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平成 27年度政省令・制度運用検討分科会の活動報告 

 

平成２８年２月２４日 

政省令・制度運用検討分科会 

1. はじめに 

当該分科会では、電気用品の品目指定のあり方、制度運用に係る検討を行っており、下

部組織である大括り化検討 WG（以下「WG」という。）において、具体的な検討を行ってい

る。 

WGでは、大括り化の検討に係る全体スケジュール（別紙）を踏まえ、次の２項目の検討

を進めている。 

（１）大括り化の政省令改正に伴う課題及び対応策の検討 

（２）制度運用に関する課題及び対応策の検討 

次項に、（１）及び（２）に係る今年度の検討結果の概要を記載する。 

なお、当該検討結果の詳細は、昨年度の中間報告に加筆・修正し、「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（中間報告平成 27

年度版）」（以下「中間報告平成 27年度版」という。）として取りまとめた。 

2. 今年度の WGの検討結果の概要 

第 2.1 項には「（１）大括り化の政省令改正に伴う課題検討」について、第 2.2 項には

「（２）制度運用に関する課題及び対応策の検討」について、今年度の WGの検討結果の概

要を示す。 

2.1. （１）大括り化の政省令改正に伴う課題及び対応策の検討 

2.1.1 ランプの扱い（中間報告平成 27年度版 4.3.2 項参照） 

検討当初、「大括り化 5 品目」には「ランプ」を包含していた。しかし「ランプ」には

定格電圧及び周波数が定まらないものがあり、「大括り化 5 品目」で横断的に定格電圧及

び定格周波数を定義できない不具合があった。そこで、大括り化の対象とはするものの、

「ランプ」を「大括り化 5 品目」から独立させることとした。具体的には、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。 
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2.1.2 大括り化 5品目共通の除外規定の検討（中間報告平成 27年度版 4.4.2項参照） 

品目の大括り化において、幅広い製品が規制対象となるが、規制に合理性がないものは

除外する考えのもと、共通の除外規定について検討を行った。本年度取りまとめた結果の

概要を表１に示す。表１は中間報告平成27年度版p.10-13「表8 政令別表第二のイメージ」

及び「表 9範囲等の解釈のイメージ」をもとに作成した。 

表１ 大括り化 5品目共通の除外規定 

①-④のいずれかに該当する場合は、規制対象から除外する。 

① 電力を主たる機能のために消費する機械器具でないもの＜表 9（１）に関連＞ 

② 次のいずれにも該当しないもの＜表 9（１）に関連＞ 

 一般消費者が通常生活の用に供するもの 
 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 

③ 特殊な構造のもの（次のいずれかに該当するもの） 

 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（※当該項目は

④部品にも該当）＜表 8、表 9（６）に関連＞ 
 その他の特殊な構造のもの＜表 8、表 9（７）に関連＞ 

（例１）他法令の安全基準に基づき、設計・製作されるもの 
（例２）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 
（例３）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機械器具 

④ 部品（次のいずれかに該当するもの） 

 電気機械器具ではないもの（コンデンサ、抵抗素子、電線）＜表 9（８）に関連＞ 
 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（太陽電池モジュール、電力用コンデンサ、配線器具）

＜表 9（２）に関連＞ 
 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（再掲）＜表 9（６）に関連＞ 
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2.1.3 共通の除外規定の検討に係る課題（中間報告平成 27年度版 4.4.3 項参照）（抜粋） 

（１）本体を直接操作することがない電気機械器具について、当該電気機械器具の安全性

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。 

（２）一般消費者が通常生活の用に供するものの線引きとして、消費電力の上限値を定め

る方法も考えられるが、一律に規定するのは難しいため、製品毎に上限値の設定す

ることを含めて、検討が必要である。 

2.1.4 コンセント付家具の電気機械器具から配線器具への移動（中間報告平成 27年度版

4.5.4 項参照） 

コンセント付家具は、大括り化 5 品目共通の除外規定（2.1.2 項参照）における「(1)

電力を主たる機能のために消費する機械器具でないもの」に該当するため、大括り化 5品

目に含めることはできない。そのため、コンセント付家具の電気用品の区分を大括り化 5

品目の「電気機械器具」から「配線器具」に変更することとした。 

2.1.5 品目の大括り化に伴う再届出の負担軽減（中間報告平成 27年度版 7.1.1 項参照） 

品目の大括り化によって、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」を行うことは有効と考えられるが、それには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。 

2.2. （２）制度運用に関する課題及び対応策の検討 

2.2.1 届出の効率化（中間報告平成 27年度版 7.1.2 項参照） 

届出業務の効率化の要望を取りまとめた。具体的には、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こととする。 

2.2.2 白熱電球、蛍光ランプの検査の方式（中間報告平成 27 年度版 7.2.2項参照） 

白熱電球、蛍光ランプは、電安法第八条第２項の「自主検査」のうち、外観試験は適用

されるが、通電試験及び絶縁耐力試験は適用されない。その理由は、白熱電球や蛍光ラン

プなどの単純な構造のランプは、口金部の寸法などの構造の規定により安全性が担保され、

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ためと考えられる。

そのため、現行どおり外観試験のみ適用することを取りまとめた。 
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3. 今後の活動 

今後の検討課題の主なものを次に示す。 

（１）共通の除外規定の検討に係る課題（2.1.3項参照） 

（２）5品目毎の除外規定の検討 

（３）大括り化後のあるべき制度体系の検討 

4. WG の開催状況と委員名簿 

平成 27年度の WGの開催状況を別添 1に、WG委員名簿を別添 2に示す。 
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平成 27年度政省令・制度運用検討分科会及び同大括り化検討 WG 

開催実績 

 

【第 16回政省令・制度運用検討分科会】 

 日時：平成 28年 2月 9日（火）15：00～17:00 

 場所：TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム 3C 

 議事： 

 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 

 

【第 11回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 5月 28日（木）13:30～17:30 

場所：一般社団法人日本電気協会 D会議室 

議事： 

 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 

 

【第 12回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 6月 25日（木）13:30～17:30 

場所：一般社団法人日本電気協会 D会議室 

議事： 

 「電気機械器具」及び「部品」に係る考え方の整理について 
 

【第 13回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 8月 6日（木）13:30～17:30 

場所：UDXカンファレンス Room D 

議事： 

 「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 
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【第 14回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 9月 8日（火）13:30～17:30 

場所：アーバンネット神田カンファレンス 3D会議室 

議事： 

 「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 

 

【第 15回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 10月 22日（木）13:30～17:30 

場所：一般社団法人日本電気協会 D会議室 

議事： 

 「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 

 

【第 16回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 11月 16日（月）13:30～17:30 

場所：経済産業省別館 1階 114会議室 

議事： 

 「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 

 

【第 17回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 27年 12月 18日（金） 

場所：全国町村会館 第 1会議室 

議事： 

 中間報告の修正について 
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【第 18回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 28年 1月 8日（金） 

場所：メール審議 

議事：政省令制度運用分科会に諮るため、次の資料についてメール審議 

 「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」  
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政省令・制度運用検討分科会大括り化検討ＷＧ委員名簿 

 

平成28年 2月 9日現在 

組織名略称アルファベット順(委員)、敬称略 

 委員氏名 所属 略称 役職 

主査 加藤 正樹 一般財団法人電気安全環境研究所 JET 
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 AEHA 技術法規専門委員会 委員長 

委員 桑原 実 
一般社団法人情報通信ネットワーク
産業協会 

CIAJ 製品安全技術委員会 委員長 

委員 大浦 浩一 
一般社団法人日本ホームヘルス機器
協会 

HAPI 教育企画相談部長 

委員 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 

JBMIA 
技術委員会安全専門委員会 

副委員長 

委員 薄井 育正 一般社団法人電子情報技術産業協会 JEITA 安全委員会 委員 

委員 水上 直人 一般社団法人日本電機工業会 JEMA 製品安全制度技術専門委員会 委員 

委員 澤村 清幸 
一般社団法人日本配線システム 

工業会 
JEWA 電気用品安全法 WG 委員 

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

委員 諏訪 正一 一般社団法人日本照明工業会 JLMA 電安法改正検討小委員会 委員 

委員 高笠 和康 一般財団法人日本品質保証機構 JQA 安全電磁センター試験部 技術主幹 

委員 菊池 晃 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRAIA 電気安全技術委員会 委員 

委員 柊平 洋夫 
テュフラインランドジャパン 
株式会社 

TUV-RJ 
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 

関係者 遠藤 薫 経済産業省 METI 商務流通保安グループ製品安全課 

関係者 佐々木 文人 経済産業省 METI 商務流通保安グループ製品安全課 

関係者 長澤 英理 経済産業省 METI 商務流通保安グループ製品安全課 

事務局 義経 浩之 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

事務局 宮川 七重 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

事務局 左海 功三 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

事務局 草深 光 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

事務局 中井裕未花 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

事務局 石井 明 独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE 電気用品安全課 

別添 2 
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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 


