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参考２ 大括り化により新たに規制対象となる製品を扱っている事業者への影響

調査について 

平成２９年 ２月１５日 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

１．目的 

電気用品安全法（以下「電安法」という。）における電気用品の大括り化については、これま

で、対象の前提条件を整理するとともに対象範囲や型式の区分の見直し方針について検討を

加えてきたところ、本年度は具体的な制度設計を進め、政省令等の改正に向けた検討に寄与

することを目的として、大括り化後の技術基準体系における制度上の課題抽出の一環として、

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。 

２．調査方法 

２．１ ヒアリング先の選定条件 

次の条件を満たす事業者をヒアリング先に選定した。 

（１） 大括り化により新たに規制対象となる製品を扱う製造・輸入事業者である。 

（２） 現在、届出事業者である（電安法の法令業務をおおよそでも認識している。） 

（３） 業界団体（工業会）に所属していない、または所属する業界団体が大括り化に関連

する検討会、分科会、WG に参加していない。 

２．２ ヒアリング概要 

実施時期：平成２８年１１月１６日～２９日 

ヒアリング先：全７社。概要を表１に示す。 

表１ ヒアリング先の概要 

事業

者名 

規制対象となる可能性の

ある製品 

規制対象となる可能性の

ある製品の事業区分 

規制対象となる可能性の

ある製品の販売地域 

A 社 ３D プリンター 製造 日本 

B 社 ３D プリンター 製造 欧米、日本 

C 社 デスクトップパソコン他 輸入 全世界（特に欧米） 
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D 社 パソコン用モニター 製造・輸入 全世界 

E 社 パソコン用モニター 輸入 全世界 

F 社 スチームクリーナー 輸入 日本 

G 社 スチームクリーナー、電気

のこぎり（定格消費電力

1kW 超） 

輸入 日本 

２．３ ヒアリング項目 

大括り化により新たに規制対象となる可能性のある製品等に関し、次の項目を調査した。 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準（電気安全に関する基準／雑音の強さに関する基準） 

2. 基準適合確認の実施者（電気安全に関する基準／雑音の強さに関する基準） 

3. 大括り化前後の費用の増減予想 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想 

【３】出荷検査について 

1. 全品検査の実施の有無（外観検査／通電検査／絶縁耐力検査） 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

【５】大括り化に関し、期待すること 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

【７】その他 

３． 調査結果 

３．１ ヒアリング結果の一覧 

ヒアリングの結果を表２に示す。  
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表２ ヒアリング結果 

事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

A

社 

３Dプリン

ター 
反対 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

知らなかった。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：防塵試験 

雑音の強さに関する基準：簡易なノイズ試験 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：外部委託 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：＋250 万円 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

＋3 か月 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：× 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：× 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

1. 基準適合確認により開発期間が長期化すれば、自社の強み

である機動性を損なう。（開発期間：１か月～半年） 

2. 電安法の対象になり初期投資が増えれば、３Ｄプリンター事業

から撤退せざるを得ない。 

3. 規制が増える程、中小企業の参入は難しくなる。 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

4. ３D プリンターは、今後様々な方式の製品開発が予測される。

実態に即さない基準が規定されないか不安がある。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

製品の安全性の向上。 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

とくになし 

【７】その他 

とくになし 

B

社 

３Dプリン

ター 
反対 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

知らなかった。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：IEC60950-1 

雑音の強さに関する基準：未実施  

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：未実施 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：＋100 万円 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

＋3 か月 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：○ 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：不明 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

1. 新技術を活かす前に過剰な安全確認が要求されれば参入又

は販売機会を損失する。 

2. 基準適合確認について、中小企業は設備を持たない場合が

多く、外部委託が必要である。生産台数が少ない場合、基準

適合確認の費用が１台あたり数万円かかり負担が大きすぎ

る。 

3. 雑音の強さに関する基準について、現在も試験機関に待ち時

間があり、大括り化後、更に待ち時間の長期化が予想される。 

4. デビエーションに合わせる設計変更も手間に感じる。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

とくになし 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

1. 新技術の製品に対する適用規格を明確にしてほしい。 

2. 自社において、電気的設計かつ海外向け製品に関わった者は

規格の知識があるが、それ以外は規格を知らないので事業参

入の障壁になる。国は規格を更新していくだけで事業者への

周知教育が足りないと感じる。 

【７】その他 

とくになし 

C

社 

デ ス ク ト

ップパソ

コン他 

反対 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

知らなかった。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 



 

6 

事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

電気安全に関する基準：IEC60950-1 

雑音の強さに関する基準：VCCI 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：外部委託 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：不明 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

不明 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：抜取検査を実施 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：○（本社で保存して

いる。ただし、絶縁耐力は抜取） 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

1. シリーズごとの基準適合確認で済めば現状と同じと思われる

が、詳細な違い（ベンダー、メモリー数、クロック数の違い）ごと

に基準適合確認が必要であれば、対応が困難である。 

2. 今後、カスタマイズ製品の展開も検討している。組合せ全て

（ハード面だけで数百通り）に基準適合確認が必要であれば、

販売は困難である。パーツを輸入し組立てる専門店系の事業

者が製造事業者になるのは、組み合わせが多岐に及ぶことも

あり、影響が大きいと考えられる。 

3. 絶縁耐力検査は抜取で実施しており、全数の場合、時間的な
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

負担増加を懸念する。 

4. 基準適合確認による販売時期の遅れを懸念する。技術が日々

進歩する分野であり、また、４か月ごとに新製品を投入するの

で、数週間の遅れも避けたい。 

5. 国内の規制のために新製品の販売の遅れや販売価格の高騰

がないよう、国際水準に整合してもらいたい。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

メリットはあまり感じない。 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

1. 規制の改正について、業界団体に所属しない届出事業者に対

しても積極的に情報発信してほしい。届出事業者の窓口へ通

知するか、ID とパスワードを用いるページを用意してはどう

か。 

2. 表示事項の増加により貼付範囲が拡大して金型変更が必要

になる場合、原価の上昇につながる。例えばPCを立ち上げた

ときのソフトウェア上での表示が認められれば、原価の上昇

は最低限で済む。 

【７】その他 

1. 本社で設計開発した国際標準モデルを日本で販売する（日本

での販売を決断→OS の言語などの調整→日本での販売）ま

でには約３か月かかる。 

2. 海外製造事業者への大括り化の説明が負担となる可能性が

ある。 

3. 製品の開発期間は、ある程度製品イメージがある場合は６～

９か月、ゼロからの場合は１年以上である。 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

D

社 

パソコン

用モニタ

ー 

賛成 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

2016 年夏ごろ、所属する医療系の業界団体経由で知った。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：IEC60950-1 

雑音の強さに関する基準：VCCI 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：自社 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：ほぼなし 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

ほぼなし 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：○ 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：○ 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

自社で使用する部材・製品が新たに電安法の対象となった場

合、購入元（海外製造メーカー）へ改正内容の説明が必要になる。

海外製造メーカーへの浸透に時間がかかるのではないか。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

1. 型式の区分の大括り化により事務が簡素化する。 

2. 社内での電安法対象・非対象の管理が不要になる。（入札時
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

に PSE マークの有無の情報が必要な場合がある。） 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

1. 雑音に関する基準が VCCI への適合で済めば助かる。 

2. 大括り化に関する情報を積極的に発信してほしい。 

【７】その他 

1. CE マーキング対応のコストに電安法対応のコストも含まれる

ので費用的負担は感じない。 

2. 基準適合義務は設計、出荷検査は製造工程の一環のため、

負担は感じない。 

3. 他社から輸入する直流電源装置について、全品検査という基

本的事項の記録・保存が必要なのは日本だけなので、海外製

造事業者に理解してもらいにくい。 

4. 輸入事業者名の表示をやめてほしい。商社から直流電源装置

を購入する場合、海外の製造事業者が同一でも、輸入事業者

の倒産などにより表示する輸入事業者名が変わる場合があ

り、不便に感じる。欧州でも、法的責任は輸入事業者にある

が、輸入事業者名の表示は不要である。 

E

社 

パソコン

用モニタ

ー 

賛成 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

JET セミナーで知った。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：IEC60950-1 

雑音の強さに関する基準：J55022 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

雑音の強さに関する基準：外部委託 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：ほぼなし 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

ほぼなし 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：○ 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：× 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

とくになし 

【５】大括り化に関し、期待すること 

製品の安全性の向上が期待される。 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

とくになし 

【７】その他 

1. 基準適合確認や出荷検査に必要な資料は本社が用意し、費

用も負担する。本社は法令業務であることを理解すれば対応

する。 

2. 現在も電安法対象品とほとんど同等の安全確認を行ってお

り、新たに規制対象になった場合も問題なく対応できるが、全

品検査結果の記録・保存のみ追加での対応が必要となる。 

3. CB スキームの認証に併せて J60950-1 への試験証明書も入

手する場合が多く、基準適合確認に負担は感じない。 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

4. 製造工場の担当者は法令業務を理解しているが、本社の新任

者に法令業務及びその必要性を説明する場合に苦労してい

る。そのため、法令業務実施ガイドの中国語版があると助か

る。（英語版も可） 

F

社 

スチーム

クリーナ

ー 

ど ち

ら で

も な

い 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

JET セミナーで知った。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：別表第八（湯のし器） 

雑音の強さに関する基準：J55014-1 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：外部委託 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：ほぼなし 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

ほぼなし 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：○ 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：○ 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

現行の電安法対象品である、市販の安価な加湿器を分解したと

ころ、技術基準適合が疑わしかった。一般的に、電安法対象品とな
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

っても安全性が確保されるか疑問がある。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

とくになし 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

類似構造の製品（シリーズ品）の基準適合確認が最大消費電力

の製品で済むなど簡素化できないか。 

【７】その他 

電安法と同等の試験証明書がなければ商品を卸せない問屋が

あるため、また事故発生時のリスクヘッジのため、現在も電安法対

象品と同等の安全確認を行っている。そのため、大括り化による負

担増加は感じない。 

G

社 

スチーム

クリーナ

ー、電気

のこぎり

（ 定格消

費 電 力

1kW 超） 

賛成 

【１】現在、大括り化の検討が行われていることの認識の有無 

∙ 平成 21-22 年ごろ TUV 講習会で知った。 

∙ 前職の JEMA 会員企業経由で知った。 

【２】基準適合確認について 

1. 現在採用している基準 

電気安全に関する基準：S マーク基準 

雑音の強さに関する基準：S マーク基準 

2. 基準適合確認の実施者 

電気安全に関する基準：外部委託 

雑音の強さに関する基準：外部委託 

3. 大括り化前後の費用の増減予想：若干安くなる 

4. 大括り化前後の企画から販売までにかかる期間の増減予想：

－１か月 

【３】出荷検査について（実施：○／未実施：×） 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

1. 全品検査の実施の有無 

外観検査：○ 

通電検査：○ 

絶縁耐力検査：○ 

2. 全品検査結果の記録・保存の実施の有無：○ 

【４】大括り化に関し、懸念すること 

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」に関

し、製品の機能に応じて通則と個別則を組み合わせる旧省令第 2

項基準と異なり、旧省令第 1 項基準は個別品目ごとの基準である

ため、大括り化後、品目のなくなった場合になじまないと思われ

る。 

【５】大括り化に関し、期待すること 

安全性の担保のため、電安法対象外品にも対象品と同等の安

全確認を要求したいが、海外製造事業者は規制がなければ対応

を拒否するので苦労している。電安法対象品になれば海外製造事

業者に安全確認を要求ができる。 

【６】大括り化に関し、行政に要望すること 

1. 大括り化後規制対象となる可能性のある製品に関し、猶予期

間後も流通在庫が販売できるようにしてほしい（猶予期間内に

輸入した製品は猶予期間後も PSE マークなしで販売可能にし

てほしい。） 

2. 大括り化後は、現在の対象非対象の Q&A のように適用規格

の判断事例を公表してほしい。 

3. 消費電力が高い方が危険性は高いので、電気のこぎり・フード

ミキサー等の消費電力による上限を撤廃してほしい。 
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

【７】その他 

1. 海外製造事業者に○PSE 製品について詳細なテストレポート

を要求したが、拒否されたことがある。海外製造事業者による

試験証明書は疑わしいので、自社から試験機関に試験依頼す

る。詳細なテストレポートをモデルごとに保管する義務があれ

ば、安全性の確認がしやすくなり、スムーズに輸入できる。 

2. ○PSE が自己確認でよいと知れば、中国の製造事業者は試

験せずに試験証明書の様式だけ真似そうなので、中国で事業

者向けガイドが流通して欲しくない。現在は法令より高い要求

をしている。 

3. 海外に合わせ、直流駆動の製品も電安法対象としてはどう

か。 

4. 安全性を考えれば、海外で製品に装着するリチウムイオン蓄

電池も電安法の対象にならないか。リチウムイオン蓄電池は

自己発火の可能性もある危険な製品である。 

5. 特定電気用品について、海外製造事業者が同一型式で別モ

デルの副本を提供することがあり、その場合、技術基準適合

確認ができず事故発生時のリスクになるので、自社から試験

機関に試験依頼する。結果、半年近く販売時期が遅れ、費用

もかかる。型式認証ではなくモデル認証にして欲しい。 

6. 輸入する製品は旧省令第 2 項基準に適合する。しかし、旧省

令第2項基準の技術基準適合確認は、旧省令第1項基準と比

較して費用及び期間が 2-3 倍かかるため、販売時期を遅らせ

ないよう旧省令第1項基準での試験を選択する。その場合、絶

縁距離の不適合などにより設計変更が必要になるが、海外製
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事

業

者

名 

規制対象

となる可

能性のあ

る製品 

大括

り化

への

意見 

ヒアリング項目に対する回答 

造事業者に変更が必要な理由を説明しづらい。また、旧省令1

項基準は日本固有の基準であるため、基準の英訳作業が必

要になる。いっそのこと旧省令第 2 項基準に統一してほしい。 

7. 全数検査の記録はロットごとに提供はされない。海外製造事

業者が保管しておき、自社が要求した際にまとめて提供しても

らっている。 

３．２ 大括り化による対象拡大に伴う影響についての課題 

関係事業者へのヒアリング結果から、大括り化により新たに規制対象となる製品を扱う事業

者への影響について、次の（１）～（３）が課題と考えられる。電気用品の安全性を確保すること

を大前提に、これら課題に対する対策をすべきか否かも含め検討する必要があると考えられ

る。 

（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。

例えば、開発期間の長期化が新技術を用いる製品の発展を阻害するおそれがある。 

参考意見（事業者名、規制対象となる可能性のある製品） 

∙ 基準適合確認により開発期間が長期化すれば、自社の強みである機動性を損なう。

（開発期間：１か月～半年）（A 社、３D プリンタ） 

∙ 雑音に関する基準について、現在も試験機関に待ち時間がある。大括り化後、更に待

ち時間の長期化が予想される。（B 社、３D プリンタ） 

∙ 基準適合確認による販売時期の遅れを懸念する。技術が日々進歩する分野であり、

また、４か月ごとに新製品を投入するので、数週間の遅れも避けたい。（C 社、デスク

トップ PC） 
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（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。例えば、中小企業

の事業参入を阻害するおそれがある。 

参考意見（事業者名、規制対象となる可能性のある製品） 

∙ 電安法の対象になり初期投資が増えれば、３Ｄプリンタ事業から撤退せざるを得な

い。（A 社、３D プリンタ） 

∙ 規制が増える程、中小企業の参入は難しくなる。（A 社、３D プリンタ） 

∙ 新技術を活かす前に過剰な安全確認が要求されれば参入又は販売機会を損失す

る。（B 社、３D プリンタ） 

∙ 基準適合確認について、中小企業は設備を持たない場合が多く、外部委託が必要で

ある。生産台数が少ない場合、基準適合確認の費用が１台あたり数万円かかり負担

が大きすぎる。（B 社、３D プリンタ） 

（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。 

 

参考意見（事業者名、規制対象となる可能性のある製品） 

∙ 絶縁耐力検査は未実施である。（A 社、３D プリンタ） 

∙ 絶縁耐力検査は抜取で実施しており、全数の場合、時間的負担増加を懸念する。（C

社、デスクトップ PC） 


