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平成 28 年度政省令・制度運用検討分科会の活動報告 

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 

政省令・制度運用検討分科会 

1. はじめに 

本分科会では、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、大括り化

については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

っているところ。 

今年度は、WG において大括り化に関する更なる検討を行うとともに、本分科会において「電

気用品安全法 法令業務実施ガイド（第 2 版）」を見直し、「電気用品安全法 法令業務実施ガイ

ド（第 3 版）」を作成した。次項以降に、今年度の検討結果の概要を記載する。 

なお、大括り化に関する検討結果の詳細は、「電気用品安全法の規制対象の考え方につい

て」（以下「報告書」という。）として取りまとめた。 

2. 大括り化に関する検討結果の概要 

今年度は大括り化に係る議論の大枠を固めて一定の結論を出す（細かい部分の議論は行わ

ない）方針で検討を行った。検討結果の概要は以下のとおり。なお、本文書で引用する法令・通

達については次のとおり略記する。 

法令・通達名称 番号 略記 

電気用品安全法 昭和 36 年 11 月 16 日 法律第 234 号 電安法 

電気用品安全法施行令 昭和 37 年 8 月 14 日 政令第 324 号 施行令 

電気用品安全法施行規則 昭和 37 年 8 月 14 日 通商産業省令第 84 号 施行規則 

電気用品の範囲等の解釈について 平成 24 年 4 月 2 日 平成 24･03･21 商局第 1 号 範囲等解釈 

 

2.1.  除外規定の基本的な 4 要件の再整理について（報告書 1.2（3）項参照） 

昨年度の時点では、除外規定の基本的な 4 要件は表 1 のように整理されていた。 

表 1 除外規定の基本的な 4 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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しかし、範囲等解釈の改正案として除外条件が粗方固まってきたこの段階で、改めて上記 4

要件との関係性を見てみると図1-1のようになり、4要件と範囲等解釈改正案の内容が合致して

いない箇所が認められたことから、図1-2のように再整理を行い、除外規定の基本的な2要件と

した。 

 
図 1-1 範囲等解釈改正案と基本的な 4 要件との対比 

 
図 1-2 範囲等解釈改正案と基本的な 2 要件との対比 
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2.2.  施行令別表第二の改正案について（報告書 2.1 項参照） 

昨年度の時点では、施行令別表第二の改正案について表 2-1 にようにイメージを提示してい

たが、今年度は具体的な改正案を検討し、表 2-2 にようにまとめた。 

表 2-1 施行令別表第二の改正案イメージ（昨年度時点） 

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 

 

表 2-2 施行令別表第二の改正案（今年度） 

 

 

  

七 ランプ（交流の電路に直接接続されない放電ランプ及び、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に限り、機械器具

に組み込まれる特殊な構造のものその他の特殊な構造のものを除く。） 

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

に使用するものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものその他の特殊な構造のもの

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） オーディオ・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 
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2.3.  施行規則別表第一の改正案について（報告書 3.1 項参照） 

昨年度の時点では、施行規則別表第一の改正案について、一つの表のままとする案と二つ

の表に分ける案を提示していたが、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で表を分け

る場合、大括り化前後で電気用品の区分が1つから2つとなる事業者（例：特定と特定以外の両

方の電線を扱う事業者）がおり、かえって混乱を招くと考え、今年度は一つの表のままとする改

正案を提示した。 

2.4.  施行規則別表第二の改正案について（報告書 3.2 項参照） 

昨年度の時点で、施行規則別表第二の改正案について、品目ごとにイメージを提示していた

が、今年度はそれらをとりまとめて具体的な改正案として提示した。 

2.5.  施行規則別表第三の改正案について（報告書 3.3 項参照） 

昨年度の時点で、施行規則別表第三の改正案についてイメージを提示していたが、今年度は

当該イメージを具体的な改正案として提示した。 

2.6.  施行規則別表第五の改正案について（報告書 3.4 項参照） 

昨年度の時点で、施行規則別表第五の改正案についてイメージを提示していたが、今年度は

当該イメージを具体的な改正案として提示した。 

2.7.  複数の機能を有する電気用品の取扱いについて（報告書 4.1 項参照） 

昨年度の時点で、2以上の電気用品の機能を持った「複合品」の取扱いについて表3のように

提案していたが、今年度は具体的な範囲等解釈改正案を検討し、とりまとめた。 

表 3 複合品の取扱いについての提案（昨年度） 

（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。 

 

2.8.  ランプ及び交流用電気機械器具の適用範囲について（報告書 4.2 項参照） 

昨年度の時点でランプ及び交流用電気機械器具の適用範囲をある程度まとめていたが、今

年度は適用範囲についてさらに検討を重ね、範囲等解釈の改正案として具体的にとりまとめ

た。 
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2.9.  交流用電気機械器具に係る範囲等解釈の改正案について（報告書 4.2 項参照） 

昨年度の時点でイメージを提示していたが、今年度はさらに検討を重ね、具体的な改正案と

してとりまとめた。主な内容を以下に記載する。 

2.9.1 交流用電気機械器具の定義について 

昨年度の時点でイメージしていた定義（表 4-1）を一部修正（表 4-2）した。具体的には以下の

とおり。 

 表 4-1 でいう「部品」とは、抵抗素子などの一般人がイメージする部品とは異なるものであり、

混乱を招くと考え、「部品」という単語を使わないことにした。 

 上記に合わせ、（1）と（2）を統合する形で修正した。その結果、「電力を主たる機能のために

消費する機械器具」という文言も削除することとなった。 

表 4-1 交流用電気機械器具の定義について（昨年度） 

（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 ○○○○ 

 

表 4-2 交流用電気機械器具の定義について（今年度） 

（1） 「交流用電気機械器具」とは、電気設備の技術基準の解釈（平成 25 年 3 月 14 日 20130215 商局

第 4 号）第 142 条 9 号 で定義される電気使用機械器具であって、次のいずれかに該当するものを

いう。 

イ 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 

2.9.2 「イ 一般消費者が通常生活の用に供するもの」及び「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」について 

昨年度の時点では例示を多数挙げていたが、細かく書き過ぎて全体として分かりづらいきら

いがあり、例示について厳選し簡潔にした（網羅的に記載することをやめた）。 

  



 

6 

2.10. 課題について（報告書 6.項参照） 

今後、検討を行う必要がある事項を課題としてまとめた。主な内容を以下に記載する。 

2.10.1 「調光器」に関する課題（報告書 6.1 項参照） 

検討当初は、「調光器」を「配線器具」に移動すべきとする意見が出ていたが、改めて検討し

た結果、「調光器」を屋内配線に直接接続されるタイプとペンダント式に分離し、前者のみを「配

線器具」に移動するのが適しているとする意見も出され、「調光器」の扱いについては今後の課

題とした。 

2.10.2 再度の届出に関する課題（報告書 6.2 項参照） 

報告書で提示した改正案が実施された場合、大括り化の対象となった電気用品については

電安法第３条で規定されている届出事項（電気用品の区分及び型式の区分）の変更が伴うため、

再度の届出が必要となる。再度の届出については「不要とする措置を設けてほしい」とする意見

と、「改めて届出を行い、自社で扱う電気用品の整理をしたい」とする意見があり、慎重な検討が

必要である。また、再度の届出を不要とする措置を設ける場合は、届出は電安法第３条で義務

付けされていることを踏まえ、その旨をどの法令レベルで規定するのが適切か検討が必要であ

る。 

2.10.3 製品毎の消費電力の上限値の設定に関する課題（報告書 6.6 項参照） 

報告書で提示した改正案が実施された場合、大括り化の対象となった電気用品については、

従来、政令で指定されていた個々の品目の定格消費電力の上限値が撤廃される。この点につ

いては、上限値を設定せずとも、報告書 1.2（3）項で示す対象判断フローに従えば、事業者は判

断できるとする意見の一方で、事業者に判断を委ねた場合、あるメーカーでは対象、別のメーカ

ーでは非対象と、解釈が事業者によってバラけてしまい現場が混乱するおそれがあるとの意見

があり、消費電力の上限値の設定については、今後、更なる検討が必要と考えられる。 

2.10.4 特定電気用品に関する課題（報告書 6.7 項参照） 

特定電気用品については次の 2 項目について検証する必要がある。 

 過去に政令で指定された個々の品目の定格消費電力の上限値等について、現在も適切で

あるかどうか。（施行令別表第一関係） 

 特定電気用品を製造する際に求められる検査設備のリストについて、現在も適切であるか

どうか。（施行規則第 15 条及び施行規則別表第四関係） 
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2.10.5 大括り化による事業者への影響に関する課題（報告書 6.8 項、6.9 項及び参考２参照） 

従来電安法の規制対象でなかった製品が大括り化によって対象品目となることによる事業者

への影響を評価するため事業者に対してヒアリングを実施した。 

その結果、次の①～③が課題として挙げられた。 

① 機動性が損なわれる 

モデルチェンジのサイクルが短い製品に対し、基準適合確認にかかる期間の影響が大きい。 

② 少量生産が困難になる 

少量生産の場合、製品１台あたりの基準適合確認の費用負担が大きい。 

③ 出荷検査の負担が増える 

絶縁耐力検査を未実施または抜取検査の製品に対し全数検査が必須になり負担が増える。 

上記課題についてWGで検討した結果、①・②については、「基準適合確認は自己確認で足り

るため、適切な設計管理を行うことで時間的・コスト的負担は縮小できる。周知をしっかり行うこ

とが大事で、それに加えて、必要な基準適合確認（必要な最小限の時間・コスト）を事業者が自

ら判断できるように教育及びコンサルティングを充実させることが対策になるのではないか。」と

の意見が示された。③については、「国際整合性の観点を含め、安全性を確保するのに出荷時

の全数検査が必須かどうかを検証する必要がある。」との意見が示された。 

2.11. その他（コンセント付家具の扱い） 

コンセント付家具については、昨年度の時点では交流用電気機械器具の定義に「電力を主た

る機能のために消費する」との文言があった（表 4-1）ことから、交流用電気機械器具に含まれ

なくなるのではないかとする意見があったが、今年度、交流用電気機械器具の定義を整理した

結果、「電力を主たる機能のために消費する」との文言がなくなり（表 4-2）、コンセント付家具の

扱いは、現行どおり交流用電気機械器具のままとすることになった。 
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3. 電気用品安全法 法令業務実施ガイド（第 3 版）の作成 

平成 26 年１月に公開した「電気用品安全法 法令業務実施ガイド（第 2 版）」以降の情報をア

ップデートし、また、より分かりやすい内容とするべく見直し、「電気用品安全法 法令業務実施

ガイド（第 3 版）」を作成した。主な改正内容は次のとおり。 

∙ 第 1 章の製品流通前後の業務手続きフロー図を簡明化した。 

∙ 第 6 章「表示」の構成を見直し、第 2 版では大きく「表示の概要」と「表示の具体的取り

扱い」で項を分けていたが、第 3 版では「電安法に基づく表示」と「他法規に基づく表示」

で項を分けた。 

∙ 使用頻度を考慮し、別添資料 2 電気用品全リスト及び別添資料 3 登録検査機関リスト

の掲載順を繰り上げた。 

∙ HP アドレス、法令比較表、検査機関リストを最新版に更新した。 

∙ 不正確な表現、記述箇所を見直し、修正した。 

4. 今後の活動 

今年度は、これまでの検討結果に基づき、施行令、施行規則及び範囲等解釈の改正案をまと

めたが、当該大括り化による品目指定の見直しは規制強化の側面も否めないことから、慎重に

進める必要がある。 

今回、大括り化が行われた場合の関係者への影響度を探るため、業界団体に所属していな

い事業者を対象にヒアリングを行ったが、少数のサンプル調査のため、更に多くの意見を検討し

た上で決定を下すことが肝要と思われる。 

一方で、電安法申請手続き合理化の観点から、これまでの検討において提案された改正案

のうち、品目指定の見直しを待たずとも実現できる施行規則や範囲等解釈については、型式区

分の大幅合理化も視野に入れ、早期に実現すべく検討を進めるべきと思われる。 

品目指定の「ネガティブ化」については、他法令の事例調査の結果、電安法における電気用

品の定義自体を改正する必要が見込まれることや、特定電気用品については従来どおり品目

を限定するという基本方針とは相容れないこともあり、今回まとめた報告書では見送るが、今後、

法改正も視野に入れた再検討がなされることを期待する。 

 

5. 本分科会及び WG の開催状況と委員名簿 

平成 28 年度の本分科会及び WG の開催状況を別添 1 に、委員名簿を別添 2 に示す。 
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平成 28 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 17 回政省令・制度運用検討分科会（書面審議）】 

 期間：平成 28 年 12 月 8 日（木）～12 月 20 日（火） 

 審議事項： 

 電気用品安全法 法令業務実施ガイド（第 3 版）について 

 

【第 18 回政省令・制度運用検討分科会】 

 日時：平成 28 年 2 月 15 日（水）14:00～15:50 

 場所：TKP ガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム 3F 

 議事： 

 平成28 年度政省令・制度運用検討分科会の活動報告について（大括り化検討WG関係） 

 平成 28 年度政省令・制度運用検討分科会の活動報告について（電気用品安全法 法令

業務実施ガイド（第 3 版）関係） 

 

 

【第 19 回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 28 年 10 月 7 日（金）13:30～16:00 

場所：アーバンネット神田カンファレンス 3D 会議室 

議事： 

 今年度の方針について ＜報告＞ 

 除外規定の基本的な４要件の再整理について ＜検討＞ 

 大括り化のための条文案の再整理について ＜検討＞ 

 大括り化５品目の適用範囲の再確認について ＜依頼＞ 

 

【第 20 回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 28 年 11 月 1 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： 

 大括り化のための条文案の再整理について ＜検討＞ 

 除外規定の基本的な４要件の再整理について ＜検討＞ 

 大括り化５品目の適用範囲の再確認について ＜検討＞ 

 電気用品の範囲等の解釈の再整理について ＜依頼＞ 
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【第 21 回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 28 年 12 月 1 日（木）13:30～16:30 

場所：アーバンネット神田カンファレンス 3A 会議室 

議事： 

 電気用品の範囲等の解釈の再確認について（宿題） ＜検討＞ 

 【施行規則別表第一】電気用品の区分について ＜検討＞ 

 【政令別表第二】ランプの記載について ＜検討＞ 

 【電気用品の範囲等の解釈】大括り化 6 品目の適用範囲について ＜検討＞ 

 今年度の報告書の骨子について ＜検討＞ 

 報告書に記載すべき課題について ＜検討＞ 

 事業者ヒアリングについて ＜報告＞ 

 

【第 22 回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 28 年 12 月 21 日（水）13:30～17:30 

場所：TKP ガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム 2C 

議事： 

 前回ＷＧでの依頼事項について（宿題） ＜検討＞ 

 報告書案「電気用品安全法の規制対象の考え方について（案）」について ＜検討＞ 

 大括り化による対象拡大に伴う影響への対策について ＜検討＞ 

 他法令における規制対象範囲の指定について ＜報告＞ 

 

【第 23 回大括り化検討ＷＧ】 

日時：平成 29 年 1 月 23 日（月）13:30～16:10 

場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター RoomA 

議事： 

 報告書案「電気用品安全法の規制対象の考え方について（案）」について ＜検討＞ 

 報告書案参考資料「参考１ 施行規則別表第二の改正案（「ランプ」及び「交流用電気機

械器具」について、表中に区分の解説等を記載した解説版）」について ＜検討＞ 

 報告書案参考資料「参考４ 大括り化の実施によって期待される事務合理化等の成果に

ついて」について ＜報告＞ 
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政省令・制度運用検討分科会委員名簿 

 

平成 29 年 2 月 15 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 

分科 

会長 
長岡 正伸 一般財団法人家電製品協会 AEHA 消費者部 担当部長 

副分科

会長 
加藤 正樹 一般財団法人電気安全環境研究所 JET 

技術規格部長 

経営企画部 企画担当部長 

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 

CIAJ テクノロジー部 部長 

委員 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 

JBMIA 
技術委員会 安全専門委員会 

委員長 

委員 太田 充男 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 松野 雄史 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 

委員長 

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 田代 洋二 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 小田 明 一般財団法人ＶＣＣＩ協会 VCCI 常務理事 

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 三宅 静 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 菅原 大門 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 大貫 宗一郎 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 
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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 29 年 2 月 15 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 
技術規格部長 
経営企画部 企画担当部長 

委員 氏田 良太 一般財団法人家電製品協会 AEHA 技術法規ＷＧ 主査 

委員 冨岡 明 
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 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 副主査 

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 船山 一美 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 委員長 

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 
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 三宅 静 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 菅原 大門 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 大貫 宗一郎 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 


