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緒 言 

我が国における規格・基準類の国際整合化に関しては、「規制緩和推進計画について（平

成 7 年 3 月 31 日閣議決定）」並びに「規制緩和推進計画の改定について（平成 8 年 3 月
29 日閣議決定）」により、政府より以下の方針が示されている。
ｏ 内需の拡大や輸入の促進、事業機会の拡大等を図り、国際的調和の実現に資

する観点より、エネルギー関連分野における規制緩和等を計画的に推進する。

また、資源エネルギー庁の電気事業審議会電力保安問題検討小委員会報告（平成 6 年 12
月）では、以下の方向に沿った技術基準の見直しを提言している。

ｏ 技術進歩、環境変化等により、簡素化しても保安上支障がない条項を整理・

削減し、基準を簡素化する。

ｏ 設置者等の利便が向上し、かつ、基準の客観性が確保可能な場合には、機能性

基準の視点を導入する。

ｏ 公正・中立と認められる外国の規格、民間規格等を導入する。

このような事情を背景として、「電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年 3 月
27 日通商産業省令第 52 号、以下「電技省令」と略す）の審査基準については、国際整合
化をはかるべく検討を進めてきている。

具体的には、当時の資源エネルギー庁（現産業保安グループ電力安全課）からの依頼に

よって、一般社団法人日本電気協会は、電技省令の審査基準国際整合化にあたって、IEC 規
格（国際電気標準会議規格）取入れに関する調査検討を行うため、一般社団法人電気学会、

一般社団法人電気設備学会の協力を得て、三団体が共同事務局となって「電気設備技術基

準国際化委員会（以下、「委員会」と略す）を組織し、平成 8 年 6 月より調査検討を行っ
ている。

「電技省令」ならびに現行の審査基準である「電気設備の技術基準の解釈（以下、「電技

解釈」と略す）」の規定に対応する IEC 規格としては、高圧・特別高圧分野の IEC 61936-1
（交流 1kV 超過・の電力設備）並びに低圧分野の IEC 60364（低電圧電気設備）がある。
IEC 60364 については平成 11 年 11 月に電技解釈第 272 条（現電技解釈第 218 条）とし
て取り入れられ、続いて、IEC 61936-1 についても平成 22 年 1 月に電技解釈第 272 条の
2（現電技解釈第 219 条）として取り入れが図られた。
このような流れの中で、今年度事業としては、IEC 規格の電技解釈への最新知見の取込
みを目的に、IEC 60364 規格の制改定への対応並びに IEC 60364 規格の活用に向けた調
査・検討を行う。

今年度事業における具体的な検討テーマは、以下のとおりである。

（１）IEC 60364 規格群の制改定への対応
ｏ 制改定された IEC 60364 規格の電技解釈への取り入れ検討について
ｏ 取入れ可となった IEC 60364 規格の適用に当たっての課題や制限事項、留意
事項等の検討実施による電技解釈への取入れ案の策定について

ｏ 過去の委託事業で作成された当該規格の逐条解説の見直しについて

本報告書はこれらの検討結果を取りまとめたものである。
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令和元年度 電気設備技術基準国際化調査委員会 事業概要 

１．事業の目的 

  ＷＴＯ／ＴＢＴ協定により、規格による不必要な貿易障害が起こらないよう、各国の規

制等で用いられている規格を国際規格に整合化していくことが求められている。  

国は、公共の安全の確保の観点から、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を

定める省令」（以下「省令」という。）と、その補完的役割を担うものとして電気設備に関

わる審査基準を記した「電気設備の技術基準の解釈」（以下「電技解釈」という。）を定め

ており、この省令及び電技解釈と電気分野における国際規格である「ＩＥＣ（Ｉｎｔｅｒｎ

ａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ：国際電気標

準会議）規格」の整合化を図る必要がある。  

本事業は、省令で定める保安水準を確保しうる範囲内で電気設備に関わる審査基準とし

てＩＥＣ規格を電技解釈に取り入れ、運用するための課題について検討することを目的と

する。 

２．事業内容 

（１）ＩＥＣ ６０３６４規格群の制改定への対応 

   電気使用場所の低圧電気設備の施設について規定したＩＥＣ ６０３６４規格群に

ついては、すでに電技解釈第２１８条に取入れられているが、それ以降、ＩＥＣ ６

０３６４規格群の改定及び新たな規格の制定が逐次行われている。これに対応するた

め、本事業では以下の検討を行う。   

ａ．電技解釈第２１８条への取入れ等の検討 

   電技解釈第２１８条へのＩＥＣ６０３６４規格群の取入れに関し次の検討を行う。 

   ① 以下に示す制改定されたＩＥＣ規格について電技解釈への取入れの可否を検討

する。 

   ・ ＩＥＣ ６０３６４－５－５３ Ｅｄ．４．０（２０１９） [改正] 

低圧電気設備－第５-５３部：電気機器の選定及び施工－安全保護，

断路，開閉，制御及び監視のための機器  

   ・ ＩＥＣ ６０３６４－５－５６ Ｅｄ．３．０（２０１８） [改正] 

低圧電気設備－第５-５６部：電気機器の選定及び施工－安全設備 

   ・ ＩＥＣ ６０３６４－８－１ Ｅｄ．２．０（２０１９） [改正] 

         低圧電気設備－第８-１部：エネルギー効率 

   ・ ＩＥＣ ６０３６４－８－２ Ｅｄ．１．０（２０１８） [制定] 

         低圧電気設備－第８-２部：プロシューマの低圧電気設備 

② 前項「①」を踏まえ、取入れ可と判断したＩＥＣ規格について、適用にあたっ 

ての課題や制限事項、留意事項等の検討を行った上で電技解釈への取入れ案の 

策定を行う。 
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経済産業省殿

取入れ検討WG

(１)IEC 60364規格群の制改定への対応

a．電技解釈第２１８条への取入れ等の検討
b．用語の検討

WG1

◎事務局：日本電気協会、電気設備学会

主査会

（◎事務局：日本電気協会、
電気設備学会）

【電気設備技術基準国際化調査委員会】
（◎幹事事務局：日本電気協会）
（共同事務局：電気設備学会）

③ 取入れ可と判断したＩＥＣ規格は、過去の委託事業で作成された当該規格の逐

条解説の見直しや新規の作成を行う。 

ｂ．用語の検討 

   上記ａ．の当該規格中で使用されている主要な用語を抽出し、当該用語の解説を作

成する。 

   ① ＩＥＣ６０３６４規格群の用語検討（抽出・整理・解説作成） 

   ② ＩＥＶ第８２６部及び第１９５部との整合性確認 

   ③ 高圧・特別高圧分野との整合性検討 

３．検討体制 

（１）電気設備技術基準国際化調査委員会（本委員会） 

  ・学識経験者及び産業界等で構成する本委員会を設置する。 

  ・作業会での調査・検討内容を審議し、最終承認を行う。 

（２）作業会 

  ・検討対象となる分野に関する専門家で構成する。 

  ・事業内容の項目について具体的に調査・検討を行い、その結果を本委員会に報告・提

案する。 

（３）主査会 

  ・事務局、作業会関係者等で構成する。 

  ・検討の方向性や課題調整等を実施する。 

（４）事務局 

  ・図１．検討体制図のとおり。 

図１．検討体制図 
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４．スケジュール 

R1/7 8 9 10 11 12 R2/1 
★本委員会 

（第１回）調査目的・方法の紹介、方針確認  [令和元年 8月 6日（火）] 委員会  ●      

（第２回）中間報告                       [令和元年 11 月 15 日（金）] 委員会     ●  

（第３回）報告書案の最終審議             [令和元年 12 月 20 日（金）] 委員会      ●  

★報告書作成 

★報告書提出           [期限：令和 2年 1月 24 日（金）]   ▼ 

①ＩＥＣ６０３６４規格群の制改定への対応 

ａ．電技解釈第２１８条への取入れ等の検討 

  ○電技解釈第２１８条への取入れ可否の検討 

  ○電技解釈第２１８条改正案の提案 

  ○逐条解説の作成 
ＷＧ   ● ● ● ● ● ●  ● 

ｂ．用語の検討 

  ○ＩＥＣ６０３６４規格群の用語検討（抽出・整理・解説作成） 

  ○ＩＥＶ第８２６部及び第１９５部との整合性確認 

  ○高圧・特別高圧分野との整合性検討 

※ＷＧ開催 

・第１回 令和元年 8月 23 日（金）  ・第 5回 令和元年 10月 30 日（水） 

・第 2回 令和元年 9月 11 日（水）  ・第 6回 令和元年 12月 4日（水） 

・第 3回 令和元年 9月 26 日（木）  ・第 7回 令和 2年 1月 15 日（水） 

・第 4回 令和元年 10月 15 日（火）                     

以 上
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令和元年度 電気設備技術基準国際化調査委員会 委員構成 

○：途中交代（新任）、△：途中交代（前任） 

※：電気設備技術基準国際化調査委員会関係以外の目的での本名簿の使用は禁止させて

いただきます。 

 電気設備技術基準国際化調査委員会  

 委員長    日髙 邦彦     東京電機大学 

 委員長代理  高橋 健彦     関東学院大学 

 幹 事    道下 幸志     静岡大学 

委 員    内田 英知     電気保安協会全国連絡会 

 委 員    小野塚 能文    (株)日本設計  

 委 員    五来 高志     （一社）日本電線工業会 

 委 員    澁江 伸之     （一社）日本配線システム工業会 

 委 員    清水 恵一     （一社）日本照明工業会 

委 員    下川 英男     （一社）電気設備学会 

 委 員    新藤 孝敏     （一財）電力中央研究所 

 委 員    竹野 正二     （公社）日本電気技術者協会 

委 員    都筑 秀明     （一社）日本電気協会 

委 員    出口 洋平     （一社）日本電機工業会 

委 員    野田 隆司     全日本電気工事業工業組合連合会 

 委 員    深谷 昌伸      東京電力パワーグリッド（株） 

委 員    藤倉 秀美     （一財）電気安全環境研究所 

 委 員    古田 雅久     （株）関電工 

 委 員    松村 徹      （一社）日本電力ケーブル接続技術協会 

 委 員    三島 康弘     （一社）電気学会 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   川崎 健彦     経済産業省産業保安グループ電力安全課 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   石原 利彦     経済産業省産業保安グループ電力安全課 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   半仁田 敦史    経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   長谷 亮輔     経済産業省産業技術環境局国際電気標準課 

 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   倉科 秀樹     国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ   上村 和之     総務省消防庁予防課 

 事務局    村松 文明     （一社）日本電気協会 

 事務局    廣瀬 和紀     （一社）日本電気協会 

 事務局    岡  優奈     （一社）日本電気協会 

 事務局    萩原 慎      （一社）日本電気協会 

 事務局    金子 貴之     （一社）日本電気協会 

事務局    澤田 明里     （一社）電気設備学会 

 事務局    谷田 暁子     （一社）電気設備学会 

 事務局    齋藤 範幸     （一社）電気設備学会 

事務局    竹内 美津恵    （一社）電気設備学会 
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 取入れ検討ＷＧ  

 主 査    古田 雅久     （株）関電工 

 委 員    一番ヶ瀬 幸雄   （株）九電工 

 委 員    井出 一磨     三機工業（株） 

 委 員    下川 英男     （一社）電気設備学会 

 委 員    竹野 正二     （公社）日本電気技術者協会 

委 員    留目 真行     （株）関電工 

 委 員    中山 武右ェ門   元（一社）電気設備学会 

 委 員    成澤 賢      （株）ユアテック  

 委 員    村松 文明     （一社）日本電気協会 

委 員    山本 達也     （株）トーエネック 

 委 員    山口 健二     パナソニック(株) 

 事務局    澤田 明里     （一社）電気設備学会 

 事務局    谷田 暁子     （一社）電気設備学会 

 事務局    齋藤 範幸     （一社）電気設備学会 

 事務局    竹内 美津恵    （一社）電気設備学会 

 事務局    廣瀬 和紀     （一社）日本電気協会 

 事務局    岡  優奈     （一社）日本電気協会 



-Ⅲ-１- 

第１部 

ＩＥＣ ６０３６４規格群の制改定への対応 

―電技解釈第２１８条への取入れ等の検討― 

―用語の検討― 

【取入れ検討ＷＧ】
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1. IEC 60364 規格群の制改定への対応

1.1 検討方法 

(1) 検討対象規格 

今年度，検討対象としたのは次の4規格である。

これらの規格は対応 JIS（又は JIS 原案）が作成されていないため，検討に当っては，仮訳及び原文

を用いる。 

 a. IEC 60364-5-53 Ed.4.0 (2019)（改正）

低圧電気設備－第5-53 部：電気機器の選定及び施工―安全保護，断路，開閉，制御及び監視のた

めの機器

b. IEC 60364-5-56 Ed.3.0. (2018)（改正）

低圧電気設備－第5-56 部： 電気機器の選定及び施工―安全設備

c. IEC 60364-8-1 Ed.2.0 (2019)（改正）

低圧電気設備－第8-1部：エネルギー効率

d. IEC 60364-8-2 Ed.1.0 (2018)（制定）

低圧電気設備－第 8-2：プロシューマの低圧電気設備

(2) 検討の手順と内容

a.  検討手順

次の手順により検討する。

 1) 電技解釈第218条への取入れ可否の検討

 2) 検討対象規格で取入れ可とした部分の逐条解説の作成

 3) 用語の検討

 4) 上記1) を踏まえて電技解釈第218条の改正原案の検討

b.  電技解釈第218条への取入れ可否の検討

1) 改正規格の場合（対象規格：IEC 60364-5-53，IEC 60364-5-56，IEC 60364-8-1）
電技解釈第218条への取入れ可否の検討に当たっては，検討対象となる IEC規格の仮訳に対し，

現在の電技解釈第218条の該当条項を対応させて，今後の電技解釈第218条の改正に当たって，

取入れが可能であるか否かの検討を実施し，第1.1.1表に示す様式に整理する。

第1.1.1表 電技解釈第218条改正案への取入れ検討の様式（改正の場合）

新しく改正された IEC 60364
規格の仮訳

現在の電技解釈第218条に取り入

れられた IEC 60364 規格(JIS C 
60364)及び仮訳

電技解釈第218条改正案へ

の反映

(和文) IEC 60364
新規格 

(和文) IEC 60364
旧規格 

【改正点の検討】

【整合性評価】

【電技解釈第 218 条改正案

への反映】 可  否
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2) 制定規格の場合（対象規格：IEC 60364-8-2）
① 電技解釈第218条への取入れ可否の検討に当たっては，検討対象とした IEC規格の仮訳に

対し，電技解釈の対応する各条項等と比較して整合か不整合かを検討し，併せて取入れの可

否を検討し，第1.1.2表に示す様式に整理する。

・対象とする基準等：電技解釈第3条から第217条まで及び電技省令

第1.1.2表 電技解釈第218条改正案への取入れ検討の様式（制定の場合）

制定された IEC 60364規格

（仮訳）
対応する電技解釈又は電技省令

電技解釈第218条改正案へ

の反映

(和文) IEC 60364 対応する電技解釈条文等

【電技解釈第 218 条改正案

への反映】

【整合性評価】

取入れ： 可  否

② 判断基準

 整合又は不整合及び取入れ可否の判断は，原則として第1.1.3表のとおりとする。

第1.1.3表 電技解釈第218条改正案への取入れ可否の基準 

内 容 等 整合 

不整合

可 否

① 取入れ対象規格の保安レベルが，現在の電技解釈より高いか同等の場合 整合 可

② 取入れ対象規格の保安レベルが，現在の電技解釈より低い場合 不整合 否

③ 上記②の場合，又は対応する電技解釈がない場合において，対応する電技省

令から見て十分な保安レベルを有していると判断できる場合
整合 可

④ 取入れ対象規格が電技省令の範囲外の場合
不整合 否

⑤ 取入れ対象規格が他の法令で規定されている場合

ただし，上記①～⑤のいずれにも該当しない場合は，その都度判断する。

c. 検討対象規格の逐条解説の作成

第1.1.4表の様式により，取入れ可とした規格について，各箇条を次の手順により検討する。

1) 改正規格の場合

規格が改正の場合は，既存の逐条解説を改正後の規格に照らして，修正又は加筆する。

2)  制定規格の場合

できるだけ分かり易い表現で，新たに逐条解説を作成する。

3)  逐条解説の公表

作成した逐条解説は，可能な範囲で公表できるようにすることを提案する。

第1.1.4表 逐条解説の様式

IEC 60364の和訳 逐 条 解 説 備 考

(和文) IEC 60364 逐条解説内容 
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d.  用語の検討

電技解釈第218条への取入れを可としたIEC規格のうち，IEC60050(国際電気技術用語集[IEV]）
規格群には含まれていないが，解説が必要な用語について，次により解説を作成する。 

1) 解説に当っては，第1.1.5表のフォーマットに取り纏める。 

2) 必要に応じ，図や写真等を用いる。 

3) IEC60050-826(電気設備)及び IEC60050-195(接地及び感電保護)に収録された用語との整合性を

確認する。 

4) IEC61936-1(交流1kV超過の電力設備)で使用する用語との整合性を確認する。 

第1.1.5表 用語検討のフォーマット

用語(英文) 用語(訳文) IEC60364における規定個所 

規定（英文） 規定(訳文) 

【解説】 

e.  電技解釈第218条改正原案の作成

上記の検討を踏まえ，現行の電技解釈第218条（第1.1.6表参照）を改正する場合の原案について提

案する。 

第1.1.6 表 電技解釈第218条の218-1表（平成30年10月）

規格番号（制定年） 規 格 名 備考

JIS C 60364-1(2010) 低圧電気設備－第 1 部：基本的原則，一般特性の評価及び用

語の定義

132.4，313.2，33.2，35 を

除く.

JIS C 60364-4-41 (2010) 低圧電気設備－第4-41部：安全保護－感電保護

IEC 60364-4-42 (2014) 低圧電気設備－第4-42部：安全保護－熱の影響に対する保

護

422を除く.

JIS C 60364-4-43 (2011) 低圧電気設備－第4-43部：安全保護－過電流保護

JIS C 60364-4-44 (2015) 低圧電気設備－第4-44部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨

害に対する保護

443，444，445を除く.

JIS C 60364-5-51 (2010) 低圧電気設備－第5-51部：電気機器の選定及び施工－

一般事項

IEC 60364-5-52 (2009) 低圧電気設備－第5-52部：電気機器の選定及び施工－配線

設備

526.3を除く. 

JIS C 60364-5-53 (2015) 建築電気設備－第5-53部：電気機器の選定及び施工－断

路，開閉及び制御

534を除く.

IEC 60364-5-54 (2011) 低圧電気設備－第5-54部：電気機器の選定及び施工－接地

設備及び保護導体

IEC 60364-5-55 (2016) 建築電気設備－第5-55部：電気機器の選定及び施工－その

他の機器

JIS C 60364-6 (2016) 低圧電気設備－第6部：検証

JIS C 0364-7-701(2010) 低圧電気設備－第 7-701 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－バス又はシャワーのある場所
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IEC 60364-7-702(2010) 低圧電気設備－第 7-702 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－水泳プール及び噴水

JIS C 0364-7-703(2008) 建築電気設備－第 7-703 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－サウナヒータのある部屋及び小屋

JIS C 0364-7-704(2009) 低圧電気設備－第 7-704 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－建設現場及び解体現場における設備

JIS C 0364-7-705(2010) 低圧電気設備－第 7-705 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－農業用及び園芸用施設

JIS C 0364-7-706(2009) 低圧電気設備－第 7-706 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－動きを制約された導電性場所

IEC 60364-7-708(2007) 低圧電気設備－第 7-708 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－キャラバンパーク，キャンピングパーク及び類似

の場所

IEC 60364-7-709(2012) 低圧電気設備－第 7-709 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－マリーナ及び類似の場所

JIS C 0364-7-711(2000) 建築電気設備 第 7 部：特殊設備又は特殊場所に関する要求

事項 第711節：展示会，ショー及びスタンド

JIS C 0364-7-712(2008) 建築電気設備－第 7-712 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－太陽光発電システム

IEC 60364-7-714(2011) 低圧電気設備－第 7-714 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－屋外照明設備

IEC 60364-7-715(2011) 低圧電気設備－第 7-715 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－特別低電圧照明設備

IEC 60364-7-718(2011) 低圧電気設備－第 7-718 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－公共施設及び作業場

IEC 60364-7-722(2015) 低圧電気設備－第 7-718 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－電気自動車用電源

JIS C 0364-7-740(2005) 建築電気設備－第 7-740 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－催し物会場，遊園地及び広場の建造物，娯楽装置

及びブースの仮設電気設備

JIS C 0364-7-753(2014) 低圧電気設備－第 7-753 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－発熱線及び埋込形暖房設備

備考 表中において適用が除外されている規格については，表中の他の規格で引用されている場合においても適用が除外される。
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1.2 取入れ検討結果 

電技解釈第218条への取入れ検討を行った結果の概要を以下に示す。 

(1) IEC 60364-5-53 電気機器の選定及び施工―安全保護，断路，開閉，制御及び監視のための機器

（改正） 

第1.2.1表に IEC 60364-5-53に関する検討概要を示す。

第1.2.1表 IEC 60364-5-53に関する検討概要

箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

530.1 適用範囲  この部の要求事項が a)及び b)の 2 つに分けて規定され，さ

らに，機器の選定及び施工が使用目的に従って２つに分けて

規定されたが，その内容に変更はないので，整合している。

可とした。

530.5   
530.5.1 

機器の施工 機器と配線との接続についての規定が追加された。

530.5.1の保安レベルが，電技解釈第150条第1項第三号及

び第 151 条第 4 項の規定内容と同等以上なので，整合して

いる。可とした。

530.5.2  外箱がないタイプの機器についての規定が追加された。

530.5.1の保安レベルが，電技解釈第150条第1項第一号及

び第 151 条第 1 項の規定内容と同等以上なので，整合して

いる。可とした。

532 

532.1

熱的影響に対する保護の

ための装置及び予防措置 

一般事項

「機器は，発生し得る熱又はアーク／又はスパークを消散さ

せ得るように設置しなければならない。」の規定が追加され

た。 

532.1 の保安レベルが，電技省令第 59 条第 1 項の規定内容

と同等以上なので，整合している。可とした。

532.2

532.2.1

特別な火災の危険がある場

所 

一般事項

「特別な火災の危険がある場所」についての規定が追加され

た。

532.2 の 532.2.2 では，非常時の避難条件（外的影響

BD2,BD3又はBD4の場所）に関する事項について規定し，

532.2.3では火災の危険性あり（外的影響BE2の場所）に関

する事項について規定している。 

これに対して，532.2 の「特別な火災の危険がある場所」に

対応する電技解釈又は省令はなく，532.2 の規定内容は，消

防法及び消防法施行令に定められている。 

したがって，532.2 は，他法令の適用を受ける規定内容なの

で，不整合である。否とした。 

なお，532.2 注記にある IEC 60364-4-42 の 422（特別な火

災の危険がある場所の予防手段）は，従来から適用除外され

ている。
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

532.3 ア ーク発 生検 出装置

（AFDD）の選定

アーク発生検出装置（AFDD）選定のための規格及びその設

置についての規定が追加された。 

我が国においては，アーク発生検出装置（AFDD）について

の規定はないが，532.3では「AFDDが規定されている場合

は，」としており，保安レベルを下げるものではないので，

整合している。可とした。

533
533.1
533.1.1

過電流保護器

一般要求事項

一般事項

一般事項の項目が追記された。

このことは，保安レベルを低下させるものではないので，整

合している。可とした。 

533.1.2 規格への適合性 規格への適合性として，533.1.2.1一般事項，及び533.1.2.2
装置の適用性が規定された。 

このことは，保安レベルを低下させるものではないので，整

合している。可とした。 

533.2 

533.2.1
533.2.2 

533.2.3

過負荷保護装置の選定

一般事項

高調波電流がある場合

並列導体間に不均等に配

分されている電流

一般事項で IB，IZ，Iｎ，I2の条件を明確にし，また，注記1及

び注記2で中性線の規格も追記された。

さらに，533.2.2高調波電流がある場合の規定，533.2.3並列

導体間に不均等に分配されている電流についての規定も追

記された。このことは，保安レベルを向上させるので，整合

している。可とした。 

533.4 

533.4.1
533.4.2 

533.4.3 

過電流保護器の設置位置

一般事項

過負荷保護器の設置位置

短絡保護器の設置位置

過電流保護器の設置位置の項目が追記され，さらに 533.4.1
一般事項，533.4.2過負荷保護装置の設置位置，533.4.3短絡

保護器の設置位置の細目が追記された。

このことは，保安レベルを向上させるので，整合している。

可とした。

533.5 

533.5.1 

533.5.2

過負荷保護機能と短絡保

護機能との保護協調

一つの器具による保護

個別の器具による保護機

能

533.5.1 過負荷保護機能と 533.5.2 短絡保護機能との保護協

調の項目が追記された。このことは，保安レベルを向上させ

るので，整合している。可とした。 

534 過渡過電圧保護のための

機器

過渡過電圧保護の必要性の判断基準である箇条 443 が不整

合であるため（「平成 29 年度新エネルギー等の保安規制高

度化事業（電気設備技術基準国際化調査）報告書 平成30年
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

3月一般社団法人日本電気協会：ページⅢ-7 (2)IEC60364-4-
44 安全保護－妨害電圧及び電磁妨害に対する保護（改正）」

参照），過渡過電圧保護のための保護器の選定と施工に関す

る本箇条も不整合と判断する。否とした。

535 
535.1

535.1.1
535.1.2 
535.1.3 
535.1.4 
535.1.5 

保護装置の遮断協調

過電流保護器相互間の選

択遮断 

一般事項

部分的選択遮断

完全な選択遮断

全体的な選択遮断

強化選択遮断

過電流保護器相互間の選択遮断について

535.1.1一般事項

535.1.2部分的選択遮断

535.1.3完全な選択遮断

535.1.4全体的な選択遮断

535.1.5強化選択遮断

が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので，整合し

ている。可とした。 

535.2 漏電遮断器と過電流保護

器（OCPD s）との間の遮断

協調

改正前の過電流保護装置付き漏電遮断器についての規定を

削除して，過電流保護装置なしの漏電遮断器についての規定

に変更された。このことは，保安レベルを下げるものではな

いので，整合している。可とした。 

535.5 過電流保護器を組み合わ

せた短絡保護

過電流保護器を組み合わせた短絡保護が追加された。

電技省令第 14 条で，「電路の必要な個所には，過電流によ

る過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し，かつ，火災

の発生を防止できるよう，過電流遮断器を施設しなければな

らない。」と規定しており，535.5 の保安レベルが，電技省

令14条の規定内容と同等以上である。また，電技解釈33条

第 1 項もバックアップ保護の適用を認めていることから整

合している。可とした。 

536.2 
536.2.1 
536.2.1.3 

断路

一般事項

インターロックの体系が追記された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.2.2 
536.2.2.1 

断路用装置 断路用装置の図記号が明示された。また，改正前の536.2.2.2
に記載のあったインパルス耐電圧に関しては，表現が変更さ

れただけで，記載内容に変更はない。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.2.2.6 ヒューズリンク回路が中性線に挿入されている場合の要件が追

加された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合している。

可とした。
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

536.2.2.7 断路の方法を記載した備考が削除され，中性線だけに単極式

保護装置を使用してはならないことが追記された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.2.2.9 536.2.2.1～536.2.2.8 に示される断路用装置が，プラグ並び

にコンセント，コネクタ及び照明器具の接続に関する器具に

は適用しないことが追記された。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.3 

536.3.1 
536.3.1.1 

機械的保守のための開路

一般事項

電気機器がIEC 60204-1の適用範囲にある場合は，そのIEC 
60204-1 の機械的保守に関する回路に対する要求事項を適

用すると追記され，備考の機械的保守のための開路装置を有

する設備の例が削除された。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.3.2 

536.3.2.1 

機械的保守のための開路

用装置

「保守すべき電気使用機器の電源回路に装置が挿入されて

いない場合は，制御回路を遮断しなければならない」の規定

が追加された。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.4 
536.4.1 
536.4.1.1 

非常開閉

一般事項

電気機器が IEC 60204-1 の適用範囲内である場合は，その

規格の非常開閉に関する要求事項を適用すると追記された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.4.3 非常停止装置 電気機器が IEC 60204-1 の適用範囲内である場合は，その

規格の非常開閉に関する要求事項を適用すると追記された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.5  
536.5.1 
536.5.1.1 

機能的開閉（制御）

一般事項

改正後の記載内容に変更はない。可とした。 

536.5.1.2 単極の開閉器が中性線に取り付けられる場合が追記された。

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.5.1.3 記載表現に変更があったが，記載内容に変更はない。 

整合している。可とした。

536.5.2 機能的開閉器 機能的開閉のために使用する機器の要件が追記された。 
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

536.5.2.1 このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.5.2.2 改正前の 536.5.2.1 が 536.5.2.2 となったが，記載内容に変

更はない。整合している。可とした。

536.5.2.3 改正前の 536.5.2.2 が 536.5.2.3 となり，備考 2.に記載の機

能的開閉の方法が削除された。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.5.2.4 改正前の 536.5.2.3 が 536.5.2.4 となり，機能的開閉用に使

用してはならないものの記載がリンクだけとなった。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

536.5.2.5 改正前の 526.5.1.4 が 536.5.2.5 となったが，記載内容に変

更はないので，整合している。可とした。

537 
537.1 
537.1.1 

監視

一般事項

監視装置

監視装置についての規定が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.1.2 絶縁監視装置（IMDs）の選

定

「絶縁監視装置（IMDs）の選定」についての規定が追加さ

れた。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.1.3 漏電警報器（RCMs）の選定 「漏電警報器（RCMs）の選定」についての規定が追加され

た。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.2 

537.2.1 

電源の継続性のための IT
系統

一般事項

「電源の継続性のための IT 系統に関する一般事項」が追加

された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.2.2 絶縁監視装置（IMDs） 「絶縁監視装置（IMDs）」についての規定が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.2.3 IMDs設備 IMDs設備についての規定が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

537.3 IT系統の公共配電系統 「IT系統の公共配電系統」についての規定が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

いる。可とした。

537.4 TN，TT，及び IT系統にお

けるオフ-ラインシステム

「TN，TT，及び IT系統におけるオフ-ラインシステム」に

ついての規定が追加された。

このことは，保安レベルを下げるものではないので整合して

いる。可とした。

附属書E（規定） 断路及び開閉装置に関する参考規格が提示された。 

このことは，保安レベルを下げるものではなく，整合してい

る。可とした。

(2) IEC 60364-5-56 電気機器の選定及び施工―安全設備（改正）

第1.2.2表に IEC 60364-5-56に関する検討概要を示す。

第1.2.2表 IEC 60364-5-56に関する検討概要

箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

560.1 適用範囲 この規格の Ed.1.0 及び Ed.2.0 では，安全設備，安全設備のた

めの電力供給方式の選定及び施工及び安全設備用電源について

規定している。 

安全設備の例

－ 非常用(避難用)照明 

－ 消火ポンプ 

－ 消防隊用エレベータ

－ 火災報知設備，一酸化炭素警報及び防犯警報のような

警報設備， 

－ 避難設備

－ 排煙設備

－ 重要な医療設備 

560.1に対応する電技解釈又は省令はない。

一方，建築基準法施行令第126条の4及び消防法施行令第7条

には，下記のように規定されている。

【建築基準法施行令】

第 126 条の 4 法別表第 1 に掲げる用途に供する特殊建築物

の居室，階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超え

る建築物の居室，第116条の2第1項第一号に該当する窓そ

の他の開口部を有しない居室又は延べ面積が 1 000 平方メー

トルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ず

る廊下，階段その他の通路並びにこれらに類する建築物の部

分で照明装置の設置を通常要する部分には，非常用の照明装

置を設けなければならない（抜粋）。

【消防法施行令】

第 7 条 法第 17 条第 1 項の政令で定める消防の用

に供する設備は，消火設備，警報設備及び避難設備
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

とする。

以上のことから，Ed.1.0及びEd.2.0では，この規格は他法令の

適用を受ける規定内容と判断して，電技解釈への取入れを否と

してきた。

改正後のEd.3.0では，560.7（安全設備用回路），560.8（配線

設備），560.9（非常照明応用），560.10（火災予防アプリケー

ション／機器）の各サブクローズでいくつかの追加事項があっ

たが，560.1（適用範囲）の規定内容に変更はなく，他の法令で

規定されていると判断して，否とした。

(3) IEC 60364-8-1 エネルギー効率（改正）

第1.2.3表に IEC 60364-8-1に関する検討概要を示す。

第1.2.3表 IEC 60364-8-1に関する検討概要 

箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

1. 適用範囲 この規格のEd.1では，電気の効率的な使用を最高に活用するため

に，低圧電気設備の設計・施工・検証のための追加の要求事項，

手段及び推奨事項を提供することを目的としている。 

一方，我が国では「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」

で工場等輸送，建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用

の合理化等に関する所要の措置，電気の需要の平準化に関する所

要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進める

ために必要な措置を講ずることと規定している。 

以上のことから，Ed.1.0では，この規格は他法令の適用を受ける

規定内容と判断して，電技解釈への取入れを否としてきた。

改正後の Ed.2.0 では，4.2（電気設備に関するエネルギー効率評

価）の追加及び8.3（負荷，センサー及び予測からの入力）の改正

があったが，1.（適用範囲）の規定内容に主な変更はなく，他の法

令で規定されていると判断して，否とした。 

なお，今回の主な改正内容は，次のとおりである。 

① 4.2 電気設備に関するエネルギー効率評価（Energy efficiency 
assessment for electrical installations）の追加 

電気設備の省エネルギー性能を確保・維持するため，設備全体の

エネルギー効率について評価を行うよう規定する箇条が追加さ

れた。 

エネルギー使用量の測定データなどをもとに定期的な評価（商業

用施設では5年ごと，産業用及びインフラ施設では3年ごと）を

行い，その結果所定の省エネルギーレベルを下回った場合には，

設備の改修を行うことと規定している。 
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

評価の基準及び手順については附属書Bに規定されており，本附

属書も今回改正となった。従来は，評価の一例についてのみ示す

ものであったが，今回の改正により正式な手順及び評価基準が明

記された。 

② 8.3 負荷，センサー及び予測からの入力（Inputs from loads, 
sensors and forecasts）の改正 

エネルギーマネジメントシステムに必要となる「エネルギー測

定」に関し，当該 IEC規格に準拠した測定器類を使用するよう，

規定が改正された。 

また，測定器類の設置場所及び所要性能に関する規定が新たに追

加された。例えば，各分岐回路ではエネルギー使用量の測定のみ

でよいが，幹線では力率を含む電力測定が，設備の源点では高調

波及びひずみ率の測定が必要となる。

(4) IEC 60364-8-2 プロシューマの低圧電気設備（制定）

第1.2.4表に IEC 60364-8-2関する検討概要を示す。

第1.2.4表 IEC 60364-8-2に関する検討概要 

箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

1. 適用範囲 この規格(IEC60364-8-2)は，電気使用機器及び公共配電網への電
気エネルギーの供給のためのエネルギーの地域における生産及び

／又は貯蔵を含む低圧電気設備の設計，施工及び検証を規定して

いる。

IEC60364-8-2 の目的は，配電系統事業者への電力供給も含め，
「ⅰ) 電気エネルギーの使用の管理」，「ⅱ) 電力消費や発電量の

制御」，「ⅲ) CO2排出量の削減」及び「ⅳ) 電力の貯蔵と供給」(附

属書 A 参照)としている。これに対し，「電気設備技術基準」は，「感

電，火災の防止」，「異常の予防及び保護対策」，「電気的，磁気的障

害の防止」及び「供給支障の防止」を目的としている。このことは，

IEC60364-8-2 と電気設備技術基準の目的は明らかに異なってい
る。

また，IEC60364-8-2 では，電気の消費について，「プロシューマの
低圧電気設備が貯蔵能力を有する場合は，需要の低いときを利用し

て貯蔵する。」及び「緊急の電力消費の削減が必要なときは，配電系

統事業者との情報交換により電力消費を制御して需給のバランスをと

る。」(附属書 A 参照)旨定めている。これに対し，「エネルギーの使

用の合理化等に関する法律」は，平準化の具体的措置について第五

条第二項第一号及び第二号において，「平準化が必要な時間帯に

おける電気の使用を燃料又は熱の使用へ転換する。」及び「平準化
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箇条番号 箇条項目 取入れの対応等 

が必要な時間帯から必要としない時間帯へ電気機器の使用時間を

変更する。」の 2点を規定している。このことは，IEC60364-8-2に定
める内容が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に定める

内容と一致することを示している。

以上のことから，IEC60364-8-2 は，他法令で規定されていると判断
し，取入れを否とした。

(5) 取り入れ検討結果のまとめ 

今回対象となった4規格の取入れ検討結果を第1.2.5表に示す。 
第1.2.5表 取入れ検討結果

規格番号

IEC 60364- 
規格のタイトル 

（箇条のタイトル） 
取入れ検討対象部分の規定概要 

取入れ 

可 否 

5-53 

電気機器の選定及び施工―

安全保護，断路，開閉，制

御及び監視のための機器 

断路，開閉，制御及び監視のための機器及び安全

保護手段に従って実施する機器の選定及び施工

に関する規定。ただし，箇条532.2及び箇条534
を除く。 

可 

箇条532.2 特別な火災の
危険がある場所 

非常時の避難条件（住居密度及び非難の困難性）

及び火災の危険のある場所における電気設備の

選定と施工に関する規定 

否 

箇条534  過渡過電圧保護
のための機器 

過渡過電圧保護のための保護機器の選定と，施工

に関する規定。 
否 

5-56 安全設備 
安全設備，安全設備のための電力供給方式及び安

全設備用電源に関する規定 
否 

8-1 エネルギー効率 

電気の効率的な使用を最高に活用するための低

圧電気設備の設計，施工，運転及び検証について

の規定 

否 

8-2 
プロシューマの低圧電気設

備 

電気使用機器及び公共配電網への電気エネルギ

ーの供給のためのエネルギーの地域生産及び/又

は貯蔵を含む低圧電気設備の設計，施工及び検証

に関する規定 

否 

 以上，検討した4規格のうち IEC 60364-5-53の532.2，534及び5-56，8-1，8-2の3規格が否となっ
た。 
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1.3 電技解釈逐条解説案 
1.2 項で取入れを可とした規格について逐条解説を作成した。

1.4  用語の検討 
1.2項での検討結果により取入れを可とした規格(IEC 60364-5-53)について，検討対象とした用語

は，第1.4.1表のとおりであり，これらについて用語解説を作成した。 
なお，IEC 60050-826(IEV-電気設備)，IEC 60050-195(IEV-接地及び感電保護)及び IEC 61936-

1(交流1kV超過の電力設備)との整合性確認の対象となる用語はなかった。 

第1.4.1表  解説対象とした用語

用語(英文) 用語(仮訳) 

devices to achieve compliance with measures 
of protection for safety 

安全保護手段に従って実施するための機器 

devices providing more than one function 複数の機能を兼用する装置 

residual current operated circuit-breakers 
with integral overcurrent protection (RCBOS) 

過電流保護付き漏電遮断器(RCBOS) 

switch-fuses,  
fuses-switch,  
disconnector-fuses,  
fuse-disconnector,  
switch-disconnector-fuse and fuse-switch-
disconnector 

スイッチヒューズ， 

ヒューズスイッチ， 

ディスコネクタ－ヒューズ， 

ヒューズ－ディスコネクタ， 

スイッチディスコネクタ－ヒューズ及びヒューズ－

スイッチディスコネクタ 

aM and aR type fuses aM形ヒューズ及びaR形ヒューズ 
grouping of conductors 電線のグループ分類 

the selectivity limit current  Iｓ 選択遮断限界電流 Iｓ 
partial selectivity 
full selectivity 
total selectivity 
enhanced selectivity 

部分的選択遮断 

完全な選択遮断 

全体的な選択遮断 

強化選択遮断 

stalled motor currents 電動機の拘束電流 

system conductors システム導体 

leakage capacitances 漏洩静電容量 

directionally discriminating RCMs 方向性識別RCM
off-line systems オフ-ラインシステム 
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1.5 電技解釈第218条の 218-1表の見直し提案 
1.2項の検討結果を踏まえ，過年度の取入れ検討結果も含めた電技解釈第 218条の 218-1表の改正
案を第1.5.1表に示す。
なお，表中の規格番号のうち，平成 30 年度取り入れ検討分は改正規格をイタリック及び強調文字

（例えば，IEC 60364-4-41（ 2 017））で表し，さらに令和元年度取入れ検討分は下線 (例えば，IEC 60364-
5-53 (2019))で表した。

第1.5.1表 電技解釈第218条の218-1表(案) 
規格番号(制定年) 規 格 名 備考

JIS C 60364-1 (2010) 低圧電気設備－第 1部：基本的原則，一般特性の評価及び用

語の定義

132.4，313.2，33.2，35を

除く.

IEC 60364-4-41 (2017) 低圧電気設備－第4-41部：安全保護－感電保護

IEC 60364-4-42 (2014) 低圧電気設備－第4-42部：安全保護－熱の影響に対する保

護

422を除く.

JIS C 60364-4-43 (2011) 低圧電気設備－第4-43部：安全保護－過電流保護

IEC 60364-4-44 (2018) 低圧電気設備－第4-44部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨

害に対する保護

443，444，445を除く.

JIS C 60364-5-51 (2010) 低圧電気設備－第5-51部：電気機器の選定及び施工－

一般事項

IEC 60364-5-52 (2009) 低圧電気設備－第5-52部：電気機器の選定及び施工－配線

設備

526.3を除く. 

IEC 60364-5-53 (2019) 建築電気設備－第5-53部：電気機器の選定及び施工－

安全保護，断路，開閉，制御及び監視のための機器

532.2，534を除く.

IEC 60364-5-54 (2011) 低圧電気設備－第5-54部：電気機器の選定及び施工－接地

設備及び保護導体

IEC 60364-5-55 (2016) 建築電気設備－第5-55部：電気機器の選定及び施工－その

他の機器

IEC 60364-6 (2016) 低圧電気設備－第6部：検証

JIS C 0364-7-701(2010) 低圧電気設備 第 7-701 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－バス又はシャワーのある場所

IEC 60364-7-702(2010) 低圧電気設備 第 7-702 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－水泳プール及び噴水

JIS C 0364-7-703(2008) 建築電気設備 第 7-703 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－サウナヒータのある部屋及び小屋

IEC 60364-7-704(2017) 低圧電気設備 第 7-704 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－建設現場及び解体現場における設備

JIS C 0364-7-705(2010) 低圧電気設備 第 7-705 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－農業用及び園芸用施設

JIS C 0364-7-706(2009) 低圧電気設備 第 7-706 部：特殊設備又は特殊場所に関する
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要求事項－動きを制約された導電性場所

IEC 60364-7-708(2017) 低圧電気設備 第 7-708 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－キャラバンパーク，キャンピングパーク及び類似

の場所

IEC 60364-7-709(2012) 低圧電気設備 第 7-709 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項－マリーナ及び類似の場所

IEC 60364-7-711(2018) 低圧電気設備 第 7部：特殊設備又は特殊場所に関する要求

事項 第711節：展示会，ショー及びスタンド

IEC 60364-7-712(2017) 低圧電気設備 第 7-712 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-太陽光発電システム

IEC 60364-7-714(2011) 低圧電気設備 第 7部：特殊設備又は特殊場所に関する要求

事項 第714節：屋外照明設備

IEC 60364-7-715(2011) 低圧電気設備 第 7-715 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-特別低電圧照明設備

IEC 60364-7-718（2011） 低圧電気設備 第 7-718 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-公共施設及び作業場

IEC 60364-7-722（2018） 低圧電気設備 第 7-722 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-電気自動車用電源

JIS C 0364-7-740(2005) 建築電気設備 第 7-740 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-催し物会場，遊園地及び広場の建造物，娯楽装置及

びブースの仮設電気設備

IEC 60364-7-753(2014) 低圧電気設備 第 7-753 部：特殊設備又は特殊場所に関する

要求事項-発熱線及び埋込形暖房設備

備考 表中において適用が除外されている規格については，表中の他の規格で引用されている場合においても適用が除外さ

れる。

［適用除外される IEC 60364］
  取入れ検討の結果，以下の規格を適用除外とした。

(1) 保安レベルを下げるとして適用除外した規格
1) IEC 60364-5-52（電気機器の選定及び施工-配線設備）のうち 

526.3（接続部への接近) 
(2) 電気設備の技術基準の範囲外等の理由から取入れを見送った規格

1) IEC 60364-1（基本的原則）のうち
33.2（電磁両立性) 

2) IEC 60364-4-44（安全保護-妨害電圧及び電磁妨害に対する保護）のうち
443（大気現象又は開閉による過電圧に対する保護）
444（電磁的影響に対する手段）
444.6（回路の電磁的離隔）
445（不足電圧保護) 



-Ⅲ-18-	

3) IEC 60364-5-53（電気機器の選定及び施工-安全保護，断路，開閉，制御及び監視のための
機器）のうち

534（過渡過電圧保護のための機器) 
4) IEC 60364-7-710（特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-医用場所）
5) IEC 60364-7-717（特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-移動形又は運搬可能形ユニッ
ト）

 (3) 他法令の適用を受ける規定内容として適用除外した規格
1) IEC 60364-1（基本的原則）のうち

132.4（安全設備用電気供給設備又は予備電力供給設備）
313.2（安全設備用電力供給及び予備系統）
35（安全設備）

2) IEC 60364-4-42（安全保護-熱の影響に対する保護）のうち
422（特別な火災の危険がある場所の予防手段）

3）IEC 60364-5-53（電気機器の選定及び施工 ― 安全保護，断路，開閉，制御及び監視のた
めの機器）のうち

532.2（特別な火災の危険がある場所）
4) IEC 60364-5-56（電気機器の選定及び施工-安全設備）
5) IEC 60364-7-713（特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-家具）
6) IEC 603647-721（特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-キャラバン及びモータキャラ
バンの電気設備）

7) IEC 60364-7-729（特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-操作又は保守用通路）
8) IEC 60364-8-1（エネルギー効率）
9) IEC 60364-8-2（プロシューマの低圧電気設備）

 備考： 平成 30年度取入れ検討分はイタリック，強調文字で表し（例えば，444.6 ），さらに
令和元年度取入れ検討分は下線（例えば，IEC 60364-5-56 ）で表した。



あとがき 

低圧電気設備に関する国際規格である IEC 60364 は、平成 11年 11 月に電技解釈第 272
条（現電技解釈第 218 条）として一括して取り入れがなされた。続いて、平成 22 年 1 月
には、高圧・特別高圧に関する国際規格である IEC 61936-1 が、電技解釈第 272 条の 2（現
電技解釈第 219 条）として取り入れが図られた。これによって、低圧から高圧・特別高圧
まで一貫して電技解釈の IEC 整合化が図られたことになり、電気設備技術基準国際化調査
委員会の設置目的である電技解釈の国際整合化については、一応の成果を収めることがで

きた。

以降、IEC 60364 規格群は、低圧電気設備の多様化や分散電源の普及の影響により、
IEC/TC64 において制定並びに改定作業が逐次進められており、当委員会でも継続的にそ
のフォローを行っているところである。

今後の方向性としては、以下のように、当委員会において、IEC/TC64 による規格の制
定・改正に対する継続的なフォローを行っていくと共に、IEC 60364 の JIS化や普及活動
等について官民共同の対応が望まれるところである。

１．IEC 60364 の制定・改正への対応
IEC/TC64 によって IEC 60364 の規格が制定・改定された場合には、電技解釈への取
り入れについてフォローしていく必要がある。

２．IEC 60364の JIS化
現状、近年制定並びに改定された IEC 60364規格群は、英語版、仏語版のみであり、
わが国での適用にあたって理解しにくい面がある。これらの規格について JIS化を図り、
日本語版として発行されることが望ましい。

３．IEC 60364 の普及活動
IEC 60364規格の新たな取り入れに対応して、外部での説明会を開催するなど、電技

の国際整合化に対する何らかの普及活動が望まれる。

令和 2 年 1 月
一般社団法人 日本電気協会


