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安全管理検査制度の見直しの方向性について（第１回検討会） 

○今後は、溶接審査を使用前審査・定期審査に統合。 
○新制度では、設置者は溶接検査の実施毎に”総括資料”を作成。登録安全管理審査
機関（以下、「登録機関」という。）は使用前・定期審査の中で、当該資料を踏まえ審
査を実施。具体的には、当該資料の内容を確認するとともに、検査の適切性に疑義があ
る場合など必要に応じ、事業所に保管された検査記録を確認。 

○溶接審査を使用前審査・定期審査に統合することに伴い、標準審査工数及び国の審査
手数料を見直す。 

○制度移行時の取扱いとして、施行時に審査中の案件や審査記録等の取り扱いについて、
整理が必要。 

使用前・定期安全管理審査における溶接事業者検査の取扱いについて 

○震災特例による継続運転の実績を踏まえれば、適切な保守管理等を行う場合には、６
年間まで定期検査時期を延伸することが可能。 

○新制度では、安全管理審査において、日常的な保守・点検の程度や設備安全性の確保
策（安全尤度やIoT等による常時監視・予兆把握技術の導入など）といった「事業者の
保安力」そのものを評価し、これに応じて定期検査時期を延伸する仕組みを基本とする。 

○火力発電設備に係る審査については、全て登録機関に委任。 

安全管理検査制度の見直しについて 
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○電気事業法では、「設置者による事業者検査」とその検査品質を確認するための「国又は登
録機関による検査体制審査」で構成される「安全管理検査制度」を措置。 

○同制度では、 
 ①一定規模以上の全ての電気工作物について、その使用前に検査・審査（使用前安全管
理検査）を行うとともに、 

 ②高い内圧を受ける火力発電所のボイラー、タービン等について、 
  ⅰ）製造段階での溶接部の検査・審査（溶接安全管理検査） 
  ⅱ）運用開始後の定期的な検査・審査（定期安全管理検査）※溶接部に限らない 
 を求めている。なお、電気事業法第３弾改正に伴い、現行の溶接安全管理審査は廃止。 

（参考１）現行の安全管理検査制度について 

自主検査の実施と記録保存を法律で
義務づけ（法定自主検査） 

国（又は登録機関）は設置者等の品質管理状況（電
気工作物の技術基準適合性維持・確認の実施状況等）
を審査 

溶接安全管理審査（廃止） 

使用前安全管理審査 

定期安全管理審査 

評
定 

国
が
最
終
的
に
評
定 

事業者検査 

安全管理検査制度 
安全管理審査 

溶接事業者検査 
（ボイラー、タービン等） 

使用前自主検査 
（全般） 

定期事業者検査 
（ボイラー、タービン等） 

製造者と設置者による 

設置者による 

設置者による 
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（参考２）現行の溶接安全管理検査制度における検査対象範囲 

水 蒸気 液化ガス その他 

100℃未満 100℃以上 

ボイラー、独立過熱器、独立節炭
器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交
換器、ガス化炉設備に属する容器 
液化ガスに属する液化ガス用貯槽、
液化ガス用気化器、ガスホルダー、
冷凍設備(受液器・油分離器) 

1960kPa以上 98kPa以上 98kPa以上 
0kPa以上 

(原動力設備に
限る) 

98kPa以上 

管 
外径 
150mm以上 

周溶接 
1960kPa以上 

980kPa以上 980kPa以上 0kPa以上 
(液化ガス燃料
設備に限る) 

980kPa以上 

長手溶接 490kPa以上 980kPa以上 490kPa以上 

[注]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ものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。 

水 蒸気 液化ガス その他 

100℃未満 100℃以上 

容器、熱交換器、改質器 
内径200mm超かつ長さ
1,000mm超又は容積0.04m3超 

1960kPa以上 98kPa以上 98kPa以上 0kPa以上 98kPa以上 

管 
外径 
150mm以上 

周溶接 
1960kPa以上 

980kPa以上 980kPa以上 0kPa以上 
(燃料設備に限

る) 

980kPa以上 

長手溶接 980kPa以上 980kPa以上 980kPa以上 

○火力発電所[注] 

○燃料電池発電所 

（出典）「電気事業法第５２条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」（内規） 



5 

（参考３）現行の溶接安全管理検査制度における実施主体の役割 

（出典）「電気事業法第５２条に基づく溶接安全管理検査の運用改善について」（平成１９年１月２５日，電力安全小委員会）を踏まえ整理 

○電気事業法では設置者責任の下で溶接事業者検査を実施することを要求しているが、内
規等を整備して検査の外部委託や民間製品認証制度の活用等の運用改善を図ってきた。 

実施主体 実施すべき内容 該当条文 

施工工場 
・電気事業法では特に規定されていない 
・設置者からの請負工事契約に基づき溶接工事を行う 
・第一者検査を行う場合、設置者から溶接事業者検査の一部を受託し、
設置者へ報告する 

規定なし（内規） 

設置者 
・溶接部の技術基準適合性を確認する溶接事業者検査の実施義務（あ
らかじめの検査、溶接構造物の検査）及び記録保存義務 
・溶接安全管理審査の受審義務 

法第52条第1～3項
（その他内規で詳細を規定） 

登録機関 
・安全管理審査実施義務（電気工作物の安全管理を旨として、法定６項
目について、文書審査及び実地審査を行う） 
・安全管理審査結果の国への報告義務 

法第52条第3～5項,
第71条 
（その他内規で詳細を規定） 

国 ・安全管理審査の評定（インセンティブの付与） 
・安全管理審査及び評定の結果通知義務 

法第52条第5項 
（その他内規で詳細を規定）  

実施主体 実施すべき内容 該当条文 

認証機関[※] ・施工工場が実施する溶接検査の実施体制及び溶接部の技術基準適
合性を評価 

規定なし（内規） 

[※](公財)日本適合性認定協会(以下、「JAB」という。)の認定を受けた民間製品認証機関（以下、「認証機関」という。）であって、安全管理審査の公正な実施を行う
ために、登録機関に対して独立した組織が行うことを内規で規定。 
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定検延長内規（例：ボイラー） 
における承認要件 

高度な運転管理 
に関する追加的要件 ＋ 

「事業者の保安力」の審査項目（案） 

【設備的対策】 
・ 前回定期検査で異常が認められた箇所に適切な措
置が講じられていること 

・ 累積運転時間が10万時間を超える場合には余寿命
診断を行い、評価余寿命までに次回検査を行うこと 

・ ボイラーのエロ－ジョン対策、腐食対策がなされている
こと                           等 

【保守管理上の対応】 
・ 内規で定める設備部位毎に「運転管理」基準（水
位・圧力・温度などの管理パラメータ）を定め、これに
従い管理されること 

・内規で定める設備部位毎に「日常点検」方法を定め、
１日に１回以上の頻度で点検を行うこと 

・ 内規で定める「保守管理」体制（組織・権限・緊急
時対応・保全基準・文書管理・教育訓練など）が確
立されていること 

・ 定格圧力・定格温度を超えた運転時間が一定以下
であること                       等 

【異常兆候を早期に発見・把握する態勢】 
・ 遠隔監視用計測器から得られる運転状態値に対し、
自動で警報発信する等の機器運転状態の遠隔・自
動監視 ＜ＩｏＴ等の活用＞ 

・ これらの運転状態値等のデータを蓄積し、これを分析・
評価すること等により、異常兆候を発見・把握するため
の取組 ＜ＢＤ・ＡＩ等の活用＞ 

（具体例） 
・ ボイラー補給水量の管理によるチューブリークの検知 
・ ガスタービン空気圧縮機効率の管理による圧縮機内部
異常の検知 

・ 蒸気タービン主要弁振動管理による弁内部異常の検知                
等 

【運転中検査】 
・ 定期検査で実施する４／４出力での負荷試験を運
転中に実施し、前回定期検査時と同等の健全性を
維持していることを確認。 

※労働安全衛生法では平成８年より活用(平成２０
年には最大８年まで開放検査を延伸可としている) 

（参考４）定期安全管理検査制度のあり方について 



Ⅱ．使用前・定期安全管理審査における溶接
事業者検査の取扱いについて 

①事後審査を前提とした検査・審査のあり方（審査範囲、
審査の流れ、審査方法、評価及び改善） 

②審査手数料の取扱い 
③制度移行時の取扱い  



事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査範囲 

○現行の溶接審査を廃止しても、一定の保安水準を維持するべく、設置者による検査対
象範囲は不変とする。また、溶接に係る技術基準は変更せず、設置者が技術基準に適
合していることを十分な方法で確認することも変更しない。 

○その上で、今後は、使用前・定期審査において、設置者の溶接検査の適切性を判定す
る項目を新設（設置者において技術基準適合性の確認が行われ、そのために十分な
方法で溶接検査が適切に行われていたかを確認）することが必要ではないか。 

【現行】法定６項目 
使用前 定期 溶接 

検査の実施組織 

検査の方法 

工程管理 

協力事業者の管理 

法 

検査記録の管理 

検査に係る教育訓練 

省
令 

検査の実施組織 

検査の方法 

工程管理 

検査の実施組織 

検査の方法 

工程管理 

使用前を準用 使用前を準用 

【新制度】法定６項目（＋溶接結果） 
使用前 定期 

検査の実施組織 

検査の方法 

工程管理 

協力事業者の管理 

検査記録の管理 

検査に係る教育訓練 

検査の実施組織 

検査の方法 

工程管理 

使用前を準用 

溶接検査の実施状況 
8 

法 

省
令 

[※]システム審査の判定項目は、法定６項目に加えて継続的な品質
保証体制を審査する「インセンティブ関連項目」が追加される。 
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新制度移行後の溶接事業者検査に係る審査の流れ 

設置者 

登録機関 

溶接検査 

使用前/
定期検
査 

○新制度移行後は、使用前・定期審査の受審申請時に、前回受審後に設置者が実施し
た溶接検査の結果をまとめた総括資料を登録機関に提示した上で、聞き取り調査に応
ずることとしてはどうか。（各総括資料は、設置者が各検査終了時にその都度作成するこ
とを前提。） 

○また、そもそも設備が検査対象から除外されている場合など、前回審査以降に使用前・定
期審査を受審する見込みがない場合は、国の立入検査実施時に必要に応じて総括資料
を確認することとしてはどうか。 

＜例＞新制度での法定検査（使用前・定期・溶接）の流れ（システム審査） 

定期事業者検査 
(液化ガス設備) 

定期事業者検査 
(ボイラー) 

定期事業者検査 
(タービン) 

溶接事業者検査 
(ボイラー) 

溶接事業者検査 
(管寄せ) 

溶接事業者検査 
(配管Ａ，Ｂ) 

評定通知 インセンティブ
期間満了 

審査申請
受理 

溶接事業者検査 
(蒸気ドラム) 

各総括資料 
 

 
 
 
 

総括資料(蒸気ドラム) 
総括資料(配管Ａ，Ｂ) 
総括資料(管寄せ) 

総括資料(ボイラー) 
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事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査方法 
○今後の審査では、設置者は自らどのような取組を行い、溶接部も含め保安力を向上さ
せているかという観点から、登録機関が定期審査の中で「事業者の保安力」そのものを
評価し、これに応じて検査時期を延伸する仕組みを基本としている。 

○そこで、使用前・定期審査基準に現行の溶接審査基準をそのまま取り込む形にはせず、
設置者における技術基準適合性や溶接検査要否の判断能力を確認することに重点を
置いた審査方法に見直してはどうか。 

 

○設置者は、溶接事業者検査を実施した際には、その都度、溶接事業者検査が適切に行われたこと
を自ら確認した結果をまとめた“総括資料”[1]を作成。 

○総括資料では、技術基準に適合していることを逐条で検証するとともに根拠資料を提示。なお、記
入項目は使用前自己確認制度において届出時に求められている資料と同様の考え方に沿って作
成。（参考資料を参照） 

○登録機関は、使用前・定期審査の実施時に、設置者から提示された総括資料等[2]に基づき聞き
取り調査と当該資料（及び１０％程度の検査記録）の内容確認をもって設置者の技術基準
適合確認能力を審査する。 

○審査結果を、国に通知する際には、当該確認項目の「所見」欄を設けて「良」「否」判定を行わせ
ることとし、定期検査時期の延伸を認める判断内容の一部とする。 

具体案（まとめ） 

[1]①検査計画や②各検査項目に関する取組内容、③技術基準適合性確認結果、④検査記録の参照リスト等を項目として規定。
[2]主に溶接部詳細一覧表及び工程管理記録を想定。 
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民間製品認証を活用した溶接事業者検査に係る安全管理審査の合理化 
○現行制度では、民間製品認証を活用した場合には、工程中審査を省略するなど、審査の
合理化を図ってきた。 

○今後も、現行の溶接審査の合理化の考え方は継続することとし、認証機関から認証書が
付与された溶接製品であれば、登録機関が抜き取りで確認する検査記録の対象から外
すなどの規定を関連内規で明記し、審査の合理化を図ることができることとしてはどうか。 

○また、現行制度では、輸入品[1]については、既に検査の合理化を図っているため、当該制
度の対象から除外してきたが、今後は工程中審査が廃止されることから、ＪＡＢの認定を
受けた認証機関から海外施工工場の溶接検査の実施体制及び溶接製品の認証が付
与されていれば、審査の合理化の対象に加えてはどうか。 

[1]現行制度では、例えば、米国機械学会規格（ＡＳＭＥ規格）で製作され、公認検査機関（ＡＩＡ）が実施した検査結果を
もって法定検査に代えたり、第三者の認証と位置づけて審査の合理化を図ることは認めていない。今後もこの考えは継続したい。 

[2]溶接工程毎の検査記録及び外観確認のみ。 

【現行】溶接安全管理審査の合理化 

溶 
接 

工程中審
査【省略】 

10％の記録確
認【一部省略】 

新制度 

民間製品認証【無】 
（国内品） 工程中審査 

工程中審
査【廃止】 

溶 
接 

10％の記録確
認 

民間製品認証【有】 
（国内品） 

民間製品認証【無】 

民間製品認証【有】 10％の記録確
認【一部省略】 

10％の記録確
認 輸入品 工程中審

査【2】 
10％の記録確

認 
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事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査の評価・改善 
○新制度移行後も、登録機関が溶接検査の実施状況を確認した中で、法令違反又は事
業者の保安体制に重大な欠陥が認められる場合等の事項が検出された場合には、使
用前・定期審査の中で、再発防止策の実施を指示する等、現行制度下における対応
を継続すべきではないか。 
※現行制度では、審査の過程において審査基準に適合しない事項が検出された場合には、登録機関は設置
者に再発防止対策を講じることを指示し、重要度に応じて国にも報告が行われ、設置者の改善状況をフォ
ローアップしている。なお、登録機関に対しても審査の適切性を自ら評価・改善することを求めている。 

※溶接検査の実施状況に係る不適合事項の具体例は、使用前・定期の審査内規の中に明記し、当該事項
の対応についても明確化を図っていく。 

 

○クレームに対する対応：審査に関する苦情等があった時の登録機関の処理手順 
○定期的な実施状況の把握及びレビュー：登録機関が自ら行う内部監査及びマネジメントレビュー 
○審査プロセスの監視及び測定：登録機関が自ら適切に行われていることを監視・測定 
○不適合管理：審査で検出された不適合事項のフォローアップ 
○改善：審査実施体制の有効性を継続的に改善 

規定内容 

（出典）「溶接安全管理審査実施要領（火力設備）」 
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新制度移行後の溶接事業者検査に係る検査・審査の実施主体の役割 
○溶接施工品質を確保するためには、溶接工程中にしかるべき検査を行うべきことが国際標準(ISO3834)と
なっており、現行の溶接審査の廃止後も、引き続き設置者に検査の実施を義務づけることとしている。 

○一方で、過去に措置した当該制度の運用改善の考え方を継続すべく、新制度での検査・審査の実施主体、
登録機関と認証機関の位置づけについて、改めて下表のとおり整理してはどうか。 

実施主体 実施すべき内容（赤字は変更点） 変更点 

施工工場 
・電気事業法では特に規定されていない 
・設置者からの請負工事契約に基づき溶接工事を行う 
・第一者検査を行う場合、設置者から溶接事業者検査の一部を受託し、設
置者へ報告する 

変更なし 

設置者 
・溶接部の技術基準適合性を確認する溶接事業者検査の実施義務（あら
かじめの検査、溶接構造物の検査）及び記録保存義務 
・安全管理審査の受審義務（※使用前・定期審査の受審時） 

受審時期の変更 
（民間認証[1]を用いた
審査の合理化は継続） 

登録機関 
 

・安全管理審査実施義務（溶接事業者検査の実施状況を確認） 
・安全管理審査結果の国への報告義務（定期検査延伸の妥当性含む） 

溶接に係る法定６項目
が廃止⇒実施状況確認 

国 
 

・必要に応じて安全管理審査に立ち会い 
・安全管理審査の評定（インセンティブの付与） 
・安全管理審査及び評定結果の通知義務 

審査の立ち会いが追加 

実施主体 実施すべき内容 変更点 

認証機関[2] ・施工工場が実施する溶接検査の実施体制及び溶接部の技術基準適
合性を評価 

変更なし 

[1]民間製品認証の結果をもって溶接事業者検査に替えることはできない。 
[2]安全管理審査の公正な実施を行うために、登録機関に対して独立した組織が行うことを引き続き内規で規定。 
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審査手数料の見直しに向けた考え方 
○溶接審査を使用前・定期審査に統合することに伴い、溶接検査の実施状況に係る事後
審査が追加されることから、主に文書審査及び実地審査に係る工数の増加が見込まれる
ため、審査手数料の見直しが必要。 
○更に、新制度では「事業者の保安力」に係る審査が追加されることから、標準的なモデル
ケースを設定し、関係各所と調整のうえで、国が実施する使用前・定期審査の手数料を
見直すこととしたい。 

現行制度 新制度 
審査業務 業務内容 標準工数 業務内容 標準工数 

使用前・定期 溶接 使用前・定期・溶接 
審査計画 審査計画の作成 8人・時間 8人・時間 審査計画の作成 8人・時間 
文書審査 文書の適切性 16人・時間 16人・時間 文書の適切性 24人・時間 

実地審査 

法定６項目の審査 
評価・改善 

8人・時間 24人・時間×事業者数 法定６項目の審査＋溶
接+事業者の保安力 

評価・改善 

24人・時間 

会議の実施 8人・時間 8人・時間×事業者数 会議の実施 8人・時間 
報告書作成 報告書の作成 8人・時間 8人・時間 報告書の作成 8人・時間 

合計 48人・時間 32人・時間＋ 
32人・時間×事業者数 

合計 72人・時間 

＜審査工数の想定案＞[※]今後、事業者及び登録機関と調整のうえ、標準的な工数を積算予定。 

（出典）「使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）」,「溶接安全管理審査実施要領（火力設備）」 
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制度移行に向けた今後の運用方法 

国の評
定[4] 

○現行の溶接審査は、改正法の施行をもって廃止となり、施行時点で行われている全ての審査が中止。 
○他方で、法律上の経過措置は設けられていないため、制度の円滑な実施に向けて、仕掛かり中の溶接
検査・審査の取扱いを、あらかじめ明確化することが必要。 

○そこで、改正法施行前に、制度移行前後で生じる課題について、設置者及び登録機関に過度な負担
が生じないよう配慮しつつ、合理的かつ円滑な運用を行うための関連規定を改正すべきではないか。 

製造者検査 

設置者の
確認 

登録機関
の体制審
査 

検査関連
記録等の
整備 

設置者の
確認[1] 

登録機関
の体制審
査[3] 

設置者の
確認 

登録機関
の体制審
査 

申請受
理[2] 

溶接
検査 

溶接
審査 

製造前 工程中検査 
現在 改正法施行 実施主体 工程 課題内容 

設置者 [1] 
・審査未了のため、改正法施行後の使用
前・定期審査時に、再度、登録機関の
確認が必要。 

登録機関 

[2] 

・受理後に工期延長等が発生すると、審
査終了に向けた計画の作成が困難。 
・改正法施行後も検査が継続されるのが
明らかであっても、制度上では申請によ
る審査義務が発生。 

[3] 

・改正法施行により、設置者に仕掛かり
中の審査手数料を請求する法的根拠
が消滅。 
・仕掛かり中の審査に係る引継ぎ方法が
不明確。 

国 [4] 
・改正法施行により、登録機関から審査
結果を受けた後に行う国の評定及びそ
の通知に関する法的根拠が消滅。 

【制度移行前後で生じる溶接審査の課題例】（仕掛かり中の個別審査の場合） 
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（参考）制度移行に向けた今後の運用方法に係る規定内容 

 
７月 電力安全小委員会 
秋頃 パブリックコメント 
年内 内規改正 

[※]登録機関Ａ社が直近3年間に実施した審査の所要日数を集計。（平成28年1月現在） 
[補足]溶接検査は概ね申請書受理日から1ヶ月以内に開始され、多くは5ヶ月以内に最終審査が終了し、最終審査日から1ヶ月半以内に完了。 

今後のスケジュール（案） 

 

○工程中審査は行わず事後審査に切り替えること 
○インセンティブが付与された組織は制度移行の３ヶ月前までに解消審査を申請し、移行前に原則
審査を終えること 

○やむを得ず完了しなかった審査の取扱い 
○現行制度で検出した不適合事項の取扱い 等 

規定内容（案） 

組織区分 受審時期 

システム審査 評定から３年３ヶ月を超えない時期 

解消審査 

インセンティブ期間（3年）中に発電所の
廃止や長期の運転停止等やむを得ない事
由の発生により、溶接検査実施につき十
分な体制を維持するのが困難となり、溶接
審査を受ける必要が生じた時期 

個別審査 検査を実施する時期 

溶接審査の種類及びその受審時期 



Ⅲ．安全管理検査制度の見直しについて 
①定期安全管理検査制度のあり方（インセンティブ措置含む） 
②使用前・定期安全管理審査に係る権限委任 
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定期安全管理検査制度のあり方について①（組織区分等の見直し） 
○平成２８年３月の電力安全小委員会で審議された方向性を踏まえて、現行の組織区
分の分類や定期検査時期・受審時期を、以下のとおり見直してはどうか。 
○新制度では、審査基準は見直すものの、審査方法等は現行制度を継続して運用し、書
面審査及び現地審査を行うことを想定。 

 

○インセンティブを付与しているシステムの組織区分を、「事業者の保安力」に応じて３つに細分化。 
 ・システムＳ：ボイラー・蒸気タービンの定期検査時期を最大６年に延伸し、受審時期も定期検査

時期に合わせて延伸。 
 ・システムＡ：ボイラーの定期検査時期を４年に延伸し、受審時期も定期検査時期に合わせて延

伸。 
 ・システムＢ：定期検査時期及び受審時期は不変（現行のシステム審査） 

具体案 

組織区分 分類 
定期検査時期 

受審時期 
ボイラー 蒸気タービン 

システム 
Ｓ ６年 評定で承認した検査期間満了後 

３ヶ月を超えない時期 Ａ ４年 
４年 Ｂ 

２年 
評定から３年３ヶ月を超えない時期 

個別 検査を実施する時期 
[※]前回結果で認めた延伸期間を上限に、検査の実施時期に合わせて実施。 
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（参考１）震災特例の実績を踏まえた新制度での対象設備の考え方 
○新制度の対象設備としては、震災特例による定期検査を延伸した実績があって、既に計画外停止等
の件数に有意な差がないことを確認している「ボイラー」と「蒸気タービン」に限定。 
○その他の火力設備については、引き続き運転実績を積み上げて、定期検査の延伸に係るリスク評価に
資するだけのデータ等が得られた段階で、必要な検討を行うこととしたい。 
震災特例の申請件数[1][単位:ユニット] 

(出典)第12回電力安全小委員会資料3-2(電気事業連合会)抜粋 

[1]その他にガスタービンで2ユニット(4年未満)申請はあったが、実績が少ないため除外。 
[2]震災特例の申請は行ったが、需給の状況により結果的に4年未満で定期検査を実施。 
[3]延伸前(延伸期間前の1年間)と延伸中(前回定期検査から4年経過以降)において、計

画外停止及び補修停止の状況を比較。上表中で赤字は延伸後増加傾向にあるもの、
青字は延伸後減少傾向にあるものを示す。なお、対象期間中にいずれのユニットも電気
事故は発生していない。 

震災特例を適用したユニットの設備状況調査[単位:ユニット] 
対象設備：震災特例により前回定期検査からの間隔を5年以上とした発電ユニット（コンベンショナ

ル）のうち、定期検査が終了（調査を開始した平成27年9月末まで）したユニット（ボ
イラー6ユニット、蒸気タービン7ユニット） 

ユニット名 
計画外停止[3] 

[回/月] 
補修停止（計画外停止を含む）[3] 

回数[回/月] 時間[h/月] 
延伸前 延伸中 延伸前 延伸中 延伸前 延伸中 

A号機 0.00 0.18 0.75 0.67 109.6 140.5 
B号機 0.00 0.04 0.50 1.00 25.7 32.5 
C号機 0.08 0.00 1.33 0.79 136.8 60.1 
D号機 0.00 0.20 0.50 0.60 95.1 61.5 
E号機 0.08 0.05 0.58 0.20 18.9 16.7 
F号機 0.00 0.05 1.42 0.70 111.2 42.6 
G号機 0.00 0.00 0.75 0.45 62.3 58.0 
平均値 0.02 0.07 0.83 0.63 79.9 58.8 

ユニット名[万kW] 燃料種別 ボイラー 蒸気タービン 
A号機[60] 重原油 60 60 
B号機[60] LNG 71 71 
C号機[60] 重原油 67 67 
D号機[60] LNG 63 63 
E号機[60] LNG 50 69 
F号機[60] 重原油 68 68 

G号機[37.5] 重原油 68 68 

調査対象設備の定期検査の延伸期間[単位:月] 

前回定期検査からの間隔 ボイラー 蒸気タービン 
４年未満 47 1[2] 

４年以上５年未満 20 43 

５年以上 10 16 

低稼働による延長申請 5 5 

合計 
(全ユニット数に対する比率) 

82 
(23%) 

65 
(19%) 
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（参考２）定期安全管理検査制度のフロー及び見直しの変更点 

設置者 

登録機関 

国 

検査 審査
申請 

申請書
受理 

審査要領
書作成 

文書
審査 

実地
審査 

審査結果通
知書作成 

審査結果通
知書受理 評定 評定

通知 

審査
完了 

変更点①:検査時期 

変更点②:審査工数,審査基準,
国の審査立ち会い[※] 

変更点①：検査時期が最大６年まで延伸可 
変更点②：審査工数の積み増し、審査基準の見直し（高度な運転管理等の項目追加）、

国の審査立ち会い（[※]重大な不適合事項その他必要な場合のみ） 
変更点③：不適合事項検出時の対応（詳細は「重大な不適合事項検出後の審査フロー」

を参照） 

審査要領書：登録機関が審査スケジュール及び担当審査官、設置者から貸与を受ける物品等の一覧、設置者との連絡先及び審査記
録（審査日報、検出事項報告書等）の様式等を規定し、設置者に対して発行する書類。 

文書審査：設置者が定めたマニュアル・手順書や検査結果等の検査記録の内容を確認し、法令要求事項を満足し、検査も適切に行わ
れたことを確認する審査。 

実地審査：審査官が検査記録原本との照合やその保管状況等を確認するために、検査の実施場所及び検査記録の保管場所に出向
いて行う審査。 

審査結果通知書：登録機関が国に通知する法定６項目（＋溶接結果）に沿って設置者の検査体制を判定した結果及びその所見並
びに審査で確認した記録一覧等を取りまとめた書類。 

審査立ち
会い[※] 
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定期安全管理検査制度のあり方について②（審査基準の見直し） 
○審査基準は、現行制度の考え方を踏襲しながら、①現行の安全管理審査（使用前・定期・溶
接）の審査基準、②定期検査時期変更承認基準及び③新たに規定する事故・不具合状況や高
度な運転管理に係る審査基準を統合することとし、審査項目等は下表のとおり設定してはどうか。 
○この中で、高度な運転管理に関する要件については、IoTやBDの活用状況や事故・運転状態値
の逸脱に対して適切な処置が講じられていることを設定してはどうか。 
○この中で、最大６年の延伸が可能なシステムＳについては、高度な保守管理体制が求められること
から、最低３年間インセンティブを付与された実績を審査申請の要件として設定してはどうか。 

項目 
システム 個

別 
現行制度の適
用基準 審査・評価内容 評定の考え方 

Ｓ Ａ Ｂ 

法定事業者検査 ○ ○ ○ ○ 
安全管理審
査（使用前・
定期・溶接）
の審査基準 

<使用前・定期> 
・検査体制+実施状況(法定6項目) 
<溶接> 
・実施状況 

審査基準の適合が必須。 

日常の保守管理
(運転管理・日常
点検・定期点検) 

○ ○ － － 
定期検査時
期変更承認
基準 

定期検査の延伸に伴う保守管理体制の評
価 
・管理体制+実施状況 

「法定事業者検査」の項目に係る審査基準の適合が
前提。組織として付帯的に定期検査時期の延伸(最
大4年)が可能な保安力を有しているかを評価。 

運転状況(温度/
圧力超過、振動) ○ ○ － － 

定期検査時
期変更承認
基準 

制限値超過時等の措置・対策状況の評価 
・実施状況 

・「法定事業者検査」の項目に係る審査基準の適合が
前提。定期検査時期の延伸(最大4年)に伴い、設
備として十分な措置・対策が図られているかを評価。 
・措置・対策状況は、原則組織内の全設備を評価対
象とするが、当該設備固有の事象であって、措置が限
定される場合等は、個別設備の延長可否を評価。 

運転状況(事故
状況) ○ ○ － － 

新設 事故・不具合等発生時の措置及び再発防
止等の対策状況の評価 
・実施状況 

高度な運転管理 ○ － － － 
新設 定期検査の延伸に伴う高度な運転管理体

制の評価 
・管理体制+実施状況 

「法定事業者検査」の項目に係る審査基準の適合が
前提。組織として付帯的に定期検査時期の延伸(最
大6年)が可能な保安力を有しているかを評価。 
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（参考）APEC電力インフラ・ガイドラインについて 

APECガイドラインのスコープ 
ガイドラインのユーザー 電力事業者や電力インフラの調達・運営を担当する政策担当者 
ねらい  火力発電所を始めとする電力インフラの質を定義し、その評価指標や測

定方法を提示。また、調達要件や、質の担保に資する技術・ マネジメン
ト事例も提示。 

電力インフラの質の要
素 

初期性能、可用性、停止復元能力、ライフサイクルコスト、環境・社会へ
の配慮、安全性 

カバレッジ 調達段階のみならず、計画、建設、運転・保守をカバー 

○APEC（アジア太平洋経済協力）では、今後電力需要の大幅な増加が見込まれる
APEC地域に「質の高い」電力インフラを普及させることよって安定的な電力供給を実現す
るため、火力発電所を始めとする電力インフラの質を担保するために考慮すべき事項をまと
めたガイドラインを作成中。（平成28年秋頃完成予定。） 
○本ガイドラインをベースに、国際標準（ISO）の提案に向けた検討も開始。 
○国内の保安規制についても、国際整合化の観点から、インセンティブ要件の具体的な記
載内容は、本ガイドラインの内容も参考としながら検討を進める。 
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定期安全管理検査制度のあり方について③（不適合事項検出時の対応） 

重大な不適合事項検出後の審査フロー 

○現行の安全管理審査では、発電所単位で不適合と評価されても、その結果が検査計画の見直し
に繋がる制度にはなっていない。また、定期検査時期の変更承認は、ユニット単位で行っているため、
承認しない場合に定期検査時期を見直すのは当該ユニットに限られ、また、その結果が安全管理審
査と連動しているわけではない。 
○新制度では、システムＳ・Ａに属する組織は、定期検査時期を延伸する長期的な計画を発電所
単位で組むことが想定されるが、登録機関から不適合と評価され、直ちに定期検査時期の見直しが
必要となれば、安定的な電力の供給に支障を来たし、社会的に大きな影響を与えるおそれがある。 
○そこで、システムＳ・Ａに属する組織で審査において不適合事項が検出された際には、不適合のレ
ベルに応じて猶予措置[1]を設けることとしてはどうか。 

 [1]最大６ヶ月程度の猶予期間中に設置者の是正・再発防止に向けた取組を確認し、最終決定 

設置者 

登録機関 

国 

検出事項報
告書受理 

措置等の
検討[※] 

是正等報
告書の作成 

是正等報
告書の受理 

妥当性評
価 

審査結果通
知書受理 評定 評定

通知 

審査
完了 

検出事項報
告書作成 

検出事項報
告書受理 

原則6ヶ月以内に報告書を作成 

受理後、必要に応じて別
途、立入検査等を実施 

審査結果通
知書作成 

不十分と判断した場合は再び[※]へ 
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定期安全管理検査制度のあり方について④（不適合事項検出時の対応） 

○不適合事項の検出後、一定期間が経過しても設置者において改善が見られない場合、
次のとおり国から不適合の評定結果を通知することに加え、審査を通じて継続的改善を
促し事業者の保安力の向上を図る仕組みを構築するため、制約条件を付与することとし
てはどうか。 

【具体的な事例】 
・事例１：定期検査の未実施や検査結果の記録を適

切に行っていない場合 
・事例２：日常の巡視点検方法に欠落がある場合 
・事例３：温度/圧力超過や振動警報が発生しても設

備の健全性を確認していない場合 
・事例４：異常検知体制が機能していない場合 
・事例５：溶接検査の未実施や検査結果の記録を適

切に行っていない場合 

【設備毎の制約条件】 
・事例３：設備の健全性を確認し、原因究明及び再

発防止に向けた取組が行われ、更なる対策を
行う必要がないことが確認されたこと。 

<システムＳの組織で検出された不適合事例> 
項目 内容 事例1 事例2 事例3 事例4 事例5 

審
査
結
果 

法定事業
者検査 

検査体制 
実施状況 × ○ ○ ○ × 

日常の保
守管理 

管理体制 
実施状況 ○ × ○ ○ ○ 

運転状況 

温度/圧
力超過、
振動 

○ ○ × ○ ○ 

事故状況 ○ ○ ○ ○ ○ 

高度な運
転管理 

管理体制 
取組内容 
実施状況 

○ ○ ○ × ○ 

評定結果 個別 システ
ムＢ 

システ
ムＳ 

システ
ムＡ 

個別 

設備毎の制約条件 － － 有 － － 



25 

新制度移行時の定期安全管理検査制度に係る経過措置 
○新制度移行に伴う解消審査や新制度受審の煩雑さを考慮すると、原則として現行の定期
審査の評定結果を引き継ぐこととしてはどうか。 
○その上で、新制度の運用開始時において、現行制度でインセンティブを付与されている組織
については、速やかにシステムＳ・Ａの受審が可能となるような移行措置を設けてはどうか。
但し、当該措置に伴い承認する定期検査の延伸期間は、現行のインセンティブ期間も有効
としつつ、前回評定通知に明記した受審時期から起算して３年間有効としてはどうか。 
○インセンティブ期間中にシステムＳ・Ａに向けた審査申請があれば、前回審査で確認した審
査項目は除外してもよいのではないか。 

補足 

現行 

前回評定通知 
（定期審査） 

ボイラー2年 
延長実績 

（発電所単位） 

システム 

個別 

実績【有】 

実績【無】 

実績【有】[※] 

実績【無】 

＋ 

新制度移行時 

新制度の 
組織移行先 

システムＡ 

システムＢ 

個別 

・組織は自動的に移行することとし、解消審査等
は行わない。 
[※]延長中（予定）設備は以下の措置が必要。 
 既に延長中：承認した期限まで有効 
 延長予定：一定期間は現行制度が有効 
 新制度運用開始後、システムＳの受審が
可能。その際の受審内容は、上乗せ要件の
み。（その代わり、有効期間は前回評定通
知に明記した受審時期から起算して３年） 



Ⅳ．その他 
① 登録機関に対する審査義務の考え方 
② 登録機関の審査能力の保険業界における活用について（仮
説） 
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登録機関に対する審査義務の考え方 
○現行制度では、一定規模の出力の火力発電設備に限って登録機関に審査権限を委
任しているが、電気事業法第３弾改正が施行された際には、登録機関に火力、燃料電
池及び風力発電設備の審査権限が委任される。 
○一方で、登録機関の中には専門分野が一部の設備に限られている場合も考えられること
から、登録機関に対する申請案件は全て審査するという義務を、登録時に申請のあった
範囲に限って審査義務をかける形で見直してはどうか。 

火力 燃料電池 風力 

出力15万
kW未満 

出力15万
kW以上 

登録
機関 

国 
国 対象

外 

火力 燃料電池 風力 

登録
機関 

登録 
機関 

登録
機関 
(予定) 

○登録機関が審査範囲を特定の発電設備に限定したい場合は、あらかじめ国に登録する際に審査
範囲を明記するとともに、社内規程類にもその旨を規定する。 

○申請者が複数の原動力設備を有した発電所の受審を希望する場合であって、登録機関が対応で
きない発電設備が当該申請に含まれていた場合は、当該登録機関は申請を受理せず、全ての原
動力設備の審査ができる登録機関に申請するよう、申請者に促す。 

具体案 

登録機関の権限委任範囲<現行> <新制度> 
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登録機関の審査能力の保険業界における活用について（仮説） 
○登録機関は今後、定期審査の中で設置者に対して「事業者の保安力」を審査することと
なり、従前よりも高度な審査能力が求められる。 

○一方で、保険会社は、定期審査の結果を保険引き受け等の判断材料の一部として活
用することが可能ではないかと考えられる。 

○このような取り組みが行われることで、保険会社はより事業者の能力に即した料金設定
等が可能となり、登録機関のニーズが高まることで審査能力が向上し、結果として設置
者の更なる能力向上に資するのではないか。 

（参考）電力安全問題検討合同小委員会報告書（平成11年1月12日） 
第 5章 中長期的に取り組むべき課題点 
（略）第三者機関が民間規格を整備し、あるいは国の技術基準等を準用して任意に行う適合性評価制度が、電気工作物に係
る安全の確保、需要家に対する情報の提供といった観点から有効に機能し、将来的には、第三者機関同士の市場における競争を
通じ、強制規制を補完するものとして、本来の目的である公共の安全確保及び環境の保全等の一層の向上に資する第三者機関
による質の高いサーピスが提供されることが望まれる。さらに欧米諸国では、保険制度が活用されている例も見られることから、我が国
として 検査ビジネスを育成する観点から、保険制度をどのように導入していくかにつき、検討を進めるべきである。 

保険会社 発電所設置者 登録機関 ①審査申請 ④保険引受 

③保険申請 
 /証明書 ②証明書 

登録機関の保険業界における活用のイメージ 


	安全管理検査制度見直しに向けた�制度改正概要（案）について
	Ⅰ．第１回検討会で提示した対応方針概要
	安全管理検査制度の見直しの方向性について（第１回検討会）
	（参考１）現行の安全管理検査制度について
	（参考２）現行の溶接安全管理検査制度における検査対象範囲
	（参考３）現行の溶接安全管理検査制度における実施主体の役割
	（参考４）定期安全管理検査制度のあり方について
	Ⅱ．使用前・定期安全管理審査における溶接事業者検査の取扱いについて
	事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査範囲
	新制度移行後の溶接事業者検査に係る審査の流れ
	事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査方法
	民間製品認証を活用した溶接事業者検査に係る安全管理審査の合理化
	事後審査を前提とした溶接事業者検査に係る審査の評価・改善
	新制度移行後の溶接事業者検査に係る検査・審査の実施主体の役割
	審査手数料の見直しに向けた考え方
	制度移行に向けた今後の運用方法
	（参考）制度移行に向けた今後の運用方法に係る規定内容
	Ⅲ．安全管理検査制度の見直しについて
	定期安全管理検査制度のあり方について①（組織区分等の見直し）
	（参考１）震災特例の実績を踏まえた新制度での対象設備の考え方
	（参考２）定期安全管理検査制度のフロー及び見直しの変更点
	定期安全管理検査制度のあり方について②（審査基準の見直し）
	（参考）APEC電力インフラ・ガイドラインについて
	定期安全管理検査制度のあり方について③（不適合事項検出時の対応）
	定期安全管理検査制度のあり方について④（不適合事項検出時の対応）
	新制度移行時の定期安全管理検査制度に係る経過措置
	Ⅳ．その他
	登録機関に対する審査義務の考え方
	登録機関の審査能力の保険業界における活用について（仮説）

