
 

（別紙） 

 

○電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第4号）の一部を改正する規程 新旧対照表                     

（次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後欄に二

重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するも

のを掲げていないものは、これを削る。） 

改正後 改正前 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

改正 20200527保局第2号 令和2年6月1日付け 

改正 20200806保局第3号 令和2年8月12日付け 

改正 20210317保局第1号 令和3年3月31日付け 

改正 20210524保局第1号 令和3年5月31日付け 

 

電気設備の技術基準の解釈 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

改正 20200527保局第2号 令和2年6月1日付け 

改正 20200806保局第3号 令和2年8月12日付け 

改正 20210317保局第1号 令和3年3月31日付け 

 

 

電気設備の技術基準の解釈 



 

改正後 改正前 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

この電気設備の技術基準の解釈（以下「解釈」という。）は、電気設備に関する技

術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第52号。以下「省令」という。）に定める

技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したもので

ある。なお、省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解

釈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、省令に適合するものと判断するものである。 

この解釈において、性能を規定しているものと規格を規定しているものとを併記して

記載しているものは、いずれかの要件を満たすことにより、省令を満足することを示

したものである。 

なお、この解釈に引用する規格のうち、民間規格評価機関（「民間規格評価機関の

評価・承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するも

の）への適合性確認のプロセスについて（内規）」（20200702保局第2号 令和2年7月

17日）に定める要件への適合性が国により確認され、公表された機関をいう。以下同

じ。）が承認した規格については、当該民間規格評価機関がホームページに掲載する

リストを参照すること。 

 

目次～第15条 (略) 

 

【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・二 （略） 

2～4 （略） 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

この電気設備の技術基準の解釈（以下「解釈」という。）は、電気設備に関する技

術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第52号。以下「省令」という。）に定める

技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したもので

ある。なお、省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解

釈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、省令に適合するものと判断するものである。 

この解釈において、性能を規定しているものと規格を規定しているものとを併記して

記載しているものは、いずれかの要件を満たすことにより、省令を満足することを示

したものである。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

目次～第15条 (略) 

 

【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・二 （略） 

2～4 （略） 



 

改正後 改正前 

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 最大使用電圧の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。 

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。 

 

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。 

一～四 （略） 

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。 

 

（略） 

 

【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。 

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 最大使用電圧の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。 

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。 

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。 

一～四 （略） 

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。 

 

（略） 

 

【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。 



 

改正後 改正前 

イ 許容応力は、次によること。 

（イ）・（ロ） （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又はSS490 

（ロ） （略） 

  ハ （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、日本産業規格 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、日本産業規格 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 （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 

(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

イ 許容応力は、次によること。 

（イ）・（ロ） （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又はSS490 

（ロ） （略） 

  ハ （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、日本産業規格 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、日本産業規格 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 （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 

(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



 

改正後 改正前 

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。 

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、日本産

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、日本産業規格 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「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであること。 

ニ （略） 

 

【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 （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)～(ホ)  （略） 

(ヘ) 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である

「「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 

（ロ）・（ハ） （略） 

三～五 （略） 

2 （略） 

 

第58条～第217条 (略) 

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。 

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、日本産

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、日本産業規格 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「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであること。 

ニ （略） 

 

【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 （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)～(ホ)  （略） 

(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 

（ロ）・（ハ） （略） 

三～五 （略） 

2 （略） 

 

第58条～第217条 (略) 



 

改正後 改正前 

 

【IEC 60364規格の適用】（省令第4条） 

第218条 需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、

第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気

標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、一般送配電事業者及び

特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電

気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。 

218-1表 

規格番号（制定年） 規格名 備考 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-5-53（2019） 

低圧電気設備－第5-53部：電気機器の

選定及び施工－安全保護、断路、開

閉、制御及び監視のための機器 

532.2, 534を除

く。 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-7-701

（2019） 

低圧電気設備－第7-701部：特殊設備又

は特殊場所に関する要求事項－バス又

はシャワ－のある場所 

注1 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-7-706

（2019） 

低圧電気設備－第7-706部：特殊設備又

は特殊場所に関する要求事項－動きを

制約された導電性場所 

注2 

（略） （略） （略） 

(備考) 表中において適用が除外されている規格については、表中の他の規格で引用さ

れている場合においても適用が除外される。 

 

注1：IEC 60364-7-701（2019）701.1適用範囲のうち、キャラバン、トレーラーハウス及

びシャワーコンテナ等の移動可能な用途における固定電気設備については除く。 

 

【IEC 60364規格の適用】（省令第4条） 

第218条 需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、

第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気

標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、一般送配電事業者及び

特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電

気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。 

218-1表 

規格番号（制定年） 規格名 備考 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-5-53（2015） 

建築電気設備－第5-53部：電気機器の

選定及び施工－断路、開閉及び制御 

 

534を除く。 

（略） （略） （略） 

JIS C 0364-7-701

（2010） 

低圧電気設備－第7-701部：特殊設備又

は特殊場所に関する要求事項－バス又

はシャワ－のある場所 

(新設) 

（略） （略） （略） 

JIS C 0364-7-706

（2009） 

低圧電気設備－第7-706部：特殊設備又

は特殊場所に関する要求事項－動きを

制約された導電性場所 

(新設) 

（略） （略） （略） 

(備考) 表中において適用が除外されている規格については、表中の他の規格で引用さ

れている場合においても適用が除外される。 

 

（新設） 

 



 

改正後 改正前 

 

注2：IEC 60364-7-706（2019）における次の項は、218-1表に掲げる他の規格に同じ内容

が規定されていることから適用しなくてよい。 

  706.410.3.1.6 

    706.411 

    706.412 

    706.413.1.2.3 

    706.413.5.1.1 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 


