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検討経緯 

平成26年11月 第7回電力安全小委員会（電力システム改革を踏まえた電気保安規
制のあり方）【審議】[溶接安全管理審査(以下、「溶接審査」という。)
廃止] 

 

平成26年12月 第8回電力安全小委員会（安全管理検査制度の見直しについて（前
回小委以降の検討状況））【審議】[溶接審査廃止] 

 

平成27年 6月 電気事業法第3弾改正法公布 
 

平成28年 3月 第12回電力安全小委員会（火力発電設備の計画外停止状況と今
後定期検査制度のあり方）【審議】[検討会設置・定期検査見直し] 

 

平成28年 4月 発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会（第1回） 
 

平成28年 7月 発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会（第2回） 
 

           第13回電力安全小委員会（発電用火力設備に係る安全管理検査
制度の見直しの検討状況）【報告】 

 

平成28年12月 発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会（第3回） 
 

           第14回電力安全小委員会（予定） 
 

平成29年 4月 電気事業法第3弾改正法施行（予定） 
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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 

溶接検査 
（ボイラー、タービン等） 

使用前自主検査 
（全般） 

定期検査 
（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）定期安全管理検査制度のあり方（審査基準の見直し案） 
○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。 
○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。 
○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。 

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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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３）定期安全管理検査制度のあり方について 
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（参考４）前回電力安全小委員会での指摘事項 

（出典）登録安全管理審査機関（7社）集計 
（注）「うち、輸入品において検出事項のあった審査件数」欄は、輸入品に関する検査記録等において、登録機関から国に審査結果の報
告をしている中で、１項目以上で不適合となっている案件の総数。 

（補足）民間製品認証は、国内外を問わず申請が可能であり、海外の施工工場の中でも、既に製品認証が多数付与されている。 

○輸入品に係る溶接検査に関する直近７年間の審査実績 
21FY 22FY 23FY 24FY 25FY 26FY 27FY 

溶接審査件数の合計 689 293 197 200 247 212 200 
輸入品を含んだ検査の審査件数 19 12 14 5 16 28 30 

うち、輸入品において検出事項のあった
審査件数（注） 0 0 0 0 0 0 0 

［単位：件数］ 

○保守管理の現場へのより一層の配慮を求める。現場への過剰な負担を避け、保守管理が会社の経営状況に左
右されず、技術力向上へ向かうような制度にして欲しい。 

→電気保安人材とIoT等の最新の保守技術を組み合わせて、効率的に保安が確保されていく制度を構築。 
○労働安全衛生法では海外の事務所でも検査・検定機関として登録することが可能であると伺っているが、民間製
品認証でJABの認定を受ける際にもそれは可能なのか。 

→民間製品認証でも登録は可能であると聞いているが、現在、JABの認定を受けた機関は１社（一般財団法人発電
設備技術検査協会）のみ。 

○輸入品については民間製品認証制度のみで品質が担保できるのか。 
→少なくとも直近７年間の審査実績において、輸入品の中で技術基準適合性に疑義が生じているといった報告はない。 
○事後に書類審査のみで品質管理状況を審査するのは難しいので、審査は現地で行うべき。 
→新制度では、使用前・定期審査の中で文書審査と実地審査を通じて確認する予定。 
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（参考５）オブザーバとの意見交換会における議題及び今後の事務内容 

Ⅰ．制度移行に向けた今後の運用方法に係る規定
内容案関係（９月２３日開催） 

○移行時の審査の取扱い 
・溶接審査廃止に伴う移行措置に関する要点整理
（記録の管理、制度移行前後の溶接・定期審
査の運用方法等） 

・制度移行前後の溶接審査における登録機関の責
任範囲 

○審査記録の保管 
・国が引き継ぐ書類及びその期限 

意見交換会における議題 

Ⅱ．使用前・定期安全管理検査制度改正の運用案
関係（１２月５日開催） 

○溶接検査及びシステムSの審査基準の考え方 
○標準審査工数及び審査手数料の考え方 
○登録機関が実施する民間委託契約業務の考え方 

○溶接・定期審査に関する内規の
一部改正を行うべく、年内施行に
向けて平成28年11月21日から
12月20日にかけてパブリックコメン
ト実施中。 

○国は、溶接審査の廃止に伴い、こ
れまで登録機関に保存義務の
あった審査記録を、登録機関から
国が提示する期限までに引き継ぎ、
保管する予定。 

今後の事務内容 

○登録機関は意見交換会での議論
を基に標準審査工数見直しの要
否を再度検討。 

○なお、民間委託契約業務の考え
方は、本検討会では方針を議論
する必要はないとの結論に至る。 
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使用前・定期安全管理検査制度関係 
 
 １．溶接検査の実施状況に係る審査の考え方 
 ２．高度な運転管理に係る審査の考え方 
 ３．新制度の定期審査における保守管理記録の取扱い 
 ４．審査工数及び国の審査手数料の考え方 
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１．溶接検査の実施状況に係る審査の考え方 
○改正法施行をもって現行の溶接審査は廃止されるため、今後の審査では、現行の省令で
規定する溶接検査の実施体制を確認する方法を継続することができない。 

○一方で、改正法では、溶接審査を使用前・定期審査に統合することを前提とはしているも
のの、審査に係る規定は全て削除されているため、溶接検査の実施状況に係る審査の法
令上の位置づけが不明確となっている。 

○そこで、新制度では、使用前・定期審査において、使用前・定期検査の実施体制を確認
する際には、溶接検査の実施状況を確認することを含むということの明確化を図るとともに、
その確認項目は、法第52条で規定する①溶接検査の方法と②記録の保存という2点に
重点を置いた項目に限定してはどうか。 

溶接審査の審査方法及び確認項目 

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 

現 行 
システム審査 

個別審査 

溶接検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続
的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法 

溶接検査の実施に係る体制について確認する方法 

審
査
基
準 

審
査
方
法 

省
令 

省
令 

検査の方法 

検査記録の保存 

新制度 

確
認
項
目 

審
査
方
法 

内
規 

溶接検査の実施に係る状況
について確認する方法 

総括資料
（及び関連
記録）を基
に実施状況
を確認 

省
令 
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２．高度な運転管理に係る審査の考え方 
○定期審査では、設置者自らが構築した保安確保のための体制（ソフト面）を審査してい
ることから、高度な運転管理に係る審査においても、設置者が使用するアプリケーション等
（ハード面）の妥当性を評価するのは適切ではない。 

○また、特に高度な運転管理においては、設置者が自らPDCAサイクルを回して、主体的に
保安水準を高める仕組みにしていくことが必要。 

○そこで、当該審査では、設置者が運転管理体制の中で、日常的な保守・点検や設備安
全性[※]といった力量を、自らどのように継続的に改善しているかといった取組の妥当性を評
価することとしてはどうか。 
[※]IoT・所内専用監視設備等による常時監視・予兆把握などを想定。 

○設置者は、現在の実施状況及び継続的改善に向けた品質管理体制の取組状況などを
まとめた “総括資料”を作成。 

○登録機関は、定期審査の実施時に、設置者から提示された総括資料に基づき現地での
聞き取り調査と当該資料（及び関連記録）の内容確認をもって設置者が実施する取
組を審査し、設置者が実施する定期検査時期の妥当性を評価する。 

○妥当性の評価結果を、国に通知する際には、当該審査項目の「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） 
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（参考６）火力設備に係る組織において設置者が取り組む要素の例 
段 階 設置者の取り組む要素 具体的な手順例 

計画 

・設備安全性を高めるために行う監視項目、分析に必
要なデータ要素等の設定 
・上記項目を実施するための基盤整備（IoT・所内専
用監視設備等のシステム及び要員の力量設定を含
む） 
・異常が認められた際の対応手順の設定 
・IoT等の外部システムを利用する場合には、開発事業
者等との協力体制の確保と機能保障に関する確認 

 
 

①運転管理項目を主体とした異常兆候早期発見のた
めの管理方針及び分析対象並びに分析を可能とする
データ採取間隔の設定 

②要員の力量を評価する仕組みの構築 
③分析・評価を外部事業者が実施する場合は、迅速な
対応が可能な体制の構築やこれを担保する訓練等の
実施 

④IoT等により外部システムと連携を図る場合のサイバー
セキュリティ対策の実施 

⑤上記内容を含んだ手順・要領書等の作成 

実施 
・データ収集・蓄積・分析・評価の実施 
・分析・評価に基づく措置の実施 
 
 

①異常兆候を分析・評価し、その時の具体的措置など、
実施内容に関する記録の作成と適切な期間の保管 

②適切な期間のデータ保管 
③運転・補修部門など関係部署間での情報共有 

評価 
・ 
改善 

・計画に対する見直し・変更の必要性評価及び改善の
実施 
・（必要に応じて）設備安全性を更に高めるべく他の組
織等での取組事例の情報収集と適用可能性の検討 

 
 
 
 

①異常兆候の分析・評価を踏まえた分析対象、データ
採取間隔等の再設定 

②適切な時期の評価・改善と記録の作成および適切な
期間の保管 

③外部事業者やIoT等の外部システムの不備・不具合
に対する改善 

④（必要に応じて）事業環境変化等を考慮した新た
な取り組み採用に対する検討の実施 



使用前 

定 期 

溶 接 

法定審査６項目 

インセンティブ関連項目 

法定審査６項目 

インセンティブ関連項目 

法定審査６項目 

インセンティブ関連項
目 

継続的な検査実施体制 

継続的な検査実施体制 

継続的な検査実施体制 

現行 
共通審査事項 

共通審査事項 

共通審査事項 

使用前 

定 期 

法定審査６項目 

インセンティブ関連項目 

法定審査６項目 

インセンティブ関連項
目 

継続的な検査実施体制 

継続的な検査実施体制 

新制度 
共通審査事項 

共通審査事項 

共通確認事項 溶接検査項目 

共通確認事項 溶接検査項目 

保守管理 
高度な運転管理 
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設置者主体による自律
的な委託先管理 

３．新制度の定期審査における保守管理記録の取扱い 
○現行の定期審査では、設置者に対して定期検査の記録を法令で定める期間(５年間)
保存する義務をかけている。 

○一方で、定期検査を繰り延べる際には、設置者に自ら保存期間を定めて記録を管理する
ことを求めている。 

○新制度では、日常保守・点検記録を含む保守管理等の記録を用いてインセンティブ関連
項目を審査・評価することになるが、当該記録の取扱いを整理することが必要。 

○そこで、当該記録の取扱いについては、事業者が主体的に自主保安水準を高める仕組み
にするためには、国が審査対象の記録を特定して保存期間を定めることは行わず、設置
者が自らの裁量で関連記録を特定して管理するといった運用にしてはどうか。 
※定期検査の記録は、引き続き法令に基づき5年間又は定期審査の評定通知を受けるまでの期間のうち長い方の保存義務を
かける。（併せて実施する溶接検査の記録も同様。） 
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（参考７）風力発電設備の定期審査におけるインセンティブに係る考え方 
○事業者の保安力水準を評価する項目は以下の２点。 
①事業者の日常的な保守管理体制の充実度。 
②公衆に被害を与えた事故、風力発電設備の倒壊・飛散・火災の事故、もしくはこれらに
繋がるおそれのある事故（以下、「重大事故等」という。）の発生の有無。 

○事業者の保安力水準の審査項目（インセンティブ付与の条件） 
審査する項目 内容 

① 日常的な保守管理体
制の充実度（収集し
たデータ活用を含む） 

定期事業者検査の方法の解釈で規定する検査の実施に加え、ＩｏＴや、ビッグデータ（ＣＭＳ等）
を活用した常時監視や予兆の把握など、事故の未然防止を図る日常的な保守管理体制が構築
され、履行されている。（ＰＤＣＡサイクルが機能し、事故の未然防止ができていると推定され
る。） 

② 重大事故等の有無 重大事故等を起こしていない。（定期事業者検査の方法の解釈に規定する検査項目に該当する
設備の損壊事故が対象。ただし、重大事故等に該当しておらず、事業者の保守管理体制に起因
しない不可抗力による事故、火災に至っていない発電機に限られた事故は除く。） 

（出典）平成28年12月9日開催 新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキング（第10回）資料６抜粋 

○通知を受ける審査日以前６年間に行った審査（当該通知を受ける審査を含む）の評定結果において、２点の
評価項目を満足していると認められた組織は、定期審査の受審周期を延伸し、６年のインセンティブを付与。 

○その上で、インセンティブを付与した日以降、重大事故等が発生した場合は、インセンティブを取り消す。 
○ただし、①に起因しない不可抗力（設計を上回る落雷、突風、他からの飛来物等）による事故の場合は、インセ
ンティブを取り消さないこととする。 

定期審査受審周期の延伸の考え方 
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○審査工数は、第２回検討会後、登録機関に制度見直しの方向性を踏まえた審査工数
の見積書作成を依頼。 

○しかし、見積書の集計結果は、第２回検討会で提示した想定案を大幅に超える審査工
数にはならなかったので、想定案をベースに見直すこととしてはどうか。 

○また、国の審査手数料は、①溶接審査が法律上削除され、溶接検査の実施状況を確
認するのみであること、②使用前・定期審査対象の電気工作物がない場合は、国が立入
検査等で確認するが、通常はその手数料を求めていないこと、これらを踏まえると、国が一
律な審査手数料を設定するのは困難。 

○したがって、国は審査手数料を見直すことはしないが、一方で、登録機関は、審査員の人
件費等の費用が増加することは明らかであることから、標準審査工数を参考にしつつ、自ら
の判断で見直すこととしてはどうか。 

[※]溶接検査対象電気工作物の数：3個以内、溶接継手の総数：200継手以下、溶接検査工程：あらかじめの溶接技能の確認
～外観検査、外部委託先の数：3社以内(再委託先を含む)、審査場所：発電所、審査回数：文書審査，実地審査各1回。 

４．審査工数及び国の審査手数料の考え方 

審査業務 
審査計画 
文書審査 
実地審査 
報告書作成 
合計 

審査工数 
8人・時間 
24人・時間 
32人・時間 
8人・時間 
72人・時間 

＜想定案（第２回検討会提示）＞ 

審査業務 
審査計画 
文書審査 
実地審査 
報告書作成 
合計 

審査工数 
8人・時間 
21人・時間 
34人・時間 
10人・時間 
73人・時間 

＜登録機関見積書の集計結果＞ 

第２回検討会で
提示した想定案
を標準審査工数
として採用 

①登録機関に見積書作
成を依頼（現行の溶接
審査で積算した条件[※]

を踏襲） 
②提出のあった見積書を
取りまとめ、審査工数の
合計を按分し、集計結
果として算出 
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