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Ⅰ．最近の電気保安行政について 

中国四国産業保安監督部 

電 力 安 全 課 

最近の動向 

 昨年度、中国四国産業保安監督部電力安全課では、電気保安法人及び電気管理技術者が保安

管理業務を受託している自家用電気工作物設置事業場に対して電気事業法第１０７条第３項の

規定に基づく立入検査等を実施した結果、複数の事業場において、保安規程に基づく年次点検

が適切に実施されていないことを確認しました。このため、当該電気保安法人及び電気管理技

術者に対して、文書により注意を行うとともに、今後の保安管理業務における再発防止対策を

策定し報告するよう指示しました。年次点検の未実施は、電気事業法第４２条第４項に規定す

る保安規程の遵守義務の違反、電気事業法施行規則第５３条第３項に規定する職務誠実義務の

違反に該当するものです。 

中国四国産業保安監督部においても、引き続き、立入検査等の事後規制を機動的に運用し、

このような不適切な行為に対しては厳正な対応を行っていきます。 

 

制度改正等 

１． 太陽電池発電所の保安管理業務の外部委託に係る点検頻度等の見直しについて 

電気事業法施行規則第５２条第２項の規定により、自家用電気工作物であって高圧で連系す

る出力２，０００キロワット未満までの太陽電池発電所等については、一定の要件を満たす法

人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障

がないとものとして所管の産業保安監督部長の承認を受けたときには、電気主任技術者を選任

しないこととすることができます（外部委託制度）。 

今回、太陽電池発電所の受変電設備は需要設備の受変電設備に比べて、総合的にみると僅か

ではあるがリスクが小さいものとの結論が得られたため、太陽電池発電所の受変電設備に係る

６箇月毎未満の点検頻度を、施設条件に応じて見直すことになりました（平成２７年４月１日

適用開始）。また、今般の全量買取制度に基づく太陽電池発電設備の点検頻度の見直しに伴い「圧

縮係数」についても見直すことになりました（平成２７年４月１日適用開始）。 

 

２． 風力発電所、太陽電池発電所等を直接統括する事業所に係る電気主任技術者の選任要件に

ついて 

近年、同一の設置者が比較的規模の大きい複数の風力発電所を近隣地域に施設して、それら

を直接統括する事業場から、その工事・維持・運用を一体的に行うケースが見られます。こう

した状況の中、統括事業場に係る電気主任技術者の選任等について統一的な審査を行うため、

主任技術者制度の解釈及び運用（内規）において関連する要件を明確化するべく、平成２５年

６月１４日に閣議決定した「規制改革実施計画」において、「電気事業法施行規則第５２条で定

める『直接統括する事業場』に関して、どのような場合に複数の風力発電所・変電所を統括す

る事業場と認め得るかの基準を明確化し、その認定を容易とすることについて検討し、結論を

得る。基準の明確化に当たっては、設備規模や運用箇所数、距離、技術員の配置状況、遠隔監

視機能、点検及び事故時の対応などの実態に基づき、具体的な基準となるように検討する」こ

ととされました。 

これを受け、平成２５年８月に開催した産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第３

回）における検討の結果、選任要件を内規に追加することになりました（平成２５年９月２７

日改正）。 
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１．最近の電気保安関係法令等の改正状況（平成２６年６月３０日現在） 
 

（１）電気事業法関係 

・ 電気事業法（最終改正：平成２６年６月１８日法律第７２号） 

・ 電気事業法施行令（最終改正：平成２６年２月１３日政令第３５号） 

・ 電気事業法施行規則（最終改正：平成２６年５月２９日経済産業省令第２９号）   →資料６ 

・ 電気関係報告規則（最終改正：平成２６年５月２９日経済産業省令第２９号） 

・ 電気事業法手数料規則（最終改正：平成２５年７月８日経済産業省令第３６号） 

・ 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 

             （最終改正：平成２５年１２月２７日経済産業省令第６６号） 

・ 電気設備に関する技術基準を定める省令 

（最終改正：平成２４年９月１４日経済産業省令第６８号） 

・ 電気設備の技術基準の解釈 

 最近の改正状況：平成２５年１０月７日                   →資料４ 

        平成２５年１２月２４日 

・ 電気設備の技術基準の解釈の解説 

最近の改正状況：平成２６年３月１９日                   →資料５ 

・ 発電用風力設備の技術基準の解釈（最終改正：平成２６年４月１日付け 20140328 商局第１号） 

 

（２）電気工事業法関係 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律（最終改正：平成１８年３月３１日法律第１０号） 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 

（最終改正：平成１８年３月３１日政令第１２８号） 

・ 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 

（最終改正：平成１８年３月３１日経済産業省令第３８号） 

 

（３）電気工事士法関係 

・ 電気工事士法（最終改正：平成２４年６月２７日法律第４７号） 

・ 電気工事士法施行令（最終改正：平成１９年１月１２日政令第７号） 

・ 電気工事士法施行規則（最終改正：平成２４年５月３１日経済産業省令第４２号） 

 

（４）その他 

・ 電気事業法施行規則第５２条の２第１号ロの要件、第１号ハ及び第２号ロの機械器具並びに第１

号ニ及び第２号ハの算定方法等並びに第５３条第２項第５号の頻度に関する告示（平成１５年経

済産業省告示第２４９号） 

 最近の改正状況：平成２６年３月３１日経済産業省告示第６４号         →資料１ 

 最近の改正状況：平成２６年５月３０日経済産業省告示第１２５号       →資料３ 

・ 使用前・定期安全管理審査実施要領（内規） 

（最終改正：平成２５年７月８日付け 20130708 商局第３号）      →資料７ 

・ 電気事業法施行規則第７３条の４に定める使用前自主検査の方法の解釈 

（最終改正：平成２５年３月１４日付け 20130214 商局第１号） 

・ 主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 

 最近の改正状況：平成２５年９月２７日付け 20130920 商局第１号        →資料２ 

 最近の改正状況：平成２６年３月３１日付け 20140320 商局第１号 

 最近の改正状況：平成２６年３月３１日付け 20140324 商局第１号        →資料１ 
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・ 移動用電気工作物の取扱いについて 

（最終改正：平成１７年６月１日付け平成 17･05･20 原院第１号） 

 

・ 小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所

の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化

ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動

力とする火力発電所及び火力設備を定める件（告示） 

（最終改正：平成２６年５月２０日経済産業省告示第１１１号） 

 

・ いわゆる屋根貸しにおいて設置された太陽電池発電設備の停電時における使用について 

（平成２５年８月１６日公表）   →資料８ 

 

・ 主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（平成２５年９月２７日付け２０１３０９２０商局第１号）

４．（４）③イ括弧書きにおける停電点検の延伸に係る要件の明確化について 

（平成２５年９月３０日公表）   →資料９ 

 

・ 主任技術者制度の解釈及び運用（内規）に係るＱ＆Ａ ～「従業員」の考え方について～ 

（平成２６年３月３１日公表）  →資料１０ 

 

・ 主任技術者制度の解釈及び運用（内規）に係るＱ＆Ａ ～兼任承認に係る要件について～ 

（平成２６年４月２日公表）   →資料１１ 
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資 料 １ 

 

 

太陽電池発電所の保安管理業務の外部委託に係る点検頻度等の見直しについて 

 

 

１．改正の背景  

再生可能エネルギーの全量買取制度の施行等に伴い、規制・制度改革要望があり、平成２５年

６月１４日に閣議決定した「規制改革実施計画」において、「太陽電池発電所における受変電設

備と相当規模の受変電設備の調査から、太陽電池発電所の受変電設備について、適切な点検頻度

の在り方を検討し、結論を得る。検討に際しては、他の受変電設備との差異の有無、経年劣化に

よる故障率、遠隔監視技術等による保守点検の可能性、事業者の負担などを考慮し、必要な保安

水準を確保する最小限の点検頻度となるよう配慮する」こととされた。 

 

 

２．改正内容の概要  

今般、太陽電池発電設備について、外部委託制度を用いる場合の点検頻度の見直しを行うこと

とし、平成２５年経済産業省告示第１６４号（平成１５年経済産業省告示第２４９号（電気事業

法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及

び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示）の一部を改正する

告示）について所要の改正を行った。 

また、この改正に伴い、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」について一部改正を行っ

た。 

 

 

３．適用期日  

  平成２７年４月１日 

  

（公布日（平成２６年３月３１日）から平成２７年３月３１日までは周知期間として、平成２７

年４月１日から適用するものとし、それまでの間は現行のとおり（平成２５年告示第２条の施

行前。）とする。） 
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届出窓口

届出等の提出先は発電所を設置する地域の産業保安監督部です。

商務流通保安グループ電力安全課 運営担当

☎:03-3501-1742

北海道産業保安監督部 電力安全課 ☎:011-709-1725

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 ☎:022-263-4952

関東東北産業保安監督部 電力安全課 ☎:048-600-0388

中部近畿産業保安監督部 電力安全課 ☎:052-951-2817

中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署 ☎:076-432-5580

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 ☎:06-6966-6047

中国四国産業保安監督部 電力安全課 ☎:082-224-5742

中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 ☎:087-811-8587

九州産業保安監督部 電力安全課 ☎:092-482- 5521

那覇産業保安監督事務所 保安監督課 ☎:098-866-6474

滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（中国の管轄区域を除く。）、福井県のうち小
浜市、三方郡、三方上中郡、遠敷郡、大飯郡、岐阜県のうち不破郡関ケ原町（昭和２９年８月３１日
における旧今須村の区域に限る。）、三重県のうち熊野市（昭和２９年１１月２日における旧南牟婁
郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。）、南牟婁郡

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市（昭和３８年９月１日に岡山県和
気郡日生町から編入された区域に限る。）、香川県のうち小豆郡、香川郡直島町、愛媛県のうち
今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び
関前村の区域に限る。）、越智郡上島町

徳島県、香川県（中国の管轄区域を除く。）、愛媛県（中国の管轄区域を除く。）、高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県

北海道

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県のうち熱海市、沼
津市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、駿
東郡、富士郡（芝川町（昭和３１年９月２９日における旧庵原郡内房村の区域に限る。）を除く。）

長野県、愛知県、岐阜県（北陸及び近畿の管轄区域を除く。）、静岡県（関東の管轄区域を除く。）、
三重県（近畿の管轄区域を除く。）

富山県、石川県、岐阜県のうち飛騨市（平成１６年１月３１日における旧吉城郡神岡町及び宮川村
（昭和３１年９月２９日における旧坂下村の区域に限る。）の区域に限る。）、郡上市（平成１６年２
月２９日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。）、福井県（近畿の管轄区域を除く。）

北海道

東北

関東

中部

北陸

中国

四国

九州

沖縄

近畿
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改正の内容

点検頻度の変更

※１ 延伸に係る条件となる監視制御方式の詳細については、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）
（平成２６年３月３１日改正）」４．（４）に定めるとおりとする。

なお、法令で定める点検頻度は最低限度のものであり、それ以上の
頻度で契約を結ばれることについて、何ら妨げるものではありません。

実際の契約の際には、周辺の環境等の状況を踏まえつつ、設置者及
び保安管理業務の受託者の方が、設備管理や運転継続の観点から必
要であると考える点検頻度を設定し、適切な保安管理を行って下さい。

＜現行＞ ＜変更後＞
６ヶ月に１回 ⇒ ２ヶ月～６ヶ月に１回 変更なし

下記参照
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（別添）改正内容②

＜保安法人及び管理技術者の皆様へ＞

受託している事業場の中で点検頻度を見直す事業場がある
場合、換算係数の値も変わります。
設置者より提出される保安規程変更届と併せて受託事業場

一覧表の提出をお願いいたします。

上記「圧縮係数」を用いて太陽電池発電設備全体（パネル、
パワコン等含む）の換算係数を算出する例は下記のとおり。

（例） 全量買取制度に基づく出力５００ｋＷの太陽電池発電設備を
２ヶ月点検で受託する場合

→ ０．６（発電所の換算係数） × ０．３６（圧縮係数） ＝０．２１６

告示第249号第3条表中
「発電所」の項目における
「出力300Kw以上600kw未満」の換算係数

上記表中、
「２ヶ月毎以上」の圧縮係数
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※ 保安規程変更届の提出と併せて、当該フロー図の写しもご提出下さい。
その際、どの点検頻度にあたるのかがわかるように、点検頻度の項目を囲って下さい。

（別添）点検頻度確認フロー ※当該フロー図における「告示」とは平成15年度経済産業省告示第249号を指す。

（例）

仮に、右記の体制が
とれている場合
（詳細は裏面）

事業場名称：

※電気事業法施行
規則第９６条第１号
ロに規定するもの
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監視制御方式のうち、周期の延伸が認められる方式とは（抜粋）

連絡体制の確立

１－①．随時監視制御方式 １－②．遠隔常時監視制御方式

太陽電池発電所の設置者が、 「１－①．随時監視制御方式」または「１－②．遠隔常時監視制御方式」のそれぞれロ（イ）から（ニ）までに掲げる場合であって、警報が発せられたときは、当該警
報の内容を電気管理技術者等に迅速に伝達し、かつ、当該警報の内容の伝達を受けた電気管理技術者等が当該警報に係る異常に対応することができるようにする体制を有すること。

【参考：電気設備に関する技術基準の解釈 第４７条第１項第３号】

イ 技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御
その他必要な措置を行うものであること。

ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
 (イ) 発電所内（屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる

機能を有する設備を施設する場所を除く。）で火災が発生した場合。
 (ハ) ガス絶縁機器（圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのない

ものを除く。）の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合。
 (ニ) 下記「２．両監視制御方式に対する共通項目」において、それぞれ規

定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合。
ハ 発電所の出力が2,000kW未満の場合においては、ロの規定における

技術員への警報を、技術員に連絡するための補助員への警報とすること
ができる。

【参考：電気設備に関する技術基準の解釈 第４７条第１項第４号】

イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること
ロ 次の場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。
 (イ) 発電所内（屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設

する場所を除く。）で火災が発生した場合。
 (ロ) 他冷式（変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式

をいう。以下、この条において同じ。）の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度
が著しく上昇した場合。

 (ハ) ガス絶縁機器（圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。）の絶縁ガスの
圧力が著しく低下した場合。

 (ニ) 下記「２．両監視制御方式に対する共通項目」において、それぞれ規定する、発電所の種類に
応じ警報を要する場合。

ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
 (イ) 発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置。

【参考：電気設備に関する技術基準の解釈 第４７条第５項第２号及び第３項】

イ 「１－①．随時監視制御方式」または「１－②．遠隔常時監視制御方式」のそれぞれロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次によること。
 (イ) 逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合。
 (ロ) 運転操作に必要な遮断器（当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。）が異常により自動的に遮断した場合（遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。）。
ロ 「１－①．随時監視制御方式」または「１－②．遠隔常時監視制御方式」のそれぞれロ（ハ）に掲げる場合に、当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、逆変換装置の運転を自動停

止する装置を施設するときは、 「１－①．随時監視制御方式」または「１－②．遠隔常時監視制御方式」のそれぞれロ（ハ）に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。

２．両監視制御方式に対する共通項目
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必要手続き

＜設置者の皆様へ＞

点検頻度見直しに伴い、外部委託を締結している者との契約見直し
及び保安規程変更届出書の提出をして下さい。

提出が必要な書類
①保安規程変更届出書（様式４２）
②変更を必要とする理由書
③（別添）点検頻度確認フロー
④自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書（写し）

※注意

新点検頻度における電気事業法告示の適用は【平成２７年４月１日】
となります。

設置者と外部委託受託者との間で点検頻度の見直しをした場合の

契約締結日は平成２７年４月１日以前である必要があります。

保安規程変更届は、電気事業法第４２条第２項の規定に基づき、遅
滞なく提出して下さい。

たいようきてい 検索

①～③については、
インターネット上で
の様式ダウンロード

も可能です。

制度変更直前（平成２７年３月）は電
話が混み合うことが予想されますの
で、問い合わせはあらかじめ余裕を
もっていただくようお願いいたします。
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資 料 ２ 

 

 

電気主任技術者における統括行為の要件明確化に係る内規の見直しについて 

 

 

１．改正の背景  

近年、同一の設置者が比較的規模の大きい複数の風力発電所を近隣の地域に施設して、これら

複数の風力発電所の工事・維持・運用を直接統括する事業所（以下「統括事業所」という。）か

ら一体的に行うケースが見られる。電気主任技術者は、原則として１発電所に１名選任すること

としているが、今般、規制・制度改革要望があり、平成２５年６月１４日に閣議決定した「規制

改革実施計画」において、「電気事業法施行規則第５２条第１項の「直接統括する事業場」に関

して、どのような場合に複数の風力発電所・変電所を統括する事業場と認め得るかの基準を明確

化し、その認定を容易とすることについて検討し、結論を得る。基準の明確化に当たっては、設

備規模や運用箇所数、距離、技術員の配置状況、遠隔監視機能、点検及び事故時の対応などの実

態に基づき、具体的な基準となるように検討する」こととされた。 

 

 

２．改正内容の概要  

今般、事業用電気工作物の設置者が、統括する事業場から複数の発電所等の工事・維持・運用

を行う場合に、事業の安全確保に係る懸念点として、以下の３つが考えられる。 

 

・無人発電所等における感電、火災事故等重大事故の未然防止 

・波及事故による停電の未然防止（特別高圧では大規模となる恐れあり） 

・異常時の対応の遅れによる被害の拡大防止 

 

これらの懸念点を解消するとともに「規制改革実施計画」の内容を踏まえた要件について審議

を行った結果、一定の要件とすることで了承が得られたため、「主任技術者制度の解釈及び運用

（内規）」の一部改正を行い、以下の①～④の要件を加えた（別添の「主任技術者制度の解釈及

び運用（内規）」の抜粋資料のように、３．が新設された）。 

 

 ① 統括事業場において、被統括事業場の保安を一体的に確保するための組織（保安組織）

の適合要件 

 ② 統括電気主任技術者として選任しようとする者の適合要件 

 ③ 統括電気主任技術者の執務の状況の適合要件 

 ④ ①～③に係る事項が保安規程に適切に反映されていること 

 

 

３．施行期日  

  平成２５年９月２７日 

─ 22─



─ 23─



─ 24─



─ 25─



─ 26─



─ 27─



資 料 ３ 

 

電気主任技術者外部委託制度における必要経験年数の見直しについて 

 

１．改正の背景  

電気主任技術者免状の種別毎に、電気主任技術者が行う保安管理業務を電気管理技術者等

が受託できるようになるための必要な経験年数（第一種電気主任技術者は３年、第二種は４

年、第三種は５年）は、受託内容にかかわらず一律である。今後の電気管理技術者等の確保

の観点から、平成２５年３月１９日の第２回電力安全小委員会において、「受託設備をそのリ

スクに応じて区分し、小規模かつ定型的なキュービクル式受電設備など、リスクが小さいと

見込まれる機器には、第三種電気主任技術者で５年の実務経験を求めないなど、必要実務経

験年数の合理化を図ることを検討することが適当と考えられる。今後、受託設備のリスクに

応じた区分や必要な実務経験年数の検討を行い、平成２５年度末までに検討結果を電力安全

小委員会に諮ることとしたい」と報告された。 
 

２．改正内容の概要  

点検上リスクの小さい設備（①需要設備であって、受電設備が、構造上標準化の進んでい

るキュービクル式のもの、②主遮断装置の種類が、構造上及び点検上、比較的簡易であるPF-S
式（ヒューズ(PF)＋負荷開閉器(LBS)）のもの）及び事故リスクの小さい設備（事故等の発

生状況に有意な差が認められる３００ｋVA以下の小規模な需要設備）に限定することで、必

要経験年数の１年程度の短縮が可能と考えられる。これにより、電気管理技術者等が受託で

きるようになるための必要な経験年数を現行より１年ずつ削減することとした（第一種は２

年、第二種は３年、第三種は４年）。 

 

３．施行期日  

  平成２６年５月３０日 

 

必要経験年数と受託業務範囲の関係 
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資 料 ４ 

 

 

太陽電池発電設備用直流ケーブルの太線化に係る電気設備の技術基準の解釈 

の改正について 

 

 

 

１．改正の経緯  

 

平成２５年３月、日本電線工業会より、電技解釈第４６条ただし書で規定する太陽電池発

電設備用直流ケーブル（太陽電池モジュールからパワーコンディショナーの間に使用される

ケーブル。以下「ＰＶケーブル」という。）について、導体断面積が６０mm²以下の規定を

追加して欲しいとの要望があった。これは太線化されたＰＶケーブルを利用できれば、配線

本数を減らせ、経済性の向上及び施工時の安全性の向上が期待できるからである。 
同要望において、具体的なＰＶケーブルの性能（導体、絶縁体、外装の材料及び適合する

べき特性試験等）の提案がなされた。 
 

２．現行制度  

 

平成２２年度の検討当時の状況を踏まえ、導体断面積３８mm²以下のＰＶケーブルについ

ては、その性能及び施設条件を規定（平成２４年６月）している。 

 

３．検討結果  

 

導体断面積６０mm²以下のＰＶケーブルの規格が、電技解釈第４６条で規定されているケ

ーブルの性能（導体、絶縁体、外装の材料及び適合するべき特性試験等）を満足し、かつ、

絶縁体の厚さは同材料を使用したケーブル規格（JISC3667及びIEC60502-1）が定める厚さ

を満足すれば、保安水準は維持できると考えられるため、導体断面積が６０mm²以下の規定

を追加することとした。 
 

４．施行期日  

 

  平成２５年１０月７日 
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○電気設備の技術基準の解釈の一部改正について（20130215商局第4号）新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

改正 現行

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第 4条）

第�46条　太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の

電線（電気機械器具内の電線を除く。）は、高圧ケー

ブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入

らないような措置を講じた場所において、次の各号

に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用

する場合は、この限りでない。

　一・二　（略）

　三�　導体は、断面積60mm2以下の別表第 1 に規定す

る軟銅線又はこれと同等以上の強さのものである

こと。

　四�絶縁体は、次に適合するものであること。

　　イ　（略）

　　ロ�　厚さは、46-1表に規定する値を標準値とし、

その平均値が標準値以上、その最小値が標準値

の90%から0.1mmを減じた値以上であること。

46-1表

導体の公称断面積（mm2） 絶縁体の厚さ（mm）

2 以上 14 以下 0.7

14 を超え 38 以下 0.9

38 を超え 60 以下 1.0

　　ハ　（略）

　五・六　（略）

２　（略）

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第 4条）

第�46条　太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の

電線（電気機械器具内の電線を除く。）は、高圧ケー

ブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入

らないような措置を講じた場所において、次の各号

に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用

する場合は、この限りでない。

　一・二　（略）

　三�　導体は、断面積38mm2以下の別表第 1 に規定す

る軟銅線又はこれと同等以上の強さのものである

こと。

　四　絶縁体は、次に適合するものであること。

　　イ　（略）

　　ロ�　厚さは、46-1表に規定する値を標準値とし、

その平均値が標準値以上、その最小値が標準値

の90%から0.1mmを減じた値以上であること。

46-1表

導体の公称断面積（mm2） 絶縁体の厚さ（mm）

2 以上 14 以下 0.7

14 を超え 38 以下 0.9

　　ハ　（略）

　五・六　（略）

２　（略）
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資 料 ５ 

 

 

電気自動車等からの自家用電気工作物への給電に係る電気設備の技術基準の解釈 

の解説追記について 

 

 

１．経緯  

 

平成２５年６月に閣議決定された規制改革実施計画において「電気自動車等から自家用電気工

作物（高圧需要場所等）へのV2H（自動車を電源として住宅等に給電すること）を行う場合につ

いて、検討を行う。」こととされ、「平成２５年度検討・結論、結論を得次第措置」することとな

った。 

 

２．現行制度  

 

電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設に関する規定として、電気設備の技術基

準の解釈（20130215商局第4号）第１９９条の２がある。当該規定では、電気自動車等から一般

用電気工作物（この場合、一般住宅等）へのV2Hを行う場合の規定はあるが、電気自動車等から

自家用電気工作物（高圧需要場所等）へV2Hを行う場合の規定はない。 

これは、必ずしも電気の知識を有していない者が設置者となる一般用電気工作物は、詳細の施

設方法まで国が示すことが適切であるが、自家用電気工作物は、自主保安の原則のもと電気主任

技術者の監督下で保安確保が図られるべきものであることから、詳細な施設方法について規定を

していないためである。 

 

３．検討結果  

 

本件について、平成２６年３月１０日に開催された産業構造審議会保安分科会電力安全小委員

会における報告を踏まえ、現行制度で対応可能であることを「電気設備の技術基準の解釈の解説」

に追記した。 

 

４．施行期日  

 

  平成２６年３月１９日 

─ 32─



電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第4号）の解説新旧対照表

改正 現行

　第199条の２【解説】

　本条の２は、電気自動車等（プラグインハイブリッ

ド自動車、燃料電池自動車を含む。）の充電、もしく

は電気自動車等から住宅等へ電気の供給を行う場合の

施設方法の規定である。電気自動車等の普及および、

電気自動車等を一般家庭等の電源等として使用する状

況を踏まえ、�解釈において条文を制定した。

　本条の２では、電気自動車等から一般用電気工作物

へ電気の供給を行う場合の規定はあるが、電気自動車

等から自家用電気工作物へ電気の供給を行う場合の規

定はない。これは、必ずしも電気の知識を有していな

い者が設置者となる一般用電気工作物は、詳細の施設

方法まで国が示すことが適切であるが、自家用電気工

作物は、自主保安の原則のもと電気主任技術者の監督

下で保安確保が図られるべきものであることから、詳

細な施設方法について規定をしていないためである。

よって、電気自動車等から自家用電気工作物への電気

の供給を行うことを妨げているものではないが、本条

の２の規定を参考に、電気主任技術者の監督下におい

て安全に施設する必要がある（平成26年3月10日電力

安全小委員会参照）。

第１項は電気自動車等から住宅等に電気を供給する場

合について規定している。

（以下略）

　第199条の２【解説】

　本条の２は、電気自動車等（プラグインハイブリッ

ド自動車、燃料電池自動車を含む。）の充電、もしく

は電気自動車等から住宅等へ電気の供給を行う場合の

施設方法の規定である。電気自動車等の普及および、

電気自動車等を一般家庭等の電源等として使用する状

況を踏まえ、�解釈において条文を制定した。

第１項は電気自動車等から住宅等に電気を供給する場

合について規定している。

（以下略）
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資 料 ６ 

 

電気関係報告規則（ＰＣＢ廃止届関係）の一部改正について 

 

 

 

１．改正の経緯  

 

電気事業法関連法令で規定している届出の範囲と、騒音規制法及び振動規制法関連法令で

規定している届出の範囲について整合性を合わせるため、電気関係報告規則（昭和４０年通

商産業省令第５４号）及び電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）等の一部

改正を行うこととした。 
 

 

２．変更概要  

 

電気関係報告規則第４条の表において、第１７号の２及び第１７号の２の２が追加された

ため、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書に係る規定が、第１７号の２の３にな

った。 

 

 

３．施行期日  

 

  平成２６年５月２９日 
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様式第２ 

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 

年 月 日 

中国四国産業保安監督部長 殿 

住 所 〒 

 

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 

 

 印 

 

電気事業法電気関係報告規則第４条の表第１７号の２の３（又は原子力発電工作物に係る電気関係報

告規則第４条の表第２１号）の規定により、経済産業大臣（又は経済産業大臣及び原子力規制委員会）

が告示する電気工作物の廃止について届け出ます。 

 

事業場の名称  

事業場の所在地 〒 

連 絡 先  

 

種 類 定 格 製造者名 型 式 製造年月 設置年月 廃止年月 個 数 
        

 

廃止理由 １：老朽取替・廃止 ２：損壊・焼損 ３：その他（    ） 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

（その他参考となるべき事項） 
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備考（様式第２）  

１．事業場の名称及び所在地には、当該電気工作物を設置していた又は予備として保管していた場所を記載すること。 

なお、ＯＦケーブルにあっては、事業場の名称及び所在地については、事業場の名称の欄には線路名を、所在地の欄

には該当区間の両端の地点における所在地（（例）ＭＨ××【○○区○○】～ＭＨ△△【☆☆区☆☆】）を記載するこ

と。  

２．連絡先には、担当部署のほか、電話番号、ファックス番号を記載すること。  

３．機器の種類には、以下の機器の種類に対応する番号を記載すること。  

(1)  変圧器（柱上変圧器を除く。）  

(2)  コンデンサー  

(3)  計器用変成器  

(4)  リアクトル  

(5)  放電コイル  

(6)  電圧調整器  

(7)  整流器  

(8)  開閉器  

(9)  遮断器  

(10) 中性点抵抗器  

(11) 避雷器  

(12) ＯＦケーブル  

(13) 柱上変圧器 

４．製造者名には、以下の製造者に対応する番号を記載すること。ただし、(24)その他を選択した場合は、具体的な製造

者名をその他参考となるべき事項の欄に記載すること。  

(1)  株式会社愛知電機工作所  

(2)  富士電機製造株式会社  

(3)  株式会社日立製作所  

(4)  北陸電機製造株式会社  

(5)  株式会社明電舎  

(6)  三菱電機株式会社  

(7) 日新電機株式会社  

(8) 大阪変圧器株式会社  

(9)  株式会社高岳製作所  

(10) 東光電気株式会社  

(11) 中国電機製造株式会社  

(12) マルコン電子株式会社  

(13) 二井蓄電器株式会社  

(14) 東京電器株式会社  

(15) 松下電器産業株式会社  

(16) 日本ｺﾝﾃﾞﾝｻ工業株式会社  
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(17）株式会社関西二井製作所  

(18) 株式会社指月電機製作所  

(19) 株式会社帝国ｺﾝﾃﾞﾝｻ製作所  

(20) 古河電気工業株式会社  

(21) 東京芝浦電気株式会社  

(22) 日立コンデンサ株式会社  

(23) 株式会社西島電機製作所 

(24) その他  

５．廃止の内容には、廃止理由が「損壊･焼損」の場合には、事故の概要及び事故後の処理を、「その他」の場合には、そ

の概要を記載すること。ただし、「損壊・焼損」の場合、電気関係報告規則第４条の表第１９号（又は原子力発電工作

物に係る電気関係報告規則第２７号）に基づく報告を行った、又は行う予定の場合には、その旨を記載し、具体的な記

載は省略可能とすること。  

６．その他参考となるべき事項には、当該電気工作物を譲り渡しする場合及び４．及び５．のただし書きに該当する場合

にその旨を、並びにその他ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用状況の把握に参考となる事項を、それぞれ記載す

ること。  

なお、譲り渡しする場合には、譲り受けする者の住所、氏名、事業場の名称及び所在地を併せて記載すること。  

７．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

８．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するもの

とする。   
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資 料 ７ 

 

使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）の改正について 

 

 

 

１．改正の経緯  

 

平成２５年７月８日付けで原子力規制委員会設置法の未施行部分が施行されたため、使用

前・定期安全管理審査実施要領（内規）（平成２４年９月１９日付け 20120919 商局第 67 号）

を一部改正した。 
 

 

２．変更概要  

 

電気事業法において、使用前安全管理検査を定める条文が「第５０条の２」から「第５１条」

に変更になったため、同要領において「第５０条の２」の記載を「第５１条」に変更した（別添

に「使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）」の抜粋資料を示す）。 

 

 

３．施行期日  

 

  平成２５年７月８日 
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