案を現行と併せて表 22 に記載する。 

表 22 施行規則別表第三第 2 項の改正イメージ 

改正イメージ 現行 

電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用

スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光

ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観に

ついて、ベルトコンベア及び理髪いすにあつて

は外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン

蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、

その他の令別表第２に掲げる電気用品にあつて

は、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごと

に技術基準に適合する方法により行うこと。 

電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用

スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光

ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観に

ついて、ベルトコンベア及び理髪いすにあつて

は外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン

蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、

その他の令別表第２に掲げる電気用品にあつて

は、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごと

に技術基準に適合する方法により行うこと。 
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7.3. 電気用品の表示の方法（施行規則別表第五）について 

法第 10 条第 1 項に係る施行規則別表第五「電気用品の表示の方法」について、電気用

品が大括り化された後の適用方法を検討した。  

7.3.1 「電気用品」について 

 当該別表第五は、「電気用品」、「表示の方式」の 2 列で構成されている。品目の大括り化

によって、特定以外の電気用品が大括り化され、新たに「ランプ」及び「電気機械器具」

を設けることから、同表中の「電気用品」列に「ランプ」及び「電気機械器具」の追加並

びに「光源及び光源応用機械器具」列の削除が必要となる。 

7.3.2 施行規則別表第五に記載されている電気用品名の変更に伴う課題について 

当該別表第五では、電気用品「光源及び光源応用機械器具」に、「白熱電球」、「蛍光ラ

ンプ」及び「装飾用電灯器具」が記載されている。 

これらは、5.2.2 項と同様、品目の大括り化の結果、「ランプ」及び「電気機械器具」

に変更されることから、これまでの電気用品名は明示的に記載できなくなる。 

「白熱電球」、「蛍光ランプ」に対しては、5.2.2 項と同様、施行規則別表第二「型式の

区分」の「ランプ」のうち、要素「ランプの種類」に、区分「(1)白熱電球であるもの」、

「(2)蛍光ランプであるもの」が明示する方針としたことから、「型式の区分」において、

当該区分(1)若しくは(2)に対する該当の有無によって、当該別表第五に基づく表示の省略

について、実施の判断を行うことができる。 

「装飾用電灯器具」は他の 2 者とは異なり「型式の区分」への明示は無いことから、従

来の施行規則別表第五の規定を適用することができない。本件については、関係工業会（WG

委員）による確認を頂き、合理的な理由があれば現行のまま適用しない方針とする。 

7.3.3 寸法、構造等により本体への表示が困難な電気用品の表示方法の課題について 

「白熱電球」、「蛍光ランプ」、「装飾用電灯器具」及び「エル・イー・ディー・ラン

プ」のように、寸法や構造等により、表示が難しいとされているランプ、照明器具につい

ては、本体表示の代替として包装上の表示、ラベルの使用の可否や、関係工業会による本

体に表示できない理由の整理を基に、再度検討を行う。 

また、これら以外で同様に表示が難しいと想定される電気用品の出現についても考慮す

る必要がある。 

7.3.4 施行規則別表第五の改正案 

 以上の検討を踏まえ、施行規則別表第五に追加する「電気機械器具」の改正案を現行と

併せて表 23 に記載する。  
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表 23 施行規則別表第五の改正イメージ 

電気用品 表示の方法 

改正イメージ 現行 

電線～ 

（略） 

～小型交流電動機 

（略） （略） 

電熱器具 （略） （略） 

電動力応用機械器具 （略） （略） 

光源及び光源応用機

械器具 

（削除） 

削除 表面の見やすい箇所に容易に消え

ない方法で表示すること。ただし、

白熱電球、蛍光ランプ及びエル・

イー・ディー・ランプにあつては、

１個ごとに包装紙の表面の見やす

い箇所に容易に消えない方法で表

示する場合は、これを省略するこ

とができ、装飾用電灯器具にあつ

ては、１品ごとに容易に離れず、

かつ、消えない方法でラベルによ

り表示する場合は、これを省略す

ることができる。 

電子応用機械器具 （略） （略） 

交流用電気機械器具 （略） （略） 

携帯発電機 （略） （略） 

ランプ 表面の見やすい箇所に容易に消え

ない方法で表示すること。ただし、

１個ごとに包装紙の表面の見やす

い箇所に容易に消えない方法で表

示する場合は、これを省略すること

ができる。 

 

交流用電気機械器具 

（新規） 

表面の見やすい箇所に容易に消え

ない方法で表示すること。ただし、

表示が困難なもの※にあっては１

品ごとに容易に離れず、かつ、消え

ない方法でラベルにより表示する

ことができる。 

－ 

※左列の「表示が困難なもの」と

は、コード状の電気用品のよう

に、表示すべきスペースがない

ものをいう。 
 



 

45 

検討会配付資料「資料１１－３平成 25 年度政省令・制度運用検討分科会活動報告について 別紙」より抜粋  

 

 

「大括り化」に向けての課題検討スケジュール

大項目 中項目 小項目 担当 4年前以前 3年前 2年前 1年前 1年後 2年後以降

全体計画

大括り化及び制度運用に関
する検討計画

①大括り化に関する検討
②制度運用に関する検討

検討体制の構築
検討の進捗管理及び検討結果の
承認・報告

政省令・制度運用検討
分科会

①対象の前提条件の整理

ａ．完成品と未完成品の定義
b．一品もの
c.、現地施工の扱い
ｄ．.製造、改造、個人輸入等の

　　明確化
e. その他

大括り化ＷＧ

②除外規定の考え方の検討
電気用品の中分類５品目に
横断的な範囲の明確化（他法
令との整理など）

ａ．医療用のもの
ｂ．産業用のもの
ｃ．低リスクのもの
ｄ．特殊なもの
ｅ．車両、船舶等用のもの
f． 消防、警察等用のもの

ｇ．高出力、大型のものの扱い
h．その他

大括り化ＷＧ

③対象範囲の検討
電気用品の中分類５品目に
固有の範囲の明確化（ＪＩＳの
適用範囲を準用）

①②を踏まえた５品目の対象範囲 大括り化ＷＧ

④型式の区分の検討

ａ．施行規則別表第二　型式の
　　区分」の留意事項
ｂ．「施行令別表第二の項目間
　　移動の検討
ｃ．規格に対応しない又は矛盾
　　する型式の区分について
ｄ．その他

大括り化ＷＧ

①法第8条第2項の完成品に
対する検査に関する改正案

骨子の検討

ａ．適用する電気用品の範囲
ｂ．ロット検査にできる条件

ｃ．その他

大括り化ＷＧ

②その他 案件の調査及び検討 大括り化ＷＧ

（１）大括り化の政省令改正に
伴う課題検討

（２）制度運用に関
　する具体的な提案

●対象範囲の明確化

公
布法令審査原

案
原案検討

他省庁との

調整

周知活動
（Ⅰ）

周知活動
（Ⅲ）

経過期間施
行

●猶予期間の考え方

実
施

周知活動
（Ⅱ）

公
布

●政令の解釈（電気用品の範囲等の解釈）
で定義すべき事項の明確化、原案の作成

●事業届出の考え方

●除外規定
策定スキーム
の作成

ＴＢＴ60日パブコメ

●対象範囲の明確化に合わせた型式
の区分関連の検討

●改正案

骨子の
策定

関係者（他法令など）との調整【国】

●（１）、（２）の進捗管理及びとりまとめ

●周知活動計画の策定及び周知活動の実施

●対象の

考え方を

整理

●除外規

定の考え

方を整理

●５品目の

対象範囲を

確定

●実現性・
安全性など

の検討

●５品目の対象

範囲の検討

別紙 


