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Ⅰ．事業計画 

１．調査目的 

「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。）に規定する技術的要

件に関して，その内容を具体的に示した「電気設備の技術基準の解釈」（以下「解釈」とい

う。）を定めており，省令に定める要件を満たすべき技術的内容はこの解釈の規定に限定さ

れるものではなく，省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば，

解釈に記載のないものであっても省令に適合するものと判断されるものであるが，事業者に

頻繁に参照されるものである。 

本事業は，解釈で引用している規格のうち改正が行われたものについて，当該規格を引き

続き引用することの妥当性についての調査及び解釈に規定していない施工方法等について，

省令に適合するものであるかの調査を行うことを目的とする。 

 

２．事業の具体的内容 

（１）規格の調査 

①改正後の規格を引用することの妥当性検討 

規格を引用している解釈について，改正後の規格の技術的内容を確認し，引き続き解

釈に引用することの妥当性について調査する。 

調査結果を踏まえて必要に応じて解釈条文の見直しを検討する。なお，解釈条文の見

直しを行う場合は，従来の形態の条文に加え，第 15 回電力安全小委員会（平成 29 年 3

月 21 日）で示された技術基準の更なる性能規定化の仕組みを想定した条文案も作成し，

課題を調査する。 

調査の対象とする規格及び解釈の条文は，以下のとおり。 

（計 22 規格） 

・JIS C 8918(1998)2005 追補「結晶系太陽電池モジュール」・・・第 16 条 

・JIS C 8939(1995)2005 追補「アモルファス太陽電池モジュール」・・・第 16条 

・JEC 2470(2005)「分散形電源系統連系用電力変換装置」・・・第 16条 

・JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンク

リートポール」・・・第 56 条 

・JIS A 5373(2010)「プレキャストプレストレストコンクリート製品」・・・第 56 条 

・JIS G 3101(2010)「一般構造用延鋼材」・・・第 56条，第 57条 

・JIS G 3106(2015)「溶接構造用圧延鋼材」・・・第 56条，第 57条 

・JIS G 3444(2010)「一般構造用炭素鋼鋼管」・・・第 56 条，第 57 条 

・JIS G 3445(2010)「機械構造用炭素鋼鋼管」・・・第 56 条，第 57 条 

・JIS B 1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第 1部：ボルト，ね

じ及び植込みボルト」・・・第 57 条 

・JIS B 1186(1995)2007 追補「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセッ

ト」・・・第 57条 

・JIS G 3114(2008)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」・・・第 57 条 

・JIS G 3129(2005)「鉄塔用高張力鋼鋼材」・・・第 57条 
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・JIS G 3474（2008）2011 追補「鉄塔用高張力鋼管」・・・第 57条 

・JIS G 3223(1988)2008 追補「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」・・・第 57 条 

・JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法（附属書 発熱線等）」・・・第 195 条，

第 197 条 

・JIS G 3452(2010)「配管用炭素鋼鋼管」・・・第 195 条，第 197 条 

・JIS K 7137-1(2001)「プラスチック－ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）素材－第 1 

部：要求及び分類」・・・第 197 条 

・JIS G 3456(2010)「高温配管用炭素鋼鋼管」・・・第 197 条 

・JIS G 3457（2005）「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」・・・第 197 条 

・JIS G 3459（2012）「配管用ステンレス鋼管」・・・第 197 条 

・JIS G 3454（2012）「圧力配管用炭素鋼鋼管」・・・第 197 条 

 

②規格の改定状況調査 

令和 2 年度以降も継続して，改正された規格を引用することの妥当性を調査すること

を見据え，本調査で取り扱う規格以外にも解釈に引用されている規格（20規格程度）に

ついて改正の有無を調査する。 

 

（２）省令への適合性の調査 

解釈第 167 条では，「低圧配線が，弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は，

次項ただし書の規定による場合を除き，低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触しないよ

うに施設すること。」と規定されている。その他，解釈第 110 条，第 111 条，第 113 条，第

126 条，第 132 条，第 168 条，第 169 条，第 173 条，第 174 条，第 179 条，第 194 条におい

ても，電線等が水管と接近又は交差する場合に一定の離隔距離を確保すること等が規定さ

れている。 

これら条文では水管の材質について言及されていないが，解釈第 181 条及び第 183 条は

明確に「金属製」の水管のみに対して規定している。近年ポリエチレン製の水管が増加し

ている現状も踏まえ，条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省

令への適合性の観点から調査及び検討を行う。適合性の判断を行う省令の箇条は，以下に

示すものを基本とする。 

・第 6条 （電線等の断線の防止） 

・第 20 条（電線路等の感電又は火災の防止） 

・第 28 条（電線等の混食の防止） 

・第 29 条（電線による他の工作物等への危険の防止） 

・第 30 条（地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止） 

・第 37 条（屋内電線路等の施設の禁止） 

・第 56 条（配線の感電又は火災の防止） 

・第 62 条（配線による他の配線等又は工作物への危険の防止） 

 

また，その他の条文についても，必要に応じて課題を抽出し，調査を実施すること。 
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３．事業実施方法 

学識経験者（電気工学，機械工学等を専攻とする大学教授等）及び産業界等（電気事業者，

メーカー等）から選定した委員により構成される委員会を設置して検討を行う。 

（委員会の構成） 

・委員会（3 回程度開催） 

委員：学識経験者 10 名程度，産業界等から選定した委員 5 名程度 

委員会の下に必要な作業会を設ける。 

・作業会（ＷＧ）（各 3～5 回程度開催） 

委員：学識経験者，産業界等から選定した委員 10～15 名程度 

（以上，仕様書どおり） 

（１）調査内容を検討する委員会の設置 

具体的な委員会等の構成を次のようにする。 

a．電気設備技術基準関連規格等調査委員会（本委員会） 

・学識経験者および専門家で構成する。なお，事務局より 1 名が委員として参加する。 

・本事業の調査項目について，幹事会，作業会の調査・検討結果を踏まえて審議・評価

等を行う。 

・必要に応じて学識経験者又は専門家を追加する。 

b．幹事会 

・学識経験者並びに各作業会の幹事から構成し，それぞれの検討の調整及びとりまとめ

を行う。 

・必要に応じて専門家を追加する。 

c．作業会 

・本事業の調査項目について，具体的な調査・検討を行う。 

・作業会は，「電気設備の技術基準」に関係する専門家で構成する。 

・必要に応じて専門家を追加する。 

d．事務局 

・一般社団法人 日本電気協会を事務局とする。 
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e．検討体制 

 

 
  

経済産業省

電気設備技術基準関連規格等調査委員会（仮称）

幹事会

（事務局：日本電気協会）
本委員会

（注1） 各体制における具体的な委員選出は，関係団体との調整により決定予定。
（注2） 委員長については，当協会で現在までに実施した委員会等で協力をいただいた学識経験者に依頼予定。
（注3） 点線は，作業分担予定であるが，その他必要に応じ対応する。

改定された規格の
取り入れ検討

（発変電関係）

電線等と水管との
接近に係る検討

（配電関係）

改定された規格の
取り入れ検討
（送電関係）

改定された規格の
取り入れ検討

（配電関係）

改定された規格の
取り入れ検討

（需要設備関係）

電線等と水管との
接近に係る検討
（需要設備関係）

作業会
（架空送電）

作業会
（発変電）

作業会
（地中送電）

作業会
（配電）

作業会
（需要設備）

電線等と水管との
接近に係る検討

（地中電線路関係）
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f．委員名簿 

 

電気設備技術基準関連規格等調査委員会 （本委員会） 

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

委員長 大崎 博之 東京大学 

委員 大木 義路 早稲田大学 

委員 若尾 真治 早稲田大学 

委員 熊田 亜紀子 東京大学 

委員 馬場 旬平 東京大学 

委員 渡邉 信公 関東職業能力開発大学校 

委員 道下 幸志 静岡大学 

委員 大熊 武司 神奈川大学 

委員 中山 正人 電気事業連合会 

委員 田中 一彦 一般社団法人 日本電機工業会 

委員 五来 高志 一般社団法人 日本電線工業会 

委員 内田 英知 電気保安協会全国連絡会 

委員 福島 周一 一般社団法人 日本電設工業協会

委員 吉岡 賢治 一般社団法人 日本電気協会 

オブザーバ 川崎 健彦 経済産業省 電力安全課 

オブザーバ 石原 利彦 経済産業省 電力安全課 

事務局 都筑 秀明 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 丸山 敬司 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 金子 貴之 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 五十嵐 優一 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 田弘 伸輔 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 千葉 智博 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 同形尻 潤 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 齊藤 弘幸 一般社団法人 日本電気協会 
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電気設備技術基準関連規格等調査 幹事会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

主査 馬場 旬平 東京大学 

委員 梯 靖弘 関西電力株式会社 

委員 上村 哲徳 九州電力株式会社 

委員 真下 展宏 東京電力パワーグリッド株式会社 

委員 櫻木 誠 中部電力株式会社 

委員 冨田 有修 関西電力株式会社 

事務局 都筑 秀明 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 金子 貴之 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 千葉 智博 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 同形尻 潤 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 齊藤 弘幸 一般社団法人 日本電気協会 

 

 

電気設備技術基準関連規格等調査 発変電作業会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

幹事 梯 靖弘 関西電力株式会社 

委員 飯野 匡宏 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社 

委員 渡邊 忠 中部電力株式会社 

委員 貞廣 光紀 関西電力株式会社 

委員 灘 和久 中国電力株式会社 

委員 松尾 聡 九州電力株式会社 

委員 西出 篤史 株式会社日立製作所 

委員 矢野 徹 三菱電機株式会社 

委員 鈴木 浩二 東芝ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

委員 鈴木 秀俊 電源開発株式会社 

委員 中屋 剛 東北電力株式会社 

委員 柳沼 雄一郎 東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

委員 稲田 敬三 北陸電力株式会社 

委員 小森 健介 日立三菱水力株式会社 

委員 川崎 智 東芝ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

事務局 山口 外美夫 一般社団法人 日本電気協会 
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電気設備技術基準関連規格等調査 架空送電作業会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

幹事 上村 哲徳 九州電力株式会社 

委員 藤田 洸己 東北電力株式会社 

委員 高橋 慎哉 東京電力パワーグリッド株式会社 

委員 中司 賢一 中部電力株式会社 

委員 杉本 幸薫 関西電力株式会社 

委員 岡田 祐二 九州電力株式会社 

委員 村上 三朗 電源開発株式会社 

委員 石田 交広 株式会社巴コーポレーション 

事務局 下村 義隆 一般社団法人 日本電気協会 

 

 

電気設備技術基準関連規格等調査 地中送電作業会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

幹事 真下 展宏 東京電力パワーグリッド株式会社 

委員 小田桐 良介 東京電力パワーグリッド株式会社 

委員 山本 直人 中部電力株式会社 

委員 岩井 博正 関西電力株式会社 

委員 東 良暢 九州電力株式会社 

委員 梨本 裕 電源開発株式会社 

事務局 下村 義隆 一般社団法人 日本電気協会 
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電気設備技術基準関連規格等調査 配電作業会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

幹事 櫻木 誠 中部電力株式会社 

委員 井上 博貴 中部電力株式会社 

委員 万木 剛 東北電力株式会社 

委員 柳川 善代 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社 

委員 宮下 滋 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社 

委員 泉谷 傑 関西電力株式会社 

委員 竹内 俊介 関西電力株式会社 

委員 末廣 雄策 九州電力株式会社 

委員 新井 伸隆 （一財）電力中央研究所 

委員 泊 政明 株式会社 フジクラ 

委員 加藤 元晴 住友電気工業株式会社 

事務局 大坪 慎治 一般社団法人 日本電気協会 
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電気設備技術基準関連規格等調査 需要設備作業会  

（敬称略） 

委員区分 氏名 所 属 

幹事 冨田 有修 関西電力株式会社 

委員 岸 淳一 関西電力株式会社 

委員 猪飼 龍哉 中部電力株式会社 

委員 松尾 隆裕 東京電力パワーグリッド株式会社 

委員 前田 英昭 一般社団法人 日本電機工業会 

委員 大澤 敦 
独立行政法人 労働者健康安全機構  

労働安全衛生総合研究所  

委員 下川 英男 一般社団法人 電気設備学会 

委員 藤田 昌宏 一般社団法人 日本配線システム工業会 

委員 野田 隆司 全日本電気工事業工業組合連合会 

委員 佐々木 正行 一般社団法人 日本電線工業会 

委員 浅賀 光明 株式会社 関電工 

委員 近藤 圭 株式会社 きんでん  

委員 浅井 久幸 東光電気工事株式会社 

委員 鈴木 正美 一般財団法人 関東電気保安協会 

委員 小川 達也 一般財団法人 中部電気保安協会 

委員 大西 將敬 一般財団法人 関西電気保安協会 

委員 金谷 享 全国電気管理技術者協会連合会 

旧委員 中島 丈志 一般財団法人 関西電気保安協会 

事務局 小林 幸信 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 佐野 晋一郎 一般社団法人 日本電気協会 

事務局 廣瀬 和紀 一般社団法人 日本電気協会 
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（２）調査の進め方 

① 改正・廃止されている規格を引用している電技解釈の条文の見直しに係る調査 

a. 改正後の規格を引用することの妥当性検討 

調査の対象とする規格及び解釈の条文について， 新・移行先の規格（以下「新規

格」という）の内容を確認し，その位置付けを分類（規定内容が改正以前と同等以上，

規定内容が簡素化，廃止など）した後，新規格を引用することの妥当性を調査する。

そのままでは引用できない場合，引用を継続するための方策についても検討する。 

新規格の引用が可能な場合は，電技解釈を改正する際の一例として当該条文の改正

案を作成し，報告書に参考添付する。その際，第 15 回電力安全小委員会（平成 29 年

3 月 21 日）で示された技術基準の更なる性能規定化の仕組みを想定した条文案【具体

的には平成 29 年度電気設備に関する技術基準の性能規定化検討調査で作成された条

文案を必要に応じて見直し】も作成し，課題を調査する。 

新規格が大幅に改正されているなど，引用することができないと考えられる場合は，

可能な範囲において解決策の検討を行う。 

 

(a) 調査対象 JIS 規格及び電技解釈条文 

具体的な調査対象規格及び電技解釈条文については表Ⅰ.１のとおり。 

作業会の担当規格数は，発変電作業会 3 件，配電作業会 6 件，架空送電作業会 6

件及び需要設備作業会 7 件とする。 

表Ⅰ.1 調査対象規格及び電技解釈条文 

条 引用規格（№） 引用規格（Name） 最新年
担当作
業会 

16 
JIS C 8918(1998)2005
追補 

結晶系太陽電池モジュール 2013 年 発変電

16 
JIS C 8939(1995)2005
追補 

アモルファス太陽電池モジュー
ル 

2013 年 発変電

16 JEC 2470(2005) 
分散形電源系統連系用電力変換
装置 

2017 年 発変電

56 JIS A 5309(1971) 
遠心力プレストレストコンクリ
ートポールおよび遠心力鉄筋コ
ンクリートポール 

廃止 配電 

56 JIS A 5373(2010) 
プレキャストプレストレストコ
ンクリート製品 

2016 年 配電 

56, 
57 

JIS G 3101(2010) 一般構造用圧延鋼材 2017 年 配電 

56, 
57 

JIS G 3106（2008） 溶接構造用圧延鋼材 2017 年 配電 

56, 
57 

JIS G 3444(2010) 一般構造用炭素鋼鋼管 2016 年 配電 

56, 
57 

JIS G 3445(2010) 機械構造用炭素鋼鋼管 2016 年 配電 

57 JIS B 1051(2000) 
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品
の機械的性質－第 1部：ボルト，
ねじ及び植込みボルト 

2014 年 架空 

57 
JIS B 1186(1995)2007
年追補 

摩擦接合用高力六角ボルト・六
角ナット・平座金のセット 

2013 年 架空 



13 
 

57 JIS G 3114(2008) 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 2016 年 架空 

57 JIS G 3129(2005) 鉄塔用高張力鋼鋼材 2018 年 架空 

57 
JIS G 3474（2008）2011
追補 

鉄塔用高張力鋼管 2016 年 架空 

57 
JIS G 3223(1988) 2008
追補 

鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品 2008 年 架空 

195,
197 

JIS C 3651(2004) 
ヒーティング施設の施工方法
（附属書 発熱線等） 

2014 年 需要 

195,
197 

JIS G 3452(2010) 配管用炭素鋼鋼管 2019 年 需要 

197 JIS K 7137-1(2001) 
プラスチック－ポリテトラフル
オロエチレン（PTFE）素材－第 1 
部：要求及び分類 

2001 年 需要 

197 JIS G 3456(2010) 高温配管用炭素鋼鋼管 2019 年 需要 

197 JIS G 3457（2005） 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 2016 年 需要 

197 JIS G 3459(2012) 配管用ステンレス鋼管 2017 年 需要 

197 JIS G 3454(2012) 圧力配管用炭素鋼鋼管 2019 年 需要 

 

(b) 実施事項 

ア.改正点の明確化 

旧規格と新規格を比較し，改正点を明確化する。 

イ.妥当性の検討 

上記を基に，当該条文の規定の趣旨などを踏まえ，引き続き新規格を引用するこ

との妥当性を検討する。 

ウ.改正案の検討 

新規格の引用が可能な場合は，電技解釈を改正する際の一例として当該条文の改

正案を作成する。 
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b. 規格の改定状況調査 

令和 2 年度以降も継続して，改正された規格を引用することの妥当性を調査するこ

とを見据え，表Ⅰ.2 の規格についても改正状況を確認する。 

作業会の担当規格数は，発変電作業会 4 件，架空送電作業会 3 件及び需要設備作業

会 10 件とする。(☆規格によっては複数の条文で引用あり) 

 

表Ⅰ.2 規格の改定状況調査 

条 引用規格（№） 引用規格（Name） 作業会

9 JIS H 3300（2009） 銅及び銅合金の継目無管 需要 

18 JIS T 1022(2006) 病院電気設備の安全基準 需要 

31, 
39 

☆JIS C 1910(2004) 
人体ばく露を考慮した低周波磁界
及び電界の測定―測定器の特別
要求事項及び測定の手引き 

発変電

34 JIS C 4604(1988) 高圧限流ヒューズ 発変電

40 ☆JIS B 8210(2009) 蒸気用及びガス用ばね安全弁 発変電

40 ☆JIS B 8265(2010) 圧力容器の構造― 一般事項 発変電

50 ☆JIS C 1910(2004) 
人体ばく露を考慮した低周波磁界
及び電界の測定―測定器の特別
要求事項及び測定の手引き 

送電 
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122 
☆JIS B 8265(2003)2008 
追補 

圧力容器の構造－一般事項 送電 

122 ☆JIS B 8210(2009) 蒸気用及びガス用ばね安全弁 送電 

150 JIS C 8308(1988) カバー付きナイフスイッチ 需要 

159 JIS C 0903(1983) 一般用電気機器の防爆構造通則 需要 

165 JIS G 3352(2003） デッキプレートの材質 需要 

172 JIS C 3408(2000) エレベータ用ケーブル 需要 

172 JIS C 3410(2010) 船用電線 需要 

175 IEC 61241-14(2004) 
Electrical apparatus for use in the 
presence of combustible dust -
Part 14 : Selection and installation

需要 

185 JIS C 2415(1994) 電気絶縁用押出しチューブ 需要 

188 JIS C 3003(1976) 
エナメル銅線及びエナメルアルミ
ニウム線試験方法 

需要 

 

 

② 省令への適合性の調査 

a. 電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査 

解釈第 167 条では，「低圧配線が，弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合

は，次項ただし書の規定による場合を除き，低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触

しないように施設すること。」と規定されている。その他，解釈第 110 条，第 111 条，

第 113 条，第 126 条，第 132 条，第 168 条，第 169 条，第 173 条，第 174 条，第 179

条，第 194 条においても，電線等が水管と接近又は交差する場合に一定の離隔距離を

確保すること等が規定されている。 

これら条文では水管の材質について言及されていないが，解釈第 181 条及び第 183

条は明確に「金属製」の水管のみに対して規定している。近年ポリエチレン製の水管

が増加している現状も踏まえ，条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性

について，省令への適合性の観点から調査及び検討を行う。 

担当作業会：地中送電作業会，配電作業会，需要設備作業会 

 

(a) 実施事項 

ア.解釈条文の「水管」等の記載有無の調査 

電技解釈の解釈条文および解説中の「水管」等に関する記載を調査し，関連す

る条文を抽出する。 

イ.解釈条文と省令の関係 

「水管」に関する記載がある条文に紐づいている省令を整理し，「水管」に関す

る記載のもととなる省令を抽出する。 

ウ.省令および解釈の成り立ちの調査 
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「水管」に関連する省令と解釈条文を整理し，解釈条文における「水管」がど

のような目的，意味合いで記載されているのか，省令の成り立ちより調査し，整

理する。 

エ.各条文における「金属製」の言及について 

調査結果にもとづき，屋内配線と水管等の接近又は交差に係る金属製水管の明

文化について，作業会にて検討を実施する。 

 

③ その他見直しが必要な条文  

電技解釈及び解説に記載されている図・表について制定経緯等を調査し必要に応じて

改定案を提案する。 

a.化学物質のデータ（物質名）について（解釈１７６条の解説） 

電技解釈第１７６条解説１７６．２表にシクロヘキサンの欄が２つある。このうち

下欄のシクロヘキサンの引火点等のデータについて整合性を関係者へのヒアリングに

より確認する。 

b.常時監視をしない発電所の図について（解釈４７条の解説） 

電技解釈第４７条解説４７図中に（イ）に適合しないもの（＝常時監視をする必要

がある発電所）の記載がある。この記載では，現状，随時巡回方式としているような

太陽光発電所等でも常時監視が必要と読める可能性があることから，当該図が電技の

条文を的確に表しているか検討する。（発変電作業会） 

 
解説 47.1 図  
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Ⅱ．調査結果 

委員会等の開催状況 

 本委員会等は以下の日程により開催した。 

 

本委員会 

 開催年月日 

第 1 回 
書面審議にて開催 

令和元年9月18日～9月25日 

第 2 回 令和元年12月24日 

第 3 回 
書面審議にて開催 

令和2年2月28日～3月6日 

 

幹事会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年12月2日 

第 2 回 令和2年2月7日 

 

発変電作業会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年9月11日 

第 2 回  令和元年10月23日 

第 3 回  令和2年1月28日 

 

架空送電作業会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年10月3日 

第 2 回  令和元年11月19日 

 

地中送電作業会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年10月18日 

第 2 回  令和元年11月14日 

第 3 回  令和2年2月3日 

 

配電作業会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年9月20日 

第 2 回  令和元年10月29日 

第 3 回  令和元年12月4日 
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需要設備作業会 

 開催年月日 

第 1 回 令和元年10月9日 

第 2 回 令和元年12月24日 

第 3 回 令和2年1月22日 
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１．電技解釈に引用されている規格の調査について 

 

１．１ 改正後の規格を引用することの妥当性調査・検討概要 

（１）旧規格と新規格の比較，新規格の分類・整理 

旧規格と新規格を比較し，「解釈における JIS 規格等引用の区分の考え方」（添付資料

１）に基づき JIS 等の規格毎に検討票（添付資料２）に整理した。調査結果を集約した

ものを表Ⅱ.1.1 に示す。 

（２）調査結果の概要 

改正された JIS 規格等を引用している解釈のうち，今回調査したのは 5条文，引用さ

れている JIS 規格等は 22規格である。 

これらの22規格のうち2規格については分類Aであり， 新のJIS規格を引用済み，

19 規格については分類 D，新 JIS 規格をそのまま引用可能であるとの結論を得た。 

残り 1 規格（JIS A 5309）については分類 H であり，引用されている規格が廃止さ

れ，移行先のないものであるが，既存設備が相当数ある状況を踏まえ，今回は現行条文

のままとすることが適当との結論を得た。また，廃止規格の引用を継続する主旨を解釈

の解説に記載することが望ましいことを提案した。 

（３）電技解釈の改正案等 

調査結果に基づいて新規格を採用した場合の改正案（解釈第 16,56,57,195,197 条）

を「添付資料３」に示す。また，解釈の見直しに伴う電技解釈性能規定化条文案（解釈

第 16,56,57,195,197 条）の見直し案を「添付資料４」に示す。 
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表Ⅱ.1.1 調査結果（集約） 

作業会 JIS 規格 解釈条文 分類 結論 

発変電 

JIS C 8918 第 16 条 Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・規格構成に変更があったため，引用

箇所表記の見直しが必要 
・解説の見直しは不要 

JIS C 8939 第 16 条 Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・規格構成に変更があったため，引用

箇所表記の見直しが必要 
・解説の見直しは不要 

JEC 2470 第 16 条 Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・規格構成に変更があったため，引用

箇所表記の見直しが必要 
・解説の見直しは不要 

配電 

JIS A 5309 第 56 条 Ｈ 
・廃止 JIS であるが，既存設備が相当

数存在するため，継続掲載が必要 
また，その旨を解説に記載 

JIS A 5373 第 56 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3101 
第 56 条 
第 57 条 

Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3106 
第 56 条 
第 57 条 

Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3444 
第 56 条 
第 57 条 

Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3445 
第 56 条 
第 57 条 

Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

架空送電 

JIS B 1051 第 57 条 Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・引用規格の標記に変更があったた

め，引用箇所表記の見直しが必要 
・解説の表現を見直す必要あり 

JIS B 1186 第 57 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の表現を見直す必要あり 

JIS G 3114 第 57 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3129 第 57 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の表現を見直す必要あり 

JIS G 3474 第 57 条 Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・引用箇所に追補があるため，引用箇

所表記の見直しが必要 
・解説の表現を見直す必要あり 

JIS G 3223 第 57 条 Ａ 
・ 新版が反映されている 
・解説に年号を追記する必要あり 

需要設備 

JIS C 3651 
第 195 条 
第 197 条 

Ｄ 

・新 JIS の引用が可能 
・規格構成に変更があったため，引用

箇所表記の見直しが必要。（解釈及
び解説） 

JIS G 3452 
第 195 条 
第 197 条 

Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS K 7137-1 第 197 条 Ａ ・ 新版が反映されている 

JIS G 3456 第 197 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3457 第 197 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3459 第 197 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

JIS G 3454 第 197 条 Ｄ 
・新JISの引用が可能（年号のみ変更）
・解説の見直しは不要 

※ 分類については，添付資料１「電技解釈における JIS 規格引用の基本的な考え方」

に基づき振り分けした。
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１．２ 電技解釈に引用されている規格の改定状況調査結果 

電技解釈に引用されている規格において，改正された規格を引用することの妥当性を

令和 2 年度以降も調査検討する必要がある規格及び該当条文を表Ⅱ.1.2 に示す。 
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表Ⅱ.1.2 令和 2 年度以降も調査検討する必要がある規格及び該当条文 
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２．省令への適合性の調査 

２．１ 電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性について 

（１）解釈条文の「水管」等の記載有無の調査 

電技解釈の解釈条文の「水管」等に関する記載を調査し，関連する条文を抽出した結

果を下図に示す。 

 

 
図Ⅱ.2.1 「水管」等の記載がある解釈一覧表Ⅰ 
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図Ⅱ.2.2 「水管」等の記載がある解釈一覧表Ⅱ 

 

（２）解釈条文と省令の関係 

「水管」に関する記載がある条文に紐づいている省令を整理し，「水管」に関する記

載のもととなる省令を抽出した結果，下図のとおり水管に関する記載のもととなる省令

は２つ（省令第 30 条，第 62 条）であることが確認された。 

 

図Ⅱ.2.3 「水管」に関する記載のもととなる省令 
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（３）省令および解釈の成り立ちの調査 

「水管」に関連する省令と解釈条文を整理し，解釈条文における「水管」がどのよう

な目的，意味合いで記載されているのか，省令の成り立ちより調査し，整理することと

し以下のとおり実施した。 

 

ａ．水管に関する省令と解釈条文の関連性について 

（２）で抽出した「水管」に関する記載のもととなる省令第３０条と第６２条に紐

づく解釈条文を下表のとおり整理した。 

 

表Ⅱ.2.1 省令第３０条および第６２条と紐づく「水管」等の記載がある解釈 

目次 № 解釈条文 
紐づく

省令 

第 3 章 
 
電線路 

第 5節 

屋側電線路，屋上電線路，架

空引込線及び連接引込線 

110 条 低圧屋側電線路の施設 

30 条

111 条 高圧屋側電線路の施設 
113 条 低圧屋上電線路の施設 

第 6節 地中電線路 125 条 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差 

第 7 節 特殊場所の電線路 
126 条 トンネル内電線路の施設 
132 条 屋内に施設する電線路 

第 5 章 
 
電気使

用場所

の施設

及び小

出力発

電設備 

第 2 節 配線等の施設 

167 条 低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差 

62 条

168 条 高圧配線の施設 
169 条 特別高圧配線の施設 
173 条 低圧接触電線の施設 
174 条 高圧又は特別高圧の接触電線の施設 

第 3 節 特殊場所の施設 179 条 トンネル等の電気設備の施設 

第 4 節 特殊機器等の施設 

181 条 小勢力回路の施設 
183 条 特別低電圧照明回路の施設 
194 条 エックス線発生装置の施設 
195 条 フロアヒーティング等の電熱装置の施設 － 
196 条 電気温床等の施設 － 
197 条 パイプライン等の電熱装置の施設 － 
198 条 電気浴器等の施設 － 

 

整理した結果，省令第 30 条【地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防

止】に紐づく解釈は全て第 3 章の「電線路」であった。 

また，省令第 62 条【配線による他の配線等又は工作物への危険の防止】に紐づく

解釈は全て第 5 章の「電気使用場所の施設及び小出力発電設備」であった。 

なお，第 5 章のうち解釈第 195 条，第 196 条，第 197 条，第 198 条については，

水管等の管類を介して感電又は火災が発生しないよう施設することを規定している

ものではなく，水管等へ磁気的，熱的な障害を与えないこと等を規定しているもので

あるため，省令第 62 条には該当していない。  

 

今回の電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査にあ

たり，水管等との離隔の考え方の基本となるのは，整理結果より，管類を介して感電

または火災が発生しないよう施設することを規定している省令第 62 条であることか

ら，その背景および制定経緯等確認し，本省令の成り立ちについて調査する。 
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ｂ．「電気設備に関する技術基準を定める省令」の沿革と省令第 62 条および解釈第 167

条の成り立ちについて 

 

明治 44 年 9 月 5 日「電気工事規程」制定，昭和 40 年 6 月，「電気設備に関する技

術基準を定める省令」制定，その後近年大きな改正を２回実施している。 

１回目：平成 9 年 3 月 基準の簡素化，機能性基準化，外国規格等の導入を指向し，

電気設備基準を全面改正 

２回目：平成 24 年 6 月および 7 月改正し，これまでの解釈を全面改正した。 

 

図Ⅱ.2.4 に省令第 62 条および解釈第 167 条の変遷を示す。 

 

 

図Ⅱ.2.4 【低圧屋内配線と弱電流電線等又は管との接近又は交さ】の変遷 
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ｃ．旧省令第 204 条と解釈第 167 条の比較 

省令第 62 条および解釈第 167 条の成り立ち調査を実施した結果，旧省令第 204 条

がベースとなっていることから，旧省令第 204 条と解釈第 167 条の記載内容につい

て，本文および解説を比較し，水管等の扱いの変化について確認を行った。 

その結果，本文および解説ともに水管等に関する記載内容については変更されてい

ないことが確認された。また，解説においては，旧省令２０４条より，管類を「金属

体」として扱い，それを前提として解説していることが判った。確認結果については，

図Ⅱ.2.5 および図Ⅱ.2.6 を参照。 

 

 

 

図Ⅱ.2.5 旧省令第 204 条と現行解釈第 167 条の本文比較 
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図Ⅱ.2.6 旧省令第 204 条と現行解釈第 167 条の解説比較 
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ｄ．旧省令第 204 条と現行省令第 62 条の比較 

旧省令第 204 条と現行省令第 62 条の記載内容について比較し，水管等の扱いの変

化について確認を行った。 

その結果，現行省令は第 62 条は，旧省令第 204 条を定性的な表現に見直しただけ

であり，水管等の扱いに関する変更はなかった。確認結果については，図Ⅱ.2.7 を参

照。 

 

 

図Ⅱ.2.7 旧省令第 204 条と現行省令第 62 条の比較 
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ｅ．平成９年以前の変遷について 

平成９年以降の変遷については，ｂのとおりであるが，それ以前の変遷について調

査した結果を表Ⅱ.2.2 に示す。 

 

表Ⅱ.2.2 水管等との離隔に係る省令の変遷について 

年 記載内容および改正内容 

昭和 7 年 旧電気工作物規程（第 122 条）では既に水管等との離隔について

規定されていた。 

昭和 24 年 電気工作物規程（第 144 条）では，低圧配線と弱電流電線，水管，

ガス管その他の金属体とされていた。解説では，屋内では電話線や

信号線等の弱電流電線や水道管，ガス管，その他暖房用パイプ等の

金属体と接近または交叉して配線する場合があるので，漏電の危

険を防止するため・・・と記載されていた。また，ガス管に漏電し

て火災事故を起こしたため・・・と記載されている。 

昭和 34 年 第 156 条ではバスダクト工事，キャブタイヤケーブル工事に対応。

解説も改正されており，なお書きではガス管を通る場合は，ガス管

との接触部における火花放電によりガス管に穴をあけガスに引火

して大事に至る・・・と記載されている。 

昭和 40 年 高圧屋内電気工作物の施設（第 168 条第 2 項及び第 3 項）に規定

されていた高圧屋内配線と水管等との離隔等を加味して改正（第

204 条）された。 

昭和 47 年 改正により 300V を境とした区分を無くした。 

昭和 51 年 改正によりライティングダクト工事に対応。 

昭和 57 年 改正によりセルラダクト工事に対応。 

昭和 61 年 対象物に光ファイバーを追加。平形保護層工事に対応。 

平成 9 年 改正により，旧省令第 204 条が現省令第 62 条と解釈第 189 条に

分かれた。省令及びその解説は現行とほぼ同じ。省令には低圧，高

圧，特別高圧の区分は無い。第 189 条は旧省令第 204 条とほぼ同

一 

平成 23 年 改正により解釈第 189 条から解釈第 167 条となったが，記載内容

の変更はほぼない。 

 

ｆ．省令および解釈の成り立ち調査結果 

電気使用場所の施設における屋内配線と弱電流電線および管類の接近又は交差に

係る扱いについては，昔から変わりなく現在に至っており，【解説】の記載のとおり

管類は金属体であることを前提とし，これらに漏電した場合，種々の障害を引き起

こすことを説明している。 

このことから，「水管」を金属製として扱うことについては問題ないと思われる。 
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（４）各条文における「金属製」の言及について 

これまでの調査結果に基づき，条文中の水管を「金属製」と明文化する記載方法につ

いて検討した結果（検討結果は以下に示す），基本的には解釈の見直しは不要とするも

のの，解釈に補足する必要性がある場合（※）は，ただし書きにより省令を引用のうえ，

定性的表現にとどめるのが妥当であるとの結論に至った。 

 

＜金属製を明文化する記載方法の検討結果＞ 

解釈条文中，金属製と追加し「金属製水管，ガス管若しくはこれらに類するもの」

とした場合，ガス管若しくはこれらに類するものもすべてが金属製と解釈されるおそ

れがある。解説（解釈第 167 条）においては，管類は全て金属製を前提としているが，

この解釈条文の目的は，漏電による感電の防止および火災（火花放電によりガス管等

に穴を開けたりすることによる火災）の防止であり，管類の管材を規定することで感

電・火災を防止を図るものではないこと，および非金属製であっても火災については

防止対策とはならないこと等から，「金属製水管」と明文化することは難しいと判断。 

また，水道管のみを金属製と明文化する場合は，水道管の場合とその他の管を分類

して記載するなどしなければならず，他の関連する解釈条文の検討を含めると作業と

して膨大であり，かつ解釈条文において細分化する表現は避けるべきであると考える。 

よって，管類の管材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令の一部をただ

し書きに引用し，追記する方針とした。文案は以下のとおり。 

（例）「ただし，水管等が漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火

災を引き起こすおそれがない場合はこの限りでない」 

 

※解釈に補足する必要性がある場合 

電技解釈 167 条の〔解説〕では，管類を金属体として扱っている説明があるが，他

の水管等の記載がある解釈には解説中に同様の記載がない。このことから，関係する

省令（第 62 条等）に立ち返り判断すべきであるが，読み手の力量次第では齟齬が発

生するおそれがある。よって，各条文において必要に応じ，ただし書きの追記案を作

成する。 

 

（５）調査結果 

電技解釈の解釈条文において「水管等」の扱いについて記載されている条文は，19 条

文である。 

これらの 19 条文のうち，すべての条文において解釈の見直しは不要としているが，

8 条文について，ただし書きの追記案を作成した。 

調査結果を集約したものを「添付資料 5」，電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と

明文化することの妥当性調査については，「添付資料 6」に示す。 
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２．２ その他見直しが必要な条文等 

（１）化学物質のデータ（物質名）について（解釈１７６条の解説） 

電技解釈第１７６条解説１７６．２表に記載されている「シクロヘキサン（ナフテ

ン）」及び「シクロヘキサン」について，溶剤メーカーにヒアリングを行ったところ下

記の回答があった。 

・「シクロヘキサン（ナフテン）」は問題ないが，引火点以外の数値（例えば使用用

途）から「シクロヘキサン」は「シクロヘキサノン」の可能性が高い。 

・計測方法によるが「シクロヘキサノン」の引火点は「41℃」程度であるため，「64℃」

という記載は誤記ではないか。表全体が何らかの参考資料を参考にしていると思

われるので，転記する際に誤記があったのではないか。 

上記を踏まえ，電技解釈第１７６条解説１７６．２表の「シクロヘキサン」を「シ

クロヘキサノン」とし，引火点等の数値を「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 ２

００６）：独立行政法人 産業安全研究所」を参考に表Ⅱ.2.3 のとおり見直すことも一

案である。また，計測方法によって引火点等の数値が変わるため，解説表 176.2 全体

を現状に合わせた 新の情報に更新することも考えられる。 

表Ⅱ.2.3 「シクロヘキサノン」の見直し案 

物質名 引火点 
(℃) 

爆発限界 
(容量%) 

発火点 
(℃) 

蒸気密度 
(空気=1) 用途 

シクロヘキ
サノン 44 1.1～9.4 420 3.38 

溶剤，ペン
キ剥離剤，
機械洗浄
剤，染色安
定剤 

 

（２）常時監視をしない発電所の図について（解釈４７条の解説） 

 検討の背景 

解釈第 47 条第 1 項第二号ロに，常時監視をしない発電所の施設のうち，「随時巡

回方式」の適用条件が規定されている。 

「随時巡回方式」では，事故等により発電所が停止しても技術員へ警報されず，

次回の巡回まで停止状態となるため，ロ（イ）及び(ロ)に適合する発電所，すなわ

ち「電気の供給に支障を及ぼさない」発電所に限り，同方式を適用できるものとさ

れている。その説明として，解釈第 47 条解説 47.1 図に（イ）に適合しないもの（＝

常時監視をする必要がある発電所）の記載があるが，「変電所機能」や「開閉所機能」

について一部，定義が不明確な部分があるため，現状，「随時巡回方式」としている

太陽光発電所等でも常時監視が必要と誤って認識してしまう可能性があることから，

当該解説及び解説図が解釈条文を的確に示せる内容となるよう検討を行った。 

(b) 電技解釈第４７条の解説の見直し案 

① 解説本文 

電気設備の技術基準の解釈第 47 条の解説に「変電所機能」及び「開閉所機能」

の説明を追加する。 

具体的には，解説に変電所及び開閉所の定義の引用元（技術基準第 1 条第 1 項第
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四号，第五号）を記載するとともに，「変電所機能」，「開閉所機能」について補足

説明を追記する。 

 

※修正案（修正箇所は，下線部） 

電気設備の技術基準の解釈 

第 47条【常時監視をしない発電所の施設】  

〔解  説〕 

 

（略） 

 

（イ）は，発電所に異常が生じた場合に，電力会社から供給を受ける需要家が停電し

ないことを求めている。例えば，解説 47.1 図に示すような変電所若しくは開閉所機能

を有する発電所又は発電所から直接一般の需要家に電気を供給するような直配等の設

備を有する発電所は，事故等による影響が当該発電所内に限定されず，他の発電所の

発電支障，系統の弱体化又は需要家への供給支障を招くおそれがあるため，（イ）の条

件に適合しない。 

変電所機能を有する発電所とは，当該発電所構内に電気設備の技術基準を定める省

令 第１条第１項第四号にて規定される変電所と同様の設備・機能を有するものをい

う。なお，発電設備にて発生した電気を昇圧用変圧器により変成（昇圧）し，系統連

系するための設備（所内変圧器や補機など，発電から系統連系するまでに必要な付属

設備を含む）のみで構成する場合は，変電所機能を有する発電所には該当しない。 

開閉所機能を有する発電所とは，当該発電所構内に電気設備の技術基準を定める省

令 第１条第１項第五号にて規定される開閉所と同様の設備・機能を有するものをい

う。なお，一般的な１回線接続，２回線接続（常用・予備２回線接続または常時並行

２回線接続）にて系統連系する場合は，開閉所機能を有する発電所には該当しない。

 

（参考） 

１．「電気設備の技術基準を定める省令」抜粋 
第一条 この省令において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定
めるところによる。 
一～三 記載省略 
四 「変電所」とは，構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器，回転変流機，
整流器その他の電気機械器具により変成する所であって，変成した電気をさらに構外
に伝送するものをいう。 
五 「開閉所」とは，構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所で
あって，発電所，変電所及び需要場所以外のものをいう。 
 
２．「電気設備の技術基準の解釈の解説」抜粋 
第 1 章 総則－第 1節 通則－第 1 条【用語の定義】 
開閉所（省令第 1 条第五号） 
開閉所とは，構内において，電線路の開閉をするところを指し，単にラインスイッチ
のみを施設した開閉器柱の施設場所等は，開閉所には含まれない。 
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② 解説 47.1 図 

解説本文の内容の充実に伴い，47.1 図について以下の修正を行う。 

・解説本文の内容を的確に示すため，開閉所機能を示している枠の範囲を修正す

る。 

・6.6kV 配電線および 22kV 送電線が発電所構外にわたることを示すため，発電

所構内を示している枠の位置を修正する。 

・（イ）及び（ロ）を説明している枠については，発電所自体を説明しているも

のではないため，注釈の表現を適切な内容に修正する。 

 

 
 

 

 

解説47.1図（現 行）

（イ）に適合しないものの例：開閉所機能を有す

る発電所

（イ）に適合しないものの例：変電所機能を有す

る発電所

（イ）に適合しないものの例：当該発電所から直

接一般の需要家に電気を供給するような直配等の

設備を有する発電所

（ロ）に適合しないものの例：運転又は停止によ

り，電力系統の電圧又は周波数が変動する可能性

のある発電所

Ｇ

77kV送電線 77kV送電線

発電所構内

77kV/6.6kV 77kV/22kV

6.6kV 22kV

22kV送電線6.6kV配電線

解説47.1図（修正案）

Ｇ

77kV送電線 77kV送電線

発電所構内

77kV/6.6kV 77kV/22kV

6.6kV 22kV

22kV送電線6.6kV配電線

（イ）に適合しないものの例：

当該発電所構内に開閉所機能を

有している。

（イ）に適合しないものの例：

当該発電所構内に変電所機能を

有している。

（イ）に適合しないものの例：

当該発電所から直接一般の需要家に電

気を供給するような直配等の設備を有し

ている。

（ロ）に適合しないものの例：

運転又は停止により，電力系統の電圧

又は周波数が変動する可能性がある。
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電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え方 

 

新 JIS 等の分類および電技解釈が新 JIS 等を引用することの妥当性について，新旧 JIS 等

の内容比較を行い下表のとおり分類することとする。 

 

分類
記号 

分  類  内  容 
《新 JIS 等の引用可否》

Ａ 
新の JIS 規格等が引用されており，記載に不備がないもの。 

《新 JIS 等を引用済み》

Ｂ 
記載が不備なもの。 
・「名称」，「年号」など記載が不足している。 

《不足等を補うことにより引用が可能》

Ｃ 

引用されている規格自体は改正されているが，新 JIS 等の規定内容に変更がないも
の。 
・規格の一部が引用されている場合で，引用箇所の規定内容に全く変更がない。 

《引用が可能》

Ｄ 

引用されている規格が改正されており，新 JIS 等の規定内容（品質・性能）が同等以
上のもの。 
・規定項目，規定値等に変更がない。 
・規定項目が追加されている，規定値が厳しくなっている など。 

《引用が可能》

Ｅ 

引用されている規格が改正・廃止されており，規格体系・規格内容が大幅に変更され
ているが，規定内容（品質・性能）が同等以上のもの。 
・IEC 等で規定内容は同等だが，国際規格自体の体系が大幅に変更になっている な
ど。 

《引用が可能》

Ｆ 

引用されている規格が改正されており，新 JIS 等の規定内容（品質・性能）が簡素化
されているもの。 
・規定項目が削除されている，規定値が緩和されている など。 

《引用が不可能》
※一部規定内容が簡素化されていても，合理的な見直しと判断されるものはＣまたはＤ

に含める。 

Ｇ 
引用されている規格が改正・廃止されており，規格体系・規格内容が大幅に変更され，
引用されている規格の規定内容を追えないもの。 

《引用が不可能》

Ｈ 
引用されている規格が廃止され，移行先のないもの。 

《引用が不可能》

－ 調査対象外。 

 
※ 旧 JIS 等 ； 現在引用されている JIS 等の民間規格（JEC 等） 
※ 新 JIS 等 ； 旧 JIS 等が改正されたもの 
 

 

添付資料１ 





電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 16 条第 5 項第二号【機械器具等の電路の絶縁性能】 

2．解釈における記述 5 太陽電池モジュールは，次の各号のいずれかに適合する絶縁性

能を有すること。 

二 使用電圧が低圧の場合は，日本工業規格 JIS C 8918（ 1998）

「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気的性能」（JIS C 

8918（ 2005）にて追補）又は日本工業規格 JIS C 8939（ 1995）

「アモルファス太陽電池モジュール」（JIS C 8939（ 2005）

にて追補）の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとと

もに，省令第 58 条の規定に準ずるものであること。 

3．引用 JIS JIS C 8918（ 1998） 2005 追補「結晶系太陽電池モジュール」 

4．新 JIS JIS C 8918（ 2013）「結晶系太陽電池モジュール」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

JIS C 8918（ 2013）「結晶系太陽電池モジュール」改正 

：前回改正後に制定された試験規格に対応するために改正した。

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

JIS C 8918（ 2013）「結晶系太陽電池モジュール」改正 

・引用規格の制定・廃止に伴う措置 

7．新 JIS の分類 Ｄ（規格の規定内容が同等以上） 

 今回の改正は，前回改正後に制定された JIS C 8990「地上設置

の結晶シリコン太陽電池（PV）モジュール－設計適格性確認及び形

式認証のための要求事項」及び JIS C8992 規格群「太陽電池モジュ

ールの安全適格性確認」に伴い，規格体系の整合を図ったものであ

るため，規定性能は同等である。 

以上のことから，電気的性能について変わるものではないことか

ら，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たすものと考える。

8．検討結果 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

引用 JIS を新 JIS に置換するのみ。ただし，引用規格の構成が変更

されたため，引用箇所表記の見直しが必要。 

 なお，「解説」においては新 JIS 改正に関する記述はないことか

ら，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

性能規定化の条文については変更不要。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料２ 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 16 条第 5 項第二号【機械器具等の電路の絶縁性能】 

2．解釈における記述 5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性

能を有すること。 

二 使用電圧が低圧の場合は、日本工業規格 JIS C 8918（ 1998）

「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気的性能」（JIS C 

8918（ 2005）にて追補）又は日本工業規格 JIS C 8939（ 1995）

「アモルファス太陽電池モジュール」（JIS C 8939（ 2005）

にて追補）の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとと

もに、省令第 58 条の規定に準ずるものであること。 

3．引用 JIS JIS C 8939（ 1995） 2005 追補「アモルファス太陽電池モジュール」

4．新 JIS JIS C 8939（ 2013）「薄膜太陽電池モジュール」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

JIS C 8939（ 2013）「薄膜太陽電池モジュール」改正 

：前回改正後に制定された試験規格に対応するために改正した。

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

JIS C 8939（ 2013）「薄膜太陽電池モジュール」改正 

・規格名称の変更 

適用範囲が薄膜太陽電池モジュールにも適用できることが確認

されたため，規格名称を変更 

・引用規格の制定・廃止に伴う措置 

7．新 JIS の分類 Ｄ（規格の規定内容が同等以上） 

 今回の改正は，前回改正後に制定された JIS C 8991「地上設置

の薄膜太陽電池（PV）モジュール－設計適格性確認試験及び形式認

証のための要求事項」及び JIS C8992 規格群「太陽電池モジュール

の安全適格性確認」に伴い，規格体系の整合を図ったものである 

ため，規定性能は同等である。 

以上のことから，電気的性能について変わるものではないことか

ら，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たすものと考える。

8．検討結果 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

引用 JIS を新 JIS に置換するのみ。ただし，引用規格の構成が変更

されたため，引用箇所表記の見直しが必要。 

 なお，「解説」においては新 JIS 改正に関する記述はないことか

ら，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

性能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JEC 引用電技解釈

条文 

解釈第 16 条 6 項五号【機械器具等の電路の絶縁性能】 

2．解釈における記述 五 電力変換装置が、1,500V 以下の直流電路に施設されるもので

ある場合は，電気学会電気規格調査会標準規格 JEC 2470(2005）

「分散形電源系統連系用電力変換装置」の「6.2 一般試験」の交

流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したもの

であって，常規対地電圧を電路と大地との間に連続して 10 分間

加えて確認したときにこれに耐えること。 

3．引用 JEC JEC 2470(2005)「分散形電源系統連系用電力変換装置」 

4．新 JEC JEC 2470(2017)2018 追補「分散形電源系統連系用電力変換装置」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2017 改正：旧規格の交流耐圧試験は定格交流電圧 300V 以下につい

て，試験電圧を規定されていた。一方，分散形電源の

大容量化に伴い，現状の技術動向に合わせ，定格交流

電圧として 300V を超過する系統連系用変換装置が広

く用いられるようになったため，改正後は，定格交流

電圧 300V から 600V までの系統連系用変換装置の試験

電圧が追加で規定された。 

また，章番号が 6 から 7 に変更されている。 

2018 追補版：JEC-2470 は， JEC-2440 を引用規格としているが，

JEC-2440 の該当部分と 7.3.3 の整合性を明確にするた

め，7.3.3 の記述が改正された。 

6．引用 JEC と新 JEC

の規格内容の比較 

定格交流電圧が 300V を超え 600V 以下の場合の試験電圧が表 10 と

して追加された。 試験電圧実効値：ＵM／√2＋1 200 (V) 

7．新 JEC の分類 Ｄ(規格の規定内容が同等以上) 

今回の改定は，昨今の技術動向踏まえ，試験電圧の適用範囲が拡

大されたものであること。また，追加された表 10 は、JEC 2440(2013)

「自励半導体電力変換装置」表 20 の該当部を引用したものである

ため，規定性能は同等である。 

以上のことから，電気的性能について変わるものではないことか

ら，新 JEC に適合する製品は引用 JEC の規定を満たすもの考える。

8．検討結果  分類はＤであり「解釈における JIS 規格等引用の区分の考え方」

に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

引用 JEC を新 JEC に置換するのみ。ただし，引用規格の構成が変更

されたため，引用箇所表記の見直しが必要。 

 なお，「解説」においては新 JIS 改正に関する記述はないことか

ら，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

 分類はＤであり「電技解釈における JIS 規格等引用の区分の考え

方」に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，

性能規定化の条文については変更不要。 

 なお，電技解釈の一部改正（H30.10.1 付）内容の反映要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 56 条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

2．解釈における記述 第1項第二号 

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであ

ること。 

イ （省略） 

ロ  遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本工業規格

JIS A 5309（ 1971）「遠心力プレストレストコンクリートポ

ールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」

及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に係るもの 

第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ （省略） 

ロ （省略） 

ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートに

あっては、日本工業規格 JIS A 5373（ 2010）「プレキャス

トプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「 8

材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポ

ール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリート

ポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあって

は、日本工業規格 JIS A 5309（ 1971）「遠心力プレストレ

ストコンクリートポール及び遠心力鉄筋コンクリートポー

ル」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであるこ

と。  

3．引用 JIS JIS A5309(1971)「遠心力プレストレストコンクリートポール及び

遠心力鉄筋コンクリートポール」 

4．新 JIS なし（引用 JIS 廃止） 

5．改正・移行の経緯

と概要 

平成17年度 技術基準適合評価委員会にて同様の調査を実施し

たことを確認したため，その調査結果を下記に記載する。  

JIS A 5309「遠心力プレストレストコンクリートポール及び遠心力

鉄筋コンクリートポール」 

1981：鉄筋コンクリートポールは,取扱い,運搬中又は建柱後のわず

かな荷重によって容易にひび割れが発生し,外観が悪いばか

りでなく,耐久性の点からも決して好ましくないものであっ

たことから,ほとんど使用されなくなったため,鉄筋コンクリ

ートポールを規格から除外した。 

   （規格表題を「遠心力プレストレストコンクリートポール」

に変更） 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

○JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコンクリートポール及

び遠心力鉄筋コンクリートポール」 

・遠心力コンクリートポールに関する規格は，1981年の改正でJIS

規格から除外されたことから，対応するJIS規格はない。 

7．新 JIS の分類 ○遠心力鉄筋コンクリートポール 

 Ｈ（廃止され，移行先がない） 

電技解釈に引用されている JIS A 5309(1971)「遠心力プレスト

レ ストコン クリート ポー ル及び遠 心力鉄筋 コン クリート ポー

4



ル」のうち，「遠心力鉄筋コンクリートポール」に関する規格

は，1981 年に廃止され移行先がない。 

8．検討結果 分類はＨであり，対応する新 JIS がないことから，調査フローに

従い電技解釈に直書きを行うと，非常に詳細に記載（A4 用紙 8 ペ

ージ分相当）となる。そのため，現存する遠心力鉄筋コンクリート

ポールが相当数ある状況や現行のまま電技解釈への記載を要望す

る等の意見が作業会委員（電力会社）から挙がったことを踏まえ，

現行の電技解釈に記載を継続とする。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

 分類はＨであるが,上記の検討結果に基づき，電技解釈文につい

ては変更不要。ただし，解説に廃止JISである旨を追記する。 

 解説の見直し案は以下のとおりとし，下線部を追加する。 

 

第 56条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

〔解 説〕 本条は、架空電線路の支持物として使用する鉄筋コン

クリート柱の性能と規格について示している。 

～中略～ 

なお、第一号に示す鉄筋コンクリート柱と第二号で示す工場打ち

鉄筋コンクリート柱との差異は、前者は鉄筋コンクリート柱に使用

されるコンクリート及び鋼材についてそれぞれ許容応力を示し、支

持物に加わる荷重により生じる応力がそれぞれの許容応力の範囲

内に収まるように設計することを規定しているのに対し、後者は

個々の部材についての許容応力を示さず、完成した柱体としての性

能を規定していることである。 

 また，本条で引用している JIS A 5309（ 1971）については，1981

年に廃止されている。しかしながら，同規格に基づく製品が相当数

あり使用されていることなど，実状を勘案して引用を継続すること

とした。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

 分類はＨであるが,上記の検討結果に基づき，電技解釈文につい

ては変更不要。ただし，解説に廃止 JIS である旨を追記する。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 56 条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

2．解釈における記述 第1項第二号 

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであ

ること。 

イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本

工業規格JIS A 5373（ 2010）「プレキャストプレストレストコ

ンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、

「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様

A-1 プレストレストコンクリートポール」に係るもの 

第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ （省略） 

ロ （省略） 

ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートに

あっては、日本工業規格 JIS A 5373（ 2010）「プレキャス

トプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「 8

材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポ

ール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリート

ポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあって

は、日本工業規格 JIS A 5309（ 1971）「遠心力プレストレ

ストコンクリートポール及び遠心力鉄筋コンクリートポー

ル」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであるこ

と。  

3．引用 JIS JIS A5373(2010) 「プレキャストプレストレストコンクリート製

品」 

4．新 JIS JIS A5373(2016) 「プレキャストプレストレストコンクリート製

品」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

一連のプレキャストコンクリート製品に係る基本規格及び構造

別製品群規格について、性能規定化のより一層の推進を図ることを

目的として、近年の社会的ニーズ及び技術動向を考慮し、主に性能

関連の規定の全体的な見直しを行って旧規格を改正。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

･推奨仕様について、使用実態に合わせて製品の呼びを追加。 

･曲げ強度から耐力表記に見直し。 

･曲げ耐力試験方法を記載し、ひび割れ試験荷重と終局荷重の 

数値を明確化した。 

7．新 JIS の分類 Ｄ（規格の規定内容が同等以上） 

曲げ強度から耐力試験への表記の変更はあるものの、プレキャス

トプレストレストコンクリート製品の品質、性能等を低下させるも

のではないため、新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

と考える。 

8．検討結果 分類はＤであり、「解釈における JIS 規格品用の基本的考え方」

に基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はＤであり、「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき、新 JIS を引用することが可能と考えられることから、引

用 JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお、「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないこと
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から、「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

 分類はＤであり、「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき、新 JIS を引用することが可能と考えられることから、性

能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 56 条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第56条第1項第一号 

一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

 イ （省略） 

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 

(イ ) 日本工業規格 JIS G 3101（ 2010）「一般構造用圧延

鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400又

はSS490 

 

第 56条第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

(イ ) 日本工業規格 JIS G 3101（ 2010）「一般構造用圧延鋼

材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、 SS490

又はSS540を管状に溶接したもの 

 

第 57条第1項二号 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄

塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ ) 日本工業規格 JIS G 3101（ 2010）「一般構造用圧延鋼

材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、SS490

又はSS540 

 

第 57条第2項一号 

2 第 1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するもの

であること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 日本工業規格 JIS G 3101（ 2010）「一般構造用圧延鋼材」

に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540

を管状に溶接したもの  

3．引用 JIS JIS G3101(2010) 「一般構造用圧延鋼材」 

4．新 JIS JIS G3101(2017) 「一般構造用圧延鋼材」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

・規定改善又は追加についての規格使用者からの要望を反映。 

・ISO 630 の分割による ISO 630-1 及び 630-2 の制定。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・適用範囲に熱間押出形鋼を追加。 

・形鋼の適用寸法を対象とする部位を追加。 

・辺が40mm未満の形鋼及び幅が40mm未満の平鋼に対する引張試験片

の規定を追加。 

・引張試験片に「14B号」を追加。 

7．新 JIS の分類 D(規格の規定内容が同等以上) 

 今回の変更は，適用範囲の拡大又は試験方法を詳細に記載したも

のである。そのため，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定以上

の性能を有しているものと考えられる。 

8．検討結果 分類はＤであり、「解釈における JIS 規格品用の基本的考え方」

に基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

8



9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はDであり,「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に

基づき，新JISを引用することが可能と考えられることから，引用

JISを新JISに置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該JIS規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類は D であり,「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性

能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 56 条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第56条第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

(イ ) （省略）  

(ロ ) 日本工業規格 JIS G 3106（ 2008）「溶接構造用圧延鋼

材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したも

の 

 

第 57条第1項二号 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄

塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ ) （省略）  

(ロ ) 日本工業規格 JIS G 3106（ 2008）「溶接構造用圧延鋼

材」に規定する溶接構造用圧延鋼材 

 

第 57条第1項四号 

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタル

を充てんしたものを含む。）は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

（イ）日本工業規格 JIS G 3106（ 2008）「溶接構造用圧延鋼材」

に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

  

第 57条第2項一号 

2 第 1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するもの

であること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ （省略） 

ロ 日本工業規格 JIS G 3106（ 2008）「溶接構造用圧延鋼材」

に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの。  

3．引用 JIS JIS G3106(2008) 「溶接構造用圧延鋼材」 

4．新 JIS JIS G3106(2017) 「溶接構造用圧延鋼材」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

・ISO630 が改正され、ISO630-1～ ISO630-3 に分割されたことに伴

う措置 

・適用期限満了に伴う附属書の削除 

・引用規格の統廃合に伴う措置 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・適用範囲に熱間押出形鋼を追記 

・小形（幅が40㎜未満）の形鋼及び平鋼に対する引張試験片の規定

を改善 

・適用期限満了に伴う附属書の削除 

7．新 JIS の分類 D(規格の規定内容が同等以上) 

 今回の変更は，適用範囲の拡大又は試験方法を詳細に記載したも

のである。そのため，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定以上

の性能を有しているものと考えられる。 

8．検討結果 分類はDであり，「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に
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基づき，新JISを引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はDであり,「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に

基づき，新JISを引用することが可能と考えられることから，引用

JISを新JISに置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該JIS規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類はDであり,「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に

基づき，新JISを引用することが可能と考えられることから，性能

規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第56条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

解釈第57条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第56条第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

 (イ ) （省略） 

 (ロ ) （省略） 

(ハ ) 日本工業規格 JIS G 3444（ 2010）「一般構造用炭素鋼

鋼 管 」 に 規 定 す る 一 般 構 造 用 圧 延 炭 素 鋼 鋼 管 の う ち

STK400、 STK500又はSTK490 

 

第 57条第1項四号 

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充

てんしたものを含む。）は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ ) （省略） 

 (ロ ) 日本工業規格 JIS G 3444（ 2010）「一般構造用炭素鋼

鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうちSTK400、

STK490又はSTK540 

 

第57条第2項一号 

2 第 1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するもの

であること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ （省略） 

ロ （省略） 

ハ  日本工業規格 JIS G 3444（ 2010）「一般構造用炭素鋼鋼

管」に規定する一般構造用炭素鋼管のうちSTK400、STK500

又はSTK490 

3．引用 JIS JIS G3444(2010) 「一般構造用炭素鋼鋼管」 

4．新 JIS JIS G3444(2016) 「一般構造用炭素鋼鋼管」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2016年改正 

『要求事項の曖昧な規定の見直し』および『分かりやすい表現へ

の見直し』の改正を実施。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・試験の見直し「へん平および曲げ試験は、きずが削除され、割れ

のみを評価」 

・寸法「表に無い寸法は協定により適用してよいことを明確化」 

・再検査「試験で不合格となった管を対象とすることを明確化」 

・報告「JIS G 0415の改正内容を反映」 

・外観「溶接補修のやり方の明確化」 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等） 

本見直しでは、上記の通り、ほぼ表現の見直しである。また、へ

ん平および曲げ試験で「きず」の評価が削除されているが、本来当

該試験で発生する異常は「割れ」のみしか評価できないとし、削除

の判断としている。そのため、合理的な見直しと判断し、分類をD

とした。 

8．検討結果 分類はDであり「解釈におけるJIS 規格引用の区分の考え方」に
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基づき新JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はDであり「解釈におけるJIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該JIS 規格に関する記述はないこと

から，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類はDであり「解釈におけるJIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 56 条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第56条第1項第四号 

四  第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の

規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

 (イ ) （省略） 

 (ロ ) （省略） 

 (ハ ) （省略） 

(ニ ) 日本工業規格 JIS G 3445（ 2010）「機械構造用炭素

鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち13種、

14種、15種、16種又は17種 

 

第 57条第2項一号 

2 第 1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するもの

であること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ （省略） 

ロ （省略） 

ハ （省略） 

ニ 日本工業規格 JIS G 3445（ 2010）「機械構造用炭素鋼鋼管」

に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、

16種又は17種 

3．引用 JIS JIS G3445(2010) 「機械構造用炭素鋼鋼管」 

4．新 JIS JIS G3445(2016) 「機械構造用炭素鋼鋼管」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2016 改正 

外部および内部面のビード除去することが現状であるので、これ

を規定し、更に溶接部分の厚さの規定を設けた。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・引用規格の統合・改正に伴う表現の見直し 

・管端形状を現状に合わせ、プレンエンドへ見直した。 

・明確化のため，溶接部の厚さ規定を追加 

・意図的に添加した元素の含有率を検査文書に付記することとし

た。 

・へん平および曲げ試験は、「きず」を削除し、割れのみの評価へ

見直した。 

7．新 JIS の分類 D（規格の内容が同等以上のもの） 

本見直しでは、表現の見直しが主であるが、溶接部の厚さの規定

が新たに設けられたことから、分類を D とした。 

8．検討結果 分類はDであり「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に基

づき新JISを引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はDであり「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に基

づき新JISを引用することが可能と考えられることから，引用JIS

を新JISに置換するのみ。 

なお、「解説」においては当該JIS規格に関する記述はないこと

から，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類はDであり「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に基

づき新JISを引用することが可能と考えられることから，性能規定

化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次

の各号に適合するもの又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱

であること。 

 五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは，日本工業規格 JIS B 

1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第

一部：ボルト，ねじ及び植込みボルト」又は JIS B 1186(1995)

「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」

(JIS B 1186(2007)にて追補)に規定するボルトであること。 

3．引用 JIS JIS B 1051(2000) 

「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第一部：ボルト，

ねじ及び植込みボルト」 

4．新 JIS JIS B 1051(2014) 

「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－強度区分を規定

したボルト，小ねじ及び植込みボルト－並目ねじ及び細目ねじ」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

おねじ部品の機械的性質は，ISO 898-1:1999 に技術的内容を整

合させていたが，2013 年に対応する ISO 898-1 が改正されたため，

ISO 898-1:2013(対応国際規格)と整合を図るために改正した。 

これにより，ねじ部品の共通規格を国際規格に一致させることに

よって，国際貿易の円滑化が期待できる。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・鋼材の化学成分値（C，P，S の 小・ 大）が変更されているも

のの，ねじに求めている 小極限引張力などに変更はない。 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等もしくは同等以上） 

 今回の改正は，鋼材の化学成分値の変更はあるものの，ねじに求

めている 小極限引張力などの強度の変更はなく，電技解釈第 57

条（電技省令第 32 条第 1 項で求めている支持物強度）で求めてい

る強度について影響を及ぼすものではないことから，新 JIS に適合

する製品は引用 JIS の規定を満たすものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。ただし，引用規格の名称が変更され

たため，引用規格の名称表記の見直しが必要。 

なお，「解説」では④基準時の規格名称に見直すべきと考える。

（別紙：解釈第 57 条の解説改正案参照） 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類は D であり，「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性

能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成】 

2．解釈における記述 第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次

の各号に適合するもの又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱

であること。 

 五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは，日本工業規格 JIS B 

1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－

第一部：ボルト，ねじ及び植込みボルト」又は JIS B 

1186(1995)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座

金のセット」(JIS B 1186(2007)にて追補)に規定するボルト

であること。 

3．引用 JIS JIS B 1186(1995)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座

金のセット」(JIS B 1186(2007)にて追補) 

4．新 JIS JIS B 1186(2013)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座

金のセット」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

1995 年：改正 

・ SI 単位だけを規格値とし，従来単位(kgf/mm2 等 )を参考値とし

た。 

・JIS Z 8301 の改正に伴い，規格様式を見直した。 

・規定事項を 新の JIS に整合(機械的性質)。 

2007 年：追補 

・JIS B 0205, JIS B 0209，JIS B 0651， JIS B 0659， JIS B 2343，

JIS Z 2245， JIS Z 9001 の改正に伴い，規格様式を見直した。

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

主な内容は以下のとおり。 

・引用規格の廃止・改正に伴う措置 

・トルク係数について表現の修正 

・試験片（ボルト）が採取できない場合の代用試験片を定義 

 各ボルトサイズにおける代用試験片の機械的性質試験を行い，問

題はないことを確認済。 

・ナットの機械的性質（下限値の制定） 

ナットの引張強さはボルトの引張強さの 60～ 75%以上を必要と

することが経験的に確かめられており，これからすれば，ナット

の 少硬さは 95HRB（≒16 HRC）～20HRC 以上となる。JIS 利用

者の利便性を鑑み，また，実際に製造されている F10 ナット硬さ

から，20HRC 以上とした方が規格範囲における単位が統一できて

望ましいと判断し，硬さ規格の下限値を 20HRC とした。 

ただし，硬さ規格の上限値は変更していない。 

・ボルトの表面欠陥試験について表現の修正 

旧規格では，“ボルト表面の割れ，きずなどは，JIS Z 2343 に

規定する浸透探傷試験方法，又は JIS G 0565 に規定する磁粉探

傷試験方法による”となっていた。基本は目視であり，問題があ

る場合は上記試験を行うとの意味であるが，その表現を明確にす

るために改正した。 

7．新 JIS の分類 D（規定内容が同等もしくは同等以上） 

今回の改正は引用規格の廃止・改正に伴う措置や表現の修正，実

態や利便性を鑑みた修正であり，電技解釈第 57 条（電技省令第 32

条第 1 項で求めている支持物強度）で求めている強度について影響
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を及ぼすものではないことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS

の規定を満たすものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」では⑯基準時に引用した年号を追記すべきと考え

る。（別紙：解釈第 57 条の解説改正案参照） 

10. 性能規定化の条

文案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能

規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次

の各号に適合するもの又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱

であること。 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は

鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼は，次によること。

イ 鋼材は，次のいずれかであること。 

(ハ ) 日本工業規格 JIS G 3114（ 2008）「溶接構造用耐候性熱

間圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

3．引用 JIS JIS G 3114(2008)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」 

4．新 JIS JIS G 3114(2016)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2016 年改正 

・引張試験片の引用規格改正に伴う本規格の改正。 

・国際規格の移行（ISO 4952:2006 から ISO 630-5）  伴う改正。 

・附属書 JA（試験片の採取位置）の適用期限切れに伴う改正。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

主な内容は以下のとおり。 

・国際規格移行（ISO 4952:2006 から ISO 630-5:2014）に伴う変更。

・引張試験片の引用規格改正（JIS Z 2201 から JIS Z 2241）に伴

い，新たな試験片（14B 号）を追加。（実態に即した規定の改善）

・引張試験片が規定の寸法どおりに採れない場合の引張試験の実施

等の内容が削除。 

附属書 JA に小形の形鋼及び平鋼の機械的性質の規定が新たに設

けられ，引張試験片として 5 号試験片及び 14B 号試験片の適用が

できることとなり，伸びの規定値が定められた。 

・旧規格の附属書 JA を削除し，新たに附属書 JA（辺が 40mm 未満

の形鋼及び幅が 40mm 未満の平鋼の機械的性質）を規定し追加。 

7．新 JIS の分類 D（規定内容が同等もしくは同等以上） 

今回の改正は引用規格の廃止・改正に伴う措置や表現の修正，実

態や利便性を鑑みた修正であり，電技解釈第 57 条（電技省令第 32

条第 1 項で求めている支持物強度）で求めている強度について影響

を及ぼすものではないことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS

の規定を満たすものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては新 JIS 改正に関する記述はないことか

ら，「解説」の見直しは不要。 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能

規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次

の各号に適合するもの又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱

であること。 

 二 鉄柱（鋼板組立柱は除く。以下この条において同じ。）又は

鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼は，次によること。

  イ 鋼材は，次のいずれかであること。 

（ニ） 日本工業規格 JIS G 3129（ 2005）「鉄塔用高張力鋼鋼

材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材 

3．引用 JIS JIS G 3129(2005)「鉄塔用高張力鋼鋼材」 

4．新 JIS JIS G 3129(2018)「鉄塔用高張力鋼鋼材」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

1995：改正 

・溶融亜鉛めっき割れ感受性当量式の変更 

・SI単位移行に伴う従来単位に関する記述の削除 

2005：改正 

 ・引用規格の見直し（JIS G 0303→ JIS G 0404） 

 ・規格の様式をJIS Z 8301（規格票の様式）へ整合 

2018：改正 

 ・引用規格の改正に伴う措置及び記述の明確化 

 ・適用期限の終了による附属書の削除 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

主な内容は以下のとおり。 

・ 鋼材の種類に関する記述の明確化 

・ 製造方法に関する表現見直し（製造方法→熱処理） 

・ 附属書“引張試験片の採取位置”を削除。また，これに伴い試

験片の採取位置に関する“試験片の中心”の表現を明確化 

・ 引用規格の 新版への見直し（JIS Z 2201→ JIS Z 2241） 

・ “再検査”に関する記述の明確化 

・ 引用規格の改訂に伴う表現見直し 

 “表示”項目の省略範囲に関する記述の明確化 

7．新 JIS の分類 D（規定内容が同等もしくは同等以上） 

今回の改正は引用規格の改正に伴う措置及び記述の明確化と適

用期限切れの附属書の廃止である。記述の明確化により規定内容に

変更はない。また，附属書は廃止されたが，その内容は本文に引き

継がれている。 

以上のことから，電技解釈第 57 条（電技省令第 32 条第 1 項で求め

ている支持物強度）で求めている強度について影響を及ぼすもので

はないことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」では④基準時の規格名称に見直すべきと考える。

（別紙：解釈第 57 条の解説改正案参照） 

10. 性 能 規 定 化 の 条

文案の見直し要否 

分類は D であり，「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性

能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

 

1． JIS 引用電技解釈

条文 

解釈第 57 条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

2．解釈における記述 第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次

の各号に適合するもの又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱

であること。 

四  鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタル

を充てんしたものを含む。）は、次によること。  

イ   鋼材は、次のいずれかであること。 

(ハ ) 日本工業規格 JIS G 3474（ 2008）「鉄塔用高張力鋼

管」（JIS G 3474（ 2011）にて追補）にて規定する鉄

塔用高張力鋼管 

3．引用 JIS JIS G 3474(2011) 「鉄塔用高張力鋼管」 

4．新 JIS JIS G 3474(2016R)「鉄塔用高張力鋼管」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2016R 改正： 

・要求事項に対する曖昧な規定の見直し，規定内容の明確化。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

主な内容は以下のとおり。 

・引用規格の廃止・改正に伴う措置。 

・実態に即した表現の明確化。 

・一部附属書から本文への移行。 

・へん平試験の評価の見直し。 

従来のへん平試験では、”きず及び割れ”を評価対象としていた

が、溶接部の健全性評価の結果から，試験片に生じる異常は割れ

となることが判明し，評価対象を”割れ”だけに見直し。 

7．新 JIS の分類 D（規定内容が同等もしくは同等以上） 

 今回の改正は，実態に即した表現の見直しや，規定内容の明確化

など，分かりやすく誤解の生じない表現へと見直している。 

また，へん平試験の評価が見直されているものの，電技解釈第 57

条（電技省令第 32 条第 1 項で求めている支持物強度）で求めてい

る強度について影響を及ぼすものではないことから、新 JIS に適合

する製品は引用 JIS の規定を満たすものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。ただし，引用規格に追補があるため，

引用箇所表記の見直しが必要。 

なお，「解説」では④基準時の規格名称に見直すべきと考える。

（別紙：解釈第 57 条の解説改正案参照） 

10. 性能規定化の条

文案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能

規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 195 条   発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材

に固定して施設する場合は、次の各号によること。 

二  発熱線は、MI ケーブル又は次に適合するものであること。 

イ  日本工業規格 JIS C 3651（ 2004）「ヒーティング施設の

施工方法」の「附属書  発熱線等」の「3  性能」（「3.1  外

観及び構造」を除く。）の第 2 種発熱線に係るものに適合す

ること。 

ロ  日本工業規格 JIS C 3651（ 2004）「ヒーティング施設の

施工方法」の「附属書  発熱線等」の「5.1  外観」及び「5.2 

構造」の試験方法により試験したとき、「4  構造及び材料」

に適合すること。 

（略） 

 

第 197 条   パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の

輸送を行う施設の総体をいう。以下この条において同じ。）に

発熱線を施設する場合（第 4 項の規定により施設する場合を除

く。）は、次の各号によること。 

二  発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐え

るものであること。 

ロ  露出して使用しないものにあっては、第 195 条第 1 項第

二号イ及びロの規定に適合するもの 

ハ  露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 

(ｲ)  日本工業規格 JIS C 3651（ 2004）「ヒーティング施

設の施工方法」の「附属書  発熱線等」の「3  性能」

（「3.1  外観及び構造」を除く。）の第 3 種発熱線に

係るものに適合すること。 

(ﾛ)  日本工業規格 JIS C 3651（ 2004）「ヒーティング施

設の施工方法」の「附属書  発熱線等」の「5.1 外観」

及び「5.2  構造」の試験方法により試験したとき、「4 

構造及び材料」に適合すること。 

（略） 

3．引用 JIS JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法」 

4．新 JIS JIS C 3651(2014)「ヒーティング施設の施工方法」 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2014 改正：旧規格の改正から約 10 年が経過しており，この間，

技術進歩，電気事業法等関連法令の改正，国際規格へ

の整合など，社会状況が大きく変化している。このよ

うな状況の中，より安全，安心なヒーティング施設の

構築に役立つようにこの規格を改正することとした。

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・発熱シート（3.3） 

発熱抵抗体が半導体素子その他これに類する抵抗温度係数が正，

かつ，大きい材料（PTC 発熱抵抗体）の開発が進み，特に，電気

用品安全法に該当する電気用品の電熱シートの一部に使用され

ている製品があり，今後，発熱線等としての普及が考えられるた

め区別して規定した。 

・施設場所による発熱線等の適用（表 1） 

旧規格における記号の意味“発熱線にあっては，1 は電気温床

線，2～4 は機械的な強度”の電気温床線は種別であり，ここは，

機械的な強度及び耐熱性の区分を示すので，注を“発熱線にあっ
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ては，1～4 は機械的な強度”とし，電気温床線を削除した。 

・設計（箇条 5ｃ） 

加熱の温度の単位記号［百分率（%）表示］では，相対的で曖昧

なので，セルシウス度（℃）の表示を用いることにした。また，

“加熱対象物（液体及びその蒸気を含む。）の発火温度（℃）の

80 %の温度以下”に変更した。 

・発熱線等の施設例（図 1） 

旧規格における参考付図の用語の厳密な使い分け，及び埋設図の

表記の間違いの指摘があり，図 1 a) のセメントコンクリート舗

装の図の表層，基層の区分をなくすように訂正した。 

・発熱線の曲げ（6.1） 

発熱抵抗体は，第 2 種発熱線及び第 4 種発熱線とも同一のもの

であり，また，絶縁被覆及びシース材料は，表 A.7 及び表 A.8 に

規定するとおり，十分な伸縮性を備えていて，曲げによる破壊及

び性能劣化のおそれはないと考えられた。そこで，A.5.11 の曲

げ試験方法を実施し，外観，導体抵抗などの性能基準を全て満足

する評価が得られた。 

この結果を基に，第 2 種発熱線の規定を第 4 種発熱線の規定に

合わせるように変更した。 

・「附属書  発熱線等」→「附属書 A 発熱線等」 

・性能の一般的事項（A.3.1） 

PTC 発熱抵抗体の開発が進み，発熱部が導電性材料を樹脂に分

散した材料などで構成された電気絶縁材料に積層したシート状

の発熱体（以下，面状発熱体という。）の性能を分かりやすく表

形式で示した。 

この場合，発熱線等の区分によって要求される特性が異なるた

め，試験箇条を表 A.2～表 A.4 に分けて表示した。 

・温度（A.3.5）及び温度試験（A.5.4） 

電気用品の技術基準の試験方法の改正に伴い，この試験方法を準

用していることから，必要な部分の整合と，面状発熱体の発熱シ

ートの試験とについて検討し，旧規格の温度及び温度試験の規定

を改正した。 

・異常温度上昇（A.3.8）及び異常温度上昇試験（A.5.7） 

電気用品の技術基準の試験方法の改正に伴い，この試験方法を準

用していることから，必要な部分の整合と，面状発熱体の発熱シ

ートの試験とについて検討し，旧規格の異常温度上昇及び異常温

度上昇試験の規定を改正した。 

・耐久性（A.3.14）及び耐久試験（A.5.13） 

電気用品の技術基準の試験方法の改正に伴い，この試験方法を準

用していることから，必要な部分の整合と，面状発熱体の発熱シ

ートの耐久試験とについて検討し，耐久性及び耐久試験の規定を

新設した。 

耐久性及び耐久試験は，面状発熱体の発熱シート（発熱シートの

一部）にとどめ，これ以外の発熱線等については，今後の課題と

した。 

・曲げ試験（A.5.11） 

第 2 種発熱線を曲げる場合の屈曲部の内側の半径を，“発熱線

の仕上り外形の 6 倍以上”から，“発熱線の仕上り外形の 2 倍

以上”へと改正することから，これに関する曲げ試験の規定を改

正した。 

・ 高許容温度の表示（A.8） 

高許容温度は，ヒーティング施設の設計において，材料の 高
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許容温度（表 A.7 参照），又は製造業者が指定する発熱抵抗体

の 高許容温度のいずれか低い方の温度以下にするとしている

が， 高許容温度は施設場所に応じ製造業者が指定する場合に

は，表記の内容が限定されるものではなく，かつ，材料個々に表

記が必要でないことから，削除した。 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

技術進歩，電気事業法等関連法令の改正，国際規格への整合など，

社会状況が大きく変化している中，より安全，安心なヒーティング

施設の構築に役立つようにこの改正された。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満た

すものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に基

づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。ただし，規格構成に変更があったた

め，引用箇所表記の修正が必要。 

「附属書→附属書 A」，「3  性能」→「A.3  性能」等 

なお，「解説」においても当該 JIS 規格を引用しているため，同

様の対応が必要となる。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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1 

 

電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 195 条    

（略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管

の内部に発熱線を施設したものをいう。）を施設する場合は、次

の各号によること。 

三 小口径管は、次によること。 

イ  小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用

炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するもの

であること。 

（略） 

 

第 197 条    

（略） 

 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を

施設する場合は、次の各号によること。 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであるこ

と。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用炭素鋼鋼

管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本工業規格 JIS G 3454（ 2012）「圧力配管用炭素

鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本工業規格 JIS G 3456（ 2010）「高温配管用炭素

鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本工業規格 JIS G 3457（ 2005）「配管用アーク溶

接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼

管 

(ﾎ) 日本工業規格 JIS G 3459（ 2012）「配管用ステンレ

ス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号

によること。 

三 小口径管は、次によること。 

イ  小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用

炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するもの

であること。 

（略） 

 

3．引用 JIS JIS G 3452（ 2010）配管用炭素鋼鋼管 

4．新 JIS JIS G 3452（ 2019）配管用炭素鋼鋼管 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2014 改正： 

a) 化学成分の表に規定していない合金元素を添加してよいこ

とを明確にし，添加した場合には報告することとした。 

b) 水圧試験特性は，水圧試験下限圧力（2.5 MPa）で保証し，

試験は水圧試験下限圧力以上の圧力で行うことに変更した。 
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c) へん平試験，曲げ試験及び非破壊試験（超音波探傷試験又は

渦電流探傷試験）において，規定値よりも厳しい試験条件で試

験を行ってよいことを明確にした。 

2019 改正：JIS 定期見直しを迎えるに当たり，『要求事項に対する

曖昧な規定の見直し』及び『分かりやすい表現への見直し』の

改正を実施。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・製造方法（箇条 4） 

管を電気抵抗溶接によって製造する場合のビード除去について

の規定を追加した。同じ配管用である JIS G 3454 に合わせて，

内外面とも原則としてビードを除去することとし，内面の溶接ビ

ードについては，内径が小さく除去が困難な場合は溶接のままと

してもよいとした。 

・水圧試験特性（箇条 8 a)） 

水圧試験下限圧力（2.5 MPa）で保証し，試験は水圧試験下限圧

力以上の圧力で行うことに変更した。 

・非破壊試験特性（箇条 8 b)） 

1)旧規格では，超音波探傷試験特性は，“人工きず区分 UE の対

比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号があっては

ならない。”と規定していたが，この規格では，より分かりや

すい規定内容とするため，JIS G 0582 の規定を参考に，“人

工きず区分 UE の対比試験片の人工きずからの信号を警報レ

ベルとし，警報レベル以上の信号があってはならない。”に変

更した。また，製造業者の判断によって，警報レベルを人工き

ずからの信号より厳しく設定してもよいことを明確にした。 

2) 渦電流探傷試験特性についても，超音波探傷試験特性と同様

に，“人工きず区分 EZ の対比試験片の人工きずからの信号を

警報レベルとし，警報レベル以上の信号があってはならない。”

に変更した。また，製造業者の判断によって，警報レベルを人

工きずからの信号より厳しく設定してもよいことを明確にし

た。 

・供試材の採り方及び試験片の数（11.2.2） 

この規格は，通常，製造のままであるが，冷間仕上げした管を含

めて熱処理をする場合を排除していないことから，表 5（供試材

の採り方）を JIS G 3454 に合わせて，熱処理の場合を含めた規

定に改めた。 

・へん平試験（11.2.4） 

旧規格では，“試験片を常温のまま”として，その温度範囲は明

確でなかったが，“試験温度は，常温（5 ℃～35 ℃）とし”と

数値で規定した。へん平試験は，引張試験とは異なり，工場（現

場）で行うこともあるため，JIS の定義として一般的に採用され

ている JIS Z 8703（試験場所の標準状態）による常温の温度範

囲 5～35 ℃に合わせることとし，JIS Z 2241 及び ISO 8492（へ

ん平試験）の試験温度範囲（10～ 35 ℃）よりも広い温度範囲と

した。 

・曲げ試験（11.2.5） 

規定値よりも厳しい試験条件で試験を行ってよいことを明確に

した。 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

2014 年の改正では厳しい試験条件で試験を行うことを認めるな

どの改正が行われているが，2010 年版よりも緩和されたものでは

ない。 

2019 年の改正は，『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及
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び『分かりやすい表現への見直し』の改正を実施。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 197 条    

（略） 

 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を

施設する場合は、次の各号によること。 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであるこ

と。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用炭素鋼鋼

管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本工業規格 JIS G 3454（ 2012）「圧力配管用炭素

鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本工業規格 JIS G 3456（ 2010）「高温配管用炭素

鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本工業規格 JIS G 3457（ 2005）「配管用アーク溶

接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼

管 

(ﾎ) 日本工業規格 JIS G 3459（ 2012）「配管用ステンレ

ス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

 

3．引用 JIS JIS G 3456（ 2010）高温配管用炭素鋼鋼管 

4．新 JIS JIS G 3456（ 2019）高温配管用炭素鋼鋼管 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2019 改正： 

『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及び『分かりやす

い表現への見直し』の改正を実施。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・製造方法（箇条 4） 

管を電気抵抗溶接によって製造する場合のビード除去について

の規定を追加した。同じ配管用である JIS G 3454 に合わせて，

内外面とも原則としてビードを除去することとし，内面の溶接ビ

ードについては，内径が小さく除去が困難な場合は溶接のままと

してもよいとした。 

・引張強さ，降伏点又は耐力，及び伸び（6.1） 

旧規格では，引張試験に 4 号試験片又は 14A 号試験片を使用す

る場合の伸びは，管軸方向及び管軸直角方向の 2 方向で規定して

いた。いずれの試験片においても，全ての寸法の鋼管から管軸直

角方向の試験片を採取できるわけではない。このため，この規格

では，表 4 の注 b) として，4 号試験片又は 14A 号試験片の引

張方向は管軸方向であり，管軸直角方向は，試験片を採取できる

場合に管軸方向に代えて適用してもよいことを追加した。 

・非破壊試験特性［箇条 7 b)］ 

1)旧規格では，超音波探傷試験特性は，“人工きず区分 UD の対

比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号があっては

ならない。”と規定していたが，この規格では， JIS G 0582 

の規定を参考に，“人工きず区分 UD の対比試験片の人工きず

からの信号を警報レベルとし，警報レベル以上の信号があって
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はならない。”に変更した。また，製造業者の判断によって，

警報レベルを人工きずからの信号より厳しく設定してもよい

ことを明確にした。なお，人工きず区分 UD の人工きずの深さ

は，JIS G 0582 の 2012 年改正によって，冷間仕上げ以外の場

合は 0.3mm から 0.5mm へ変更となった。超音波探傷試験特性は，

旧規格と同等とする必要があるため，“冷間仕上方法以外の仕

上方法によって製造された管の試験に用いる角溝の 小深さ

は，0.3mm とする。”を追加した。 

2)渦電流探傷試験特性についても，超音波探傷試験特性と同様

に，“人工きず区分 EY の対比試験片の人工きずからの信号を

警報レベルとし，警報レベル以上の信号があってはならない。”

に変更した。また，製造業者の判断によって，警報レベルを人

工きずからの信号より厳しく設定してもよいことを明確にし

た。 

・へん平試験（11.2.4） 

旧規格では，“試験片を常温のまま”として，その温度範囲は明

確でなかったが，“試験温度は，常温（5℃～35℃）とし”と数

値で規定した。へん平試験は，引張試験とは異なり，工場（現場）

で行うこともあるため，JIS の定義として一般的に採用されてい

る JIS Z 8703（試験場所の標準状態）による常温の温度範囲 5

～35℃に合わせることとし，JIS Z 2241 及び ISO 8492（へん平

試験）の試験温度範囲（10～35 ℃）よりも広い温度範囲とした。

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

2017 年の改正は，『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及

び『分かりやすい表現への見直し』の改正であり，緩和されたもの

はない。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に基

づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 197 条    

（略） 

 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を

施設する場合は、次の各号によること。 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであるこ

と。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用炭素鋼鋼

管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本工業規格 JIS G 3454（ 2012）「圧力配管用炭素

鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本工業規格 JIS G 3456（ 2010）「高温配管用炭素

鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本工業規格 JIS G 3457（ 2005）「配管用アーク溶

接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼

管 

(ﾎ) 日本工業規格 JIS G 3459（ 2012）「配管用ステンレ

ス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

 

3．引用 JIS JIS G 3457（ 2005）配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

4．新 JIS JIS G 3457（ 2016）配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2012 改正： 

『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及び『分かりやす

い表現への見直し』の改正を実施。 

2016 改正： 

『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及び『分かりやす

い表現への見直し』の改正を実施。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・溶接部の引張強さ（6.2） 

溶接部引張強さの規定を明確にするため，表 3 にその規定値を

追加した。 

・水圧試験特性又は非破壊試験特性（箇条 7） 

1)水圧試験特性は，水圧試験下限圧力を加えたときにこれに耐

え，漏れがあってはならないとし，その規定内容を明確にした。

2)超音波探傷試験は，規定より厳しい探傷感度区分で合格となっ

た場合でも，規格を厳密に解釈した場合には規定値どおりの感

度区分で試験を行う必要があった。このような事態を避けるた

め，規定値よりも厳しい探傷感度区分で試験を行ってよいこと

を明確にした。 

・非破壊試験特性（箇条 7 b)） 

旧規格では，“JIS G 0584 の探傷感度区分 UY 又はこれより厳し

い感度区分の対比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信

号があってはならない。”としていたが，適用すべき人工きず区

分が一律に決まらない規定となっていた。非破壊試験特性は，一

つの人工きず区分を適用し，試験を行う場合は，より厳しい感度
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区分の人工きず区分を用いてもよいことを明確にするため，“こ

れより厳しい感度区分”を削除し，“JIS G 0584 の人工きず区

分 UY の対比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号があ

ってはならない。”とした。 

・管の外径及び厚さの許容差（8.2.1） 

管の溶接ビードには，自動サブマージアーク溶接によるビード余

盛があるため，溶接ビードには厚さの許容差を適用しないことで

運用されてきた。今回，溶接ビード高さの規定を追加することに

したことから，溶接部には表 6 の厚さの許容差の上限を適用し

ないことを明確にした。なお，溶接ビードを除去する場合もあり，

除去した場合は，厚さの許容差の下限値を適用することになるた

め，上限だけを適用しないことにした。 

・溶接ビードの許容高さ（8.2.2） 

外面溶接ビード及び内面溶接ビードの高さには規定がなかった

が，ビード高さの規定を追加して，一定の溶接品質を保証すべき

であると考えられることから，溶接ビードの許容高さを規定し

た。 

・水圧試験又は非破壊試験（10.3） 

1)水圧試験特性は，水圧試験下限圧力で保証するとしており，水

圧試験は，水圧試験下限圧力以上の圧力（規定値より厳しい条

件）で行ってよいことを明確にした。 

2)非破壊試験（超音波探傷試験）は，規定値よりも厳しい感度区

分で試験を行ってよいことを明確にした。 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

2012 年及び 2016 年の改正は，要求事項についての曖昧な規定の

見直し，分かりやすく誤解の生じない表現とするなどの改正であ

り，緩和されたものはない。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に基

づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 197 条    

（略） 

 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を

施設する場合は、次の各号によること。 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであるこ

と。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用炭素鋼鋼

管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本工業規格 JIS G 3454（ 2012）「圧力配管用炭素

鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本工業規格 JIS G 3456（ 2010）「高温配管用炭素

鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本工業規格 JIS G 3457（ 2005）「配管用アーク溶

接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼

管 

(ﾎ) 日本工業規格 JIS G 3459（ 2012）「配管用ステンレ

ス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

 

3．引用 JIS JIS G 3459（ 2012）圧力配管用炭素鋼鋼管 

4．新 JIS JIS G 3459（ 2017）圧力配管用炭素鋼鋼管 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2017 改正： 

『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及び『分かりやす

い表現への見直し』の改正を実施。 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

表現の見直し以外では，溶接部の厚さの許容差について規定された

が，実状に合わせた改正であり，緩和されたものではない。 

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

2017 年の改正は，要求事項についての曖昧な規定の見直し，分

かりやすく誤解の生じない表現とするなどの改正であり，緩和され

たものはない。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に基

づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，引用

JIS を新 JIS に置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないこと

から，「解説」見直しは不要。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性能規

定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈に引用されている JIS 規格に関する調査検討票 

1．JIS 引用電技解釈

条文 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

2．解釈における記述 第 197 条    

（略） 

 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を

施設する場合は、次の各号によること。 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであるこ

と。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本工業規格 JIS G 3452（ 2010）「配管用炭素鋼鋼

管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本工業規格 JIS G 3454（ 2012）「圧力配管用炭素

鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本工業規格 JIS G 3456（ 2010）「高温配管用炭素

鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本工業規格 JIS G 3457（ 2005）「配管用アーク溶

接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼

管 

(ﾎ) 日本工業規格 JIS G 3459（ 2012）「配管用ステンレ

ス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

 

3．引用 JIS JIS G 3454（ 2012）圧力配管用炭素鋼鋼管 

4．新 JIS JIS G 3454（ 2019）圧力配管用炭素鋼鋼管 

5．改正・移行の経緯

と概要 

2017 改正： 

『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及び『分かりやす

い表現への見直し』の改正を実施。 

（2019 追補） 

6．引用 JIS と新 JIS

の規格内容の比較 

・製造方法（箇条 4） 

1)管を電気抵抗溶接によって製造する場合のビード除去につい

ての規定を追加した。この規格は配管用であり，外面溶接ビー

ドは各社とも除去しているが，内面溶接ビードの場合は，注文

者から除去しないよう要求があること，径が小さい場合にはビ

ード除去ができないことを考慮する必要があるため，ただし書

きで対応した。 

2)旧規格では，溶融亜鉛めっきに使用する亜鉛は， JIS H 2107

の蒸留亜鉛地金 1 種又はこれと同等以上の品質をもつ亜鉛地

金とするとしていた。この場合の“同等以上の品質をもつ亜鉛

地金”とは再生亜鉛地金を意図していたが，JIS H 2107:2105

の改正によって再生亜鉛地金は亜鉛地金に含めないことにな

った。従来どおり再生亜鉛地金を使用できるようにするため

“同等以上の品質をもつ亜鉛地金”を“同等以上の品質をもつ

亜鉛”に変更した。 

・引張強さ，降伏点又は耐力，及び伸び（6.1） 

引張試験に 4 号試験片を使用する場合の伸びは，管軸方向及び管

軸直角方向の 2方向の伸びを規定している。4号試験片は，径 14mm

（標点距離 50mm）を適用するため，管軸直角方向から試験片を
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採取する場合は，大径・厚肉の鋼管が対象となり，全ての寸法の

鋼管から採取できるわけではないことから，表 3 の注 b) として，

4 号試験片の引張方向は管軸方向であり，管軸直角方向は，試験

片を採取できる場合に管軸方向に代えて適用してもよいことを

追加した。 

・へん平性（6.2） 

旧規格では，へん平性について，“平板間の距離は，式(1)～式

(3)による。”と規定していた。この規格では，12.2.4 に規定し

ているように，へん平試験では，規定値よりも厳しい条件（より

狭い平板間距離）までへん平してもよいことにしているため，“平

板間の距離（H）が式(1)～式(3)のいずれかによる値になるまで，

試験片に割れを生じてはならない。”に変更し，規定を明確にし

た。 

・非破壊試験特性［箇条 8 b)］ 

1)非破壊試験特性である“超音波探傷試験特性”及び“渦電流探

傷試験特性”の規定を明確にした。 

2)受渡当事者間の協定によって超音波探傷試験又は渦電流探傷

試験に代えて他の非破壊試験を行う場合の試験方法の例を，注

記として追加した。 

・寸法許容差（9.2） 

管を電気抵抗溶接で製造する場合は，溶接ビードを除去すること

を規定したことから，溶接部の厚さの許容差を規定した。溶接部

の厚さの許容差は，母材の厚さに溶接ビード高さを加えた厚さに

適用されることになる。外面溶接ビードの場合は，外面の形状に

沿うように除去することができるが，内面溶接ビードの場合は，

内面の形状に沿うように除去できない場合もあることを考慮し，

厚さの許容差のマイナス側の許容差（下限値）だけを適用し，プ

ラス側の許容差（上限値）は適用しないことにした。 

・へん平試験（12.2.4） 

1)旧規格では，へん平試験は常温のままで行うとしていたが，他

の鋼管 JIS を日本工業標準調査会（JISC）金属・無機材料技術

専門委員会で審議した際に，常温の温度範囲を明確にすべきで

あるとの指摘があり温度範囲を記載することにした。へん平試

験は引張試験とは異なり，工場（現場）で行うこともあるため，

JIS の定義として一般的に採用されている JIS Z 8703（試験場

所の標準状態）による 5～35℃とし，JIS Z 2241（金属材料引

張試験方法）及び ISO 8492（へん平試験）の試験温度範囲（10

～ 35℃）よりも広い温度範囲とした。 

2)へん平試験を行う場合に，旧規格では，式による値で試験を中

止して割れを確認すると規定していた。この規格では，式によ

る値よりも狭い平板間距離（規定値より厳しい条件）で割れが

生じているかどうか確認し判定してもよいことを明確にした。

7．新 JIS の分類 D（規格の規定内容が同等以上） 

2017 年の改正は，『要求事項に対する曖昧な規定の見直し』及

び『分かりやすい表現への見直し』の改正であり，緩和されたもの

はない。 

以上のことから，新 JIS に適合する製品は引用 JIS の規定を満たす

ものと考える。 

8．検討結果 分類は D であり「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」に

基づき新 JIS を引用することが可能と考えられる。 

9．電技解釈文の見直

し要否 

分類はDであり,「解釈におけるJIS規格引用の区分の考え方」に

基づき，新JISを引用することが可能と考えられることから，引用
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JISを新JISに置換するのみ。 

なお，「解説」においては当該 JIS 規格に関する記述はないことか

ら，「解説」見直しは不要。 

10．性能規定化の条文

案の見直し要否 

分類は D であり,「解釈における JIS 規格引用の区分の考え方」

に基づき，新 JIS を引用することが可能と考えられることから，性

能規定化の条文については変更不要。 
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電気設備の技術基準の解釈 改正案＜参考＞ 

電技解釈第１６条【機械器具等の電路の絶縁性能】 第５項第二号 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

二 使用電圧が低圧の場合は、日本産業規格JIS C 8918（1998）「結晶系太陽電池モジュール」

の「6.1電気的性能」（JIS C 8918（2005）にて追補）又は日本産業規格JIS C 8939（1995）

「アモルファス太陽電池モジュール」（JIS C 8939（2005）にて追補）の「6.1電気的性能」

に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。 

二 使用電圧が低圧の場合は、日本産業規格JIS C 8918（2013）「結晶系太陽電池モジュール」

の「7.1電気的性能」又は日本産業規格JIS C 8939（2013）「薄膜太陽電池モジュール」の「7.1

電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。 

 引用 JIS を新 JIS に置換え

 

 

 

電技解釈第１６条【機械器具等の電路の絶縁性能】 第６項第五号 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

五  電力変換装置が、1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電気規

格調査会標準規格JEC 2470(2005）「分散形電源系統連系用電力変換装置」の「6.2 一般試験」

の交流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したものであって、常規対地電圧を

電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したときにこれに耐えること。 

五  電力変換装置が、1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電気規

格調査会標準規格JEC 2470(2017）「分散形電源系統連系用電力変換装置」（JEC 2470（2018）

にて追補）の「7.2 試験項目」の交流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認した

ものであって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したときにこれ

に耐えること。 

 

・引用 JECを新 JEC に置換え 

 

 

1

添付資料３
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電気設備の技術基準の解釈 改正案 

電技解釈第 56条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第32条第1項） 
第56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合する

ものであること。 
一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

（略） 

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 
（イ） 日本工業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用

圧延鋼材のうちSS400又はSS490 

（略） 

 

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであること。 
イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5373（2010）

「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方
法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレスト
コンクリートポール」に係るもの 

ロ 遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力
プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」
及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に係るもの 

（略） 

 
四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

（イ） 日本工業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用
圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540を管状に溶接したもの 

（ロ） 日本工業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用
圧延鋼材を管状に溶接したもの 

（ハ） 日本工業規格 JIS G 3444（2010）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造
用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK500又はSTK490 

 

 
（ニ） 日本工業規格 JIS G 3445（2010）「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造

用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種 
（ホ） けい素が0.4％以下、りんが0.06％以下及び硫黄が0.06％以下の鋼であって、引張

強さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8％以上のものを管状に溶接

したもの 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第32条第1項） 
第56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合する

ものであること。 
一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

（略） 

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 
（イ） 日本工業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用

圧延鋼材のうちSS400又はSS490 

（略） 

 

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであること。 
イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5373（2016）

「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方
法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレスト
コンクリートポール」に係るもの 

ロ 遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力
プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」
及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に係るもの 

（略） 

 
四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

（イ） 日本工業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用
圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540を管状に溶接したもの 

（ロ） 日本工業規格 JIS G 3106（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用
圧延鋼材を管状に溶接したもの 

（ハ） 日本工業規格 JIS G 3444（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造
用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK500又はSTK490 

 

 
（ニ） 日本工業規格 JIS G 3445（2016）「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造

用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種 
（ホ） けい素が0.4％以下、りんが0.06％以下及び硫黄が0.06％以下の鋼であって、引張

強さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8％以上のものを管状に溶接

したもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
 
 
 
 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
 
 
 
 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
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現行解釈 解釈改正案 変更点 

ロ 鋼管の厚さは、1mm以上であること。 
ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートにあっては、日本工業規格 JIS 

A 5373（2010）「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材

料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プ
レストレストコンクリートポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあっては、
日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコンクリートポール及び遠心力
鉄筋コンクリートポール」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであること。 

ロ 鋼管の厚さは、1mm以上であること。 
ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートにあっては、日本工業規格 JIS 

A 5373（2016）「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材

料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プ
レストレストコンクリートポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあっては、
日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコンクリートポール及び遠心力
鉄筋コンクリートポール」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであること。 

 
 
・引用 JIS を新 JIS に置換え 
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【鉄柱及び鉄塔の構成等】解釈第 56 条の解説改正案 ＜参考＞ 

現      行       （変更箇所    ） 改   正   案       （変更箇所    ） 備考 

第56条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 
〔解説〕 本条は、架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱の性能と規格につ
いて示している。 

（省略） 

第二号は、工場打ちの鉄筋コンクリート柱の性能について示したもので、工場打ち鉄筋コン
クリート柱の規格として 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規
格 JIS A 5373（2010）「プレキャストプレストレス トコンクリート製品」、遠心力鉄筋コ
ンクリートポールにあっては、日本工業規格JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコ
ンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」を引用している。これは、鉄筋コン
クリートポール の種別を第1種と第2種に区分し、前者は主として送配電用のもの、後者は主
として電気鉄道用のものを対象としている ので、本条では第1種に係るものを採用している。

なお、第一号に示す鉄筋コンクリート柱と第二号で示す工場打ち鉄筋コンクリート柱との
差異は、前者は鉄筋コンクリート柱に使用されるコンクリート及び鋼材についてそれぞれ許
容応力を示し、支持物に加わる荷重により生じる応力がそれぞれの許容応力の範囲内に収ま
るように設計することを規定しているのに対し、後者は個々の部材についての許 容応力を示
さず、完成した柱体としての性能を規定していることである。 

 

 

第56条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 
〔解説〕 本条は、架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱の性能と規格につ
いて示している。 

（省略） 

第二号は、工場打ちの鉄筋コンクリート柱の性能について示したもので、工場打ち鉄筋コン
クリート柱の規格として 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規
格 JIS A 5373（2010）「プレキャストプレストレス トコンクリート製品」、遠心力鉄筋コ
ンクリートポールにあっては、日本工業規格JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコ
ンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」を引用している。これは、鉄筋コン
クリートポール の種別を第1種と第2種に区分し、前者は主として送配電用のもの、後者は主
として電気鉄道用のものを対象としている ので、本条では第1種に係るものを採用している。

なお、第一号に示す鉄筋コンクリート柱と第二号で示す工場打ち鉄筋コンクリート柱との差
異は、前者は鉄筋コンクリート柱に使用されるコンクリート及び鋼材についてそれぞれ許容応
力を示し、支持物に加わる荷重により生じる応力がそれぞれの許容応力の範囲内に収まるよう
に設計することを規定しているのに対し、後者は個々の部材についての許 容応力を示さず、
完成した柱体としての性能を規定していることである。 

また、本条で引用しているJIS A 5309（1971）については、1981年に廃止されている。しか
しながら、同規格に基づく製品が相当数あり使用されていることなど、実状を勘案して引用を
継続することとした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・廃止 JIS である

旨を追記する。 
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電気設備の技術基準の解釈 改正案＜参考＞ 

電技解釈第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

第57条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次の各号に適合するもの又は第2項

の規定に適合する鋼管柱であること。 

一  鉄柱又は鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平鋼，棒鋼，鋼管（コンクリート又はモルタルを充て

んしたものを含む。）及びボルトの許容応力は，次によること。 

イ 許容引張応力，許容圧縮応力，許容曲げ応力，許容せん断応力及び許容支圧応力は，57-1

表に規定する値 

（略） 

二  鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平

鋼及び棒鋼は，次によること。 

イ 鋼材は，次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼

材のうちSS400、SS490又はSS540 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼

材 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3114（2008）「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」に規定する溶接構

造用耐候性熱間圧延鋼材 

(二) 日本産業規格JIS G 3129（2005）「鉄塔用高張力鋼鋼材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼

材 

（略） 

四  鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。）は，

次によること。  

イ  鋼材は，次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼

材を管状に溶接したもの 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3444（2010）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素

鋼鋼管のうちSTK400、STK490又はSTK540 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3474（2008）「鉄塔用高張力鋼管」（JIS G 3474（2011）にて追

補）に規定する鉄塔用高張力鋼管 

（略） 

五  鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは，日本産業規格JIS B 1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締

結用部品の機械的性質－第一部：ボルト，ねじ及び植込みボルト」又はJIS B 1186(1995)「摩

擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」(JIS B 1186(2007)にて追補)に規定

するボルトであること。 

第57条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は，次の各号に適合するもの又は第2

項の規定に適合する鋼管柱であること。 

一  鉄柱又は鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平鋼，棒鋼，鋼管（コンクリート又はモルタルを充て

んしたものを含む。）及びボルトの許容応力は，次によること。 

イ 許容引張応力，許容圧縮応力，許容曲げ応力，許容せん断応力及び許容支圧応力は，57-1

表に規定する値 

（略） 

二  鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔を構成する鋼板，形鋼，平

鋼及び棒鋼は，次によること。 

イ 鋼材は，次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延

鋼材のうちSS400、SS490又はSS540 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3106（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延

鋼材 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3114（2016）「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」に規定する溶接

構造用耐候性熱間圧延鋼材 

(二) 日本産業規格JIS G 3129（2018）「鉄塔用高張力鋼鋼材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼

材 

（略） 

四  鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。）は，

次によること。  

イ  鋼材は，次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3106（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延

鋼材を管状に溶接したもの 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3444（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭

素鋼鋼管のうちSTK400、STK490又はSTK540 

(ハ)  日本産業規格 JIS G 3474（2014）「鉄塔用高張力鋼管」（JIS G 3474（2016R）にて

追補2）に規定する鉄塔用高張力鋼管 

（略） 

五  鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは，日本産業規格JIS B 1051(2014)「炭素鋼及び合金鋼製締

結用部品の機械的性質－強度区分を規定したボルト，小ねじ及び植込みボルト－並目ねじ及

び細目ねじ」又はJIS B 1186(2013)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセ

ット」に規定するボルトであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

 

 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 
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現行解釈 解釈改正案 変更点 

2 第1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 日本産業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材

のうちSS400、SS490又はSS540を管状に溶接したもの 

ロ 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材

を管状に溶接したもの 

ハ 日本産業規格 JIS G 3444（2010）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼

管のうちSTK400、STK500又はSTK490 

ニ 日本産業規格 JIS G 3445（2010）「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼

鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種 

 

2 第1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 日本産業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材

のうちSS400、SS490又はSS540を管状に溶接したもの 

ロ 日本産業規格 JIS G 3106（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材

を管状に溶接したもの 

ハ 日本産業規格 JIS G 3444（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼

管のうちSTK400、STK500又はSTK490 

ニ 日本産業規格 JIS G 3445（2016）「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼

鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

・引用 JIS を新 JIS に置換え 
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【鉄柱及び鉄塔の構成等】解釈第 57 条の解説改正案 ＜参考＞ 

 

現      行       （変更箇所    ） 改   正   案       （変更箇所    ） 備考 

第57条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
〔解説〕 本条は、架空電線路の支持物として使用する鉄柱及び鉄塔の構成材について示した
もので、第l項では、構成材及びボルトの許容応力を示している。第二号から第五号では、構
成材として使用される鋼板、形鋼、平鋼、棒鋼、鏑管(コンクリート又はモルタルを充てんし
たものを含む。) 及びボルトの規格について示している. 

 
（省略） 

 

第二号から第五号については、④基準で、UHV等の大型鉄塔の構成材の規格として日本工業

規格JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼材」、JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」、JIS

 G 3474「鉄塔用高張力鋼管」を加え、ボルトの規格として日本工業規格JIS B 1051「炭素鋼

及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第1部:ボルト、ネジ及び植込みボルト」を加えた。更

に、⑭解釈で、鉄柱及び鉄塔の構成材料として日本電気技術規格委員会規格JESC E 3002 (20

01) 「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔

用690N/mm2高張力山形鋼を加え、⑯解釈で、ボルトの規絡として日本工業規格JIS B 1186「摩

擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」を加えた。ただし、従来から用いて

いる接合形式を摩擦接合に変えるものではない。 

 

第57条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
〔解説〕 本条は、架空電線路の支持物として使用する鉄柱及び鉄塔の構成材について示した
もので、第l項では、構成材及びボルトの許容応力を示している。第二号から第五号では、構成
材として使用される鋼板、形鋼、平鋼、棒鋼、鏑管(コンクリート又はモルタルを充てんしたも
のを含む。) 及びボルトの規格について示している. 

 
（省略） 

 

第二号から第五号については、④基準で、UHV等の大型鉄塔の構成材の規格として日本工業

規格JIS G 3129(1988)「鉄塔用高張力鋼鋼材」、JIS G 3223(1988)「鉄塔フランジ用高張力鋼

鍛鋼品」、JIS G 3474(1988)「鉄塔用高張力鋼鋼管」を加え、ボルトの規格として日本工業規

格JIS B 1051(1991)「鋼製のボルト・小ねじの機械的性質」を加えた。更に、⑭解釈で、鉄柱

及び鉄塔の構成材料として日本電気技術規格委員会規格JESC E 3002 (2001) 「鉄塔用690N/m

m2高張力山形鋼の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用690N/mm2高張力山

形鋼を加え、⑯解釈で、ボルトの規絡として日本工業規格JIS B 1186(1995)「摩擦接合用高力

六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」を加えた。ただし、従来から用いている接合形式

を摩擦接合に変えるものではない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・誤記の修正 
・読み誤りを防ぐ

ため、当時の JIS
規格に読み取れる

よう解説文に年号

を追記し、当時の

名称に変更。 
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電気設備の技術基準の解釈 改正案＜参考＞ 

電技解釈第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1

項、第 63 条第 1 項、第 64 条） 

第195条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合は、次

の各号によること。 

（略） 

二 発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。 

イ 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線

等」の「3 性能」（「3.1 外観及び構造」を除く。）の第 2 種発熱線に係るものに適合する

こと。 

ロ 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線

等」の「5.1 外観」及び「5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」

に適合すること。 

（略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管の内部に発熱線を施設したも

のをいう。）を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用

炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

 

（略） 

 

  

 

【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1

項、第 63 条第 1 項、第 64 条） 

第195条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合は、次

の各号によること。 

（略） 

二 発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。 

イ 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規定）

発熱線等」の「A.3 性能」（「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 2 種発熱線

に係るものに適合すること。 

ロ 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規定）

発熱線等」の「A.5.1 外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4

構造及び材料」に適合すること。 

（略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管の内部に発熱線を施設したも

のをいう。）を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用

炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 
 

 

 

 

 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 
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電気設備の技術基準の解釈 改正案＜参考＞ 

電技解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

現行解釈 解釈改正案 変更点 

【パイプライン等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1 項、第

63 条第 1 項、第 64 条、第 76 条） 

第 197 条 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送を行う施設の総体をいう。

以下この条において同じ。）に発熱線を施設する場合（第 4 項の規定により施設する場合を除く。）

は、次の各号によること。 

（略） 

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるものであること。 

イ MI ケーブル 

ロ 露出して使用しないものにあっては、第 195 条第 1 項第二号イ及びロの規定に適合するも

の 

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 

(ｲ) 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」

の「3 性能」（「3.1 外観及び構造」を除く。）の第 3 種発熱線に係るものに適合すること。

 

(ﾛ) 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」

の「5.1 外観」及び「5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」に適

合すること。 

（略） 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とする装置（以下この項にお

いて「直接加熱装置」という。）を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ﾛ) 日本産業規格 JIS G 3454（2012）「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭

素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本産業規格 JIS G 3456（2010）「高温配管用炭素鋼鋼管」に規定する高温配管用炭

素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本産業規格 JIS G 3457（2005）「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規定する配管用

アーク溶接炭素鋼鋼管 

(ﾎ) 日本産業規格 JIS G 3459（2012）「配管用ステンレス鋼管」に規定する配管用ステン

レス鋼管 

（略） 

【パイプライン等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1 項、第

63 条第 1 項、第 64 条、第 76 条） 

第 197 条 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送を行う施設の総体をいう。

以下この条において同じ。）に発熱線を施設する場合（第4 項の規定により施設する場合を除く。）

は、次の各号によること。 

（略） 

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるものであること。 

イ MI ケーブル 

ロ 露出して使用しないものにあっては、第 195 条第 1 項第二号イ及びロの規定に適合するも

の 

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 

(ｲ) 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規定）

発熱線等」の「A.3 性能」（「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 3 種発熱線

に係るものに適合すること。 

(ﾛ) 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規定）

発熱線等」の「A.5.1 外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構

造及び材料」に適合すること。 

（略） 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とする装置（以下この項にお

いて「直接加熱装置」という。）を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(ｲ) 日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管

(ﾛ) 日本産業規格 JIS G 3454（2017）「圧力配管用炭素鋼鋼管」（JIS G 3454（2019）にて

追補）に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

(ﾊ) 日本産業規格 JIS G 3456（2019）「高温配管用炭素鋼鋼管」に規定する高温配管用炭

素鋼鋼管 

(ﾆ) 日本産業規格 JIS G 3457（2016）「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規定する配管用

アーク溶接炭素鋼鋼管 

(ﾎ) 日本産業規格 JIS G 3459（2017）「配管用ステンレス鋼管」（JIS G 3459（2019）にて

追補）に規定する配管用ステンレス鋼管 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 
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現行解釈 解釈改正案 変更点 

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用

炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

（略） 

 

 

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によること。 

（略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用

炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

（略） 

 

 

 

引用 JIS を新 JIS に置換え 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈第１６【機械器具等の電路の絶縁性能】 

第１６条【機械器具等の電路の絶縁性能】 
発変電作業会 1 / 11 

対応省令 機能要求の要約 

【電路の絶縁】 

第 5 条 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高

電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないもので

なければならない。 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。 

 

（参考） 

 第２２条：低圧電線路の絶縁性能 

 第５８条：低圧の電路の絶縁性能 
 

 
(1) 事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければ

ならない。 
 

 
STEP1 定性的規定部分と定量的・具体的部分に区分 
STEP2 定量的・具体的部分のうち解釈へ残すものと民間規格に移行検討するものを区別 
STEP3 民間規格に移行検討する仕様要求に対して関連する民間規格の有無を確認 
STEP4 仕様要求（民間規格への移行対象）に対する性能要求を作成 
STEP5 電技解釈の改正案の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 

今回調査

対象規格

関連省令・解

釈 
規格番号 規格名 備考 

 

電技解釈 

第 16 条 

第１項 

第二号 

JESC E7001
（2015） 

「電路の絶縁耐力の確認方法」 「3.2 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」によること。 

〇 電技解釈 

第 16 条 

第 5 項 

第二号 

JIS C 8918
（1998） 
（2005 追補）

（2013） 

「結晶系太陽電池モジュール」 

「使用電圧が低圧の場合は、事故時に想定される異常電圧を考慮した試験方法によ

り、あらかじめ絶縁性能を確認したもの」とは、「67.1 電気的性能」によること。 

※2013 に改正されており、2013 では「7.1 電気的性能」に変更。 

〇 

JIS C 8939 
（1995） 
（2005 追補）

（2013） 

「アモルファス薄膜太陽電池モジュ

ール」 

「使用電圧が低圧の場合は、事故時に想定される異常電圧を考慮した試験方法によ

り、あらかじめ絶縁性能を確認したもの」とは、「67.1 電気的性能」によること。 

※2013 に改正されており、2013 では「7.1 電気的性能」に変更。 

 

電技解釈 

第 16 条 

第 6 項 

第三号 

JESC E7001 
(2015) 

「電路の絶縁耐力の確認方法」 「3.3 器具等の電路の絶縁耐力の確認方法」によること。 

 
電技解釈 

第 16 条 

第 6 項 

第四号イ 

JIS C 1731-2

（1998） 

「計器用変成器―（標準用及び一般

計測用） 第２部：計器用変圧器」
「6.3 耐電圧」によること。 

 
JIS C 1736-1

（2009） 

「計器用変成器（電力需給用）―第
１部：一般仕様」 

「6.4 耐電圧」によること。 

 

電技解釈 

第 16 条 

第 6 項 

第四号ロ 

JIS C 1731-2

（1998） 

「計器用変成器―（標準用及び一般

計測用） 第２部：計器用変圧器」

「6.3 耐電圧」に規定するコンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ端子間及び 1 次

接地側端子と外箱間の耐電圧の規格に準ずること。 

 電技解釈 

第 16 条 

第 6 項 

第四号ホ 

JIS C 4608 

(2015) 

「６．６ｋＶキュービクル用高圧避

雷器」 

「5.2.2 耐電圧」（商用周波耐電圧・雷インパルス耐電圧）によること。 

（対象：公称電圧 6.6kV のｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受電設備に用いる公称放電電流 2 500A 又は 5 

000A の酸化亜鉛形直列ｷﾞｬｯﾌﾟ付避雷器） 

 
JEC 2374 

(2015) 
「酸化亜鉛型避雷器」 

「5.12 絶縁耐力」によること。 

（対象：公称電圧 3.3～1 000kV の直列ｷﾞｬｯﾌﾟを使用するがいし形避雷器，直列ｷﾞｬｯﾌﾟ

を使用しない，がいし形避雷器及びガス絶縁タンク形避雷器（がいし形避雷器は 3.3kV

～500kV を対象） 

〇 

電技解釈 

第 16 条 

第 6 項 

第五号 

JEC 2470 

（2005） 

（2017） 

（2918）追補 

「分散型電源系統連系用電力変換装

置」 
「6.3.37.3.3 交流耐電圧試験」によること。 

1

添付資料４
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

【機械器具等の電路の絶縁性能】（省令第5条第2項、第3項） 

第16条 変圧器（放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第1項

に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊

の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。）の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有

すること。 

一 16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有するこ

と。 

 

16-1表 

変圧器の巻線の種類 試験電圧 
試 験

方法

大使用電圧が7,000V以下のもの 

大使用電圧の1.5倍の

電圧（500V未満となる場

合は、500V） 

※1 

大使用

電圧が

7,000Vを

超え、

60,000V以

下のもの 

大使用電圧が15,000V以下のものであって、中性点接地式電路（中

性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限

る。）に接続するもの 

大使用電圧の0.92倍の

電圧 

上記以外のもの 

大使用電圧の1.25倍の

電圧（10,500V未満とな

る場合は、10,500V） 

大使用

電圧が

60,000Vを

超えるも

の 

整
流
器
に
接
続
す
る
以
外
の
も
の 

中性点非接地式電路に接続するもの 
大使用電圧の1.25倍の

電圧 

中
性
点
接
地
式
電
路
に
接
続
す
る
も
の 

星
形
結
線
の
も
の 

中性点直接接

地式電路に接

続するもの 

中性点を直接

接地するもの 

大使用電圧が

170,000V以下のも

の 

大使用電圧の0.72倍の

電圧 

※2
大使用電圧が

170,000Vを超える

もの 

大使用電圧の0.64倍の

電圧 

中性点に避雷器を施設するもの 
大使用電圧の0.72倍の

電圧 
※3

上記以外のものであって、中性点に避雷器を施設

するもの 大使用電圧の1.1倍の

電圧（75,000V未満とな

る場合は75,000V） 

※4
スコット結線のものであって、T座巻線と主座巻線の接

続点に避雷器を施設するもの 

上記以外のもの 

※1
整流器に接続するもの 

整流器の交流側の 大使

用電圧の1.1倍の交流電

圧又は整流器の直流側の

大使用電圧の1.1倍の

直流電圧 

※1：試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。 

※2：試験される巻線の中性点端子、他の巻線（他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線）の任意の1端子、鉄心

及び外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の任意の1端子と大地との間に試験電圧を連続して10分間加え

る。 

※3：試験される巻線の中性点端子、他の巻線（他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線）の任意の1端子、鉄心

及び外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の任意の1端子と大地との間に試験電圧を連続して10分間加

え、更に中性点端子と大地との間に 大使用電圧の0.3倍の電圧を連続して10分間加える。 

※4：試験される巻線の中性点端子（スコット結線にあっては、T座巻線と主座巻線の接続点端子。以下この項において

同じ。）以外の任意の1端子、他の巻線（他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線）の任意の1端子、鉄心及び

外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の各端子に三相交流の試験電圧を連続して10分間加える。ただし、

三相交流の試験電圧を加えることが困難である場合は、試験される巻線の中性点端子及び接地される端子以外の任

意の1端子と大地との間に単相交流の試験電圧を連続して10分間加え、更に中性点端子と大地との間に 大使用電圧

の0.64倍（スコット結線にあっては、0.96倍）の電圧を連続して10分間加えることができる。 

(備考) 電位変成器を用いて中性点を接地するものは、中性点非接地式とみなす。 

 
②-b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもの

であって、保安を確保する

ための基本的な事項 
 
※絶縁耐力試験を行うこと

を義務付けているもので

はない。（電技解釈解説よ

り） 
 

   

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

2



電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈第１６【機械器具等の電路の絶縁性能】 

第１６条【機械器具等の電路の絶縁性能】 
発変電作業会 3 / 11 

現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

二 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001（2015）「電路の絶縁耐力の確認方法」の「３．２ 変圧器の電路の

絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ・既に民間規格を引用 JESCE7001 〇事故時に想定

される異常電

圧を考慮した

方法により、

絶縁性能が確

認された場合

において，所

定の 
 絶縁性能を確

認する方法は

以下とする。 
・常規対地電圧

を電路と大地

との間に連続

して 10 分間加

えたときにこ

れに耐えるこ

と。 

二 事故時に想定される異常電圧を考慮した試験方法により、あらか

じめ絶縁性能を確認したものである場合において、常規対地電圧を

電路と大地との間に連続して 10 分間加えて確認したとき、これに

耐えること。 

 

 

2 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。 

一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 

二 回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との間

に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 

 

16-2表 

種類 試験電圧 

回転変流機 
直流側の 大使用電圧の1倍の交流電圧（500V未満となる

場合は、500V） 

上記以外

の回転機 

大使用電圧が7,000V以

下のもの 

大使用電圧の1.5倍の電圧（500V未満となる場合は、

500V） 

大使用電圧が7,000Vを

超えるもの 

大使用電圧の1.25倍の電圧（10,500V未満となる場合

は、10,500V） 
 

②-b 
 

・電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもの

であって、保安を確保する

ための基本的な事項 
 

   

3 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を

有すること。 

16-3表 

大使用電圧

の区分 
試験電圧 試験方法 

60,000V以下 
直流側の 大使用電圧の1倍の交流電圧（500V未満

となる場合は、500V） 

充電部分と外箱との間に連続して10分間 

加える。 

60,000V超過 
交流側の 大使用電圧の1.1倍の交流電圧又は、直

流側の 大使用電圧の1.1倍の直流電圧 

交流側及び直流高電圧側端子と大地との間 

に連続して10分間加える。 
 

②-b 
 

・電気工作物の有すべき
絶縁性能を規定している
ものであって、保安を確
保するための基本的な事
項 
 

   

4 燃料電池は、 大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧（500V未満となる場合は、500V）を充電部分と大

地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 

②-b 
 

・電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもの

   

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

〔抜粋〕 

日 本 電 気 技 術 規 格 委 員 会 規 格 

電路の絶縁耐力の確認方法 

ＪＥＳＣ Ｅ７００１（２０１５） 

 

1.適用範囲 

 この規格は、電路の絶縁耐力の確認方法について規定する。 

2.引用規格 

 次に掲げる規格は、この規格（ＪＥＳＣ）に引用されることによって、この規格（ＪＥＳＣ）の規定の一部を構成する。

これらの引用規格は、その記号、番号、制定（改正・改訂）年及び引用内容を明示して行うものとする。 

  JIS C 3606（2003） 高圧架橋ポリエチレンケーブル 

           （略） 

3.技術的規定 

           （略） 

3.2 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法  
  変圧器の電路で、3-2-1 表に定める規格の耐電圧試験による絶縁耐力を有していることを 
 確認したものである場合において、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して 10 分加えて確認したときにこれに耐え

ること。 
                  ３－２－１表 

種類 絶縁耐力関係の規格 耐電圧試験名称 

変圧器 

「変圧器」 
 電気学会 電気規格調査会標準規格 
 JEC-2200 

交流耐電圧試験 

「配電用６ｋV 油入変圧器」 
 日本工業規格 JIS C 4304 

加圧耐電圧試験 

「配電用６ｋV モールド変圧器」 
 日本工業規格 JIS C 4306 

加圧耐電圧試験 

 

・「常規対地電圧」の定義が解釈には規定されていないため，規
定してはどうか。 

 案：通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧 
 
・条文を定性的な表現とし引用する民間規格をリスト化すると，
一号との区分を明確にするために，「あらかじめ」のようにこ
れまで解釈には使用されていない文言を追加する必要がある。 

3
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判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要
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 であって、保安を確保する

ための基本的な事項 
※新規参入が見込まれる事

項（分類②-e）にも該当 
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。 

一 大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧（500V未満となる場合は、500V）を充電部分と大地との間

に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 

 

 

②-b 
 
 
 

・電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもの

であって、保安を確保する

ための基本的な事項 
※新規参入が見込まれる事

項（分類②-e）にも該当 

   

二 使用電圧が低圧の場合は、日本産業規格 JIS C 8918（1998）（2013）「結晶系太陽電池モジュール」の「67.1

電気的性能」（JIS C 8918（2005）にて追補）又は日本産業規格 JIS C 8939（1995）（2013）「アモルファス薄

膜太陽電池モジュール」（JIS C 8939（2005）にて追補）の「67.1 電気的性能」に適合するものであるととも

に、省令第58条の規定に準ずるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
②-b 

 

・一部は既に民間規格を引用

・一部は電気工作物の有すべ

き絶縁性能を規定してい

るものであって、保安を確

保するための基本的な事

項 
※新規参入が見込まれる事

項（分類②-e）にも該当 
 
※引用されている JIS は

2013 年に改定されている。

JIS C 8918（1998 2013）
JIS C 8939（1995 2013）

JISC8918 
JISC8939 

 

○事故時に想定

される異常電圧

を考慮した方法

によりあらかじ

め絶縁性能が確

認された場合に

おいて所定の絶

縁性能を確認す

る方法は以下と

する。 

・省令第 58条の

規定に準ずるも

のであること。

二 使用電圧が低圧の場合は、事故時に想定される異常電圧を考慮し

た試験方法により、あらかじめ絶縁性能を確認したものであるとと

もに、省令第 58条の規定に準ずるものであること。 

 

6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具（第1項から第5項までに規定す

るもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具（第142条第九号に規定するものをいう。）を除く。以下この項にお

いて「器具等」という。）の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具

の接続線及び母線（電路を構成するものに限る。）は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。 

一 次に適合するものであること。 

イ 使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間（多心ケーブルにあって

は、心線相互間及び心線と大地との間）に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 

 

16-4表 

電路の種類 試験電圧 

交流 大使用電圧の1.5倍の交流電圧（500V未満となる場合は、500V） 

直流 大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧（500V未満となる場合は、500V） 

 

ロ 使用電圧が高圧又は特別高圧の電路においては、前条第一号の規定に準ずるものであること。 

二 電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線においては、前条第二号の規定に準ずるものであ

ること。 

 

 

②-b 
 

・電気工作物の有すべき絶

縁性能を規定しているも

のであって、保安を確保

するための基本的な事項 
 

  

 

三 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001（2015）「電路の絶縁耐力の確認方法」の「３．３ 器具等の電路の

絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。 

 
 
 

⑤ 

 

 

 

 

・既に民間規格を引用 
 

JESC 
E7001 

 

 

○事故時に想定 

 される異常電 

 圧を考慮した 

 方法により、 

 あらかじめ絶 

三 事故時に想定される異常電圧を考慮した試験方法により、あらか

じめ絶縁性能を確認したものである場合において、常規対地電圧

を電路と大地との間に連続して 10分間加えて確認したとき、これ

に耐えること。 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

[JIS 記載事項の概要] 
〇太陽電池の形式および電圧区分ごとに求められる絶縁性能について規定されている。 
〇具体的には受渡当事者間の協定になる場合と形式認証による各種試験（絶縁抵抗、耐電圧、衝撃電圧）に適合したもので

あることが規定されている。 
 
以下抜粋 
JIS C8918 
7．性能 
7.1 電気的性能 
電気的性能は次による 
a)出力特性 出力特性は表 3 による。性能は箇条 5 の基準状態での値とする。 
省略・・ 
b)絶縁 電圧区分 H 形のモジュールの絶縁は、表 4 による。電圧区分 L 形のモジュールの絶縁については受渡当事者間の

協定による。 
表 4-絶縁性能 

項目        性能・試験 
絶縁抵抗  JIS C8990 の 10.3（絶縁試験）に基づく 
耐電圧   JIS C8990 の 10.3（絶縁試験）に基づく 
衝撃電圧  JIS C8992-2 の 10.5（インパルス試験 MST14）に基づく 

（※JIS C8939 もほぼ同内容） 

・条文を定性的な表現とし引用する民間規格をリスト化する
と，一号との区分を明確にするために，「あらかじめ」のよう
にこれまで解釈には使用されていない文言を追加する必要が
ある。 
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

 

〔抜粋〕 

日 本 電 気 技 術 規 格 委 員 会 規 格 

電路の絶縁耐力の確認方法 

ＪＥＳＣ Ｅ７００１（２０１５） 

 

３．３ 器具等の電路の絶縁耐力の確認方法 

器具等の電路で３－３－１表及び３－３－２表に定める規格の商用周波耐電圧試験（ＪＥＣ－２

２１０にあっては交流耐電圧試験）による絶縁耐力を有していることを確認したものである場合に

おいて，常規対地電圧を電路と大地との間に連続して１０分間加えて確認したときにこれに耐える

こと。          

   

 

 

 

  縁性能が確認 

 された場合に 

 おいて、所定 

 の絶縁性能を 

 確認する方法 

 は以下とする。

・常規対地電圧 

を電路と大地 

の間に連続し 

て 10 分間加え

て確認したと 

き、これに耐え

ること。 

 

 

 

四 器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること。 

イ 接地形計器用変圧器であって、日本工業規格 JIS C 1731-2（1998）「計器用変成器－（標準用及び一般計測

用）第2部：計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」又は日本工業規格 JIS C 1736-1（2009）「計器用変成器（電力

需給用）－第1部：一般仕様」の「6.4 耐電圧」に適合するもの 

 

 

⑤ 

・既に民間規格を引用 
 

 

JISC1731-2 
JISC1736-1
 
 
 

 

○事故時に想定 

 される異常電 

 圧を考慮した 

 方法により、 

 絶縁性能を確 

 認する項目は

以下とする。 

・雷インパルス 

 耐電圧、商用 

 周波耐電圧、 

 誘導耐電圧、 

 部分放電、長時

間交流耐電 

四 器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合する

ものであること。 

 イ 接地形計器用変圧器であって、事故時に想定される異常電圧を

考慮した試験方法により、絶縁性能を確認したもの 

 
 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

・「常規対地電圧」の定義が解釈には規定されていないため，規
定してはどうか。 

 案：通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧 
 
・条文を定性的な表現とし引用する民間規格をリスト化すると， 
 一～二号との区分を明確にするために，「あらかじめ」のよう
にこれまで解釈には使用されていない文言を追加する必要があ
る。 
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

【概要】JISC 1731-2(1998)計測用変成器－（標準用及び一般計測用） 

6.3 耐電圧 次の項目について試験方法および試験電圧を規定 

6.3.1 雷インパルス耐電圧 

6.3.2 商用周波耐電圧 

6.3.3 誘導耐電圧 

6.3.4 部分放電 

6.3.5 長時間交流耐電圧 

            

【概要】JISC 1736-2(2009)計測用変成器（電力需給用）－第１部：一般仕様 

6.4 耐電圧 次の項目について試験方法および試験電圧を規定 

6.3.1 雷インパルス耐電圧 

6.3.2 商用周波耐電圧 

6.3.3 誘導耐電圧 

6.3.4 部分放電 

6.3.5 長時間交流耐電圧 

6.3.6 巻線端子間耐電圧 

 
 

 圧、巻線端子 

 間耐電圧に関 

 する所定の試 

 験を実施し、 

 これに耐える 

こと。 

ロ 電力線搬送用結合コンデンサであって、高圧端子と接地された低圧端子間及び低圧端子と外箱間の耐電圧が、

それぞれ日本工業規格 JIS C 1731-2（1998）「計器用変成器－（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧

器」の「6.3 耐電圧」に規定するコンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ端子間及び1次接地側端子と外箱

間の耐電圧の規格に準ずるもの 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

 
 
 
 
・既に民間規格を引用 

 

 
 
 
 
JISC1731-2

 

○事故時に想定 

される異常電 

圧を考慮した 

方法により、 

絶縁性能を確 

認する方法は 

以下とする。 

・雷インパルス 

耐電圧、商用

周波耐電圧、

誘導耐電圧、

部分放電、長

時間交流耐電

圧、巻線端子

間耐電圧に関

する所定の試

験を実施し、

これに耐える

こと。 

 

 

 

 

 ロ 電力線搬送用結合コンデンサであって、高圧端子と接地された 

低圧端子間及び低圧端子と外箱間は、事故時に想定される異常電 

圧を考慮した試験方法により、絶縁性能を確認したもの 

ハ 電力線搬送用結合リアクトルであって、次に適合するもの 

(イ) 使用電圧は、高圧であること。 

(ロ) 50Hz又は60Hzの周波数に対するインピーダンスは、16-5表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同

表の中欄に掲げる試験電圧を加えたとき、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。 

 

16-5表 

使用電圧の区分 試験電圧 
インピーダンス 

50Hz 60Hz 

3,500V以下 2,000V 400kΩ 500kΩ 

3,500V超過 4,000V 800kΩ 1,000kΩ 

 

②-b 
 

・電気工作物の有すべき絶

縁性能を規定しているも

のであって、保安を確保

するための基本的な事項 
 

  

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

JIS C 1731-2 6.3「耐電圧」を要約 
計器用変圧器（標準用及び一般計測用）の耐電圧性能（雷インパルス耐電圧、商用周波耐電圧、誘

導耐電圧、部分放電、長時間交流耐電圧）について試験方法・適合すべき試験電圧や判定基準を規定
している。 
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

(ハ) 巻線と鉄心及び外箱との間に 大使用電圧の1.5倍の交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐

える性能を有すること。 

ニ 雷サージ吸収用コンデンサ、地絡検出用コンデンサ及び再起電圧抑制用コンデンサであって、次に適合する

もの 

(イ) 使用電圧が高圧又は特別高圧であること。 

(ロ) 高圧端子又は特別高圧端子と接地された外箱の間に、16-6表に規定する交流電圧を1分間加え、また、直

流電圧を10秒間加えたとき、これに耐える性能を有するものであること。 

16-6表 

使用電圧の区分（kV） 区分 交流電圧（kV） 直流電圧（kV） 

3.3 
A 16 45 

B 10 30 

6.6 
A 22 60 

B 16 45 

11 
A 28 90 

B 28 75 

22 

A 50 150 

B 50 125 

C 50 180 

33 

A 70 200 

B 70 170 

C 70 240 

66 
A 140 350 

C 140 420 

77 
A 160 400 

C 160 480 

(備考) 

    Aは、B又はC以外の場合 

    Bは、雷サージの侵入が少ない場合又は避雷器等の保護装置によって異常電圧が十分低く抑制される場合 

    Cは、避雷器等の保護装置の保護範囲外に施設される場合 

ホ 避雷器であって、次のいずれかに適合するもの 

(イ) 直列ギャップを有する避雷器であって、次に適合するもの 

(１) 商用周波放電開始電圧は、乾燥状態及び注水状態において、2分以内の時間間隔で10回連続して商用

周波放電開始電圧を測定したとき、16-7表に規定する値以上であること。 

(２) 直列ギャップ及び特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐電

圧試験を行ったとき、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。 

(ⅰ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧（商用周波）を乾燥状態で1分間、注水状態で10秒間加える。 

(ⅱ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧（雷インパルス）を乾燥及び注水状態において、正負両極性でそ

れぞれ3回加える。 

(３) 乾燥及び注水状態において、16-7表に規定する雷インパルス放電開始電圧（標準）を正負両極性でそ

れぞれ10回加えたとき、全て放電を開始し、かつ、正負両極性の雷インパルス電圧（波頭長0.5μs以上1.5

μs以下、波尾長32μs以上48μs以下となるもの。）により放電開始電圧と放電開始時間との特性を求め

たとき、0.5μsにおける電圧値は、同表に規定する雷インパルス放電開始電圧（0.5μs）の値以下である

こと。 

(４) 正負両極性の雷インパルス電流（波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下の波形と

なるもの）により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、16-7

表に規定する制限電圧の値以下であること。 

(５) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、乾燥状態及び注水状態で、正負両極性の開閉インパルス

電圧により、放電開始電圧と放電開始時間との特性を求めたとき、250μsにおける電圧値は、16-7表に規定

する開閉インパルス放電開始電圧の値以下であること。 

 

 

 

 

②-b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-a 
 

・電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもの

であって、保安を確保する

ための基本的な事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもので

あるが、技術進歩が目まぐる

しく柔軟に対応すべき仕様 
なお、同項(ハ),(二),(ホ)は、既

に民間規格を引用している。

 
本内容は、JEC-203 記載内容

であるが、直列ギャップを有

する避雷器は現状余り使用

されておらず、3.3～33kV(定
格電圧 4.2～42kV)配電線用

避雷器に適用されている程

度である。 
 
16-7 表は、JEC-203 の表 3 に

対応しており、規格改定に伴

い JEC-2371 の表 1-3、続い

て JEC-2374 の表 1-3「直列

ギャップ付避雷器保護・耐電

圧性能」に引き継がれている

が、上記理由により JEC-
2371 以降定格電圧 4.2～

42kV のものしか扱われてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JISC 4608 
 

JEC-2374 
（避雷器規格

の変遷） 
初期 (1965 ～

1975 年)の公

称電圧 500kV
変電所までは

ギャップと特

性要素 (炭化

けい素 )とを

組み合わせた

直列ギャップ

付避雷器が開

発・適用され、

避雷器規格と

し て JEC-
203-1978「避

雷器」が制定・

適用された。

その後、酸化

亜鉛素子が出

現し、従来の

直列ギャップ

 

 

 

 

 

○避雷器の絶縁

 性能を規定し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 避雷器であって、事故時に想定される異常電圧を考慮した試験方

法により、絶縁性能を確認したもの 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

・これまでの条文は、避雷器の種類に応じて 
第６項四号ホ 
（イ）「直接ｷﾞｬｯﾌﾟを有する避雷器」 
（ロ）「（イ）に規程するもの以外」 
（ハ）「がいし形避雷器」 
（ニ）「ガス絶縁タンク形避雷器」 
（ホ）「ガス絶縁タンク形避雷器(3.3～154kV 系統用)」 
に分けて記載しているが、全てをひとまとめにして定性的な
表現に見直した。 

 
※第 6項第四号ホ（イ）以降は削除 

 
・なお、これまでの条文については、避雷器の「絶縁性能」の
他に、「開閉サージ放電耐量」や「保護性能」についても記載
があるが、これらについては、条文との関連性から、第 37 条
「避雷器等の施設」に記載箇所を変更。 
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判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

16-7表 

避雷

器定

格電

圧

(kV) 

商用

周波

放電

開始

電圧

(kV) 

耐電圧試験

電圧(kV) 

雷インパルス放電開始電圧(kV) 
制限電圧(kV) 

開 閉 イ

ン パ ル

ス 放 電

開 始 電

圧(kV)

（標準） （0.5μs） 

（商

用周

波） 

（雷

イン

パル

ス） 

※ 

10,000A

避雷器

5,000A

避雷器

2,500A 

避雷器 

10,000A

避雷器

5,000A 

避雷器 

2,500A

避雷器

10,000A

避雷器

5,000A

避雷器

2,500A

避雷器

4.2 6.9 16 45 17 17 17 19 19 20 14 15 17 17 

8.4 13.9 22 60 33 33 33 38 38 38 28 30 33 33 

14 21 28 90 50 50 54 57 57 62 47 50 54 50 

28 42 50 150 90 90 105 103 103 126 94 130 105 90 

42 63 70 200 135 135 160 155 155 184 140 145 160 120 

70 105 120 300 213   245   224   200 

84 126 140 350 256   294   269   240 

98 147 160 400 298   343   314   281 

112 168 185 450 340   391   358   320 

126 189 230 550 383   440   403   361 

140 210 230 550 426   490   448   401 

182 273 325 750 553   636   582   522 

196 294 325 750 596   685   627   561 

210 315 395 900 638   734   672   601 

224 336 395 900 681   783   717   641 

266 399 460 1,050 808   929   851   762 

280 420 460 1,050 851   979   896   802 

420 630 750 1,550 1,220   1,340   1,220   1,090

※：波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下となるものとする。 

 

 
ま た 、 JIS C4608-2015
「6.6kV キュービクル用高圧

避雷器」が本内容に関係して

いるが、これはキュービクル

式高圧受電設備に用いる公

称放電電流 2500A または

5000A の酸化亜鉛形直列ギ

ャップ付避雷器について規

定している。この規格で絶縁

性能に関しては、表 1「耐電

圧・放電開始電流及び制限電

圧」に規定があり、この内容

は JEC-2374 表 1-3 に合致し

ている。 
 
 

を不要とした

酸化亜鉛形避

雷器が開発さ

れ、規格とし

て JEC-217-
1984「酸化亜

鉛形避雷器」

が 制 定 さ れ

た。 
酸化亜鉛形避

雷器の運用実

績の蓄積及び

高性能化によ

り、GIS 用と

し て 、 順 次

JEC-2372-
1995「ガス絶

縁タンク形避

雷 器 」 及 び

JEC-2373-
1998「ガス絶

縁タンク形避

雷器（ 3.3 ～

154kV 系 統

用）」が制定さ

れた。一方、が

い し 形 避 雷

器、配電用避

雷器について

は JEC-203、
JEC-217 が適

用されてきた

が、制定後 20
年が経過、見

直 し さ れ 、

JEC-2371-
2003 
「がいし形避

雷器」として

統合された。

以上の通り、

酸化亜鉛形避

雷器の進歩は

著しく、また

規格はその制

定経緯が複雑

で、難解であ

るため 終的

に JEC-2374-
2015「酸化亜

鉛形避雷器」

に統合され、

旧規格は全て

廃止されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

◆JIS C4608「6.6kV ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用高圧避雷器」の記載事項の概要 

・公称電圧 6.6kV のｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受電設備に用いる公称放電電流 2 500A 又は 5 000A の酸化

亜鉛直列ｷﾞｬｯﾌﾟ付避雷器について定格及び性能要求事項等を規定 

5.定格及び性能 

5.2.2 耐電圧 

 ・商用周波数耐電圧及び雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ耐電圧について，試験電圧及び要求事項を規定 

◆JEC-2374(2015) 記載事項（概略記載） 

・公称電圧 3.3～1 000kV の直列ｷﾞｬｯﾌﾟを使用するがいし形避雷器，直列ｷﾞｬｯﾌﾟを使用しない 

がいし形避雷器及びｶﾞｽ絶縁ﾀﾝｸ形避雷器に適用する。 

5.定格 

 5.12 絶縁耐力 

  ・本規程による試験(7.12 及び 10.6.12)において規定値以上であること 

8
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

(ロ) (イ)に規定するもの以外の避雷器であって、次に適合するもの 

(１) 乾燥状態において測定した動作開始電圧（商用周波電圧を加えたときの、16-8表に規定する抵抗分電

流に対する避雷器端子電圧の値をいう。）の波高値は、16-10表に規定する値以上であること。 

 

                      16-8表 

公称放電電流

（A） 

開閉サージ動作責務静電容

量（μF） 
抵抗分電流（波高値）(mA) 

5,000 － 1 

10,000 

25 1 

50 2 

78 3 

 

(２) 特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐電圧試験を行ったと

き、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。 

(ⅰ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧（商用周波）を、乾燥状態で1分間加え、また、注水状態で10秒

間加える。 

(ⅱ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧（雷インパルス）を、乾燥状態及び注水状態において、正負両

極性でそれぞれ3回加える。 

(３) 正負両極性の急しゅん雷インパルス電流（波頭長0.8μs以上1.2μs以下となるもの）により制限電圧

と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における電圧値は、16-10表に規定する急しゅん雷イン

パルス制限電圧の値以下であること。 

(４) 正負両極性の雷インパルス電流（波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下となるも

の）により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、16-10表に

規定する雷インパルス制限電圧の値以下であること。 

(５) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、正負両極性の開閉インパルス電流（波頭長48μs以上72μ

s以下の波形となるもの）により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、16-9表に規定する放電電流

における制限電圧値は、16-10表に規定する開閉インパルス制限電圧の値以下であること。 

 

16-9表 

開閉サージ動作責務静電容量（μF） 放電電流（波高値）（A） 

25 1,000 

50 2,000 

78 3,000 

 

16-10表 

避雷器 

定格電圧

（kV） 

動作開始 

電圧 

（波高値）

（kV） 

耐電圧試験電圧（kV） 
急峻雷インパルス

制限電圧（kV） 

雷インパルス制限

電圧（kV） 開閉インパルス制限 

電圧（kV） （商用周

波） 

（雷インパル

ス）※ 

10,000A

避雷器

5,000A

避雷器 

10,000A

避雷器

5,000A

避雷器

4.2 7.1 16 45 19 19 17 17 17 

8.4 14.3 22 60 36 36 33 33 33 

14 19.8 28 90 52 55 47 50 50 

28 39.6 50 150 103 110 94 100 90 

42 59.4 70 200 154 160 140 145 120 

70 99 120 300 246  224  200 

84 119 140 350 296  269  240 

98 139 160 400 345  314  281 

112 158 185 450 394  358  320 

126 178 230 550 443  403  361 

140 198 230 550 493  448  401 

182 232 325 750 640  582  522 

196 277 325 750 690  627  561 

210 267 395 900 739  672  601 

224 285 395 900 789  717  641 

266 339 460 1,050 936  851  762 

③-a 
 

電気工作物の有すべき絶縁

性能を規定しているもので

あるが、技術進歩が目まぐる

しく柔軟に対応すべき仕様 
なお、同項(ハ),(二),(ホ)は、既

に民間規格を引用している。

 
本内容は、JEC-217(1984)記
載内容であるが、酸化亜鉛形

避雷器の進歩は著しく、その

後 発 刊 さ れ た JEC-
2372(1984), 
JEC-2373(1998)JEC-
2371(2003)の内容を 新の

JEC-2374(2015)に統合、旧規

格は全て廃止されている。 
 
16-8 表は、JEC-217 の表 6 に

対応しており、規格改定に伴

い JEC-2371 の表 3、 終的

に JEC-2374 の表 3「動作開

始電圧試験時の抵抗分電流

値」に引き継がれている。 
但し、開閉サージ動作責務静

電容量は開閉サージ放電耐

量クラスに表現が変わって

おり、その読み替えは下表の

とおり。 
 
開閉

サー

ジ放

電耐

量ク

ラス

公称 
電圧

(kV) 

対応する

開閉サー

ジ動作責

務静電容

量(μ
F/14kV)

U 1000 221 
A 500 78 
B 187～

275 
50 

BB 66～
154 

50 

C 66～
154 

25 

D 3.3～
33 

25 

 
16-9 表は、JEC-217 の表 7 に

対応しており、規格改定に伴

い JEC-2371 の表 4、 終的

に JEC-2374 の表 4「開閉イ

ンパルス制限電圧試験時の

放電電流」に引き継がれてい

る。 
 
16-10 表は、JEC-217 の表 3
に対応しており、規格改定に

伴い JEC-2371 の表 1-1、

JEC-2374 
 

 

削除（第 37 条へ変更） 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

280 356 460 1,050 986  896  802 

420 535 750 1,550 1,340  1,220  1,090 

※：波頭長0.84μs以上1.56μs以下、波尾長40μs以上60μs以下となるものとする。 

 
 

終的にJEC-2374の表1-1「が

いし形標準特性避雷器保護・

耐電圧性能」に引き継がれて

いる。 
 
 

(ハ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-2371-2003「がいし形避雷器」の「6.7 動作開始電圧試験」、

「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.3 開閉イ

ンパルス制限電圧試験」、「6.12.1 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.2 雷インパルス耐電圧試験」に適

合するもの 

(ニ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC2372-1995「ガス絶縁タンク形避雷器」の「6.7 動作開始電圧試

験」、「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.3 開

閉インパルス制限電圧試験」、「6.12.4 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.6 雷インパルス耐電圧試験」

に適合するもの 

(ホ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC2373-1998「ガス絶縁タンク形避雷器（3.3～154kV系統用）」の

「6.7 動作開始電圧試験」、「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制限

電圧試験」、「6.8.3 開閉インパルス制限電圧試験」、「6.12.4 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.6 雷

インパルス耐電圧試験」に適合するもの 

 

⑤ ・既に民間規格を引用 
※引用されている JEC-2371

(2003)、JEC-2372(1995)、
JEC2373(1998) は 共 に

JEC-2374(2015)に統合さ

れており、すべて廃止規格

となっている。 
(ハ)項、(二)項、(ホ)項共に、

JEC-2374「酸化亜鉛形避雷

器」の「7.7 動作開始電圧試

験」、「7.8.1 急しゅん雷イン

パルス制限電圧試験」、「7.8.2
雷インパルス制限電圧試

験」、「7.8.3 開閉インパルス

制限電圧試験」、「7.12.1 商

用周波耐電圧試験」及び

「7.12.2 雷インパルス耐電

圧試験」に引き継がれてい

る。 

JEC-2374 
 

 

削除（第 37 条へ変更） 

五 逆電力変換装置が、太陽電池モジュールに接続する低圧1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、

電気学会電気規格調査会標準規格JEC-2470(2005)（2017）「分散形電源系統連系用電力変換装置」（JEC-2470（2018）

にて追補）の「6.27.2 一般試験試験項目」の交流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したもので

あって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したときにこれに耐えること。 

 
（参考）下記内容に改正要請中（平成 28 年 8 月 3 日 日電規委 28 第 0019 号） 
五 電力変換装置が、1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電気規格調査会標準規格

JEC-2470(2005)「分散形電源系統連系用電力変換装置」の「6.2 一般試験」の交流耐電圧試験により絶縁耐力を

有していることを確認したものであって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したと

きにこれに耐えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ・既に民間規格を引用 
 

JEC-2470 
 

〇事故時に想定

される異常電

圧を考慮した

方法により、

絶縁性能が確

認された場合

において，所

定の絶縁性能

を確認する方

法は以下とす

る。 
・常規対地電圧 

 を電路と大地 
 との間に連続 
 して 10 分間 
 加えたときに 
 これに耐える 
こと。 

五 逆電力変換装置が、太陽電池モジュールに接続する低圧 1,500V

以下の直流電路に施設されるものである場合は、事故時に想定され

る異常電圧を考慮した試験方法により、あらかじめ絶縁性能を確認

したものである場合において、常規対地電圧を電路と大地との間に

連続して 10 分間加えて確認したとき、これに耐えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

JEC-2470「分散型電源系統連系用電力変換装置」（抜粋） 
 
6.2 試験項目 ※解釈は「6.2 一般試験」 
 系統連系変換装置の試験項目には、一般的試験項目と系統連系機能試験項目とがある。 
6.2.1 一般的試験項目 
 一般的試験項目には、半導体電力変換装置としての試験であり、その試験項目は、表 7 による。 
 
                 表 7 一般的試験項目 （抜粋） 

試験項目 形式試験 常規試験 追加試験 試験方法（箇条番号） 
交流耐電圧試験 〇 〇  6.3.1 または 6.3.3 

 
                      （省略） 
6.3 一般的試験の方法 
6.3.1 一般 
 一般的試験の方法は、次によるほか、自励変換装置の場合は JEC-2440 5.4（自励半導体電力変換装置の試験

 法）、他励変換装置の場合は JEC-2410 5.16（半導体電力変換装置の試験法）による。 
 表 7 の試験方法（箇条番号）の欄に示したように一部の試験について 6.5.1 によってもよい。 

・「常規対地電圧」の定義が解釈には規定されていないため，規
定してはどうか。 

 案：通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧 
 
・条文を定性的な表現とし引用する民間規格をリスト化すると，
「あらかじめ」のようにこれまで解釈には使用されていない文言  
を追加する必要がある。 
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現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要

素 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要（H30.1.11） 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

                     （省略） 
 
6.3.3 交流耐電圧試験 
 定格交流電圧が 300V 以下の場合には、試験電圧に表 9 の値を適用してもよい。商用周波変圧器がある場合に

は、定格交流電圧は変圧器の変換装置の電圧とする。 
 
        表 9 定格交流電圧が 300V 以下の場合の試験電圧 

定格交流電圧 試験電圧実効値 
30V 以下 500V 

30V を超え 150V 以下 1000V 
150V を超え 300V 以下 1500V 

 
7.2 試験項目 
 系統連系変換装置の試験項目には、一般的試験項目と系統連系機能試験項目とがある。 
7.2.1 一般的試験項目 
 一般的試験項目には、半導体電力変換装置としての試験であり、その試験項目は、表 7 による。 
 
                 表 7 一般的試験項目 （抜粋） 

試験項目 形式試験 ルーチン試験 追加試験 試験方法（箇条番号） 
交流耐電圧試験 〇 〇  7.3.1 または 7.3.3 

 
                      （省略） 
7.3 一般的試験の方法 
7.3.1 一般 
 一般的試験の方法は、次頁以降に示す方法によるほか、自励変換装置の場合は JEC-2440 6.4（自励半導体電

力変換装置の試験法）、他励変換装置の場合は JEC-2410 5.16（半導体電力変換装置の試験法）による。 
 表 7 の試験方法（箇条番号）の欄に示したように一部の試験について 7.5.1 によってもよい。 
 
                     （省略） 
 
7.3.3 交流耐電圧試験 
 自励変換装置の場合は JEC-2440 6.4.3、他励磁変換装置の場合は JEC-2410 5.16.1 によるが、定格交流電

圧が 300V 以下の場合には、試験電圧に表 9 の値を適用しても良い。定格交流電圧が 300V を超え 600V 以下の

場合は試験電圧に表 10 の値を適用してもよい。ただし、表 10 の定格交流電圧は、変換器の交流定格電圧であり、

表 10 の試験電圧は変換器に適用される。表 10 中のＵM は、定格交流電圧で使用時に変換器の任意の端子間又は

端子と大地間に現れる電圧の波高値（ただし、転流に伴う過渡時の電圧を除く）の 大値である。 
 注記 表 10 を適用する場合の試験の詳細、ＵMの詳細は JEC-2440 6.4.3.1 b)を参照。 
 
        表 9 定格交流電圧が 300V 以下の場合の試験電圧 
                                単位 V 

定格交流電圧 試験電圧実効値 
30 以下 500 

30 を超え 150 以下 1 000 
150 を超え 300 以下 1 500 

表 10 定格交流電圧が 300V を超え 600V 以下の場合の試験電圧 
                                単位 V 

定格交流電圧 試験電圧実効値 

300 を超え 600 以下 ＵM／√2＋ 1 200 
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                                    電技解釈性能規定化検討シート                                  
電技解釈 第５６条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

第５６条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 
配電作業会 1 / 5 

対応省令 機能要求の要約 

【支持物の倒壊の防止】 

第３２条一項 架空電線路又は架空電車路の支持物の材料及び構造（支線を施設する場合は，当該支線に係るものを含む。）は，その支持物が支持する電線等による引張荷

重，風速４０ｍ／秒の風圧荷重及び当該施設場所において通常想定される気象の変化，振動，衝撃その他の外部環境の影響を考慮し，倒壊のおそれがないよう，安全なも

のでなければならない。ただし，人家が多く連なっている場所に施設する架空電線にあっては，その施設場所を考慮して施設する場合は，風速４０ｍ／秒の風圧荷重の１

／２の風圧荷重を考慮して施設することができる。 

 

(1) 支持物が支持する電線等による引張荷重，風速４０ｍ／秒の風圧荷重及び当該施設場所にお

いて通常想定される気象の変化，振動，衝撃その他の外部環境の影響を考慮し，倒壊のおそれ

がないよう，安全なものでなければならない。 
(2) ただし，人家が多く連なっている場所に施設する架空電線にあっては，その施設場所を考慮

して施設する場合は，風速４０ｍ／秒の風圧荷重の１／２の風圧荷重を考慮して施設すること

ができる。 
 

STEP1 定性的規定部分と定量的・具体的部分に区分 
STEP2 定量的・具体的部分のうち解釈へ残すものと民間規格に移行検討するものを区別 
STEP3 民間規格に移行検討する仕様要求に対して関連する民間規格の有無を確認 
STEP4 仕様要求（民間規格への移行対象）に対する性能要求を作成 
STEP5 電技解釈の改正案の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 

今回調査対象規格
関連省令・解釈 

(変更後条文) 
規格番号 規格名 備考 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第一号 

第二号ハ 

JIS A 

5373(2010) 

(2016) 

「プレキャストプレストレスト

コンクリート製品」 

「遠心力プレストレストコンクリートポール」とは、「プレキャストプレス

トレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、「9 

試験方法」、「附属書 A ポール類」および「推奨仕様 A-1 プレストレスト

コンクリートポール」に規定する性能を満たすこと 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第一号 

第二号ハ 

JIS A 

5309(1971) 

「遠心力プレストレストコンク

リートポールおよび遠心力鉄筋

コンクリートポール」 

「遠心力鉄筋コンクリートポール」とは、「遠心力プレストレストコンクリ

ートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」、「6 曲

げ強さ試験」に規定する性能を満たすこと 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第二号イ(イ) 

JIS G 

3101(2010) 

(2017) 

「一般構造用延鋼材」 
「一般構造用延鋼材」とは、「一般構造用圧延鋼材」に規定する「SS400」、

「SS490」、「SS540」であること 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第二号イ(イ) 

JIS G 

3106(2015) 

(2017) 

「溶接構造用圧延鋼材」 
「溶接構造用圧延鋼材」とは、「溶接構造用圧延鋼材」に規定する「溶接構

造用圧延鋼材」であること 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第二号イ(ロ) 

JIS G 

3444(2010) 

(2016) 

「一般構造用炭素鋼鋼管」 
「一般構造用炭素鋼鋼管」とは，「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する

「STK400」、「STK500」、「STK490」であること 

○ 

電技解釈 

第 56条 

第二号イ(ロ) 

JIS G 

3445(2010) 

(2016) 

「機械構造用炭素鋼鋼管」 
「機械構造用炭素鋼鋼管」とは，「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する「13

種」、「14種」、「15種」、「16種」、「17種」であること 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要素

性能規定化後の電技解釈の条文案 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第32条第1項） 

第56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合するも

のであること。 

一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

イ 許容応力は、次によること。 

(イ) コンクリートの許容曲げ圧縮応力、許容せん断応力及び形鋼、平鋼又は棒鋼に対す

る許容付着応力は、56-1表に規定する値 

56-1 表 

コンクリートの 

圧縮強度（N/mm2） 

許容曲げ圧縮応力

（N/mm2） 

許容せん断応力

（N/mm2） 

許容付着応力（N/mm2） 

形鋼又は

平鋼 

棒鋼 

丸鋼 異形棒鋼 

17.7 以上 20.6 未満 5.88 0.59 0.34 0.69 1.37

20.6 以上 23.5 未満 6.86 0.64 0.36 0.74 1.47

23.5 以上 7.84 0.69 0.39 0.78 1.57

(備考) コンクリートの圧縮強度は、材令28日の3個以上の供試体を日本工業規格 JIS A 1108

（2006）「コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定するコンクリートの圧縮強度試験方法によ

り試験を行って求めた圧縮強度の平均値とする。 

 

(ロ) 形鋼、平鋼又は棒鋼の許容引張応力及び許容圧縮応力は、56-2表に規定する値 

56-2 表 

種類 
許容引張応力

（N/mm2） 
許容圧縮応力（N/mm2） 

形鋼又は平鋼

Y ≦ 0.7 B 

の場合 5.1
1

Y 

5.1
1

Y Y ＞ 0.7 B 

の場合 5.1
7.0

B 

棒鋼 

丸鋼 全て 5.1
1

Y かつ 156 以下 5.1
1

Y かつ 156 以下 

異形棒

鋼 

直 径 ≧

29mm 5.1
1

Y かつ196以下 
5.1

1

Y かつ 196 以下 

29mm ＞ 直

径＞25mm 5.1
1

Y 
5.1

1

Y 

25mm ≧ 直

径 5.1
1

Y かつ215以下 
5.1

1

Y かつ 215 以下 

 (備考) 

1. Y は材料の降伏点又は耐力（単位：N/mm2） 

2. B は材料の引張強さ（単位：N/mm2） 

 
(ハ) ボルトの許容引張応力及び許容せん断応力は、56-3表に規定する値 

56-3 表 
許容応力の種類 許容応力（N/mm2） 

許容引張応力 

Y ≦0.7 B の場合 5.1
1

Y 

Y ＞0.7 B の場合 
5.1
7.0

B 

 

 

 

③－ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場打ちの鉄筋コンクリー

ト柱は，新規での施設が見

込めないため，必要性が無

くなった事項である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一号イ 

(イ)（ロ） 

鉄筋コンク

リート構造

計算規準（日

本建築学会）

表 6.1，6.2

と類似（一部

一致せず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一号イ 

(ハ) 

鋼構造設計

基準（日本建

築学会）表

5.2 と類似

（一部一致

せず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現場打ちの鉄筋

コンクリート柱

は，新規での施

設が見込めない

ため，当該箇所

を削除する。（第

56条第 1項を削

除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第32条第1項） 

第56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合する

ものであること。 

（第 56 条第一号イ 削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第一号イ、ロ、ハ） 
●新規での施設が見込めない現場打ちの鉄筋コンクリート柱の規定であ
ることから削除する。 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要素

性能規定化後の電技解釈の条文案 

許容せん断応力 

Y ≦0.7 B の場合 
35.1

1
Y 

Y ＞0.7 B の場合 35.1
7.0 B 

(備考) 
1. Y は材料の降伏点又は耐力（単位：N/mm2） 

2. B は材料の引張強さ（単位：N/mm2） 

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101（2010）(2017)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構

造用圧延鋼材のうちSS400又はSS490 

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3112（2010）「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定する鉄筋コン

クリート用棒鋼のうち熱間圧延によって製造された丸鋼又は異形棒鋼（SD295A、SD295B

又はSD345に限る。） 

ハ ボルトは、日本工業規格 JIS B 1051（2000）「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的

性質－第1部：ボルト、ねじ及び植込みボルト」又はJIS B 1186（1995）「摩擦接合用高力

六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」（JIS B 1186（2007）にて追補）に規定するボ

ルトであること。 

 

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであること。 

イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5373（2010）

(2016)「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製

造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレ

ストコンクリートポール」に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力

プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」

及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 複合鉄筋コンクリート柱であって、完成品の底部から全長の1/6（2.5mを超える場合は、2.5m）

までを管に変形を生じないように固定し、頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷

重の2倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間規格を活用済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持物の倒壊を防止するた

めの性能を規定しているこ

とから，直接公衆の安全確

保に関わる事項である。 

 

 

 

 

 

 

第一号ロ，

ハ，第二号は

民間規格を

活用済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第ニ項イ 

〇｢5 品質｣使用上

有害なきず，ひ

び割れ，欠け，反

り，ねじれなど

があってはなら

ない。 

〇｢8材料及び製造

方法｣コンクリ

ート柱が省令を

満足するための

材料，製造方法

について JIS を

引用し規格を規

定している。 

〇圧縮強度，曲げ

強度などは附属

書及び奨励仕様

を引用してい

る。 

 

第ニ項ロ 

〇｢5 品質｣質が密

で，有害なきず，

ひびわれなどの

欠点がなく，表

面はなめらかで

なければならな

い。 

〇｢6 曲げ強さ試

験｣曲げ試験を

実施した場合に

ポールが有する

べき規格を規定

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 56 条第一号ロ 削除） 

 

 

 

（第 56 条第一号ハ 削除） 

 

 
一 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、遠心力プレストレストコンクリートポール、または

遠心力鉄筋コンクリートポールであること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

〔JIS 記載事項の概要〕 
[JIS A 5373(2010)(2016) 「プレキャストプレストレストコンクリート製品」] 
〇5品質 
 使用上有害なきず，ひび割れ，欠け，反り，ねじれなどがあってはならない。 
〇8材料及び製造方法 
 材料及び製造方法は JIS A 5364 による。 
〇9試験方法 
 試験方法は JIS A 5363 及び付属書 Aポール類による。 
〇附属書 Aポール類 
 圧縮強度，曲げ強度を規定している。 
〇推奨仕様 A-1 プレストレストコンクリートポール 
 プレストレストコンクリートポールについて記載している。 

〔JIS 記載事項の概要〕 
〔JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コン
クリートポール」〕 
〇5品質 

ポールは，その質が密で，有害なきず，ひびわれなどの欠点がなく，表面はなめらか
でなければならない。 

〇6曲げ強さ試験 
 ポールの曲げ強さ試験方法について記載している。 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第二号イ） 
●日本工業規格 JIS A 5373（2010）(2016)の内容は，工場打ちの遠心力

プレストレストコンクリートポールの具体的な規格（「5 品質」、「8 

材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書 A ポール類」及

び「推奨仕様 A-1 プレストレストコンクリートポール」）であること

から，分類整理の指標に照らし合わせると，④－a（民間規格への移行

検討）である。このため，定性的な表現にて，条文案に反映する。 
 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第二号ロ） 
●日本工業規格 JIS A 5309（1971）の内容は，工場打ちの遠心力鉄筋コ

ンクリートポールの具体的な規格（「5 品質」、「6 曲げ強さ試験」）

であることから，分類整理の指標に照らし合わせると，④－a（民間規

格への移行検討）である。このため，定性的な表現にて，条文案に反

映する。 
 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第三号） 
●現行電技解釈第５６条第四号ニに同内容を規定（重複）している。 
このため，条文案第５６条第二号ニで規定する。
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要素

性能規定化後の電技解釈の条文案 

 
四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格は、次のとおりとする。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101（2010）(2017)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構

造用圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540を管状に溶接したもの 

 

 

 
(ロ) 日本工業規格 JIS G 3106（2008）(2017)「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構

造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

 

 

 
(ハ) 日本工業規格 JIS G 3444（2010）(2016)「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般

構造用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK500又はSTK490 

 

 

 
(ニ) 日本工業規格 JIS G 3445（2010）(2016)「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械

構造用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種 

 

 

 

 

 
 

(ホ) けい素が0.4％以下、りんが0.06％以下及び硫黄が0.06％以下の鋼であって、引張強

さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8％以上のものを管状に溶接したも

の 

 

 

 

 

 
ロ 鋼管の厚さは、1mm以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－a 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－a 

④－a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間規格を活用済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持物の倒壊を防止するた

めの性能を規定しているこ

とから，直接公衆の安全確

保に関わる事項である。 

 

 

 

 

 

支持物の倒壊を防止するた

めの性能を規定しているこ

とから，直接公衆の安全確

保に関わる事項である。 

性能を達成するため，鋼管

の厚さを規定しているが民

間規格での検討が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 四 号 イ

（イ）～（ニ）

は民間規格

を活用済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 四 号 イ

（ホ），ロ 

JEC-127「送

電用支持物

設計基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四項イ，ロ 

〇複合鉄筋コンク

リート柱に使用

できる鋼管の規

格を JIS および

JEC から引用し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

二 複合鉄筋コンクリートポールであって、次に適合するものであること。 

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

（イ）鋼材は、一般構造用圧延鋼材、又は溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したものである

こと。 

（ロ）管材は、一般構造用炭素鋼鋼管又は機械構造用炭素鋼鋼管であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ハ）けい素が0.4％以下、りんが0.06％以下及び硫黄が0.06％以下の鋼であって、引張強

さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8％以上のものを管状に溶接したも

のであること。 

 

ロ 鋼管の厚さは，1mm 以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

〔JIS 記載事項の概要〕 
〔JIS G 3101（2010）（2017）「一般構造用圧延鋼材」〕 
一般構造用圧延鋼材の成分、機械的性質を規定している。 

〔JIS 記載事項の概要〕 
〔JIS G 3106（2015）(2017)「溶接構造用圧延鋼材」〕 
溶接構造用圧延鋼材の成分、機械的性質を規定している。 

〔JIS 記載事項の概要〕 
〔JIS G 3444（2010）(2016)「一般構造用炭素鋼鋼管」〕 
一般構造用圧延鋼鋼管の成分、機械的性質を規定している。 

〔JIS 記載事項の概要〕 
〔JIS G 3445（2010）(2016)「機械構造用炭素鋼鋼管」〕 
機械構造用圧延鋼鋼管の成分、機械的性質を規定している。 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号イ（イ）） 
●日本工業規格 JIS G 3101（2010）(2017)の内容は，一般構造用圧延鋼

材の具体的な規格であることから，分類整理の指標に照らし合わせる

と，④－a（民間規格への移行検討）である。このため，定性的な表現

にて，条文案に反映する。 

 
条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号イ（ロ）） 
●日本工業規格 JIS G 3106（2015）(2017)の内容は，溶接構造用圧延鋼

材の具体的な規格であることから，分類整理の指標に照らし合わせる

と，④－a（民間規格への移行検討）である。このため，定性的な表現に

て，条文案に反映する。 

 
条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号イ（ハ）） 
●日本工業規格 JIS G 3444（2010）(2016)の内容は，一般構造用炭素鋼鋼

管の具体的な規格であることから，分類整理の指標に照らし合わせる

と，④－a（民間規格への移行検討）である。このため，定性的な表現に

て，条文案に反映する。 

 
条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号イ（二）） 
●日本工業規格 JIS G 3445（2010）(2016)の内容は，機械構造用炭素鋼鋼

管の具体的な規格であることから，分類整理の指標に照らし合わせる

と，④－a（民間規格への移行検討）である。このため，定性的な表現に

て，条文案に反映する。 

分類整理の追加，訂正 
●第四号イ（ホ） Ｈ２８年度未反映分の反映（②－a）  
 
●第四号ロ Ｈ２８年度反映分の訂正（④-a → ②-a） 

・電技解釈第５７条第１項第三号ロに同内容を規定してい

る。Ｈ２８年度の分類整理は②であり，支持物の倒壊防止

のための規定であることから，分類整理②に訂正。 
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                                    電技解釈性能規定化検討シート                                  
電技解釈 第５６条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 

第５６条【鉄筋コンクリート柱の構成等】 
配電作業会 5 / 5 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する民

間規格 
性能要求の要素

性能規定化後の電技解釈の条文案 

 
ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートにあっては、日本工業規格 JIS 

A 5373（2010）(2016)「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、

「8 材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様

A-1 プレストレストコンクリートポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあ

っては、日本工業規格 JIS A 5309（1971）「遠心力プレストレストコンクリートポール及

び遠心力鉄筋コンクリートポール」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 完成品は、柱の底部から全長の 1/6（2.5m を超える場合は、2.5m）までを管に変形を生じ

ないように固定し、頂部から 30cm の点において柱の軸に直角に設計荷重の 2倍の荷重を加

えたとき、これに耐えるものであること。 

 
 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－a 

④－a 

 

 

民間規格を活用済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持物の倒壊を防止するた

めの性能を規定しているこ

とから，直接公衆の安全確

保に関わる事項である。 

完成品の規格については，

民間規格として検討が可能

である。 

 

 

JIS A5373 

「プレキャ

ストブレス

トレストコ

ンクリート

製品」（複合

柱ではない

が同規格に

定める試験

方法を準用） 

 

 

 

 

 

〇同規格に定める

試験方法を準用

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 台柱にあっては、遠心力プレストレストコンクリートポール、又は遠心力鉄筋コンクリ

ートポールであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 完成品は、柱の底部から全長の 1/6（2.5m を超える場合は、2.5m）までを管に変形を生

じないように固定し、頂部から 30cm の点において柱の軸に直角に設計荷重の 2 倍の荷重

を加えたとき、これに耐えるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

配電（R01.12.04） 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号ハ） 
●日本工業規格 JIS A 5373（2010）（2016）の内容は，工場打ちの遠心

力プレストレストコンクリートポールの具体的な規格（「5 品質」、「8 

材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書 A ポール類」及

び「推奨仕様 A-1 プレストレストコンクリートポール」）であること

から，分類整理の指標に照らし合わせると，④－a（民間規格への移行

検討）である。このため，定性的な表現にて，条文案に反映する。 

●日本工業規格 JIS A 5309（1971）の内容は，工場打ちの遠心力鉄筋コ

ンクリートポールの具体的な規格（「5 品質」、「6 曲げ強さ試験」）

であることから，分類整理の指標に照らし合わせると，④－a（民間規

格への移行検討）である。このため，定性的な表現にて，条文案に反

映する。 

条文案の考え方（現行電技解釈 第５６条第四号ニ） 
●現行電技解釈 第５６条第三号（分類整理②）にて同内容を規定してい

る。重複していることから，第５６条第三号は削除し，条文案第５６

条第二号ニにて規定する。 

 

分類整理の訂正 
●第四号ニ Ｈ２８年度反映分の訂正（④-a → ②-a） 

・電技解釈第５６条第三号に同内容を規定している。Ｈ２８

年度の分類整理は②であり，支持物の倒壊防止のための規

定であることから，分類整理②に訂正。 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 1 / 10 

対応省令 機能要求の要約 

（支持物の倒壊の防止） 
第三十二条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造（支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。）は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、

風速 40ｍ/秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なもので

なければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速 40ｍ/秒の風圧荷重の 1/2 の

風圧荷重を考慮して施設することができる。 
 

(1)支持物強度は引張荷重，風速 40ｍ/秒の風圧荷重，当該設置場所における気象変化・振動・衝

撃その他の外部環境の影響を考慮し，倒壊のおそれがないよう，安全なものでなければならな

い。 
(2)人家が多く連なっている場所で，その施設場所を考慮して施設する場合は，風速 40ｍ/秒の風

圧荷重の 1/2 の風圧荷重を考慮することができる。 

 
STEP1 定性的規定部分と定量的・具体的部分に区分 
STEP2 定量的・具体的部分のうち解釈へ残すものと民間規格に移行検討するものを区別 
STEP3 民間規格に移行検討する仕様要求に対して関連する民間規格の有無を確認 
STEP4 仕様要求（民間規格への移行対象）に対する性能要求を作成 
STEP5 電技解釈の改正案の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 
今回調査

対象規格

関連省

令・解釈
規格番号 規格名 備考 

○ 

電技解釈
第 57 条 
第 1 項 
第二号 

JIS G 3101
（2010）（2017）

「一般構造用圧延鋼材」 

「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「一般構
造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうち SS400、SS490 又は SS540 である
こと 

○ 
JIS G 3106
（2008）（2017）

「溶接構造用圧延鋼材」 

「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「溶接構
造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材であること 
又は鋼管が，「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接した
ものであること 

○ 
JIS G 3114
（2008）（2016）

「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「溶接構
造用耐候性熱間圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材であること 

○ 
JIS G 3129
（2005）（2018） 

「鉄塔用高張力鋼鋼材」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「鉄塔用
高張力鋼鋼材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材であること 

 
JIS G 3223
（1988） 
2008 年追補 

「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「鉄塔フ
ランジ用高張力鋼鍛鋼品」に規定する鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品であること 

 
JESC E3002
（2001） 

「「鉄塔用 690N/mm2 高張力山形鋼」
の架空電線路の支持物の構成材への
適用」 

「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に，これに耐えるもの」とは，鋼板，形鋼，平鋼及び棒鋼において，「「鉄塔用
690N/mm2 高張力山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用
690N/mm2 高張力山形鋼であること 

 
JIS G 3444
（2010）（2016）

「一般構造用炭素鋼鋼管」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，鋼管が，「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する
一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK490 又は STK540 であること 

○ 
JIS G 3474
（2008）（2014）
2016 年追補 2 

「鉄塔用高張力鋼管」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，鋼管が，「鉄塔用高張力鋼管」に規定する鉄塔
用高張力鋼管であること 

○ 
 JIS B 1051
（2000）（2014）

「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の
機械的性質－第 1 部：ボルト、ねじ
及び植込みボルト強度区分を規定し
たボルト，小ねじ及び植込みボルト
－並目ねじ及び細目ねじ」 

「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，ボルトが，「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の
機械的性質－第 1 部：ボルト、ねじ及び植込みボルト」に規定するボルトであること 

○ 
 

JIS B 1186
（1995）2007 年
追補（2013） 

「摩擦接合用高力六角ボルト・六角
ナット・平座金のセット」 

「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，ボルトが，「摩擦接合用高力六角ボルト・六角
ナット・平座金のセット」に規定するボルトであること 

○ 

電技解釈
第 57 条 
第 2 項 
第一号 

JIS G 3101
（2010）（2017）

「一般構造用圧延鋼材」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用
圧延鋼材のうち SS400、SS490 又は SS540 を管状に溶接したものであること 

○ 
JIS G 3106
（2008）（2017）

「溶接構造用圧延鋼材」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用
圧延鋼材を管状に溶接したものであること 

○ 
JIS G 3444
（2010）（2016）

「一般構造用炭素鋼鋼管」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造
用炭素鋼管のうち STK400、STK500 又は STK490 であること 

○ 
JIS G 3445
（2010）（2016）

「機械構造用炭素鋼鋼管」 
「当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影響等を考慮
した場合に、これに耐えるもの」とは，「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造
用炭素鋼鋼管のうち 13 種、14 種、15 種、16 種又は 17 種であること 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 2 / 10 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

【鉄柱及び鉄塔の構成等】（省令第 32 条第 1 項） 

第 57 条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は、次の各号に適合するも

の又は第 2 項の規定に適合する鋼管柱であること。 

一 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼、棒鋼、鋼管（コンクリート又はモルタ

ルを充てんしたものを含む。）及びボルトの許容応力は、次によること。 

イ 許容引張応力、許容圧縮応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容支圧応力

は、57-1 表に規定する値 

 

57-1 表 

 

 (備考) 

1．σY は、材料の降伏点又は耐力（単位：N/mm2） 

2．σB は、材料の引張強さ（単位：N/mm2） 

 

ロ 許容座屈応力は、57-2 表に示す計算式により計算した値であること。ただし、片

フランジ接合山形構造材として使用する場合において、同表の計算式により計算し

た値が 57-3 表の許容座屈応力の上限値を超えるときは、その上限値とすること。 

57-2 表 

 
(備考) 

1．λk は、部材の有効細長比であって、次の計算式により計算した値 

    

 
 
 

②-b 
 

 
 
 
架空電線路の強度検討
に関して，省令に定め
る風速 40m/s の風圧荷
重の影響を考慮して倒
壊のおそれがないこと
を満足するための 低
限の構成材の強度につ
いて規定している基本
的な性能であり、保安
を確保するため、具体
的に必要な仕様を明示
しなければならない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容応力の種類 許容応力（N/mm2） 

許容引張応力 

Y ≦0.7 B の場合 
5.1

1
Y 

鋼板組立柱を構成する鋼板にあっては
0.2

1
Y Y ＞0.7 B の場合 

5.1
7.0

B 

許容圧縮応力 

5.1
1

Y 
許容曲げ応力 

許容せん断応力

Y ≦0.7 B の場合 
35.1

1
Y 

Y ＞0.7 B の場合 35.1

7.0
B 

許容支圧応力 
板厚4mm以上の場合 1.25 Y 

その他の場合 1.1 Y 

有効細長比の区分 許容座屈応力の計算式 

0 ＜ k ＜  の場合 ka ＝ kao－ 1 100
k

－ 2

2

100
k  

k ≧ の場合 
2

100

93

k

ka＝
 

 
r
lk

k＝

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

lk は、部材の有効座屈長で、部材の支持点間距離をとるものとする（単位：

cm）。ただし、部材の支持点の状態により、主柱材にあっては部材の支持点間距離

の 0.9 倍、腹材にあっては部材の支持点間距離の 0.8 倍（鉄柱の腹材であって、支

持点の両端が溶接されているものにあっては、0.7 倍）まで減じることができる。 

r は、部材の断面の回転半径（単位：cm）。ただし、コンクリート（モルタルを含

む。）を充てんした鋼管にあっては、次の計算式により計算した部材の断面の等価

回転半径とすることができる。 

   
IS は、鋼管の断面 2 次モーメント（単位：cm4） 

IC は、コンクリートの断面 2 次モーメント（単位：cm4） 

AS は、鋼管の断面積（単位：cm2） 

AC は、コンクリートの断面積（単位：cm2） 

n は、コンクリートと鋼管の弾性係数比 

2．σka は、部材の許容座屈応力（単位：N/mm2）。コンクリート（モルタルを含

む。）を充てんした鋼管にあっては、次の計算式により計算した等価断面積を応力

の算出に使用する断面積とする。 

   

A は、等価断面積（単位：cm2） 

AS 、AC 、n は、(備考)1 で定めるもの 

3．Λ、σkao、κ1 及びκ2 は、構成材の区分及び降伏点に応じ、それぞれ 57-3 表

に示す値 

57-3 表 
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≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

21



電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 4 / 10 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

 

(備考) 降伏点が 520N/mm2 の単一山形鋼主柱材その他の偏心の比較的少ないもの

であって、幅厚比（材料のフランジ幅／板厚）が 14.0 を超え、かつ、0＜λk

＜Λ  の場合は、この表に示す諸係数により計算したσka の値とσkao＝

346、κ1＝241、κ2＝0 として計算したσka の値のいずれか小さい方を許容

座屈応力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔を構成する鋼板、

形鋼、平鋼、棒鋼、鋼管（コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。）及

びボルトの材料は，当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部

環境の影響等を考慮した場合に、これに耐えるものであること。 

 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔を構成する鋼板、

形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101（2010）（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一

般構造用圧延鋼材のうち SS400、SS490 又は SS540 

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶

接構造用圧延鋼材 

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3114（2008）（2016）「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」に

規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

 
 
 
 
⑤ 

 
 
 
 
既に民間規格を活用済
み 

 

 

 

 

JIS G 3101 

JIS G 3106 

JIS G 3114 

JIS G 3129 

JIS G 3223 

JESC E3002 

ｏ鉄柱又は鉄塔
が設置場所に
おいて想定さ
れる荷重に対
し，倒壊する
恐れがないよ
う，安全なも
のである必要
がある。 

ｏ第 1 項二号イ
については，
鉄柱又は鉄塔
を構成する鋼
板，形鋼，平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成材の

区分 

鋼管、箱型断面材、十字型断

面その他偏心の極めて少な

いもの

単一山形鋼主柱材その他の

偏心の比較的少ないもの

片側フランジ接合山形鋼腹材その他の偏

心の多いもの

降伏点
(N/mm2)

 kao 
(N/mm2) 1 2  kao 

(N/mm2) 1 2  kao 
(N/mm2) 1 2 

kaoの上限値
(N/mm2)

235 100 156 0 63 110 148 2 57 140 147 71 0 94

245 95 163 0 66 105 154 2 61 135 153 76 0 98

255 95 170 0 74 105 160 2 67 135 159 80 0 102

265 95 176 0 81 100 166 2 71 130 165 85 0 106

275 90 183 0 84 100 173 3 77 130 172 90 0 110

285 90 190 0 93 100 179 3 83 125 178 95 0 114

295 90 196 0 100 95 185 3 88 125 184 100 0 118

305 85 203 0 103 95 192 3 95 125 190 104 0 122

315 85 210 0 112 95 198 3 102 120 197 110 0 126

325 85 216 0 121 90 204 3 107 120 203 115 0 130

335 85 223 0 130 90 211 4 114 115 209 121 0 134

345 80 230 0 132 90 217 4 122 115 215 126 0 138

355 80 236 0 142 90 223 4 129 115 222 132 0 142

365 80 243 0 153 85 229 4 134 115 228 137 0 146

375 80 250 0 164 85 236 4 144 110 234 143 0 150

380 80 253 0 168 85 239 4 148 110 237 146 0 152

390 75 260 0 168 85 245 4 156 110 244 152 0 156

400 75 266 0 179 85 252 5 165 105 250 158 0 160

410 75 273 0 191 80 258 5 170 105 256 163 0 164

420 75 280 0 204 80 264 5 179 105 262 169 0 168

430 75 286 0 215 80 270 5 189 105 269 176 0 172

440 70 293 0 211 80 277 5 200 100 275 182 0 176

450 70 300 0 225 80 283 5 209 100 281 188 0 180

460 70 306 0 237 80 289 6 217 100 287 194 0 184

470 70 313 0 251 75 296 6 224 100 294 201 0 188

480 70 320 0 266 75 302 6 235 100 300 207 0 192

490 70 326 0 278 75 308 6 246 95 306 214 0 196

520 - - - - 75 327 7 278 95 325 234 - 208

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

現行解釈第二号イ，第四号イ，第五号の民間規格引用箇所を総括

する形で新たな第二号を置く。 

新たな第二号と引用されている民間規格をリストにて紐付ける。 

現行第二号イの民間規格引用箇所は，新たな第二号にて総括

される。 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

(ニ) 日本工業規格 JIS G 3129（2005）（2018）「鉄塔用高張力鋼鋼材」に規定する鉄

塔用高張力鋼鋼材 

(ホ) 日本工業規格 JIS G 3223（1988）「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」（JIS G 

3223（2008）にて追補）に規定する鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品 

(ヘ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E3002（2001）「「鉄塔用 690N/mm2 高張力

山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用 690N/mm2 高張

力山形鋼 

 
 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 

［JIS G 3101（2010）（2017）「一般構造用圧延鋼材」］ 

ｏ一般構造物に用いる熱間圧延鋼材のうち，SS330，SS400，SS490，SS540 の適用寸

法，化学成分，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。

※これらの鋼材の種類うち，電技解釈の当該箇所で引用しているのは SS400，

SS490，SS540 である。 

 

［JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」］ 

ｏ溶接構造物に用いる熱間圧延鋼材のうち，SM400A，SM490A 等 11 種類に対し，適用

寸法，化学成分，熱処理及び熱処理の記号，炭素当量及び溶接割れ感受性組成，機

械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。 

 

［JIS G 3114（2008）（2016）「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」］ 

ｏ溶接構造物に用いる耐候性の熱間圧延鋼材のうち，SMA400AW，SMA490AW 等 14 種類

に対し，適用寸法，化学成分，熱処理及び熱処理の記号，炭素当量及び溶接割れ感

受性組成，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。 

 

［JIS G 3129（2005）（2018）「鉄塔用高張力鋼鋼材」］ 

ｏ送電鉄塔用に用いる熱間圧延鋼材のうち，SH590P，SH590S に対し，適用寸法，製造

方法，化学成分，炭素当量，溶融亜鉛めっき割れ感受性当量，機械的性質，許容差，

外観，試験，検査等について規定されている。 

 

［JIS G 3223（1988）「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」］ 

ｏ送電鉄塔用フランジに用いる高張力鋼鍛鋼品のである SFT590 に対し，化学成分，

機械的性質，炭素当量，許容差，外観，健全性，製造方法，試験，検査等について

規定されている。 

 

 
 
 

鋼，棒鋼の鋼
材について，
複数の JIS 及
び JESC規格を
引用し，更に
その内容を一
部限定して活
用している。 

ｏこのため，規
定内容を定性
的表現に見直
し，民間規格
等を関連付け
るリストにて
当該箇所との
関連が明確と
なるよう記載
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

 
 

日本電気技術規格委員会規格 

「鉄塔用 690N/mm２高張力山形鋼の架空電線路の支持物の構成材への適用」 

ＪＥＳＣ  Ｅ３００２（２００１） 

 

１．適用範囲 

この規格は，「鉄塔用 690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材

への適用について規定する。 

 

２．引用規格 

次に掲げる規格は，この規格（ＪＥＳＣ）に引用されることによって，この規

格（ＪＥＳＣ）の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その記号，番号，

制定（改訂）年及び引用内容を明示して行うものとする。 

     日本鋼構造協会規格 

      「JSS Ⅱ12 1999 鉄塔用 690N/mm２高張力山形鋼」(1999 年 9月制定) 

 

３．技術的規定 

３．１ 鉄塔用 690N/mm２高張力山形鋼の適用 

 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔の構成材に，「JSSⅡ12 1999 

鉄塔用 690N/mm２高張力山形鋼」に規定する山形鋼を適用することができる。 

 

３．２ 鉄塔用 690N/mm２高張力山形鋼の許容座屈応力度 

 前項に規定する山形鋼の許容座屈応力度は，次の計算式により算定すること。

ただし，次の計算式により計算した値が下表の上限値を超えるときはその上限

値とすること。 

（１）０＜λｋ＜Λの場合 

 σｋａ＝σｋａｏ－κ１（λｋ／100）－κ２（λｋ／100）２ 

（２）λｋ≧Λの場合 

 σｋａ＝93／（λｋ／100）２ 

λｋは，部材の有効細長比であって，次の計算式により計算した値。 

    λｋ＝ ｋ／ｒ 

 ｋは，部材の有効座屈長で，部材の支持点間距離（cm を単位とする。）をとるも

のとする。ただし，部材の支持点の状態により，主柱材にあっては部材の支持点

間距離の 0.9 倍，腹材にあっては部材の支持点間距離の 0.8 倍（鉄柱の腹材で

あって，支持点の両端が溶接されているものにあっては，0.7 倍）まで減ずるこ

とができる。 

ｒは，部材の断面の回転半径（cmを単位とする。）。 

σｋａは，部材の許容座屈応力度（N/mm２を単位とする。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

Λ，σｋａｏ，κ１及びκ２は，下表の値のとおりとする。 

構成材    係数 Λ σｋａｏ κ１ κ２ 
σｋａの

上限値

 単一山形鋼主柱材
その他の 偏心の比
較的少ないもの 

 75
327 

（346） 
 7 

（241）
278 

（ 0） 
― 

 片側フランジ接合
山形鋼腹 材その他
の偏心の多いもの 

 95 325 234  0 208 

(注)単一山形鋼主柱材その他の偏心の比較的少ないもので，幅厚比（山形鋼のフ

ランジ幅／板厚）が 14.0 を超え，かつ，０＜λｋ＜Λの場合にあっては，

表中下段（ ）外の係数を用いて計算した値と（ ）内の係数を用いて計算

した値のいずれか小さい方を許容座屈応力度とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ロ 厚さは、次の値以上であること。 

(イ) 鉄柱の主柱材（腕金主材を含む。以下この条において同じ。）として使用するもの

は、4mm 

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、5mm 

(ハ) その他の部材として使用するものは、3mm 

ハ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4 表に規定する値以下であること。 

57-4 表 

 

 

    三 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔を構成する鋼板、

形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。 

イ 厚さは、次の値以上であること。 

(イ) 鉄柱の主柱材（腕金主材を含む。以下この条において同じ。）として使用するも

のは、4mm 

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、5mm 

(ハ) その他の部材として使用するものは、3mm 

ロ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4 表に規定する値以下であること。 

57-4 表 

 

 

三 鋼板組立柱を構成する鋼板は、次によること。 

イ 鋼材は、けい素が 0.4%以下、りんが 0.06%以下及び硫黄が 0.06%以下の鋼であっ

て、引張強さが 540N/mm2 以上、降伏点が 390N/mm2 以上及び伸びが 8%以上のもの

であること。 

ロ 厚さは、1mm 以上であること。 

ハ 亜鉛めっきを施したものであること。 

 

    四 鋼板組立柱を構成する鋼板は、次によること。 

イ 鋼材は、けい素が 0.4%以下、りんが 0.06%以下及び硫黄が 0.06%以下の鋼であっ

て、引張強さが 540N/mm2 以上、降伏点が 390N/mm2 以上及び伸びが 8%以上のもの

であること。 

ロ 厚さは、1mm 以上であること。 

ハ 亜鉛めっきを施したものであること。 

 

圧縮材として使用する部材の種類 細長比 

主柱材 200

主柱材以外 
補助材以外 220

補助材 250

圧縮材として使用する部材の種類 細長比 

主柱材 200 

主柱材以外 
補助材以外 220 

補助材 250 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

現行第三号は内容変更なく，新たな第四号となる。 

現行第二号ロ，ハは繰上り，新たな第三号イ，ロとなる。 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 8 / 10 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含

む。）は、次によること。 

     

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本工業規格 JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶

接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3444（2010）（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する

一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK490 又は STK540 

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3474（2008）（2014）「鉄塔用高張力鋼管」（JIS G 3474

（2011）（2016R）にて追補 2）に規定する鉄塔用高張力鋼管 

 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 

［JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」］ 

ｏ溶接構造物に用いる熱間圧延鋼材のうち，SM400A，SM490A 等 11 種類に対し，適用

寸法，化学成分，熱処理及び熱処理の記号，炭素当量及び溶接割れ感受性組成，機

械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。 

※電技解釈の当該箇所で引用されているのは，これらの鋼材を管状に溶接したもの

である。 

 

［JIS G 3444（2010）（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」］ 

ｏ建築の構造物に使用する炭素鋼鋼管のうち，STK290，STK400，STK490，STK500，STK540

の 5種類に対し，製造方法，化学成分，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等

について規定されている。 

※これらの鋼管の種類うち，電技解釈の当該箇所で引用しているのは STK400，

STK490，STK540 である。 

 

［JIS G 3474（2008）（2014）「鉄塔用高張力鋼管」］ 

ｏ送電鉄塔に用いる高張力鋼管のうち，STKT590 に対し，製造方法，化学成分，炭素

当量，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。 

 
 

 
⑤ 

 
既に民間規格を活用済
み 

 
JIS G 3106 

JIS G 3444 

JIS G 3474 

 

ｏ鉄柱又は鉄塔
が設置場所に
おいて想定さ
れる荷重に対
し，倒壊する
恐れがないよ
う，安全なも
のである必要
がある。 

ｏ第 1 項第四号
イ に つ い て
は，鉄柱又は
鉄塔を構成す
る鋼管の鋼材
について，複
数の JIS 規格
を引用し，更
にその内容を
一部限定して
活 用 し て い
る。 

ｏこのため，規
定内容を定性
的表現に見直
し，民間規格
等を関連付け
るリストにて
当該箇所との
関連が明確と
なるよう記載
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ロ 厚さは、次の値以上であること。 

(イ) 鉄柱の主柱材として使用するものは、2mm 

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、2.4mm 

(ハ) その他の部材として使用するものは、1.6mm 

ハ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4 表に規定する値以下であること。 

    五 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含

む。）は、次によること。 

イ 厚さは、次の値以上であること。 

(イ) 鉄柱の主柱材として使用するものは、2mm 

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、2.4mm 

(ハ) その他の部材として使用するものは、1.6mm 

ロ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4 表に規定する値以下であること。 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

現行第四号イの民間規格引用箇所は，新たな第二号にて総括

される。 

現行第四号ロ～ホは繰上り，新たな第五号イ～二となる。 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 9 / 10 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

ニ コンクリートを充てんする場合におけるコンクリートの配合は、単位セメント量が

350kg 以上で、かつ、水・セメント比が 50%以下であること。 

ホ モルタルを充てんする場合におけるモルタルの配合は、単位セメント量が 810kg 以

上で、かつ、水・セメント比が 50%以下であること。 

 

ハ コンクリートを充てんする場合におけるコンクリートの配合は、単位セメント量が

350kg 以上で、かつ、水・セメント比が 50%以下であること。 

二 モルタルを充てんする場合におけるモルタルの配合は、単位セメント量が 810kg

以上で、かつ、水・セメント比が 50%以下であること。 

 

五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは、日本工業規格  JIS B 1051（2000）（2014）

「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第 1 部：ボルト、ねじ及び植込みボル

ト強度区分を規定したボルト，小ねじ及び植込みボルト－並目ねじ及び細目ねじ」又は 

JIS B 1186（1995）(2013)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセッ

ト」（JIS B 1186（2007）にて追補）に規定するボルトであること。 
 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 

［ JIS B 1051（2000）（2014）「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第 1部：

ボルト、ねじ及び植込みボルト強度区分を規定したボルト，小ねじ及び植込みボル

ト－並目ねじ及び細目ねじ」］ 

ｏ炭素鋼製及び合金鋼製のボルト，ねじ及び植込みボルトを 10～35℃の環境温度範

囲内で試験した時の機械的性質について規定されている。 

ｏ具体的には，強度の表し方，材料，機械的及び物理的性質，機械的及び物理的性質

の試験項目， 少引張荷重及び保証荷重，試験方法，表示について規定されている。

※これらのボルト，ねじ及び植込みボルトのうち，電技解釈の当該箇所で引用して

いるのはボルトである。 

 

［JIS B 1186（1995）(2013)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセ

ット」］ 

ｏ鋼構造に使用する摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセットに対し，

構成及び種類・等級，機械的性質，セットのトルク係数値，形状・寸法，ねじ，外

観，材料，表面処理，試験及び測定方法，検査，製品の呼び方，表示について規定

されている。 

 
 

⑤ 既に民間規格を活用済
み 
 

JIS B 1051 

JIS B 1186 

 

ｏ鉄柱又は鉄塔
が設置場所に
おいて想定さ
れる荷重に対
し，倒壊する
恐れがないよ
う，安全なも
のである必要
がある。 

ｏ第 1 項第五号
イ に つ い て
は，鉄柱又は
鉄塔を構成す
るボルトにつ
いて，複数の
JIS 規格を引
用し，更にそ
の内容を一部
限定して活用
している。 

ｏこのため，規
定内容を定性
的表現に見直
し，民間規格
等を関連付け
るリストにて
当該箇所との
関連が明確と
なるよう記載
する。 

 

2 第 1 項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 日本工業規格 JIS G 3101（2010）（2017）「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般

構造用圧延鋼材のうち SS400、SS490 又は SS540 を管状に溶接したもの 

ロ 日本工業規格 JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接

構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

ハ 日本工業規格 JIS G 3444（2010）（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一

般構造用炭素鋼管のうち STK400、STK500 又は STK490 

ニ 日本工業規格 JIS G 3445（2010）（2016）「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機

 
 
 
⑤ 

 
 
 
既に民間規格を活用済
み 

 
 
 

JIS G 3101 

JIS G 3106 

JIS G 3444 

JIS G 3445 

 

 
ｏ鋼管柱が設置
場所において
想定される荷
重に対し，倒
壊する恐れが
ないよう，安
全なものであ
る 必 要 が あ
る。 

ｏ第 2 項につい
ては，電車線
路用の側柱と
して用いられ

2 第 1 項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。 

一 鋼管は、当該鉄柱又は鉄塔がその設置場所において想定される荷重や外部環境の影

響等を考慮した場合に、これに耐えるものを使用すること。 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

現行第五号の民間規格引用箇所は，新たな第二号にて総括さ

れる。現行第五号は削除 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 

第５７条【鉄柱及び鉄塔の構成等】 
架空送電作業会 10 / 10 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
性能規定化後の電技解釈の条文案 

械構造用炭素鋼鋼管のうち 13 種、14 種、15 種、16 種又は 17 種 

 
 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 

［JIS G 3101（2010）（2017）「一般構造用圧延鋼材」］ 

ｏ一般構造物に用いる熱間圧延鋼材のうち，SS330，SS400，SS490，SS540 の適用寸

法，化学成分，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。

※これらの鋼材の種類うち，電技解釈の当該箇所で引用しているのは SS400，

SS490，SS540 を管状に溶接したものである。 

 

［JIS G 3106（2008）（2017）「溶接構造用圧延鋼材」］ 

ｏ溶接構造物に用いる熱間圧延鋼材のうち，SM400A，SM490A 等 11 種類に対し，適用

寸法，化学成分，熱処理及び熱処理の記号，炭素当量及び溶接割れ感受性組成，機

械的性質，許容差，外観，試験，検査等について規定されている。 

※電技解釈の当該箇所で引用されているのは，これらの鋼材を管状に溶接したもの

である。 

 

［JIS G 3444（2010）（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」］ 

ｏ建築の構造物に使用する炭素鋼鋼管のうち，STK290，STK400，STK490，STK500，STK540

の 5種類に対し，製造方法，化学成分，機械的性質，許容差，外観，試験，検査等

について規定されている。 

※これらの鋼管の種類うち，電技解釈の当該箇所で引用しているのは STK400，

STK500 又は STK490 である。 

 

［JIS G 3445（2010）（2016）「機械構造用炭素鋼鋼管」］ 

ｏ機械部品に使用する炭素鋼鋼管のうち，11種 A～20種 Aの 22 種類に対し，製造方

法，化学成分，機械的性質，寸法及び寸法許容差，外観，試験，検査等について規

定されている。 

※これらの鋼管の種類うち，電技解釈の当該箇所で引用しているのは 13 種，14 種，

15 種，16 種，17 種である。 

 
 

る鋼管柱や，
照明塔専用と
して使用され
る鋼管柱を構
成する鋼管に
ついて，複数
の JIS 規格を
引用し，更に
その内容を一
部限定して活
用している。 

ｏこのため，規
定内容を定性
的表現に見直
し，民間規格
等を関連付け
るリストにて
当該箇所との
関連が明確と
なるよう記載
する。 

二 鋼管の厚さは、2.3mm 以上であること。 

三 鋼管は、その内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであ

ること。 

四 完成品は、柱の底部から全長の 1/6（2.5m を超える場合は、2.5m）までを管に変

形を生じないように固定し、頂部から 30cm の点において柱の軸に直角に設計荷重の 3

倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。 

    二 鋼管の厚さは、2.3mm 以上であること。 

三 鋼管は、その内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであ

ること。 

四 完成品は、柱の底部から全長の 1/6（2.5m を超える場合は、2.5m）までを管に変

形を生じないように固定し、頂部から 30cm の点において柱の軸に直角に設計荷重の 3

倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。 

配電（ ） 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 1 / 3 

対応省令 機能要求の要約 

【電気設備の接地】 

第 10 条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地

その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。 

【電気設備の接地の方法】 

第 11条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。 

【配線の感電又は火災の防止】 

第 56条 配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

【配線の使用電線】 

第 57条 配線の使用電線（裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。）には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及

び絶縁性能を有するものでなければならない。 

【電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止】 

第 59 条 電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければな

らない。ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するお

それがないように施設する場合は、この限りでない。 

【過電流からの低圧幹線等の保護措置】 

第 63条 低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路（以下この条において「幹

線等」という。）には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。ただし、

当該幹線等における短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。 

【地絡に対する保護措置】 

第 64 条 ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するもの

に電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

発熱線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設し、施設場

所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。ま

た、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な

措置を講じなければならない。 

 
STEP1 定性的規定部分と定量的・具体的部分に区分 
STEP2 定量的・具体的部分のうち解釈へ残すものと民間規格に移行検討するものを区別 
STEP3 民間規格に移行検討する仕様要求に対して関連する民間規格の有無を確認 
STEP4 仕様要求（民間規格への移行対象）に対する性能要求を作成 
STEP5 電技解釈の改正案の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え
方 

関連す
る民間
規格 

性能要求の
要素 

 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1 項、第

63 条第 1 項、第 64 条） 
第 195 条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合は、次の各

号によること。 

 本条では、道路や造営

物、横断歩道橋等に埋

め込み又は固定して

施設する電熱装置に

ついて規定している。

   

（省略）      

二 発熱線は、MI ケーブル又は次に適合するものであること。 ②－b 保安の確保のため資

材（発熱線）に必要と

なる熱的機械的要求

性能を規定している。

  
 
 
 

二 発熱線は、MI ケーブル又は第 2 種発熱線に適合するものであること。 

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 
関連省令・

解釈 
規格番号 規格名 備考 

電技解釈 

第 195 条 

第 1項第二

号 

JIS C 3651 

(2004) 

(2014) 

「ヒーティング施設の施工方法」 

（附属書 A（規定） 発熱線等）

「第 2種発熱線に適合するもの」とは「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規定） 

発熱線等」の「3 性能」（「3.1 外観及び構造」A.3 性能」（「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構

造」を除く。）の第 2 種発熱線に係るものに適合するものであり，「A.5.1 外観」及び「A.5.2 

構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造及び材料」に適合するものであること。 

電技解釈 

第 195 条 

第 4項第三

号イ 

JIS G 3452 

(2010) 

(2019) 

「配管用炭素鋼鋼管」 
「強磁性体の鋼管」とは「配管用炭素鋼鋼管」規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであ

ること。 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 2 / 3 

現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え
方 

関連す
る民間
規格 

性能要求の
要素 

 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

イ 日本工業規格 JIS C 3651（2004）(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規

定） 発熱線等」の「「3 性能」（「3.1 外観及び構造」A.3 性能」（「A.3.2 外観」及び「A.3.3

構造」を除く。）の第 2 種発熱線に係るものに適合すること。 
ロ 日本工業規格 JIS C 3651（2004）(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規

定） 発熱線等」の「A.5.1 外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4

構造及び材料」に適合すること。 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 

 

この規定は，一般の場所において，使用電圧が交流600 V 以下の発熱線，発熱シート及び発熱ボー

ドを，道路，駐車場，造営物の造営材，パイプラインなどの工作物の内部若しくは表面，又は地 

中，地表，空中若しくは水中に固定するヒーティング施設の施工方法について規定されている。た

だし，発熱線等を機械器具の構成要素の一つとして使用する場合には適用されていない。 

また，「附属書 A（規定）発熱線等」では，交流 600 V 以下の電路に使用する発熱線等について規定

されている。 

 発熱線は，第１種から第 4種まであり，次のとおり，その特性により，施設場所が次のとおり限定

されている。 

1) 第1 種発熱線は，電気温床など，及びコンクリート養生に限る。 

2) 第2 種発熱線及び第4 種発熱線は，埋設又は隠ぺい工法に使用できる。 

3) 第 3 種発熱線は，埋設，隠ぺい又は一部露出工法に使用できる。 

「A.3 性能」，「A.5.1 外観」及び「A.5.2 構造」では試験方法が規定されている。 

構造については，「 構造は，発熱抵抗体を絶縁体で被覆したものであって，通常の使用状態にお

いて，電気的，熱的及び機械的に十分耐えるものでなければならない。」と記載されている。 

 
 

⑤ 保安の確保のため必

要な資材の具体的性

能について JIS を引

用し規定している。 
本項の規定により施

設される発熱線は、第

四号の規定により耐

熱性のあるものの中

に施設されることか

ら、衝撃試験及び耐荷

重試験の試験荷重の

小さい第 2 種発熱線

と同等以上であれば

よい。 
※民間規格引用済 

JIS C 
3651 

発熱線の構造

は、発熱抵抗体

を絶縁体で被

覆したもので

あって、通常の

使用状態にお

いて、電気的、

熱的及び機械

的に十分耐え

るものでなけ

ればならない。

また、発熱抵抗

体は、形状が正

しく、均質であ

り、通常の使用

状態における

温度範囲内に

おいて安定し

た特性をもつ

ものでなけれ

ばならない。 

第二項では、使

用上十分な強

度及び絶縁性

能を有してい

ることを担保

するため、JIS

を引用して担

保に必要な試

験内容や特性

を限定して活

用している。 

このため、規定

内容を定性的

表現に見直し、

民間規格等を

関連付けるリ

ストにて当該

箇所との関連

が明確となる

よう記載する。

 

（省略）      

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管の内部に発熱線を施設したものをい

う。）を施設する場合は、次の各号によること。 
②－f 表皮電流加熱装置を

定義している。 

強磁性体の小口径管

内に発熱線を通し、発

熱線の電流により小

口径管に生ずる誘導

電流による発熱を利

用するもの。 

   

（省略）      

二 発熱線と小口径管とは、電気的に接続しないこと。 ②－c 保安の確保を図るた

め、電路を接地しない

誘導式表皮電流加熱

装置に限定している。

   

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 3 / 3 

現行電技解釈 分類
整理

判断した際の考え
方 

関連す
る民間
規格 

性能要求の
要素 

 
性能規定化後の電技解釈の条文案 

三 小口径管は、次によること。 
イ 小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管

用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 
 

［JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、使用圧力の比較的低い蒸気、水（上水道用を除く。）、油、ガス、空気などの配管に用

いる炭素鋼鋼管について規定されている。この規格が適用される寸法範囲は、外径 10.5mm～

508.0mm となっている。 
○管は、電気抵抗溶接又は鍛接によって製造され、通常、製造のままとされる。冷間仕上げした管は、

製造後、焼なましが施される。 
 

 

⑤ 小口径管は強磁性体

である必要があるた

め、小口径管に求める

具体的性能について、

JISを引用し規定して

いる。 
※民間規格引用済 

   
イ 小口径管は、強磁性体の鋼管であること。 

 

ロ 小口径管は、その温度が 120℃を超えないように施設すること。 
ハ 小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。 
ニ 小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。 

②－c 表皮電流加熱装置（小

口径管）を施設する場

合の工法について規

定している。 

道路や屋外駐車場の

路面の積雪や氷結の

防止が目的であるこ

とから、発熱線の温度

は、120℃以下に限定

している。 

   

（省略）     

 

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 1 / 8 

対応省令 機能要求の要約 

【電気設備の接地】 

第 10 条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地

その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。 

【電気設備の接地の方法】 

第 11条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。 

【配線の感電又は火災の防止】 

第 56条 配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

【配線の使用電線】 

第 57条 配線の使用電線（裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。）には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及

び絶縁性能を有するものでなければならない。 

【電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止】 

第 59 条 電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければな

らない。ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するお

それがないように施設する場合は、この限りでない。 

【過電流からの低圧幹線等の保護措置】 

第 63条 低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路（以下この条において「幹

線等」という。）には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。ただし、

当該幹線等における短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。 

【地絡に対する保護措置】 

第 64 条 ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するもの

に電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

【パイプライン等の電熱装置の施設の禁止】 

第 76条 パイプライン等（導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。）に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならな

い。ただし、感電、爆発又は火災のおそれがないよう、適切な措置を講じた場合は、この限りでない。 

 
（1）施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければなら

ない。 
（2）感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及

び絶縁性能を有するものでなければならない。 
（3）充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱

がないように施設しなければならない。 
 

 
STEP1 定性的規定部分と定量的・具体的部分に区分
STEP2 定量的・具体的部分のうち解釈へ残すものと民間規格に移行検討するものを区別 
STEP3 民間規格に移行検討する仕様要求に対して関連する民間規格の有無を確認 
STEP4 仕様要求（民間規格への移行対象）に対する性能要求を作成 
STEP5 電技解釈の改正案の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 

関連省令・
解釈 

規格番号 規格名 備考 

電技解釈 
第 197 条 
第 1項 
第二号ハ 

JIS C 3651
（2004） 
（2014） 

「ヒーティング施設の施工方法」の
「附属書 発熱線等」 

「第 3種発熱線に適合するもの」とは、「3 性能」（「3.1 外観及び構造」A.3 性能」（「A.3.2 
外観」及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 3種発熱線に係るものに適合するものであり，「A.5.1 
外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造及び材料」に適合する
ものであること。 

電技解釈 
第 197 条 
第 2項 
第三号イ 

JIS G 3452
（2010） 
（2019） 

「配管用炭素鋼鋼管」 

発熱体となるパイプライン等の「発熱体として適切な材質の鋼管」とは、「配管用炭素鋼鋼管」

に規定する配管用炭素鋼鋼管、「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管、「高

温配管用炭素鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管、「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規

定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼管、「配管用ステンレス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼

管のいずれかであること。 

JIS G 3454
（2012） 
（2019） 

「圧力配管用炭素鋼鋼管」 

JIS G 3456
（2010） 
（2019） 

「高温配管用炭素鋼鋼管」 

JIS G 3457
（2005） 
（2016） 

「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」 

JIS G 3459
（2012） 
（2017） 

「配管用ステンレス鋼管」 

電技解釈 
第 197 条 
第 2項 
第三号ロ
（イ） 

JIS C 2318
（2007） 

「電気用二軸配向ポリエチレンテレ
フタレートフィルム」 

発熱体となるパイプライン等の絶縁体の材料の「使用上十分な強度及び絶縁性能を有するもの」

とは、「電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム」に規定する電気用二軸配向ポリ

エステルフィルム、「電気絶縁用ポリエステル粘着テープ」に規定する電気絶縁用ポリエステル

フィルム粘着テープ又は「プラスチック－ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）素材－第 1部：

要求及び分類」に規定する FP3E3 と同等以上のもののいずれかであること。 

JIS C 2338
（2012） 

「電気絶縁用ポリエステル粘着テー
プ」 

JIS K 7137-1
（2001） 

「プラスチック－ポリテトラフルオ
ロエチレン（PTFE）素材－第 1部：
要求及び分類」 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 2 / 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格 

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

【パイプライン等の電熱装置の施設】（省令第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項、第 59 条第 1 項、

第 63 条第 1 項、第 64 条、第 76 条） 
第 197 条 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送を行う施設の総体をい

う。以下この条において同じ。）に発熱線を施設する場合（第 4 項の規定により施設する場

合を除く。）は、次の各号によること。 
 

 
 
②－f 

 
 
「パイプライン等」に係る

用語を定義している。 

  
 

 

（省略）      

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるものであること。      

イ MI ケーブル ②－b 安全確保を図るため、発熱

により絶縁物が劣化し危

険が生じないよう電線の

種類を限定している。 

 安全確保を図る

ため、発熱により

絶縁物が劣化し

危険が生じない

よう電線の種類

を限定している。

 

ロ 露出して使用しないものにあっては、第 195 条第 1 項第二号イ及びロの規定に適合

するもの 
 「※関連条文あり」（JIS

引用規定） 
   

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 

≪本条文における民間規格等を関連付けるリストの例≫ 
関連省令・

解釈 
規格番号 規格名 備考 

電技解釈 

第 197 条 

第 2項 

第 三 号 ハ

(イ) 

JIS K 6912

（1995） 

「熱硬化性樹脂積層板」 

（JIS K 6912（2006）にて追補） 

発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続部分に挿入す

る絶縁体の材料の「使用上十分な機械的，熱的強度及び絶縁性能を有するもの」とは、「熱硬化

性樹脂積層板」（JIS K 6912（2006）にて追補）に規定する熱硬化性樹脂積層板のうちガラス布

基材けい素樹脂積層板、ガラス布基材エポキシ樹脂積層板，ガラスマット基材ポリエステル樹脂

積層板又は「プラスチック－ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）素材－第 1部：要求及び分類」

に規定する SP3E3 と同等以上のもののいずれかであること。 

JIS K 7137-1

（2001） 

「プラスチック－ポリテトラフルオ

ロエチレン（PTFE）素材－第 1 部：

要求及び分類」 

電技解釈 

第 197 条 

第 3項 

第三号イ 

JIS G 3452

（2010） 

（2019） 

「配管用炭素鋼鋼管」 
「強磁性体の鋼管」とは、「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するもので

あること。 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 
(イ) 日本工業規格 （2004）(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 A（規

定） 発熱線等」の「「3 性能」（「3.1 外観及び構造」A.3 性能」（「A.3.2 外観」

及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 3 種発熱線に係るものに適合すること。 
(ロ) 日本工業規格 JIS C 3651（2004）(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附

属書 A（規定） 発熱線等」の「A.5.1 外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法によ

り試験したとき、「A.4 構造及び材料」に適合すること。 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS C 3651（2004）(2014)「ヒーティング施設の施工方法」］の「附属書 A（規定） 発熱線等」

○この規格は、一般の場所において、使用電圧が交流 600 V 以下の発熱線、発熱シート及

び発熱ボード（以下、発熱線等という。）を、道路、駐車場、造営物の造営材、パイプラ

インなどの工作物の内部若しくは表面、又は地中、地表、空中若しくは水中に固定するヒ

ーティング施設の施工方法について規定されており、附属書は、交流 600 V 以下の電路

に使用する発熱線等について規定されている。 
○性能要件として、発熱抵抗体の導体抵抗又は消費電力、温度、耐電圧、絶縁抵抗、異常温

度上昇、耐荷重、耐衝撃、引張荷重、曲げについて規定されている。 
・絶縁抵抗は、１㎞当たり 50ＭΩ以上であること。 
・耐荷重は、試料を表面が平らな鋼板台上に（試料が平形のときは長径が台と平行になる

ように）置き、その上に試料に直交する状態に直径 6 mm の鋼棒を載せ、鋼棒に 2,000
Ｎの荷重を 30 秒間かけた後、そのままの状態で、試料の発熱線と鋼棒及び鋼板台との

間に交流電圧（定格電圧 150Ｖ以下の場合は 1,000Ｖ、150Ｖを超える場合は 1,500Ｖ）

を加え、1 分間この値を保持した場合に、これに耐え、かつ、各部にひび、割れその他

の異常が生じてないこと。 
・耐衝撃は、耐衝撃試験装置の平らな鋼板台上に（試料が平形のときは長径が台と平行に

なるように）置き、その上に鋼製のおもりを衝撃力が 12Ｎｍとなるように落下させた

後に、発熱線の水中耐電圧試験行い、これに耐えること。 
・曲げ試験は、常温で曲げ試験装置に発熱線の仕上がり外径 10 倍（シース又は補強層に

金属材料を用いていないものは 6 倍）の半径をもつ円筒の間に取り付け、その周りに

180 度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に 180 度屈曲させた後、直線状に

戻す操作を 1 サイクルとして 5 回繰り返す。その後に、発熱線の水中耐電圧試験行い、

これに耐えること。 
 
○発熱線は以下の構造及び材料であること。 
・構造は、発熱抵抗体を絶縁体で被覆したものであって、通常の使用状態において、電気

的、熱的及び機械的に十分耐えるものであること。 
・発熱抵抗体は、形状が正しく、均質であり、通常の使用状態における温度範囲内におい

て安定した特性をもつものであること。 
・絶縁体は、附属書表 3 に示されたす絶縁物で、一定範囲内の附属書表 4 に示す厚さの

ものでなければならない。 
絶縁体の平均厚さは、附属書表 4 の値の 90 ％以上とし、測定値の 小厚さは、附属書

表 4 の値の 80 ％以上でなければならない。 
・絶縁体の上にシースを施すものにあっては、シースは附属書表 3 に示されたす材料で、

附属書表 4 に示す厚さのものでなければならない。 
シースの平均厚さは、附属書表 4 の値の 90 ％以上とし、測定値の 小厚さは、附属書

表 4 の値の 80 ％以上でなければならない。 
・補強層を施すものにあっては、補強層は絶縁体の上又はシースの上のいずれか適切なと

ころに施してあること。 
附属書表 3  
附属書表 4 

 

⑤ 発熱線を露出して使用す

る場合に必要となる具体

的性能について JIS を引

用し規定している。 
※民間規格引用済 

 

JIS C 
3651 

発熱線を露出し

て使用する場合

は外的衝撃等に

よる損傷の恐れ

があるため、具体

的性能について

JIS を引用し規定

している。 
 
このため、規定内

容を定性的表現

に見直し、民間規

格等を関連付け

るリストにて当

該箇所との関連

が明確になるよ

う記載する。 

ハ 露出して使用するものにあっては、第 3 種発熱線に適合するものであること。 
 
 

（省略）      

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

四 発熱線は、次により施設すること。 
イ 人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように、断熱材又は金

属製のボックス等の中に収めて施設すること。 
ロ 発熱線の温度は、被加熱液体の発火温度の 80%を超えないように施設すること。 
ハ 発熱線は、他の電気設備、弱電流電線等、他のパイプライン等又はガス管若しくは

これに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。

②－ｃ 保安の確保のため、発熱線

は人が触れて感電、火傷す

るおそれがないよう、ま

た、損傷を受けるおそれの

ないよう施設することを

具体的に規定している。 

なお、発熱線の温度の限度

については、労働省産業安

全研究所編「工場電気設備

防爆指針（ガス蒸気防爆）」

に防爆機器の容器外面の

温度上昇限度として、発火

点の 小値の 80%を限度

としており、これらを参照

したものである。 

 

   

（省略）      

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とする装置（以下この項

において「直接加熱装置」という。）を施設する場合は、次の各号によること。 
②－f 「直接加熱装置」に係る用

語を定義している。 
 

   

（省略）      

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。 
 

     

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 
(イ) 日本工業規格 JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配

管用炭素鋼鋼管 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、使用圧力の比較的低い蒸気、水（上水道用を除く。）、油、ガス、空気などの

配管に用いる炭素鋼鋼管について規定されている。この規格が適用される寸法範囲は、外

径 10.5mm～508.0mm となっている。 
○管は、電気抵抗溶接又は鍛接によって製造され、通常、製造のままとされる。冷間仕上げ

した管は、製造後、焼なましが施される。 
 

 
(ロ) 日本工業規格 JIS G 3454（2012）（2019）「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定す

る圧力配管用炭素鋼鋼管 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3454（2012）（2019）「圧力配管用炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、350 ℃程度以下で使用する圧力配管に用いる炭素鋼鋼管について規定され

ている。この規格が適用される寸法範囲は、外径 10.5 mm～660.4 mm となっている。 
○管は、継目なく製造するか又は電気抵抗溶接によって製造され、亜鉛めっきが行われてい

るものと行われていないものがある。 
○通常は、製造のままとされる。ただし、冷間仕上げした管には、製造後、焼なましが施さ

れる。 
 

 
 

⑤ 発熱体となるパイプライ

ン等の導体部分に必要な

具体的性能について JIS

を引用し規定している。 

この方式はパイプライン

自体に電流が流れ、また、

このパイプラインを絶縁

する作業が工場ではなく、

現場で行われるものであ

るが、当該パイプライン等

の材質、被覆絶縁の材質等

について規定している。 

※民間規格引用済 

JIS G 
3452 
JIS G 
3454 
JIS G 
3456 
JIS G 
3457 
JIS G 
3459 

 
 

JIS C 
2318 
JIS C 
2338 
JIS K 
7137-1 
JIS K 
6912 

発熱体となるパ

イプライン等の

導体部分の材質、

被覆絶縁の材質

等に必要な具体

的性能について

JIS を引用し規定

している。 
 
このため、規定内

容を定性的表現

に見直し、民間規

格等を関連付け

るリストにて当

該箇所との関連

が明確になるよ

う記載する。 

イ 導体部分の材料は、発熱体として適切な材質の鋼管であること。 
 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3456（2010）（2019）「高温配管用炭素鋼鋼管」に規定する

高温配管用炭素鋼鋼管 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3456（2010）（2019）「高温配管用炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、主に 350 ℃を超える温度で使用する配管に用いる炭素鋼鋼管について規定

されている。この規格が適用される寸法範囲は、通常、外径 10.5 mm～660.4 mm とな

っている。 
○管は、キルド鋼を用いて継目なく製造するか又は電気抵抗溶接によって製造され、熱処理

が施されている。 
 

 
(ニ) 日本工業規格 JIS G 3457（2005）（2016）「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規

定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3457（2005）（2016）「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、使用圧力の比較的低い蒸気、水、ガス、空気などの配管に用いるアーク溶接

炭素鋼鋼管について規定されている。 
○ 管は、突合せ内外面自動サブマージアーク溶接法によるスパイラルシーム溶接又はスト

レートシーム溶接によって製造され、溶接のままとするか又は溶接後冷間拡管成形したま

まとし、通常、熱処理は行われていない。 
 

 
(ホ) 日本工業規格 JIS G 3459（2012）（2017）「配管用ステンレス鋼管」に規定する

配管用ステンレス鋼管 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3459（2012）（2017）「配管用ステンレス鋼管」］ 
○この規格は、耐食用、低温用、高温用、消火用などの配管に用いるステンレス鋼鋼管につ

いて規定されている。この規格が適用される寸法範囲は、通常、外径 10.5 mm～660.4 mm
となっている。 

○管は、継目無く製造するか、自動アーク溶接、レーザ溶接又は電気抵抗溶接によって製造

され、固溶化熱処理又は焼なまし熱処理を行い、酸洗又はこれに準じる処理が施されてい

る。 
 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

ロ 絶縁体（ハに規定するものを除く。）は、次に適合するものであること。 
(イ) 材料は、次のいずれかであること。 

(１) 日本工業規格 JIS C 2318（2007）「電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレ

ートフィルム」に規定する電気用二軸配向ポリエステルフィルム 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS C 2318（2007）「電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム」］ 
○この規格は、電気機器、電子機器、電線、その他一般の電気絶縁用及びコンデンサの誘電

体用として使用する電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレート（以下、PET という。）

フィルムに対する要求事項について規定されている。 
○PET フィルムには、一般電気用（1 種）とコンデンサの誘電体用（2 種）がある。 
 

 
(２) 日本工業規格 JIS C 2338（2012）「電気絶縁用ポリエステル粘着テープ」に

規定する電気絶縁用ポリエステルフィルム粘着テープ 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS C 2338（2012）「電気絶縁用ポリエステル粘着テープ」］ 
○この規格は、電線、電気・電子機器、その他の電気絶縁に用いるポリエステル（ポリエチ

レンテレフタレート）フィルム粘着テープで、かつ、粘着剤が熱硬化性ゴム、熱可塑性ゴ

ム又は架橋型アクリルであるテープ（以下、テープという。について規定されている。 
○室温において、粘着性を保つ粘着剤を片面又は両面に塗布したテープ類であり、多様な表

面に接触させて軽く圧力を加えるだけで、水、溶剤及び熱による活性化を必要とせず、粘

着させることができるものとされている。 
 

 
(３) 日本工業規格 JIS K 7137-1（2001）「プラスチック－ポリテトラフルオロエ

チレン（PTFE）素材－第 1 部：要求及び分類」に規定する FP3E3 と同等以上の

もの 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS K 7137-1（2001）「プラスチック－ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）素材－第

1 部：要求及び分類」］ 
○この規格は、幾つかの形態をもつ無充てん PTFE 製品に関しての要求について規定され

ている。 
○素材の形状は、F：切削テープ、切削シート又は各種フィルム、O：他の形状、R：丸棒、

S：成形シート、T：パイプ又はスリーブ、W：薄肉チューブがあり、タイプは、P：一般

品と S：寸法安定品がある。また、引張強さ及び引張破壊伸びの 小値を基準に、1～4
までのグレードがある。 

○絶縁耐力、破壊電圧及び電気的欠陥に関する要求事項として、ある種の用途に要求される

特殊な電気的特性をもつコード E の材料だけに適用することとしている。 
 

     
(イ) 材料は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験

を行ったとき、これに適合するポリエチレン混合物、又は使用上十分な強度及び絶縁性能を

有するものであること。 
 

(４) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する

試験を行ったとき、これに適合するポリエチレン混合物 
 
 
 

 保安の確保のため必要な

資材の具体的性能を規定

している。 
 

   

（１）から（３）のＪＩＳ引用分を「使用上十分な強度及び絶縁性能を有す

るものであると。」とし、（４）の「ポリエチレン混合物」と合わせて（イ）

で表現した。 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 7 / 8 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

(ロ) 厚さは 0.5mm 以上であること。 ②－ｄ 保安の確保を図るための、

絶縁体の厚さは、絶縁バス

タクトの絶縁被覆の 小

厚さを規定している。 

 

   

ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続

部分に挿入する絶縁体は、次に適合するものであること。 
 

     

(イ) 材料は、次のいずれかであること。 
(１) 日本工業規格 JIS K 6912（1995）「熱硬化性樹脂積層板」（JIS K 6912（2006）
にて追補）に規定する熱硬化性樹脂積層板のうちガラス布基材けい素樹脂積層板、

ガラス布基材エポキシ樹脂積層板又はガラスマット基材ポリエステル樹脂積層板

 
 

〔JIS 記載事項の概要〕 
 
［JIS K 6912（1995）「熱硬化性樹脂積層板」（JIS K 6912（2006）にて追補）］ 
○この規格は、熱硬化性樹脂積層板（以下、“積層板”という。）について規定されている。

ここにいう積層板とは、紙を主基材とし、フェノール樹脂及びエポキシ樹脂を結合剤とし

た板、布及び石綿を主基材としフェノール樹脂を結合剤とした板、ガラス布を主基材とし、

フェノール樹脂、メラミン樹脂、けい素樹脂及びエポキシ樹脂を結合剤とした板並びにガ

ラスマットを主基材として不飽和ポリエステル樹脂を結合剤とした板について規定され

ている。 
 

 
(２) 日本工業規格 JIS K 7137-1（2001）「プラスチック－ポリテトラフルオロエ

チレン（PTFE）素材－第 1 部：要求及び分類」に規定する SP3E3 と同等以上の

もの 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS K 7137-1（2001）「プラスチック－ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）素材－第

1 部：要求及び分類」］ 
○この規格は、幾つかの形態をもつ無充てん PTFE 製品に関しての要求について規定され

ている。 
○素材の形状は、F：切削テープ、切削シート又は各種フィルム、O：他の形状、R：丸棒、

S：成形シート、T：パイプ又はスリーブ、W：薄肉チューブがあり、タイプは、P：一般

品と S：寸法安定品がある。また、引張強さ及び引張破壊伸びの 小値を基準に、1～4
までのグレードがある。 

○絶縁耐力、破壊電圧及び電気的欠陥に関する要求事項として、ある種の用途に要求される

特殊な電気的特性をもつコード E の材料だけに適用することとしている。 
 

⑤ 発熱体相互等の接続部に

挿入する絶縁体に必要な

具体的性能について JIS
を引用し規定している。 
※民間規格引用済 

 

  (イ) 材料は、使用上十分な機械的，熱的強度及び絶縁性能を有するものであること。 
 

(ロ) 厚さは、1mm 以上であること。 ②－ｄ 絶縁体の厚さを具体的数

値で規定している。 
   

ニ 完成品は、発熱体と外被（外被が金属製でない場合は、外被に取り付けた試験用金

属板）との間に 1,500V の交流電圧を連続して 1 分間加えたとき、これに耐える性能を

有すること。 

②－ｂ 性能要件として、完成品の

試験電圧等を規定してい

る。 
 

   

四 発熱体は、次により施設すること。 
イ 発熱体相互の接続は、溶接又はフランジ接合によること。 
ロ 発熱体には、シューを直接取り付けないこと。 
ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続

部分には、発熱体の発生する熱に十分耐える絶縁物を挿入すること。 
ニ 発熱体は、人が触れるおそれがないように絶縁物で十分に被覆すること。 

②－ｃ 安全確保を図るため、資

材・工法を規定している。

発熱体となるパイプライ

ンは一般に定尺物で、途中

で接続することから、接続

が電気的に完全に行われ

ないと局部過熱の原因と

   

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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電技解釈性能規定化検討シート 
電技解釈 第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 
需要設備作業会 8 / 8 

現行電技解釈 分類 
整理 

判断した際の考え方 
関連する
民間規格

性能要求の要素
 

性能規定化後の電技解釈の条文案 

なるため、発熱体となる部

分は全て溶接接続とし、電

気的に絶縁される接続部

分はフランジ接合とする

必要がある。 
配管工事の場合は、一般に

シューを取り付けるが、直

接加熱のパイプラインに

直接シューを取り付ける

とその部分の絶縁が困難

なため、シューの直接取付

けを禁止している。 

（省略）      

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によること。      

（省略）      

三 小口径管は、次によること。      

イ 小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に

規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 
 

 
〔JIS 記載事項の概要〕 

 
［JIS G 3452（2010）（2019）「配管用炭素鋼鋼管」］ 
○この規格は、使用圧力の比較的低い蒸気、水（上水道用を除く。）、油、ガス、空気などの

配管に用いる炭素鋼鋼管について規定されている。この規格が適用される寸法範囲は、外

径 10.5mm～508.0mm となっている。 
○管は、電気抵抗溶接又は鍛接によって製造され、通常、製造のままとされる。冷間仕上げ

した管は、製造後、焼なましが施される。 
 

 

⑤ 小口径管は強磁性体であ

ることが必要であるため、

小口径管に求める具体的

性能について、JIS を引用

し規定している。 
※民間規格引用済 

 

JIS G 
3452 

小口径管は強磁

性体であること

が必要であるた

め、小口径管に求

める具体的性能

について、JIS を

引用し規定して

いる。 
このため、規定内

容を定性的表現

に見直し、民間規

格等を関連付け

るリストにて当

該箇所との関連

が明確になるよ

う記載する。 

イ 小口径管は、強磁性体の鋼管であること。 

ロ 小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。 
ハ 小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。 
ニ 小口径管をパイプライン等に沿わせる場合は、ろう付け又は溶接により、発生する

熱をパイプライン等に均一に伝えるようにすること。 

②－ｃ 表皮電流加熱装置（小口径

管）を施設する場合の工法

について規定している。 
接続部分で完全な接続が

行われないと局部過熱の

原因となるので、接続部分

は全て溶接によることと

している。また、小口径管

に発生した熱をパイプラ

インに均一に伝えること

により局部過熱の防止を

図ったものである。 
 

   

（省略）      

4 発熱線を送配水管又は水道管に固定して施設する場合（電気用品安全法の適用を受ける水

道凍結防止器を使用する場合を除く。）は、第 2 項又は第 3 項のいずれかにより施設する場

合を除き、次の各号によること。 

 発熱線を送配水管又は水

道管に固定して施設する

場合に安全確保を図るた

めの資材・工法を規定して

いる。 
 

  

（省略） 
     

 

≪凡例≫
網掛け：定量的・具体的部分 
下線：民間規格へ移行検討するもの 

≪凡例≫ 
網掛け：変更した部分 
下線：リストへ紐付けする部分 
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110条 30条 低圧屋側電線路の施設 ⽔管との離隔は，167条に準じる 167条 ◎ 関連条⽂167条に準じる条⽂であるため，変更不要

111条 30条 ⾼圧屋側電線路の施設 ⽔管との離隔は，0.15ｍ以上 ◎
管類の管材に関する⾔及を避けるため，本⽂は変更
せず，省令30条の⼀部をただし書きに引⽤し追記案
を作成

113条 30条 低圧屋上電線路の施設 ⽔管との離隔は，0.3ｍ，⼜は1ｍ以上 ◎ 管類の管材に関する⾔及を避けるため，本⽂の変更
は不要。ただし書きも不要。

第6節
地中電線路

125条 30条
地中電線と他の地中電線
等との接近⼜は交差

⽔管等との距離は30ｃｍ以上離隔を設ける
ことを基本。ただし⽔管が不燃性は場合は離
隔0ｍ

◎ 同上

126条 30条 トンネル内電線路の施設
⽔管等との離隔は低圧は167条，⾼圧以上は
111条による。

111条
167条

○
特⾼

◎ 関連条⽂111条、167条等に準じる条⽂であるた
め，変更不要

132条 30条 屋内に施設する電線路 低圧は167条，⾼圧は168条，特⾼は169条
167条
168条
169条

○
特⾼

◎ 低圧 特⾼まで他の条⽂に準じているため，改正要
否についても，関連する条⽂に委ねることが適切

167条 62条
低圧配線と弱電流電線等
⼜は管との接近⼜は交差

がいし引き⼯事は，10㎝以上離隔をとる。
ケーブル⼯事は，接触しないよう施設 ◎ 管類の管材に関する⾔及を避けるため，省令62条の

⼀部をただし書きに引⽤し追記案を作成

168条 62条 ⾼圧配線の施設
⾼圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔は
15ｃｍ以上 ◎ 同上

169条 62条 特別⾼圧配線の施設
配線は，ケーブルのみとし管に収める。⽔管
等とは接触しないよう施設。 ◎ 同上

173条 62条 低圧接触電線の施設
がいし引き⼯事は，30㎝以上，バスダク
ト：接触しない，トローリー10㎝以上 ◎ 同上

第2節
配線等の施設

174条 62条
⾼圧⼜は特別⾼圧の接触
電線の施設

⾼圧30㎝を基本とする。特⾼は原則施設禁
⽌ ◎ 同上

⽔管を⾦属製と明⽂化することの妥当性調査結果表

⽬次 №
関連
省令

条⽂ 概要
関連
解釈

分担
妥当性調査結果

地中 配電 需要

第３章
電線路

第5節
屋側電線路、
屋上電線路、
架空引込線及
び連接引込線

第7節
特殊場所の電
線路

第5章
電気使⽤
場所の施
設及び⼩
出⼒発電
設備

第2節
配線等の施設

1 / 2 ページ
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⽔管を⾦属製と明⽂化することの妥当性調査結果表

⽬次 №
関連
省令

条⽂ 概要
関連
解釈

分担
妥当性調査結果

地中 配電 需要

第3節
特殊場所の施
設

179条 62条
トンネル等の電気設備の
施設

⾼圧：168条の2項の規定に準じる ◎
管類の管材に関する⾔及を避けるため本⽂は変更せ
ず，省令62条の⼀部をただし書きに引⽤し追記案を
作成

181条 62条 ⼩勢⼒回路の施設
⽔管等と接触しないこと（⾦属製の⽔管に限
る） ◎ 現⾏「⾦属製⽔管」と明⽂化されていることに関し

て妥当であることを確認。よって本⽂の変更不要

183条 62条
特別低電圧照明回路の施
設

⽔管等と接触しないこと（⾦属製の⽔管に限
る） ◎ 同上

194条 62条
エックス線発⽣装置の施
設

⽔管等との離隔は別表（194-1表） ◎ 管類の管材に関する⾔及を避けるため，省令62条の
⼀部をただし書きに引⽤し追記案を作成

195条 -
【フロアヒーティング等
の電熱装置の施設】

⽔管等との離隔は，磁気的⼜は熱的な障害を
及ぼさないように施設すること ◎

フロアヒーティングの熱によりガス管等の内圧を⾼
め危険な状態にするおそれが無いよう施設する等に
ついて記載されているため、本⽂の変更は不要であ
り、ただし書きも記載不要

196条 - 電気温床等の施設
⽔管等との離隔は，磁気的⼜は熱的な障害を
及ぼさないように施設すること ◎

電気的、磁気的⼜は熱的な障害を対象としているこ
とから、⾦属製と明記することは不適であるため本
⽂の変更不要、ただし書きも記載不要

197条 -
パイプライン等の電熱装
置の施設

発熱線を送配⽔管⼜は⽔道管に固定して施設
する場合のため，交差・接触の類ではない。 ◎ 同上

198条 - 電気浴器等の施設
⽔管は，昇温器の施設に関する部分のため，
交差・接触の類ではない ◎

⽔管等との離隔について⽰したものではなく、電気
浴器等の施設を規定したものであるため、本⽂の変
更は不要であり、ただし書きも記載不要。

第5章
電気使⽤
場所の施
設及び⼩
出⼒発電
設備

第4節
特殊機器等の
施設

2 / 2 ページ



電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下

記対象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性につ

いて，省令への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 110 条第 3 項【低圧屋側電線路の施設】 

3 低圧屋側電線路の電線が，当該低圧屋側電線路を施設する造営

物に施設される，他の低圧電線であって屋側に施設されるも

の，管灯回路の配線，弱電流電線等又は水管，ガス管若しく

はこれらに類するものと接近又は交差する場合は，第 167 条

の規定に準じて施設すること。 

3．制定経緯 昭和 30 電気工作物規程改正により，電線路の種類として，新た

に屋側電線路が追加されたのに伴い，規定されたものである。 

当初，屋側電線路は，電気使用場所において電気の使用を目的

として施設する屋側配線と類似しているが，電気使用場所等に安

全確実に電気を送るべき電線路であるので，この種の形態の電線

路は本来好ましくないものとして，原則的にはその施設を禁止す

ることとしていた。 

その後，昭和 40 年改正で，がいし引き工事以外の場合はいんぺ

いした場所においても施設することを認め，平成 9 年の技術基準

の解釈制定時に「高圧屋上電線路の施設（旧解釈 92 条）」や「低

圧屋上電線路の施設（旧解釈 94 条）」，「屋内に施設する電線路

（旧解釈 151 条）」と共に，構内の定義について実状に合わせた

見直しを行った。 

また，具体的な工事の規定については，元となる対応条文を準

拠し，その条文の改正に合わせ見直しを行い，現在に至っている。

（引用：平成 16 年度 技術基準適合評価委員会 報告書） 

4.妥当性調査結果 解釈第１１０条第３項は，昭和３０年に規定された当初より，

技術的根拠は示されておらず，第１６７条を準用している。すな

わち解釈第１６７条の考え方に準拠すべき条項である。 

解釈第１６７条の妥当性調査において，１６７条の［解説］で

はっきり金属製であることが定義しており、改めて解釈条文に記

載する必要はないとの調査結果から，第１１０条第３項について

も明文化する必要はないと思われる。 

5.電技解釈の見直し要

否 

「不要」 

解釈第１６７条の妥当性調査において，１６７条の［解説］で

はっきり金属製であることを定義しており、改めて解釈条文に記

載する必要はないとの調査結果から，第１１０条第３項について

も明文化する必要はないと判断した。 

6.課題 解釈第１６７条と同様 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ、下記対

象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について、省

令への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 111 条第 3 項【高圧屋側電線路の施設】 

3 高圧屋側電線路の電線と、その高圧屋側電線路を施設する造営物

に施設される、他の低圧又は特別高圧の電線であって屋側に施

設されるもの、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス

管若しくはこれらに類するものとが接近又は交差する場合にお

ける、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、

0.15m 以上であること。 

3．制定経緯 本条は，昭和 30 年の電気工作物規程改正により，電線路の種類と

して，新たに屋側電線路が追加されたのに伴い，規定された。高圧屋

側電線路および特別高圧屋側電線路は，危険の程度が大きく，特殊な

場合にのみ施設されるものであるから，当初は，それぞれ通商産業局

長および通商産業大臣の許可を受けた場合に限り，施設できることと

していた。 

その後，昭和 34 年改正で，「高圧屋内電気工作物の施設」に準じ

る内容に一般規定化された。 

 昭和 40 年改正で，低圧が 600V までとなったことに合わせ，ケーブ

ル工事に限定され，昭和 47 年改正において条文の平明化を含め全面

改定された。 

 平成 9 年の技術基準の解釈制定時に「高圧屋上電線路の施設」や「低

圧屋上電線路の施設」，「屋内に施設する電線路」と共に，構内の定

義について実状に合わせた見直しを行った。 

 また，具体的な工事の規定については，元となる対応条文を準拠し，

その条文の改正に合わせ見直しを行い，現在に至っている。 

なお、電技解釈の記述は昭和 40 年に制定され，解釈 219 条「高圧

屋内電気工作物の施設」（現行の電技解釈第 168 条「高圧配線の施設」

第 2 項）に準拠する形で制定された。 

（引用：平成 16 年度 技術基準適合評価委委員会 報告書） 

4.妥当性調査結果 電技解釈第 167 条における水管については，その妥当性調査の中

で，金属体であるという整理がなされた。（引用：解釈第 167 条妥当

性調査結果） 

第 168 条は，第 167 条と同じく旧省令第 204 条を基にしているため，

第 168 条における水管についても，第 167 条と同様に金属体であると

考えられる。そのため，第 168 条に準拠した形で制定された本条にお

ける水管も金属体であると判断できる。 

5.電技解釈の見直し要

否 

「不要」 

第 167 条の［解説]で金属体であることを定義しているため，改め

て解釈条文に記載する必要性はないと思われる。 

6．課題 第 168 条は，第 167 条と同じく旧省令第 204 条を基にしているため，

第 168 条における水管についても，第 167 条と同様に金属体である。

ただし，第 167 条の解説では，管類を金属体として扱っている説明が

あるが，本解釈の解説には説明がないため，一般の方々にもその取扱

いが理解できるよう，以下のとおりただし書きにて補足説明する案を

提示する。 

なお，本解釈は省令第 30 条に紐づくため，省令第 30 条の一部を引

用したただし書きを追加する。 
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5 高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に耐火性のある堅ろう

な隔壁を設けて施設する場合、又は高圧屋側電線路の電線を耐火

性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は、又は感電若しくは

火災のおそれがなく、水管等の管理者の承諾を得た場合は、第 3

項及び第 4 項の規定によらないことができる。 

7．その他 － 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下

記対象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性につ

いて，省令への適合性の観点から調査及び検討を行う。 

2．解釈における記述 解釈第 113 条第 3 項【低圧屋上電線路の施設】 

3 低圧屋上電線路の電線が，他の工作物と接近又は交差する場合

における，相互の離隔距離は，113-1 表に規定する値以上であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．制定経緯 屋上電線路は，屋側電線路と同じく，電気使用場所等に安全確

実に電気を送るべき電線路であるので，この種の形態の電線路は

本来好ましくないものとして，その施設範囲と施設方法を規定し

ている。施設方法は，架空電線路に準じた方法とし，高圧絶縁電

線，特別高圧絶縁電線の採用に伴い，これらの電線を使用する場

合について架空電線路に準じた規定としている。更に，ケーブル

を使用する場合，施設方法の進歩に応じ，管又はトラフに収める

方法，バスダクトによる方法を規定している。離隔距離について

は，架空電線路の場合と同じ考え方で規定している。 

（引用：平成 16 年度 技術基準適合評価委員会 報告書） 

4.妥当性調査結果 

 

電技解釈第 113 条は，電技解釈第 78 条の架空電線路の場合の離

隔距離の考え方で規定されている。ポリエチレン製の水管は管類

である為，113-1 表においては金属製水管と同様に「屋側に施設

される...水管、ガス管若しくはこれらに類するもの」に該当する。

113-1 表中の「水管」との表現を「金属製水管」と変更した場合，

"ポ リ エ チ レ ン 製 な ど の 金 属 製 以 外 の 水 管 が 「 屋 側 に 施 設 さ れ

る...水管、ガス管若しくはこれらに類するもの」に該当しない"

との誤った認識を与える恐れがあることから，明文化することは

妥当ではない。 

5.電技解釈の見直し要

否 

「不要」 

ポリエ チレン製の水管と金属 製水管は共に「屋側に 施設され

る...水管、ガス管若しくはこれらに類するもの」に該当するため，

条文の見直しは不要である。 

6.課題 無し 

7 その他 無し 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査票 

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下

記対象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性につ

いて，省令への適合性の観点から調査及び検討を行う。 

2．解釈における記述 解釈第 125 条第 4 項 

【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】 

4 特別高圧地中電線が，水道管その他のガス管等以外の管（以下

この条において「水道管等」という。) と接近又は交差して

施設される場合は，次の各号のいずれかによること。 

一 地中電線と水道管等との離隔距離が，0.3m 以上であること。

二 地中電線と水道管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける

こと。 

三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管

に収める場合は，当該管と水道管等との離隔距離が，0m 以上

であること。 

四 水道管等が不燃性の管又は不燃性の被覆を有する管である場

合は，特別高圧地中電線と水道管等との離隔距離が，Om 以上

であること。 

3．制定経緯 本条については，「地中電線が相互に接近又は交さする場合に，

地中電線の事故時のアーク放電によって他の地中電線に損傷を与

えないように，離隔距離が低圧地中電線と高圧地中電線との間で

は 15cm，低圧地中電線と特別高圧地中電線との間及び高圧地中電

線と特別高圧地中電線との間では 30cm 以下となる場合の施設方

法」と電技解釈で解説されている通り，ここに定める対策を施さ

ない場合は，低圧地中電線と高圧地中電線との聞では 15cm 超過，

低圧地中電線と特別高圧地中電線との間及び高圧地中電線と特別

高圧地中電線との間では 30cm 超過の離隔距離をとるよう規定さ

れている。 

この基準となる 30cm は，明治 44 年の電気工事規程から新たに

規定された離隔距離(1 尺)を，大正 14 年にメートル法により換算

して採用し続けているものであるが，当時の数値根拠となる資料

は見当たらない。ただし，「30 糎（サンチ）以上離隔すること(30 

糎以上なれば故障あるも他の線に影響なし)」と電気工作物規程精

義(昭和 11 年 )に記載されている通り，故障時のアーク放電を想

定したものであることが推定される。 

（引用：平成 18 年度 技術基準適合評価委委員会 報告書） 

4.妥当性調査結果 非金属製水道管を特別高圧地中電線と離隔距離0ｍで施設した

場合，非金属は金属に比べ極めて融点が低く（7.その他参照）ア

ーク放電の影響を受けやすいことから，大規模な事故に発展する

可能性が高い。 

そのため，水道管を金属製と明文化することは不適であり，電

技解釈第125条第４項の水道管を「金属製」と明文化することは，

妥当ではない。 

5.条文の見直し要否 否 

6.課題 特になし 

7.その他 水道管として広く採用されている金属及び非金属の融点を比較

すると，非金属の融点は金属より極めて低い。 

 

・銅：約 1083℃，鉄：約 1536℃ 

 （引用：改訂３版 金属データブック） 
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・ステンレス：約 1400～1500℃ 

 （引用：ステンレス鋼便覧） 

・ポリ塩化ビニル：210～ 250℃ 

 （引用：示差熱分析によるポリ塩化ビニルの融点測定） 

・架橋ポリエチレン：100℃ 

 （引用：架橋ポリエチレン電力ケーブルの熱履歴の推定法） 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ、下

記対象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性につ

いて、省令への適合性の観点から調査及び検討を行う。 

2．解釈における記述 解釈第 126 条第 3 項及び 4 項【トンネル内電線路の施設】 

3 トンネル内電線路の低圧電線が、当該トンネル内の他の低圧電

線（管灯回路の配線を除く。以下この条において同じ。）、

弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの

と接近又は交差する場合は、第 167 条の規定に準じて施設す

ること。 

4 トンネル内電線路の高圧電線又は特別高圧電線が、当該トンネ

ル内の低圧電線、高圧電線（管灯回路の配線を除く。）、弱

電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと

接近又は交差する場合は、第 111 条第 3 項及び第 5 項の規定

に準じて施設すること。 

3．制定経緯 本条は，昭和 38 年に従来表現が不明確であったり，他の条項（屋

内配線の条項）と規制内容がバランスを失っているなどと新たに

トンネル内電線路の電線と他の工作物の離隔距離については，屋

内配線の規定に準拠するとして制定された。 

（昭和 38 年改定 電気工作物規程解説 より） 

4．妥当性調査結果 解釈第 126 条は管類の管材を問わず漏電による感電及び火災の

防止（放電によりガス菅等に穴を開けたりすることによる火災）

を目的としていることから、「金属製」と明文化した場合、「ガ

ス管もしくはこれらに類するもの」がすべて「金属製」であると

解釈される恐れがある。 

5.電技解釈の見直し要

否  

「不要」 

本条に「金属製」と追記した場合、水管だけでなく、「ガス管

もしくはこれらに類するもの」すべてが「金属製」であると解釈

される恐れがあるため。 

6.課題 「金属性」を明文化する場合、水管とその他管類を分類し規定

する必要があり、解釈を細分化する必要がある。 

7.その他 無し 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 132 条【屋内に施設する電線路】 

2 屋内に施設する電線路は、次項に規定する場合を除き、次の各号

によること。 

一 低圧電線路は、次によること。 

（略） 

ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧電線路の電線、低圧屋内配

線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類する

ものと接近又は交差する場合は、第 167 条の規定に準じて施

設すること。 

二 高圧電線路は、次によること。 

（略） 

ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、

高圧屋内配線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス

管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、

第 168 条第 2 項の規定に準じて施設すること。 

三 特別高圧電線路は、次によること。 

（略） 

ロ 電線が、屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、低圧

屋内配線、高圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若

しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第 169

条第 2 項の規定に準じて施設すること。 

3．制定経緯 昭和 38 年改正により制定された。低圧電線路と水管等との離隔は第

156 条（低圧屋内配線と弱電流電線，水管，ガス管等との離隔）に準

じている。同様に高圧電線路は第 168 条（高圧屋内電気工作物の施設）

に，特別高圧電線路は第 168 の 2 条（特別高圧屋内電気工作物の施設）

に準じている。（水管等に関する解説はない。） 

昭和 40 年改正により，第 123 条の 7 から第 161 条になり，低圧屋内

電 線 路 に バ ス ダ クト 工事 を認 め た 。 ま た， 例外 認 可 の 使 用 電 圧 を

100kV とした。 

昭和 57 年改正により，π引込み至る屋内電線路の施設を明確にした。

また，低圧屋内電線路をケーブル工事により施設する場合，新たに規

定された垂直吊架ケーブル工事を除外した。 

昭和 61 年改正により，垂直吊架ケーブル工事を認めた。また，光フ

ァイバーケーブルを追加した。 

平成 9 年改正により，省令第 5 条，第 28 条，第 37 条が対応省令とな

り，電技解釈第 151 条になった。 

平成 13 年改正により，地中電線と地中弱電流電線を直接引込む場合

について JESC 規格を引用して規定した。 
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平成 20 年改正により，免震建築物に関連する規定を追加した。 

平成 24 年改正により，電技解釈第 151 条から第 132 条になった。 

4.妥当性調査結果 他の条文に準じている。 

配線と同等の保安レベルを維持することが目的であるため，改正の要

否についても委ねることが適切である。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象条文中の

水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令への適合性の観点

から調査及び検討を行う 

2．解釈におけ

る記述 
解釈第 167 条【低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差】 

1 がいし引き工事により施設する低圧配線が，弱電流電線等又は水管，ガ

ス管若しくはこれらに類するもの（以下この条において「水管等」という。）

と接近又は交差する場合は，次の各号のいずれかによること。 

一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は，10cm（電線が裸

電線である場合は，30cm）以上とすること。 

二 低圧配線の使用電圧が 300V 以下の場合において，低圧配線と弱電流電

線等又は水管等との間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付けること。 

三 低圧配線の使用電圧が 300V 以下の場合において，低圧配線を十分な長

さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。 

2 合成樹脂管工事，金属管工事，金属可とう電線管工事，金属線ぴ工事，

金属ダクト工事，バスダクト工事，ケーブル工事，フロアダクト工事，セ

ルラダクト工事，ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設

する低圧配線が，弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は，次

項ただし書の規定による場合を除き，低圧配線が弱電流電線又は水管等と

接触しないように施設すること。 

3．制定経緯 昭和 7 年の旧電気工作物規程（第 122 条）では既に水管等との離隔について規

定されていた。 

昭和 24 年電気工作物規程（第 144 条）では，低圧配線と弱電流電線，水管，ガ

ス管その他の金属体とされていた。解説では，屋内では電話線や信号線等の弱

電流電線や水道管，ガス管，その他暖房用パイプ等の金属体と接近または交叉

して配線する場合があるので，漏電の危険を防止するため・・・と記載されて

いた。また，ガス管に漏電して火災事故を起こしたため・・・と記載されてい

る。 

昭和 34 年改正（第 156 条）ではバスダクト工事，キャブタイヤケーブル工事に

対応。解説も改正されており，なお書きではガス管を通る場合は，ガス管との

接 触 部 に お け る 火 花 放 電 に よ り ガ ス 管 に 穴 を あ け ガ ス に 引 火 し て 大 事 に 至

る・・・と記載されている。 

昭和 40 年には，高圧屋内電気工作物の施設（第 168 条第 2 項及び第 3 項）に規

定されていた高圧屋内配線と水管等との離隔等を加味して改正（第 204 条）さ

れた。 

昭和 47 年には 300V を境とした区分を無くした。 

昭和 51 年にはライティングダクト工事に対応。 

昭和 57 年にはセルラダクト工事に対応。 

昭和 61 年には対象物に光ファイバーを追加。平形保護層工事に対応。 

平成 9 年改正により，旧省令第 204 条が現省令第 62 条と電技解釈第 189 条に分

かれた。省令及びその解説は現行とほぼ同じ。省令には低圧，高圧，特別高圧

の区分は無い。第 189 条は旧省令第 204 条とほぼ同一。 

平成 23 年改正により電技解釈第 167 条（低圧）と電技解釈第 168 条（高圧）に

分かれた。 
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4.妥当性調査

結果 

電技解釈第 167 条の基となった旧省令第 204 条では離隔対象が金属体と判断で

きる。 

金属製水管に対しては漏電による感電からの保護を目的としているが，ガス管

との離隔については，火花放電によりガス管に穴をあけ引火することによる火

災からの保護も考慮されている。 

漏電に関しては金属体のみが対象となるが，火花放電に関しては管材の区別は

できない。 

「金属製水管，ガス管若しくはこれらに類するもの」とした場合，ガス管若

しくはこれらに類するものもすべてが金属製と解釈されるおそれがある。解説

においては，管類は全て金属製を前提としているが，この解釈条文の目的は，

漏電による感電の防止および火災（放電により管に穴を開けたりすることによ

る火災，ガス管等）の防止であり，管類の管材を規定し防止対策とすることで

はないことから，「金属製水管」と明文化することは難しいと判断。 

また，水道管のみを金属製と明文化する場合は，水道管の場合とその他の管

を分類して記載するなどしなければならず，他の関連する解釈条文の検討を含

めると作業として膨大であり，かつ解釈条文において細分化する表現は避ける

べきであると考える。 

5.電技解釈の

見 直 し 要

否 

否 

１６７条の[解説]では，はっきり金属製であることを定義しているため，改

めて解釈条文に記載する必要性はないと思われる。 

 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについて金属製

である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判定，保温材の材質

（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要がある。 

なお，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管材に関す

る言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をただし書きに引用し，

要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合の案を例示するが，以下の考え方による。 

がいし引き工事における絶縁電線と“合成樹脂管等の漏電又は放電によりこ

れらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれがない管”との離隔に

ついて，造営材との離隔距離を準用する。 

電技解釈第 157 条【がいし引き工事】を確認すると，規定の主旨は感電の防

止と電線の損傷防止と解釈できる。造営材は造営物を構成するものであり，導

電性は考慮されていない。 

よって，漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起

こすおそれがない管であれば，造営材と同等の離隔を保つことにより電線の損

傷防止も可能と判断した。 

 

1 がいし引き工事により施設する低圧配線が，弱電流電線等又は水管，ガ

ス管若しくはこれらに類するもの（以下この条において「水管等」という。）

と接近又は交差する場合は，次の各号のいずれかによること。 

一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は，10cm（電線が裸

電線である場合は，30cm）以上とすること。ただし，水管等が漏電又は

放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれ

がない場合は，第 157 条第 1 項第三号の規定に準じて施設すること。こ

の場合において，第 157 条第 1 項第三号の規定における「造営材」は「水
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管等」と読み替えるものとする。 

二 低圧配線の使用電圧が 300V 以下の場合において，低圧配線と弱電流電

線等又は水管等（水管等が漏電又は放電によりこれらの工作物を介して

感電又は火災を引き起こすおそれがない場合を除く。）との間に絶縁性

の隔壁を堅ろうに取り付けること。 

三 低圧配線の使用電圧が 300V 以下の場合において，水管等が漏電又は放

電によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれが

ない場合を除き，低圧配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろ

うな絶縁管に収めて施設すること。 

2 合成樹脂管工事，金属管工事，金属可とう電線管工事，金属線ぴ工事，

金属ダクト工事，バスダクト工事，ケーブル工事，フロアダクト工事，セ

ルラダクト工事，ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設

する低圧配線が，弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は，次

項ただし書の規定による場合を除き，低圧配線が弱電流電線又は水管等と

接触しないように施設すること。ただし，水管等が漏電又は放電によりこ

れらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれがない場合はこ

の限りでない。 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 168 条【高圧配線の施設】 

高圧屋内配線は，次の各号によること。 

一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設する

こと。 

イ がいし引き工事（乾燥した場所であって展開した場所に限

る。） 

ロ ケーブル工事 

二 がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。 

イ 接触防護措置を施すこと。 

ロ 電線は、直径 2.6mm の軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、

高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線

であること。 

ハ 電線の支持点間の距離は、6m 以下であること。ただし、電

線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m 以下とするこ

と。 

ニ 電線相互の間隔は 8cm 以上、電線と造営材との離隔距離は

5cm 以上であること。 

ホ がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであるこ

と。 

ヘ 高圧屋内配線は、低圧屋内配線と容易に区別できるように

施設すること。 

ト 電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線

を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろう

な物で絶縁すること。 

三 ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。 

イ ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第 164

条第 1 項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。 

ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につ

り下げて施設する場合は、第 164 条第 3 項（第一号イ(ロ)(２ )

ただし書を除く。）の規定に準じて施設すること。この場合

において、同項の規定における「第 9 条第 2 項」は「第 10 条

第 3 項」と読み替えるものとする。 

ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属

製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A

種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置（金属製のも

のであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれ

があるもので防護する方法を除く。）を施す場合は、D 種接
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地工事によることができる。 

２ 高圧屋内配線が，他の高圧屋内配線，低圧屋内電線，管灯回路の

配線，弱電流電線等又は水管，ガス管若しくはこれらに類するもの

（以下この項において「他の屋内電線等」という。）と接近又は交

差する場合は，次の各号のいずれかによること。 

一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は，15cm（がい

し 引 き工 事に より 施 設す る低圧 屋内 電線 が 裸電 線 であ る場 合

は，30cm）以上であること。 

二  高 圧屋内 配線 をケー ブル 工事に より 施設す る場 合にお いて

は，次のいずれかによること。 

イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな

隔壁を設けること。 

ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。 

ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。 

３ 高圧屋側配線は，第 111 条（第 1 項を除く。）の規定に準じて施

設すること。 

４ 高圧屋外配線（第 188 条に規定するものを除く。）は，第 120

条から第 125 条まで及び第 127 条から第 130 条まで（第 128 条第 1

項を除く。）の規定に準じて施設すること。 

3．制定経緯 昭和 7 年の旧電気工作物規程（第 106 条）では既に水管等との離隔に

ついて規定されていた。 

昭和 24 年電気工作物規程（第 125 条）では，低圧配線と弱電流電線，

水管，ガス管その他の金属体とされていた。解説では，詳細に触れ

られていないが，同様の規定が第 144 条にある。 

昭和 29 年改正（第 169 条）の解説では，他の低圧又は高圧屋内配線，

弱電流電線，水管及びガス管と接近し又は交差する場合に離隔すべ

き距離を定めたもので，ただし書きは高圧配線となっているが，勿

論これは電線を収める金属管その他の附属品又はケーブルと弱電

流電線等とが直接接触しないように施設する例外規定である。と記

載されている。 

昭和 34 年改正（第 168 条）により，高圧屋側配線が規定された。 

昭和 40 年改正（第 219 条）では，低圧区分が 300V 以下から 600V 以

下まで格上げされた。これにより，高圧屋内配線はがいし引き工事

とケーブル工事のみとなった。 

昭和 47 年改正（第 217 条）から，現行の規定と同様のものとなる。

4.妥当性調査結果 電技解釈第 168 条の基となった旧省令第 125 条では離隔対象が金属体

と判断できる。また，昭和 29 年の解説から，直接接触しないように

施設する緩和が認められていることから，漏電を対象としていると考

えられる。 

ただし，昭和 47 年以降は，耐火性が要求されている。 

漏電に関しては金属体のみが対象となるが，火花放電に関しては管材

の区別はできない。 
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5.電技解釈の見直し要

否 

否 

条文の制定経緯，関連省令を確認した結果，金属体との離隔を目的

としていることが判明したため。 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについ

て金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判

定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要

がある。 

なお，より明確にするためには，解説に第 167 条と同様な説明を追

加する必要があると考える。 

また，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管

材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をた

だし書きに引用し，要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合を例示するが，以下の考え方による。 

がいし引き工事における合成樹脂管等の漏電又は放電によりこれ

らの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれがない管との

離隔について，造営材との離隔距離を準用している。 

第 1 項第二号にがいし引き工事による施設方法が規定されており，

解説を確認すると，低圧を基準により厳しい要求をしていることが分

かる。電技解釈第 157 条【がいし引き工事】の規定の主旨は感電の防

止と電線の損傷防止と解釈できる。 

造営材は造営物を構成するものであり，導電性は考慮されていな

い。 

よって，漏電又は放電による感電又は火災のおそれがない管であれ

ば，造営材と同等の離隔を保つことにより電線の損傷防止も可能と判

断した。 

また，ケーブル工事の場合，電技解釈第 164 条【ケーブル工事】に

準じている。 

 

２ 高圧屋内配線が，他の高圧屋内配線，低圧屋内電線，管灯回路の

配線，弱電流電線等（以下この項において「他の屋内電線等」とい

う。）又は水管，ガス管若しくはこれらに類するもの（以下この項

において「水管等」という。）と接近又は交差する場合は，次の各

号のいずれかによること。 

一 高圧屋内配線と他の屋内電線等又は水管等との離隔距離は，

15cm（がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線で

ある場合は，30cm）以上であること。ただし，水管等が漏電又

は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起こ

すおそれがない場合は，第 1 項第二号ニの規定に準じて施設す

ること。この場合において，第 1 項第二号ニの規定における「造

営材」は「水管等」と読み替えるものとする。 

二  高 圧屋内 配線 をケー ブル 工事に より 施設す る場 合にお いて

は，次のいずれかによること。ただし，水管等が漏電又は放電

によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそ

れがない場合はこの限りでない。 

イ ケーブルと他の屋内電線等又は水管等との間に耐火性のあ
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る堅ろうな隔壁を設けること。 

ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。 

ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。 

３ 高圧屋側配線は，第 111 条（第 1 項を除く。）の規定に準じて施

設すること。 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 169 条【特別高圧配線の施設】 

特別高圧屋内配線は、第 191 条の規定により施設する場合を除

き、次の各号によること。 

一 使用電圧は、100,000V 以下であること。 

二 電線は、ケーブルであること。 

三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその

他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。 

四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製

の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A 種接

地工事を施すこと。ただし、接触防護措置（金属製のものであ

って、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるも

ので防護する方法を除く。）を施す場合は、D 種接地工事による

ことができる。 

五 危険のおそれがないように施設すること。 

２ 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内

電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの

と接近又は交差する場合は、次の各号によること。 

一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧

屋内電線との離隔距離は、60cm 以上であること。ただし、相互

の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。

二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは

これらに類するものとは、接触しないように施設すること。 

３ 使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧屋側配線は、第 111 条（第 1

項を除く。）の規定に準じて施設すること。 

４ 使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧屋外配線は、第 120 条から第

125 条まで及び第 127 条から第 130 条まで（第 128 条第 1 項を除く。）

の規定に準じて施設すること。 

５ 使用電圧が 35,000V を超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線

は、第 191 条の規定により施設する場合を除き、施設しないこと。

3．制定経緯 昭和 38 年新設（第 168 条の 2） 

特別高圧の屋内配線と低圧及び高圧の屋内配線の電線，屋内に

施設する低圧及び高圧の電線路の電線，弱電流電線，水管又はガ

ス管との離隔距離を原則として 60cm 以上と規制されていた。 

昭和 40 年改正（第 220 条） 

特別高圧屋内配線と弱電流電線又は水管、ガス管若しくはこれ

らに類するものとは、接触しないように施設することとされた。

昭和 61 年改正（第 220 条） 

光ファイバーケーブルに対応（弱電流電線⇒弱電流電線等） 
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平成 2 年改正（第 205 条）、平成 23 年改正（第 169 条） 

条文番号変更 

4.妥当性調査結果 現行解釈第 169 条第 2 項への規定は、昭和 38 年新設され、離隔対

象は「低圧及び高圧の屋内配線の電線，屋内に施設する低圧及び高圧

の電線路の電線，弱電流電線，水管又はガス管」とされ、離隔距離は、

60cm 以上とされた。昭和 40 年以降、「弱電流電線等又は水管、ガス

管若しくはこれに類するもの」については、接触しないように施設す

ることとされた。離隔距離を 60cm 以上としたのは、強電流電線の絶

縁破壊又は誘導の影響を考慮したもと想定される。 

また、特高配線と経路の相違する水管、ガス管などは、漏電や事故

時に電気的回路が形成されることによる感電や火災等の危険が生じ

ないように接触しないことと規定されたものと思料する。 

以上から、水管は金属製を前提としているものと思料する。 

ただし，制定当時から現在まで条文及び解説において金属体と明記

されたことは無い。管の用途、材質、保温材の有無、将来の材質の変

更等を考慮することなく一律に、接触しないように施工する現行の規

定が合理的である。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

管その他これに類するものを用途別に細分化して規定することは

避けるべきであり、管の用途、材質、保温材の有無、将来の材質の変

更等を考慮することなく一律に、接触しないように施工する現行の規

定が合理的である。 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについ

て金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判

定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要

がある。 

なお，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管

材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をた

だし書きに引用し，要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合の案を以下に例示する 

 

２ 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内

電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの

（以下この項において「水管等」という。）と接近又は交差する場

合は、次の各号によること。 

一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧

屋内電線との離隔距離は、60cm 以上であること。ただし、相互

の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。

二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管等とは、接触しな

いように施設すること。ただし，水管等が漏電又は放電により

これらの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれがな

い場合はこの限りでない。 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 173 条【低圧接触電線の施設】 

低圧接触電線（電車線及び第 189 条の規定により施設する接触

電線を除く。以下この条において同じ。）は、機械器具に施設す

る場合を除き、次の各号によること。 

（省略） 

８ 低圧接触電線（機械器具に施設するものを除く。）が他の電線（次

条に規定する高圧接触電線を除く。）、弱電流電線等又は水管、ガ

ス管若しくはこれらに類するもの（以下この項において「他の電線

等」という。）と接近又は交差する場合は、次の各号によること。

一 低圧接触電線をがいし引き工事により施設する場合は、低圧

接触電線と他の電線等との離隔距離を、30cm 以上とすること。

二 低圧接触電線をバスダクト工事により施設する場合は、バス

ダクトが他の電線等と接触しないように施設すること。 

三 低圧接触電線を絶縁トロリー工事により施設する場合は、低

圧接触電線と他の電線等との離隔距離を、10cm 以上とすること。

（省略） 

3．制定経緯 昭和 38 年制定 

トロリーバスダクト工事の場合は，ダクトにより隔離されており，

かつ，ダクトには接地工事が施してあるから保安上心配ないので，

直接接触しないように施設すればよい 

昭和 40 年 

低圧の限度が 300V から 600V まで格上げされた。 

昭和 57 年 

絶縁卜ロリー工事による施設が規定された。 

昭和 61 年から現在 

若干の改正は行われているが水管等との離隔に関する改正はない。

4.妥当性調査結果 制定当時から感電の防止を目的としていることが，当時及び現在の

解説から読み取れる。 

合成樹脂管等であれば感電の危険性はないため，金属管と同等の離

隔をとることは合理性に欠けると思料される。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

感電の防止を目的としていることが，制定当時及び現在の解説から

読み取れる。 

 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについ

て金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判

定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要
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がある。 

なお，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管

材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をた

だし書きに引用し，要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合の案を以下に例示する 

 

８ 低圧接触電線（機械器具に施設するものを除く。）が他の電線（次

条に規定する高圧接触電線を除く。），弱電流電線等（以下この項

において「他の電線等」という。）又は水管，ガス管若しくはこれ

らに類するもの（以下この項において「水管等」という。）と接近

又は交差する場合は，次の各号によること。ただし，水管等が漏電

又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災を引き起こ

すおそれがない場合はこの限りでない。 

一 低圧接触電線をがいし引き工事により施設する場合は，低圧

接触電線と他の電線等又は水管等との離隔距離を，30cm 以上と

すること。 

二 低圧接触電線をバスダクト工事により施設する場合は，バス

ダクトが他の電線等又は水管等と接触しないように施設するこ

と。 

三 低圧接触電線を絶縁トロリー工事により施設する場合は，低

圧接触電線と他の電線等又は水管等との離隔距離を，10cm 以上

とすること。 

 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 174 条【高圧又は特別高圧の接触電線の施設】 

高圧接触電線（電車線を除く。以下この条において同じ。）は、

次の各号によること。 

（省略） 

六 電線相互の間隔並びに集電装置の充電部分相互及び集電装置

の充電部分と極性の異なる電線との離隔距離は、30cm 以上であ

ること。ただし、電線相互の間、集電装置の充電部分相互の間

及び集電装置の充電部分と極性の異なる電線との間に絶縁性及

び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、この限りでない。 

七 電線と造営材（がいしを支持するものを除く。以下この号に

おいて同じ。）との離隔距離及び当該電線に接触する集電装置

の充電部分と造営材の離隔距離は、20cm 以上であること。ただ

し、電線及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材

との間に絶縁性及び難燃性のある堅ろうな隔壁を設ける場合は

この限りでない。 

（省略） 

２  高圧接触電線及び当該高圧接触電線に接触する集電装置の充電

部分が他の電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに

類するものと接近又は交差する場合における相互の離隔距離は、次

の各号によること。 

一 高圧接触電線と他の電線又は弱電流電線等との間に絶縁性及

び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、30cm 以上であること。

二 前号に規定する以外の場合は、60cm 以上であること。 

（省略） 

3．制定経緯 旧第 219 条第 4 項では禁止していたが、製鉄工場等の移動クレーン

の大型化に伴い、昭和 47 年に第 219 条「屋内に施設する高圧接触電

線の工事」として追加制定された。 

平成 9 年、第 1 項第二号に定める電線の強さを「これと同等以上の

強さ」から「引張強さが 2.78KN 以上」へ改正し、第 204 条とした。

平成 23 年、「屋内」を削除、第 205 条（旧第 220 条）「特別高圧

屋内電気工作物の施設」第 3 項の規定を統合し、第 174 条「高圧又は

特別高圧の接触電線の施設」とした。 

4.妥当性調査結果 62 条「配線による他の配線等又は工作物への危険の防止」では他

の配線等との混触による感電又は火災、放電による工作物への損傷と

感電又は火災の防止を規定している。 

56 条第 1 項「配線の感電又は火災の防止」では感電又は火災の防

止、57 条「配線の使用電線」では使用電線、66 条「異常時における

高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断」では過電流遮断器

と地絡遮断器の施設、67 条「電気機械器具又は接触電線による無線

設備への障害の防止」では無線設備への障害防止、73 条「接触電線
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の危険場所への施設の禁止」では危険場所への施設禁止を規定してい

る。 

これらは、接触電線が裸線であることを考慮したものであり、主に

集電装置と接触電線との間で生じる放電からの保護を目的としてい

る。 

第 1 項第六号及び第七号は、短絡又は地絡を生じない 低の距離を

定めていると解説されている。 

解説にあるとおり、高圧接触電線との離隔距離が緩和されているの

は、高圧接触電線と並行して施設される低圧接触電線やクレーンの制

御用等の弱電流電線だけであり、水管等は対象ではない。 

ただし、第 1 項第七号に規定されているとおり、造営材との離隔は

20cm 以上とされており、さらに充電部分と造営材との間に絶縁性及

び難燃性のある堅ろうな隔壁を設ける場合は離隔距離が規定されて

いない。 

このことから、水管、ガス管若しくはこれらに類するものは金属体

を対象とした条文と思料される。 

ただし、制定当時から現在まで条文及び解説において金属体と明記

されたことは無い。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

第 174 条の解説のとおり、一般には、接触電線と他の電線、弱電流

電線等又は管もしくはこれらに類するものが接近する機会は少ない

ため、現行の条文を改正する必要性は低い。 

 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについ

て金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判

定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要

がある。 

なお，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管

材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をた

だし書きに引用し，要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合の案を以下に例示する 

 

２  高圧接触電線及び当該高圧接触電線に接触する集電装置の充電

部分が他の電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに

類するものと接近又は交差する場合における相互の離隔距離は、次

の各号によること。ただし、水管、ガス管若しくはこれらに類する

ものが漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災

を引き起こすおそれがない場合は、第 1 項第七号の規定に準じて施

設すること。この場合において、第 1 項第七号の規定における「造

営材」は「水管、ガス管若しくはこれらに類するもの」と読み替え

るものとする。 

一 高圧接触電線と他の電線又は弱電流電線等との間に絶縁性及

び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、30cm 以上であること。

二 前号に規定する以外の場合は、60cm 以上であること。 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 179 条【トンネル等の電気設備の施設】 

人が常時通行するトンネル内の配線（電気機械器具内の配線，

管灯回路の配線，第 181 条第 1 項に規定する小勢力回路の電線及

び第 182 条に規定する出退表示灯回路の電線を除く。以下この条

において同じ。）は，次の各号によること。 

（省略） 

３ トンネル，坑道その他これらに類する場所（鉄道又は軌道の専用

トンネルを除く。以下この条において「トンネル等」という。）に

施設する高圧の配線が，当該トンネル等に施設する他の高圧の配

線，低圧の配線，弱電流電線等又は水管，ガス管若しくはこれらに

類するものと接近又は交差する場合は，第 168 条第 2 項の規定に準

じて施設すること。 

（省略） 

 

3．制定経緯 昭和 24 年には既に規定されていた。 

昭和 24 年電気工作物規程（第 166 条）では，電線と弱電流電線，

水管その他の金属体とされていた。解説では，坑道内では，狭い場所

に水管，空気管，弱電ケーブル等の多くの金属体が介在しているので，

電線はこれらのものに漏電の危険を及ぼさないよう・・・と記載され

ている。 

昭和 29 年電気工作物規程（第 185 条）では，低圧又は高圧電線と

弱電流電線，水管又はガス管とが接近し・・・と記載されている。 

さらに，電線に高圧のがい装ケーブルを使用し，直接接触しないよ

うに施設する場合は，この限りでないとの緩和規定が記載されてい

る。 

昭和 40 年（第 236 条）では，他の低圧配線，弱電流電線又は水管，

ガス管若しくはこれらに類するものと記載されている。 

いずれの改正においても，解説では，存在する多くの金属体に対し，

漏電の危険を及ぼさないことを求めている。 

4.妥当性調査結果 電技解釈第 179 条の基となった旧省令第 166 条では，離隔対象が金

属体と判断できる。 

電技解釈第 179 条第 3 項においては，第 168 条第 2 項の規定に準ず

ることを求めている。 

金属製水管に対しては漏電による感電からの保護を目的にしてい

ると考えられるが，168 条第 2 項においては，感電に加えて耐火性の

要求もされている。 

金属製水管に対しては漏電による感電からの保護を目的としてい

るが，ガス管との離隔については，火花放電によりガス管に穴をあけ

引火することによる火災からの保護も考慮されている。 
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漏電に関しては金属体のみが対象となるが，火花放電に関しては管

材の区別はできない。 

5.電技解釈の見直し要

否 
否 

第 179 条の[解説]では，他の配線，水管（排水用など），空気管（排

気用など），通信ケーブル，ガス管等多くの金属体が存在するので・・・

と，はっきり金属製であることを定義しているため，改めて解釈条文

に記載する必要性はないと思料される。 

また，第 168 条第 2 項の規定を準用しているため，改正の必要はな

い。 

6.課題 「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するものについ

て金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材質の判

定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理する必要

がある。 

なお，条文において明確にすることが必要とされた場合，管類の管

材に関する言及を避けるため本文は変更せず，省令６２条の一部をた

だし書きに引用し，要求性能を追記する案が妥当と考えられる。 

解釈を改正する場合の案を以下に例示する 

 

３  トンネル，坑道その他これらに類する場所（鉄道又は軌道の専

用トンネルを除く。以下この条において「トンネル等」という。）

に施設する高圧の配線が，当該トンネル等に施設する他の高圧の

配線，低圧の配線，弱電流電線等又は水管，ガス管若しくはこれ

らに類するものと接近又は交差する場合は，第 168 条第 2 項の規

定に準じて施設すること。ただし，水管，ガス管若しくはこれら

に類するものが，漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感

電又は火災を引き起こすおそれがない場合はこの限りでない。 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対

象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，

省令への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 181 条【小勢力回路の施設】 

電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続す

る電路であって、 大使用電圧が 60V 以下のもの（以下この条に

おいて「小勢力回路」という。）は、次の各号によること。 

（省略） 

三 小勢力回路の電線を造営材に取り付けて施設する場合は、次

によること。 

（省略） 

ヘ  電線は、金属製の水管、ガス管その他これらに類するも

のと接触しないように施設すること。 

（省略） 

3．制定経緯 「小勢力回路の施設」に係る規定は、平成９年及び平成２３年に

一部改正されたが、現行解釈第 181 条第三号への規定は、昭和 40

年省令以降改正されておらず、同一の規定表記である。 

同条「第三号へ」に係る解説は、感電による死傷のおそれはない

もののショックを受けることを防止するための規定と表記してい

る。なお、「第三号ニ及びホ」（メタルラス張り等の木造の造営材

における施設の場合）に係る解説が「火災のおそれがないとはいえ

ないので規定した」と表記しているのに対し、「第三号へ」に係る

解説では火花放電による火災を考慮した規定である旨の表記はな

い。現行以前の解説においても同様である。 

4.妥当性調査結果 解説の冒頭において、電磁開閉器の操作回路又はベル等、電路の

使用が短時間の交流電気回路であって 大使用電圧が 60V 以下、か

つ、電流も小さい回路については、危険度が低いため一般の低圧電

線と同様な施設方法によることは適当でないので、本条が設けられ

たと記載されている。 

現行解釈第 181 条第三号への規定は、昭和 40 年省令以降、離隔

対象を「金属製の水管、ガス管その他これに類するもの」と表記し

ており、離隔対象が金属体と判断できる。 

これは、漏れ電流により思いがけない所で死傷のおそれはないに

しても若干のショックを受けるおそれがあるので、これを防止する

ために規定したものである。 

漏電に関しては金属体のみが対象となり、現行解釈の表記で隔離

対象は金属体と明確である。 

管その他これに類するものを用途別に細分化して規定すること

は避けるべきである。 

5.電技解釈の見直し要否 否 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 183 条【特別低電圧照明回路の施設】 

特別低電圧照明回路（両端を造営材に固定した導体又は一端を

造営材の下面に固定し吊り下げた導体により支持された白熱電灯

に電気を供給する回路であって、専用の電源装置に接続されるも

のをいう。以下この条において同じ。）は、次の各号によること。

（省略） 

三 白熱電灯を支持する電線（以下この条において「支持導体」

という。）は、次によること。 

（省略） 

ヘ 他の電線、弱電流電線又は金属製の水管、ガス管若しくは

これらに類するものと接触しないように施設すること。 

（省略） 

四 専用の電源装置から支持導体に電気を供給する電線（以下こ

の条において「接続線」という。）は、次によること。 

（省略） 

ト 金属製の水管、ガス管その他これらに類するものと接触し

ないように施設すること。 

 

3．制定経緯 平成 20 年制定。 

平成 23 年改正 条文構成の組み換えのみ。 

4.妥当性調査結果 既に金属製に限定されている。 

IEC 規格でいう SELV 回路であり，接近する方の回路が特殊である。

特別低電圧照明の場合は 24V 以下であり，かつ絶縁変圧器の短絡電流

まで規定している。接近する方が安全性を重視した SELV 回路となる

ため，弱電流電線との離隔距離や，強電と同じ管を通してもよい等，

施設方法を緩和している。 

接近する対象として，金属製の水管と離隔することは SELV の条件

となるため規制するが，それ以外については特段規制しないといった

意図があると思料される。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

6.課題 なし 

 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 194 条【エックス線発生装置の施設】 

エックス線発生装置（エックス線管、エックス線管用変圧器、

陰極加熱用変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路

の配線をいう。以下この条において同じ。）は、次の各号による

こと。 

（省略） 

六 エックス線管回路の配線（エックス線管導線を除く。以下こ

の条において同じ。）は、次のいずれかによること。 

（省略） 

ロ 次に適合するように施設すること。 

(ｲ) 電線の床上の高さは、194-1 表に規定する値以上である

こと。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように

措置した場所に施設する場合は、この限りでない。 

(ﾛ) 電線と造営材との離隔距離、電線相互の間隔、及び電

線が低圧屋内電線、高圧屋内電線、管灯回路の配線、弱

電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するも

の（以下この号において「低圧屋内電線等」という。）

と接近又は交差する場合における電線とこれらのものと

の離隔距離は、194-1 表に規定する値以上であること。た

だし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付け、又

は電線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな

絶縁管に収めて施設する場合は、この限りでない。 

194-1 表 

エックス線管の

大使用電圧の

区分 

電線の 

床上の 

高さ 

電線と 

造営材との

離隔距離 

電線相互の間隔 

及び低圧屋内電線

等との離隔距離 

100,000V 以下 2.5m 0.3m 0.45m

100,000 超過 (2.5+ c)m (0.3+ c)m (0.45+ c')m

(備考) 

1. エックス線管の 大使用電圧は、波高値で示す。 

2. c は、エックス線管の 大使用電圧と 100,000V の差を 10,000V

で除した値（小数点以下を切り上げる。）に 0.02 を乗じたもの 

3. c'は、エックス線管の 大使用電圧と 100,000V の差を 10,000V

で除した値（小数点以下を切り上げる。）に 0.03 を乗じたもの 

 

（省略） 

 

3．制定経緯 昭和 24 年（第 156 条） 

（エックス線発生装置の）電線と他の低圧又は高圧電線，弱電

流電線，水道管,ガス管その他これに似た金属体との離隔距離につ
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いて規定している。 

昭和 32 年改正（第 173 条） 

『エックス線管回路の配線と低圧若しくは高圧屋内電線,管灯

回路の配線,弱電流電線,水道管又はガス管』との離隔距離につい

て規定している。 

昭和 40 年改正（第 252 条） 

『エックス線管回路の配線と低圧屋内電線,高圧屋内電線,管灯

回路の配線,弱電流電線,水管 ,ガス管若しくはこれらに類するも

の』との離隔距離について規定している。 

昭和 61 年改正（第 252 条） 

『Ｘ線管回路の配線と低圧屋内電線,高圧屋内電線,管灯回路の

配線,弱電流電線等,又は水管 ,ガス管若しくはこれらに類するも

の』との離隔距離について規定している。 

平成 9 年改正（第 241 条） 

  条文番号変更（Ｘ線⇒エックス線） 

平成 23 年改正（第 194 条） 

『電線が低圧屋内電線，高圧屋内電線，管灯回路の配線，弱電

流電線等又は水管，ガス管若しくはこれらに類するもの』との離

隔距離について規定。 

4.妥当性調査結果 現行解釈第 194 条第六号ロ（ロ）の規定は，昭和 24 年において離

隔対象は「他の低圧又は高圧電線，弱電流電線，水道管,ガス管その

他これに似た金属体」と規定されている。 

解説によると，電線と他の金属体との離隔距離は，エックス線発生

装置の配線の電圧が高いので放電の危険を避けるため考慮されたと

ある。 

昭和 32 年以降，金属体という表現が削除され，理由について解説

に記載はないが，水道管においては金属管を対象としているものと思

料する。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

条文の制定経緯，関連省令を確認した結果，金属体との離隔を目的

としていることが判明したため。 

また，管その他これに類するものを用途別に細分化して規定するこ

とは避けるべきである。 

管の用途，材質，保温材の有無，将来の材質の変更等を考慮するこ

となく一律に，離隔距離を確保して施工する現行の規定が合理的であ

る。 

 

ただし，解釈条文に記載するとした場合，以下のとおりの記載が妥

当と思われる。 

 

六  エックス線管回路の配線（エックス線管導線を除く。以下こ

の条において同じ。）は、次のいずれかによること。 

（省略） 

ロ 次に適合するように施設すること。 

(ｲ) 電線の床上の高さは、194-1 表に規定する値以上である

こと。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように
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措置した場所に施設する場合は、この限りでない。 

(ﾛ) 電線と造営材との離隔距離、電線相互の間隔、及び電

線が低圧屋内電線、高圧屋内電線、管灯回路の配線、弱

電流電線等（以下この号において「低圧屋内電線等」と

いう。）又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの

（以下この号において水管等という。）と接近又は交差

する場合における電線とこれらのものとの離隔距離は、

194-1 表に規定する値以上であること。なお、水管等が漏

電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災

を引き起こすおそれがない場合は、造営材との離隔距離

とすることができる。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁

を堅ろうに取り付け、又は電線を十分な長さの難燃性及

び 耐 水 性 の あ る 堅 ろ う な 絶 縁 管 に 収 め て 施 設 す る 場 合

は、この限りでない。 

194-1 表 

エックス線管の

大使用電圧の

区分 

電線の 

床上の 

高さ 

電線と 

造営材との

離隔距離 

電線相互の間隔 

及び低圧屋内電線

等又は水管等との

離隔距離 

100,000V 以下 2.5m 0.3m 0.45m

100,000 超過 (2.5+ c)m (0.3+ c)m (0.45+ c')m

(備考) 

1. エックス線管の 大使用電圧は、波高値で示す。 

2. c は、エックス線管の 大使用電圧と 100,000V の差を 10,000V

で除した値（小数点以下を切り上げる。）に 0.02 を乗じたもの 

3. c'は、エックス線管の 大使用電圧と 100,000V の差を 10,000V

で除した値（小数点以下を切り上げる。）に 0.03 を乗じたもの 

 

6.課題 より明確にするためには，解説に制定時の主旨を追加する必要があ

ると考える。 

また，解釈を改正する場合の案について，漏電又は放電によりこれ

らの工作物を介して感電又は火災を引き起こすおそれがない管との

離隔について，造営材との離隔距離を準用しているが，以下の考え方

による。 

造営材は造営物を構成するものであり，導電性は考慮されていない

が，現行解説にあるとおり，特別高圧の電気であり電線と造営材との

離隔も十分にとる必要があるためである。 

 

なお，「金属製水管」とした場合，ガス管その他これに類するもの

について金属製である旨の規定表記とする必要がある。また，管の材

質の判定，保温材の材質（アルミニウム等）に対する考え方を整理す

る必要がある。 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対

象条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，

省令への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 195 条【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】 

1 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定

して施設する場合は、次の各号によること。 

（省略） 

四 発熱線は、次により施設すること。 

イ 人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがな

いようにコンクリートその他の堅ろうで耐熱性のあるもの

の中に施設すること。 

ロ 発熱線の温度は、80℃を超えないように施設すること。た

だし、道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に金属被覆を有す

る発熱線を施設する場合は、発熱線の温度を 120℃以下とす

ることができる。 

ハ 他の電気設備、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこ

れらに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼ

さないように施設すること。 

（省略） 

3 電熱ボード又は電熱シートを造営物の造営材に固定して施設す

る場合は、次の各号によること。 

（省略） 

四 第 1 項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。 

（省略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径

管の内部に発熱線を施設したものをいう。）を施設する場合は、

次の各号によること。 

（省略） 

九 第 1 項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。 

3．制定経緯 昭和 29 年改正により，25V 以下の配線の特例条件として水管等との

離隔が定められた。 

昭和 30 年改正により，電熱器外箱の接地を，第 39 条の移動用機器

一般に委ねた。 

昭和 38 年改正により，第 167 条第一号イを第 1 項とし，第二号を

第 186 条の９に移し，新たに第 2 項（機械器具内以外での発熱体

の使用禁止）を追加した。（第 168 条の 6（電気温床等の施設）

を除いて屋内に発熱体を施設することを禁止。） 

昭和 40 年改正により，第 167 条から第 218 条になった。同様に，

第 178 条の 8 が第 231 条となり，新たに発熱線として MI ケーブ

ルの使用を認め，また，道路用発熱線の規格を定めた。 

昭和 43 年改正により，第 218 条（電熱装置の施設）においてフロ

アヒーティングの施設が認められた。水管等との離隔に関する規

定及び解説は現行と同じ。 

第 231 条（屋側または屋外に施設する電熱装置の施設）では，

第 218 条第 2 項第一号から第九号に準じている。（第六号が水管

等との離隔） 

第 244 条（コンクリート養生線の施設）には水管等に関する規
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定はない。 

昭和 47 年改正により，第 243 条になり，旧第 218 条（電熱装置の

施設）第 2 項及び旧第 231 条（屋側または屋外に施設する電熱装

置の施設）第 2 項第二号に相当する第 1 項が制定された。発熱線

に電気を供給する電路の対地電圧を 150V から 300V に緩和し，金

属シースを有する発熱線の温度を道路又は屋外駐車場に限って

80℃から 120℃に緩和した。 

また，ロードヒーティングにも漏電遮断器の設置義務を課し

た。 

第 2 項は旧第 244 条（コンクリート養生線の施設）を移したの

み。 

第 3 項は電熱ボード等を使用するルーフヒーティング（旧第

231 条（屋側または屋外に施設する電熱装置の施設）第 3 項）以

外に室内のスペースヒーティングの施設についての基準を整備

した。 

昭和 51 年改正により，第 243 条の 2（パイプライン等の電熱装置の

施設）が規定されたことに伴い，第 1 項の施設に使用する発熱線

に，絶縁体が無機物で，外装が銅合金管又はステンレス鋼管であ

るものを追加した。 

昭和 57 年改正により，第 1 項第二号及び第三号に規定する発熱線

又は発熱線接続用ケーブルの絶縁体を耐熱ビニル混合物，架橋ポ

リエチレン混合物に変更し，発熱線接続用ケーブルの絶縁体とし

てエチレンプロピレンゴム混合物を追加した。 

また，第 4 項で道路又は屋外駐車場に電熱装置として施設する

表皮電流加熱装置の施設方法を追加した。 

昭和 61 年改正により，第 74 条（低高圧架空電線の高さ）第 1 項で

道路を定義しているが，その際除外されている場所をこの条項に

限り認めると共に横断歩道橋の床についても施設できるよう追

加規定した。 

また，光ファイバーケーブルと発熱線との離隔距離の規定を追

加した。 

平成 2 年改正により，第 1 項に定める告示を改正し，JIS を取り入

れた。 

平成 9 年改正により，省令第 10 条，第 11 条，第 56 条，第 57 条，

第 59 条，第 63 条，第 64 条を対応省令とし，電技解釈第 228 条

になった。 

平成 23 年改正により電技解釈第 228 条から第 195 条になった。 

4.妥当性調査結果 制定当初から金属体に限定していない。 

電技解釈の解説では，熱により他の電気設備又は弱電流電線等を

劣化若しくは軟化させるおそれ又はガス管等の内圧を高め危険な

状態にするおそれがあり，また，発熱線からの漏電によりこれらの

工作物に種々の障害を引き起こすおそれがあると記載されている。

金属製と明記することは適当ではない。 

5.電技解釈の見直し要否 否 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 196 条【電気温床等の施設】 

1 電気温床等（植物の栽培又は養蚕，ふ卵，育すう等の用に供する

電熱装置をいい，電気用品安全法の適用を受ける電気育苗器，観賞

植物用ヒーター，電気ふ卵器及び電気育すう器を除く。以下この条

において同じ。）は，前条第 1 項又は第 3 項の規定に準じて施設す

る場合を除き，次の各号によること。 

（省略） 

五 発熱線は，他の電気設備，弱電流電線等又は水管，ガス管若

しくはこれらに類するものに電気的，磁気的又は熱的な障害を

及ぼさないように施設すること。 

2 発熱線を空中に施設する電気温床等は，前項の規定によるほか，

次の各号のいずれかによること。 

（省略） 

3 発熱線をコンクリート中に施設する電気温床等は，第 1 項の規定

によるほか，次の各号によること。 

（省略） 

4 第 2 項及び第 3 項に規定する電気温床等以外のものは，第 1 項の

規定によるほか，次の各号によること。 

（省略） 

3．制定経緯 昭和 47 年改正により，発熱線と，他の電気設備，弱電流電線等又は

水管，ガス管若しくはこれらに類するものとの離隔が定められたが，

解説ではその経緯について触れられていない。 

その後，数回改正が行われているが，水管等との離隔に関連するもの

はない。 

4.妥当性調査結果 昭和 47 年から水管，ガス管等との離隔を規定しているが，金属体

に限定していない。 

同様の規定がされている電技解釈第 195 条の解説では，熱により他

の電気設備又は弱電流電線等を劣化若しくは軟化させるおそれ又は

ガス管等の内圧を高め危険な状態にするおそれがあり，また，発熱線

からの漏電によりこれらの工作物に種々の障害を引き起こすおそれ

があると記載されている。 

電気的，磁気的又は熱的な障害を対象としていることから，金属製

と明記することは適当ではない。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 197 条【パイプライン等の電熱装置の施設】 

1 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送を行

う施設の総体をいう。以下この条において同じ。）に発熱線を施設

する場合（第 4 項の規定により施設する場合を除く。）は，次の各

号によること。 

（省略） 

四 発熱線は，次により施設すること。 

（省略） 

ハ 発熱線は，他の電気設備，弱電流電線等，他のパイプライ

ン等又はガス管若しくはこれに類するものに電気的，磁気的

又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。 

２ パイプライン等に電流を直接通じ，パイプライン等自体を発熱体

とする装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を施

設する場合は，次の各号によること。 

（省略） 

七 前項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じて

施設すること。 

（省略） 

３ パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は，次の各号

によること。 

（省略） 

八 第 1 項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じ

て施設すること。 

（省略） 

４ 発熱線を送配水管又は水道管に固定して施設する場合（電気用品

安全法の適用を受ける水道凍結防止器を使用する場合を除く。）は，

第 2 項又は第 3 項のいずれかにより施設する場合を除き，次の各号

によること。 

（省略） 

六 第 1 項第四号イ及びハ並びに第五号及び第七号の規定に準じ

て施設すること。 

3．制定経緯 昭和 51 年の制定当時からほぼ同様の規定となっている。 

水管等との離隔に関しての解説は電技解釈第 195 条と同様。 

4.妥当性調査結果 発熱線とガス管等との関係については，同様の規定がされている電

技解釈第 195 条の解説では，熱により他の電気設備又は弱電流電線等

を劣化若しくは軟化させるおそれ又はガス管等の内圧を高め危険な

状態にするおそれがあり，また，発熱線からの漏電によりこれらの工

作物に種々の障害を引き起こすおそれがあると記載されている。 

電気的，磁気的又は熱的な障害を対象としていることから，金属製

と明記することは適当ではない。 

また，第 4 項の送配水管，水道管については，水道管の凍結防止を
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目的とした規定であり，金属以外の管（耐熱性のある合成樹脂管）に

使用される場合も考えられることから，金属製水管に限定すべきでは

ない。 

なお，第 4 項の送配水管，水道管については加熱対象設備であるた

め，離隔対象物ではない。 

5.電技解釈の見直し要

否 

否 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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電技解釈条文中の「水管」を「金属製」と明文化することの妥当性調査  

1．調査目的 近年，ポリエチレン製の水管が増加している現状も踏まえ，下記対象

条文中の水管を「金属製」と明文化することの妥当性について，省令

への適合性の観点から調査及び検討を行う 

2．解釈における記述 解釈第 198 条【電気浴器等の施設】 

 

３ 水管を経て供給される温泉水の温度を上げ、水管を経て浴槽に供

給する電極式の温水器（以下この条において「昇温器」という。）

は、次の各号によること。 

一 昇温器の使用電圧は、300V 以下であること。 

二 昇温器又はこれに附属する給水ポンプに直結する電動機に電

気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設するこ

と。 

イ 使用電圧は 300V 以下であること。 

ロ 絶縁変圧器の鉄心及び金属製外箱には、D 種接地工事を施

すこと。 

ハ 交流 2,000V の試験電圧を 1 の巻線と他の巻線、鉄心及び外

箱との間に連続して 1 分間加えて絶縁耐力を試験したとき、

これに耐える性能を有すること。 

三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の 1 次側電路には、開

閉器及び過電流遮断器を各極（過電流遮断器にあっては、多線

式電路の中性極を除く。）に施設すること。ただし、過電流遮

断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみ

とすることができる。 

四 第二号の規定により施設する絶縁変圧器の 2 次側電路には、

昇温器及びこれに附属する給水ポンプに直結する電動機以外の

電気機械器具（配線器具を除く。）を接続しないこと。 

五 昇温器の水の流入口及び流出口には、遮へい装置を設けるこ

と。この場合において、遮へい装置と昇温器との距離は、水管

に沿って 50cm 以上、遮へい装置と浴槽との距離は水管に沿って

1.5m 以上であること。 

六 昇温器に附属する給水ポンプは、昇温器と遮へい装置との間

に施設し、かつ、その給水ポンプ及びこれに直結する電動機に

は、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、その給水ポンプに C

種接地工事を施す場合は、この限りでない。 

七 昇温器に接続する水管のうち、昇温器と遮へい装置との間及

び遮へい装置から水管に沿って 1.5m までの部分は、絶縁性及び

耐水性のある堅ろうなものであること。この場合において、そ

の部分には、水せん等を施設しないこと。 

八 遮へい装置の電極には、A 種接地工事を施すこと。この場合に

おいて、接地工事の接地極は、第 18 条の規定により水道管路を

接地極として使用する場合を除き、他の接地工事の接地極と共

用しないこと。 

九 昇温器及び遮へい装置の外箱は、絶縁性及び耐水性のある堅

ろうなものであること。 

3．制定経緯 「電極式温泉用昇温器の施設」に係る規定は，昭和 34 年に制定さ

れて以降，改正されていない。 

4.妥当性調査結果 同条「第 3 項第五号」に係る解説は，昇温器の電極の電位が外部に

現れるのを防止するためと表記している。 
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同様に，「第 3 項第七号」に係る解説では，導電性のある金属管を

用いたのでは意味がないと記載されている。 

5.電技解釈の見直し要否 否 

6.課題 なし 

7.その他 なし 
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