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平成 27年度電気用品安全法技術基準体系等見直しに関する活動報告（案） 

 

平 成 2 8 年 2 月 2 4 日 

電 気 用 品 の 安 全 に 関 す る 

技 術 基準 等に 係る 調査 検討会 

 

1. はじめに 

平成 21年 5月 26 日の産業構造審議会製品安全小委員会において、電気用品安全法（以下「電

安法」又は「法」という。）技術基準体系等見直しの方針が示された。これを受け、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。）が設置された。 

検討会では、当該見直しの方針を示すため、平成 22年度 7月 23 日付けで「電気用品安全法技

術基準体系等見直し基本計画（以下「基本計画」という。）」を策定した。その後、基本計画を具

体化する行動計画を示すため、平成 23年度 5月 17日付けで「電気用品安全法技術基準体系見直

しに関するアクションプラン（以下、「アクションプラン」という。）」を策定した。 

検討会は基本計画とアクションプランを基に、次の２つの検討課題を審議している。 

∙ 電気用品の指定の在り方及び法運用の改善 

∙ 電気用品の技術基準の性能規定化 

 

 

2. 今年度の検討結果の概要 

2.1 電気用品の指定の在り方及び法運用の改善 
電気用品の指定の在り方及び法運用の改善について、検討会の下に政省令・制度運用検討分科

会及び同分科会の下に大括り化検討ＷＧを設置し、検討を行ってきたところであるが、今年度は

主に、「5品目共通の除外規定」について検討を行い、電安法施行令（政令）案及び電気用品の範

囲等の解釈（通達）案のブラッシュアップを行った。結果は、「電気用品安全法の規制対象の考え

方及び大括り化5品目の定義・解説の検討状況について（中間報告）」（以下「中間報告」という。）

に示すとおり。また、その過程において、ランプは大括り化５品目とは分けて規定する必要性が

ることが判明したことから、分けて表記するようにとりまとめをした。 

 

表．今年度検討した政令及び通達案（中間報告より抜粋） 

＜政令別表第二＞（案） 

七 ランプ 

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

資料１３－２ 
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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 

＜電気用品の範囲等の解釈＞（案） 

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 



3 

（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） 

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。）
1
 

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 

                          
1
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。 
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  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
2
 

（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。 

 

（参考）昨年度の主な検討内容 

「一品もの」・「現地施工」等に対する考え方、「5品目の適用範囲」及び「型式の区分」につい

て検討を深めた。 

 

2.2 電気用品の技術基準の性能規定化 
電気用品の技術基準の性能規定化について、検討会の下に性能規定化分科会を設置し、検討を

行ったが、その検討結果をまとめた報告（方針）を元に、平成 25年度、性能規定化された技術基

準（以下「新技術基準」という。）が公布・施行された。この改正では、技術基準の性能規定化を

円滑に実現するため、改正前の技術基準（以下「旧技術基準」という。）を新技術基準の解釈に移

行し、新技術基準の要求事項を満足する整合規格の一つとして活用している。また、国は民間か

ら提案のあった公的規格を整合規格として積極的に採用しているところ。 

 

 

                          
2
 「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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2.2.1「整合規格の整備について」の更新 

平成 25年度の本事業の成果としてとりまとめた「将来的な技術基準体系階層化における整合規

格の整備について改訂３版」（以下「整合規格の整備について」という。）について、今年度は主

に、次の情報更新を行い、改訂 3.1版とした。 

（１）審査手続きに必要な提出資料（技術基準との整合確認書）の参考事例を、産業構造審議会

製品安全小委員会整合規格検討ＷＧで用いた資料に更新（資料 13-4の別紙 2参照） 

（２）技術基準 解釈 別表第十二（国際規格等に準拠した基準）を最新版に更新（資料 13-4の別

紙 6参照） 

 

2.2.2旧省令第二項の整合確認書の作成 

前述のとおり、旧技術基準は新技術基準の解釈に移行したが、旧省令第二項については、旧

技術基準の各規定と新技術基準の各条項の対応を示す資料がなかった。そのため、平成 26年度

から平成 28年度の 3年間を目処に、旧技術基準と新技術基準との対応を示す「技術基準との整

合確認書」（以下「整合確認書」という。整合確認書は、新技術基準の各条項に、対応する旧

技術基準の規定を紐付けた表である。）を関係工業会を中心に作成していただいている。 

旧省令第二項の約 270規格のうち、3年間で合計 175規格作成予定である。平成 26年度は 23

規格、平成 27年度は 78規格、計 101規格の整合確認書を作成した。 
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3. 検討体制 

平成 27年度の検討体制は図１「電気用品安全法技術基準体系等見直しに対する検討体制」のと

おり。ただし、今年度、開催した委員会のみ記載している。 

なお、平成 28年度の検討体制は、必要に応じて見直すこととする。 

 

図１ 電気用品安全法技術基準体系等見直しに対する検討体制 

  

電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会 

技術基準性能規定化分科会 

平成 28年 2月 24日現在 

大括り化検討 WG 

政省令・制度運用検討分科会 
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4. 委員構成 

4.1 電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会 
（敬称略、順不同） 

委員長 大崎 博之 国立大学法人東京大学 

大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授 

   

委 員 淡路谷 隆久 一般社団法人電池工業会 専務理事 

〃 五野 克昭 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 

安全専門委員会 委員長 

〃 片山 泰祥 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 専務理事 

〃 大河内 美保 主婦連合会 参与 

〃 太田 充男 一般社団法人電子情報技術産業協会 安全委員会 委員長 

〃 岡田 哲治 一般社団法人日本冷凍空調工業会 専務理事 

〃 髙坂 秀世 一般社団法人日本電線工業会 技術部長 

〃 近藤 繁幸 一般財団法人日本品質保証機構 理事 

〃 澁江 伸之 一般社団法人日本配線システム工業会 専務理事 

〃 大浦 浩一 一般社団法人日本ホームヘルス機器協会  

教育企画相談部長 

〃 内橋 聖明 一般社団法人日本照明工業会 専務理事 

〃 渡辺 善規 一般財団法人家電製品協会 技術関連委員会委員長 

（平成 27年 4月 1日～平成 27年 9月 17 日） 

〃 齊藤 雅之 一般財団法人家電製品協会 技術関連委員会副委員長 

（平成 27年 9月 18日～） 

〃 古川 眞一 一般社団法人日本電気協会 技術部 次長 

〃 前田 純一 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 

ガス機器技術委員会 委員 

〃 松野 雄史 一般社団法人日本電機工業会 

製品安全制度技術専門委員会 委員長 

〃 三浦 佳子 消費生活コンサルタント 

〃 山田 英司 一般財団法人電気安全環境研究所 常務理事 
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4.2 政省令・制度運用検討分科会 
 

(敬称略、順不同) 

分科会長 長岡 正伸 一般財団法人家電製品協会 技術部 次長 

   

副分科会長 加藤 正樹 一般財団法人電気安全環境研究所 

経営企画部 統括グループマネージャー 

委 員 宮守 良夫 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 

テクノロジー部 部長 

〃 和田 卓也 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 

技術委員会安全専門委員会 副委員長 

〃 太田 充男 一般社団法人電子情報技術産業協会 安全委員会 委員長 

〃 松野 雄史 一般社団法人日本電機工業会 

製品安全制度技術専門委員会 委員長 

〃 澤村 清幸 一般社団法人日本配線システム工業会 電安法 WG委員 

〃 田代 洋二 一般社団法人日本照明工業会 電安法改正検討小委員会 委員 

〃 高笠 和康 一般財団法人日本品質保証機構 

安全電磁センター 試験部 技術主幹 

〃 小田 明 一般財団法人ＶＣＣＩ協会 主幹 
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4.3 大括り化検討ＷＧ 
 

(敬称略、順不同) 

主 査 加藤 正樹 一般財団法人電気安全環境研究所 

経営企画部 統括グループマネージャー 

   

委 員 氏田 良太 一般財団法人家電製品協会 技術法規専門委員会 委員長 

〃 桑原 実 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 

製品安全技術委員会 委員長 

〃 大浦 浩一 一般社団法人日本ホームヘルス機器協会 教育企画相談部長 

〃 和田 卓也 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 

技術委員会安全専門委員会 副委員長 

〃 薄井 育正 一般社団法人電子情報技術産業協会 安全委員会 委員 

〃 水上 直人 一般社団法人日本電機工業会 

製品安全制度技術専門委員会 委員 

〃 澤村 清幸 一般社団法人日本配線システム工業会 

電気用品安全法ＷＧ 委員 

〃 今西 音和 一般社団法人日本照明工業会 電安法改正検討小委員会 副主査 

〃 諏訪 正一 一般社団法人日本照明工業会 電安法改正検討小委員会 委員 

〃 高笠 和康 一般財団法人日本品質保証機構 

安全電磁センター 試験部 技術主幹 

〃 菊池 晃 一般社団法人日本冷凍空調工業会 電気安全技術委員会 委員 

〃 柊平 洋夫 テュフラインランドジャパン株式会社 

テクノロジーセンター マーケットアクセスサービスグループ 電気製

品課 製品部 シニア・エキスパート 
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4.4 技術基準性能規定化分科会 
 

(敬称略、順不同) 

分科会長 住谷 淳吉 一般財団法人電気安全環境研究所 電気製品安全センター所長 

   

委 員 古川 眞一 一般社団法人日本電気協会 技術部 次長 

〃 髙坂 秀世 一般社団法人日本電線工業会 技術部長 

〃 綾戸 雅啓 一般社団法人電気設備学会  

SC23A 委員（熔接鋼管協会） 

〃 吉田 孝一 一般社団法人日本電機工業会  

技術部 担当次長 

〃 鳥居 寛成 一般社団法人日本配線システム工業会 技術委員会 副委員長 

〃 垣谷 勉 一般社団法人日本照明工業会 電安法改正検討小委員会 主査 

〃 和田 卓也 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 

技術委員会安全専門委員会 副委員長 

〃 河合 保彦 一般社団法人電子情報技術産業協会  

AV 安全技術専門委員会 幹事 

〃 渡辺 善規 一般社団法人日本電機工業会 

製品安全制度技術専門委員会 副委員長 

（～平成 27年 9月 13日） 

〃 木村 雅之 一般社団法人日本電機工業会 

製品安全制度技術専門委員会 副委員長 

（平成 27年 9月 14日～） 

〃 高笠 和康 一般財団法人日本品質保証機構 

電磁安全センター 試験部 技術主幹 

〃 小島 純一 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 

ユビキタスフォーラム企画部 部長 

〃 大家 和政 一般社団法人電池工業会 PSE ワーキンググループ 主査 

〃 山下 洋治 電気用品調査委員会 電波雑音部会長 
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5. 検討経緯 

5.1 政省令・制度運用検討分科会 

平成 28年 2月 9日（火） 

○ 規制対象の考え方及び大括り化5品目の定義・解説の検討について 

5.2 政省令・制度運用検討分科会 大括り化検討ＷＧ 

平成 27年 5月 28 日（木） 

○ 今年度の検討事項及びスケジュール案について 

○ 電気用品安全法の規制対象の考え方及び大括り化 5品目の定義・解説の検討について（中

間報告）の確認について 

○ 「電気機械器具」及び「部品」に係る考え方の整理について 

平成 27年 6月 25 日（木） 

○ 「電気機械器具」及び「部品」に係る考え方の整理について 

平成 27年 8月 6日（木） 

○ 「電気機械器具」として、電気用品安全法の対象となることから除外されるものの考え方

の整理について 

平成 27年 9月 8日（火） 

○ 「電気機械器具」として、電気用品安全法の対象となることから除外されるものの考え方

の整理について 

○ 「電気機械器具」等文言に係る政令、解釈上の用法について 

平成 27年 10月 22 日（木） 

○ 「電気機械器具」として、電気用品安全法の対象となることから除外されるものの考え方

の整理について 

○ 政令別表第二（案）に係る「ランプ」の検討について 

○ 範囲との解釈のイメージについて 

平成 27年 11月 16 日（月） 

○ 「電気機械器具」として、電気用品安全法の対象となることから除外されるものの考え方

の整理について 

○ 中間報告の修正について 
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平成 27年 12月 18 日（金） 

○ 中間報告の修正について 

平成 28年 1月 8日（金）（書面審議） 

○ 「電気用品安全法の規制対象の考え方及び大括り化 5品目の定義・解説の検討状況につい

て（案）（中間報告）修正案」について 

5.3 技術基準性能規定化分科会 

平成 28年 1月 8日（金）（書面審議） 

○ 将来的な技術基準体系階層化における整合規格の整備（改訂 3.1 版）（案）について 

 


