


１① ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）とは 

昭和４０年代まで絶縁性能から、電気機器の絶縁油として活用された毒性物質。 
 カネミ油症事件以降、国内での生産・輸入の禁止、処理完了期限の措置がなされた他、

ストックホルム条約にて使用停止、処理完了期限が定められている。 

1 

 個々の電気工作物には、電気的な絶縁性能を確保するため、絶縁の介在物として空気、高圧ガス、樹脂等のほか、絶
縁油を使用しているものがある。 

 その絶縁油に、ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含有しているものがある。 

変圧器 電力用コンデンサー 

【代表的なＰＣＢ含有電気工作物】 



環境省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の期限内処理に向けて」より抜粋 

１② 高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物に関する現況 

 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは、難分解性で慢性毒性を有する化学物質。 
高濃度PCB廃棄物の処理が可能な事業所は、全国５か所のみ。 
５箇所の事業エリアごとに、計画的処理完了期限が設定されている。 
最短の計画的処理完了期限は、北九州事業エリアで平成3１年３月末。 
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 PCBは、昭和43年のカネミ油症事件を契機にその毒性が社
会問題化し、昭和47年以降製造中止に。 

 平成13年、PCB特措法※１が制定され、国が中心となって、
立地地域の関係者の理解と協力の下、高濃度PCB廃棄物
の処理を行うことができる、JESCO（中間貯蔵・環境安全事
業㈱）(以下「JESCO」という。）の事業所が全国５か所に
整備され、稼働中。 

 事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最
短で平成31年3月末。しかし、JESCOに処分委託しない事
業者や、未だ使用中の高濃度PCB使用製品（注）が存在し、
期限内の高濃度PCB廃棄物の確実な処理の達成が危ぶ
まれる状況。 
（注：PCB特措法の高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法の電気工作物

に該当するもの（変圧器（トランス）、電力用コンデンサー等）を、PCB特
措法では高濃度PCB使用電気工作物といい、電気事業法では高濃度
PCB含有電気工作物という。） 

※１  ＰＣＢ特措法：ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 
      特別措置法（平成１３年法律第１３号） 



１③ 高濃度・低濃度PCB含有電気工作物とは 

 PCB含有電気工作物は、高濃度PCBと低濃度PCBに区分される。 
 PCB告示では、いずれかに該当する可能性がある12種類の電気工作物の名称を特定。 
 PCB内規では、電気工作物の種類ごと、構成ごとの具体的な機種等を規定。 
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 電気工作物の絶縁油に含有するPCBの濃度等により、高濃度と低濃度に区分 
  高濃度PCB含有電気工作物：5,000mg/kg超のもの 
  低濃度PCB含有電気工作物：5,000mg/kg以下のもの及び微量PCB汚染電気機器等 
                      （注：5,000mg/kg＝5,000ppm＝重量比0.5％） 

 PCB告示※２に掲げられた12種類の電気工作物の名称 
 

  【PCB含有電気工作物に該当する可能性があるもの】 
       ①変圧器、②電力用コンデンサー、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、⑫ＯＦケーブル 

 PCB内規※３に掲げられた具体的な機種等 
 

   【高濃度PCB含有電気工作物に該当するもの】 
       PCB告示に掲げられた12種類の電気工作物のいずれかで、 
       PCB内規の別表に掲げられた次の種類で、製造者ごとに示される表示記号等と一致するもの又は製造者等の情報に基づきこれに相当するもの 
       ①変圧器、②電力用コンデンサー、③計器用変成器、④リアクトル、⑤放電コイル、⑥ブッシングと一体となって構成されるもの 
 

  【低濃度PCB含有電気工作物に該当するもの】 
         PCB告示に掲げられた12種類の電気工作物のいずれかで、高濃度PCB含有電気工作物に該当しないもので、 
       絶縁油に含有するPCBの濃度が0.5mg/kg超のものであることが判明したもの 
                        （注：0.5mg/kg＝0.5ppm＝重量比0.00005％） 
 
 

      ※2    PCB告示：平成28年経済産業省告示第237号 
       ※3   PCB内規：ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規） 



２ 高濃度PCB含有電気工作物に対する新たな規制 

高濃度PCB含有電気工作物については、以下の３つの措置を講じ、早期処理を促進
する。 
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 使用禁止 
 

・これまで継続使用が容認されてきた高濃度PCB含有電気工作物について、電気設備技術基準省令※４により告示の期限を超えた使用を禁止する。 
・鉱山の需要設備においても、電気設備技術基準省令を準用する鉱業上使用する工作物等の技術基準省令※５により使用を禁止する。 
 

 毎年度の管理状況（廃止予定時期）の届出 
 

・年度末に、使用中の需要設備に係る高濃度PCB含有電気工作物がある場合は、電気関係報告規則※６により廃止予定時期を決め、翌年度６月末 
 までに届出を行わせる。 
・鉱山の需要設備においても、電気関係報告規則により届出。 
 

 高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こし 
 

・事業用電気工作物において、告示の１２種類の電気工作物について高濃度PCB含有電気工作物に該当するものの有無を、主任技術者内規により 
 電気主任技術者に確認させる。 
・鉱山の需要設備においても、係る高濃度PCB含有電気工作物に該当するものの有無を、電気工作物に関する作業の作業監督者※７に確認させる。 

 
 
（参考：計画的処理完了期限を過ぎた後の鉱山の需要設備に係るPCB特措法の適用） 
  ・計画的処理完了期限を過ぎた後の鉱山の需要設備に係る廃棄されていない高濃度PCB含有電気工作物は、使用中であっても、高濃度PCB廃棄物とみなされる。 
   →このため、環境大臣又は都道府県知事による改善命令や代執行の対象。 

※４  電気設備に関する技術基準を定める省令（昭和４０年6月１５日通商産業省令第６１号（制定）、平成9年3月２７日通商産業省令第５２号（全部改正） 
※５  鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令（平成１６年経済産業省令第９７号） 
※６  電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号） 
※７  鉱山保安法第２６条第１項に基づく、鉱山保安法施行規則（平成１６年経済産業省令第９６号）第４３条第１項の表の６の項に規定する作業を行う者をいう。 



３① PCB含有の電気機械器具及び電線の新規の施設禁止 

引き続き、PCB含有の電気機械器具及び電線を、新規に電路に施設することを禁止す
る。 
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 電気設備技術基準省令※４を準用する鉱業上使用する工作物等の技術基準省令※５における施設禁止の規定 
 
   （電気設備技術基準省令※４第19条第14項） 
 

         ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。 

                 （注：平成28年９月改正により、「及び電線」を追記している。これは、平成16年2月に微量PCBの検出事例が公表されたOFケーブルを、 
                      電線として規制対象とするよう明確化した。） 

※ 本件については、鉱山保安法※９では、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令※５第４条に「電気工作物の技術基準は、前二条に定めるも
ののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令※４（第十九条第一項から第六項まで、第八項及び第九項並びに第五十条、第七十一条を除く。）に
規定する基準とする。」と規定している。 

  

 電気設備技術基準解釈※８における絶縁油のPCB濃度の規定 
 
  （電気設備技術基準解釈※８第32条） 
 

        ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が 
        試料１kgにつき0.5mg（重量比0.00005％）以下である絶縁油以外のものである。 

            （注：平成28年9月改正により、「（重量比0.00005％）」を追記し、mg/kgと重量比％との換算値を明確化した。） 

※ 電気設備技術基準解釈※８は電気設備技術基準省令※４に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に        
示したものである。鉱山保安法※９では、前述のとおり、電気設備技術基準省令※４を準用しているため、本件についても準用している。 

 
             ※８  電気設備の技術基準の解釈について（商務流通保安グループ電力安全課） 
              ※9  鉱山保安法（昭和24年法律第７０号） 







４① 届出が必要な場合とは 

 PCB含有電気工作物について、以下の場合に、産業保安監督部等への届出が義務付
けられている。 

 PCB含有電気工作物の廃止後は、PCB廃棄物として、所定の時期にPCB特措法の届
出が必要となり、都道府県市が提出先（相談窓口）となる。 
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 電気関係報告規則※6により、高濃度PCB含有電気工作物及び低濃度PCB含有電気工作物について、 
鉱業権者に対して届出を義務付け。 

 高濃度・低濃度PCB含有電気工作物は、判明・変更・廃止・事故の場合に、 
その都度、遅滞なく。届出が必要な場合は、次のとおり。 

 PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）であることが判明した場合 

 上記の判明した場合の届出を行った後、法人名、住所、事業場名等届出事項の変更があった場合 

 PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）を廃止した場合 

 PCB含有電気工作物（高濃度・低濃度）の絶縁油の漏出事故を起こした場合 

 高濃度PCB含有電気工作物は、毎年、年度末の管理状況（廃止予定年月）を 
翌年度６月末までに。届出が必要な場合は、次のとおり。 

 高濃度PCB含有電気工作物を、前年度末に設置している又は予備として有している場合 

（注）産業保安監督部等へ届出のあった内容については、PCB特措法※１第２１条第２項に基づく情報の提供及び同法第６条 
   第１項に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の措置を実施するため、環境省、都道府県及び同法施行令第８条 
   で定める市へ提供することがある。 

※６  電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号） 









５① 高濃度・低濃度PCB含有電気工作物の確認方法 

高濃度PCBかどうかは、電気工作物本体の銘板等で製造者名・表示記号等を見る。 
低濃度PCBかどうかは、原則、絶縁油を採取し分析を行う。 
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 高濃度PCB含有電気工作物の確認方法 
 
  電気工作物本体の銘板の記載内容を目視し、 
  PCB内規※３の別表に掲げられた電気工作物の「種類」、「製造者名」、「表示記号等」に照らして一致していれば、 
  高濃度PCB含有電気工作物に該当する。 

（注１：銘板の写真や写しを保管している場合、製造者名・表示記号等が記載された設備機器台帳を保存している場合、これまでの点検等で高濃度PCB含有 
   電気工作物が無いことを適切に確認し記録している場合などにあっては、これまでの記録等を確認することで、設置現場での目視での確認に代えることができる。
（注２：海外製のものについては、JESCO（TEL 03-5765-1935）に問い合わせて確認を行うこと。） 

 低濃度PCB含有電気工作物の確認方法 
 
  変圧器のように絶縁油を採取できる構造の電気工作物については、高濃度PCB含有電気工作物に該当するものを除き、 
  採取した絶縁油を分析機関へ分析依頼し、PCB濃度が0.5mg/kg超であれば、 
  低濃度PCB含有電気工作物に該当する。 
 
   （注１：0.5mg/kg＝0.5ppm＝重量比0.00005％） 
   （注２：一部の電力用コンデンサーのように絶縁油を採取できない構造の電気工作物については、採油のための開封により、継続使用が不可能となるものがある。） 

 安全上の注意事項 （注）本資料中の「５④ 現場確認時の安全上の注意など」を参照 
 

   ① 確認作業を行う前に、作業監督者※８に相談を行い、 
    停電を伴う年次点検等の際に確認作業が行えるようあらかじめ手順を決めておくこと。 
 
  ② 確認作業は、電気室やキュービクル等の中に高電圧で充電された危険な部分があり、 
    感電死傷事故を起こす危険性があるため、必ず作業監督者※８又は必要な教育を修了している電気取扱者等に行わせること。 

  ※３   PCB内規：ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規） 
※８  電気設備の技術基準の解釈について（商務流通保安グループ電力安全課） 



５② 高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認方法と記録 

確認方法は、１⑤に示されている方法で行う。 
原則、現場確認が必要となるが、これまでに行った記録等確認でも可。 
 いずれの確認方法の場合であっても、確認後に、確認した旨を記録することが必要。 
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 現場確認とは 
 
・高圧受電設備等において、電気工作物の銘板等を目視で確認すること。
ただし、外観を確認し、絶縁油の不使用が明らかなものは、銘板等の確
認を要しない。 

 

 現場確認を省略できる場合の具体例 
 

・以下のいずれかの場合には、現場確認（設置現場での目視による確
認）を省略することができる。ただし、前年度の確認の後にPCB告示で定
めた電気工作物が新たに設置された場合にあっては、他で使用されていた
高濃度ＰＣＢ含有電気工作物が流用されていないかの現場確認が必
要となることに注意されたい。 
 ① 銘板の写真や写しで確認しこれを保管している場合 
 ② 製造者名・表示記号等が記載された工事関係書類又は設備管理 
   関係書類で確認しこれを保管している場合 
 

 選任の電気主任技術者の場合の確認 
 

・電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事
する者（一般的には、電気主任技術者の部下など）に確認を行わせ、
その確認結果を確認することでもよい。 

 外部委託の電気主任技術者の場合の確認 
 

・月次点検で記録等確認、又は年次点検で現場確認若しくは記録等確
認で行う。 

・ただし、委託契約書において年次点検で行うことを締結している場合に
あっては、年次点検で現場確認又は記録等確認で行う。この場合の年
次点検は、事業場全体に対する本来の年次点検（試験・測定等を伴う
もの）とは別の時期に行うことでもよい。 

 

 高濃度と判明した場合には、JESCOへの手続きに必要
な写真の撮影、重量・寸法などの把握 

 
・高濃度PCB含有電気工作物と判明した場合には、JESCOへの機器登
録が必要である。JESCOでは、電気工作物の写真と、電気関係報告規
則の届出にも必要な電気工作物の種類、製造者名、表示記号等がわ
かれば、その他詳細が不明でも受付を行っている。 

・その後、JESCOとの処分委託契約書の締結（特例期間を適用の場合
には確認書の締結）の際は、電気工作物の油量（L）、重量（kg）、
寸法（cm。幅・奥行き・缶体の高さ・ブッシング高さ）の値が必要となる。 

・電気関係の保存書類にこれら情報がない場合には、停電による現場確
認の際に、電気工作物全体や銘板の写真撮影、寸法の測定を併せて
行っておくことが望ましい。 
（その機会を逸した場合にあっては、廃止する際の停電作業で行うことと
なる。） 



５③ 現場確認における感電事故事例 
自治体による掘り起こし調査のための現場確認で、設置者の従業員の感電事故が発生

した事例があり、鉱山においても現場確認の際には参考にしてください。 
電気工作物の現場確認を要する場合、必ず作業監督者に連絡し、相談する。 
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 感電事故の原因 
 

・被害者は、外部委託先と日程を決めていたにも関わらず、PCB関係業務の
社内稟議資料に載せる写真が必要と判断し、一人で事前に作業を行った。 

 
・高圧交流負荷開閉器（LBS）のヒューズ部が危険であると感じず、接近し、
接触した。 

 
 本件設置者による再発防止対策 

 

・高圧受電設備への立入禁止や高圧充電部の危険性について、設置者の
従業員向け安全講習を開催し、周知徹底。 

 
・フェンス上部の開口部に、「高電圧危険」を表示。 
 
・当該設置者が有する他の事業所においても、再発防止対策を水平展開。 

 外部委託先と約束した日程より前に、高圧受電設備（電気室）で、一人で自撮り棒を使ってスマートフォンで写真撮影を行お
うとし、パイプいすの上で立ち上がり、1.6m高のフェンス越しに高圧盤の内側に身を乗りだし、高圧受電設備内の高圧交流負荷
開閉器のヒューズ部に右肩が接触。 

 電撃傷（右肩、右胸にⅢ度の熱傷）を負い、約2週間の入院加療で、命に別状なし。 

 ただし、感電では、心肺停止、墜落、 深部の火傷、腎不全等で死に至ることもある。 



５④ 現場確認時の安全上の注意など 

鉱業権者は、作業監督者に依頼して行うこと。 
作業監督者は、鉱業権者からの確認依頼の有無に関わらず、記録等確認又は現場確

認を鉱業権者と調整の上、実施することとし、現場確認について、充電部への接近が必
要となる場合には、鉱業権者に対して、現場確認に必要な停電時間を設けるよう指摘
すること。 

鉱業権者は、作業監督者の指摘に基づく停電時間が必要となる場合には、法令の期限
内に、高濃度PCB含有電気工作物の廃止、廃棄、処分委託が完了するよう、操業計
画や営業計画に停電時間を組み入れて、現場確認を進めること。 

作業監督者は、現場確認の作業時は、防護具を着用し、検電を行ってから現場確認を
行うよう徹底すること。 
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６ 早期に鉱山の需要設備について鉱業権者が行うべきこと 

高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認作業を行わせること。 
保有する場合、廃止予定時期を決め、電路から取り外すための電気工事を行うこと。 
産業保安監督部、JESCO、都道府県市等へ、必要な手続きを遅滞なく行うこと。 
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 高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認作業 
 

・高濃度PCB含有電気工作物の有無について、早期に作業監督者
に確認させる。遅くとも、平成29年11月末までに完了させる。 
（※翌年度以降も、前回の記録を確認するとともに、中古の高濃
度PCB含有電気工作物の新設がないかを確認。） 

 
・作業監督者から年次点検に停電時間が必要と指摘された場合に
あっては、上記の時期に間に合うよう、停電の時間帯を決めて、実
施する。 

 

 廃止予定時期の決定、電路からの取り外しの実施 
 

 それぞれの段階に応じて、必要な手続きの実施 
 

・新たに高濃度PCB含有電気工作物を設置していることが判明した場
合、産業保安監督部等に設置等届出書を遅滞なく提出する。 

 
・高濃度PCB含有電気工作物について、早期に、JESCOに機器等
登録を提出する。 

 
・廃止するまでは、毎年６月末までに、産業保安監督部等に管理状
況届出書を提出する。 

 
・廃止後は、産業保安監督部等に廃止届出書を提出する。 
 
・JESCOとの処理委託契約書を締結するほか、 必要な時期に都道
府県市へのPCB特措法※１の手続きを行う。 


















