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 第16条第6項 条文（P202） 

【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 （略） 

2～5 （略） 

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。

 第16条第6項 解説（P208） 

第四号は、第三号までと別に、器具等の絶縁性能を示している。  

イに示す接地型計器用変圧器（コンデンサ形計器用変圧器を含む。）及びロに示す電力線搬送用結合コンデンサ

は、一般に、接地側の絶縁を低減していること、コンデンサ容量の影響を受け現地での耐電圧試験が困難である

こと等の理由により、それぞれ個別の絶縁性能を示している。ハに示す電力線搬送用結合リアクトルは、高圧配

電線と大地間に設置して、配電線の機器等の遠隔制御に用いられるものである。ニに示す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は、接地型計器用変成器と同様な理由で、⑦基準に

おいて追加された。避雷器についても、その性格上高電圧が印加される時間は数10μsのごく短時間であり、10

分間課電は特性要素、並列抵抗等に悪影響を与え、動作特性の変化、性能の低下などのおそれがあるので、ホで

その絶縁性能を規定している。また、○61基準で酸化亜鉛形避雷器、㉓解釈で高性能避雷器についての規定を追加

した。 

なお、この解釈では、基本的に現地で確認できる方法で電路の絶縁性能を規定しているが、上記の接地型計器用

変圧器等については、現場試験の実施に当たって各種の難点があるため、やむを得ず工場試験による方法で規格

としての絶縁性能を示したものである。 

第五号は、㉕解釈で追加されたものである。1500V 以下の電路に施設される電力変換装置の絶縁性能について

は、JEC-2470（2005）による絶縁耐力試験及び常規対地電圧の印加試験により確認できることを示している。 

 第17条 条文（P209） 

【接地工事の種類及び施設方法】（省令第11条） 

第17条 A種接地工事は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 接地線は、次に適合するものであること。 

イ・ロ （略） 

ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において可とう性を必要とす

る部分は、3 種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3 種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル、3 種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4 種クロロプレンキャブタイヤケーブル若

しくは 4 種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの 1 心又は多心キャブタイヤケーブ

ルの遮へいその他の金属体であって、断面積が8mm2以上のものであること。 

三・四 （略） 

2～6 （略） 
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 第46条第2項 条文（P296） 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第4条） 

第46条 （略） 

2 太陽電池モジュールの支持物は、次の各号に適合するものであること。 

一 支持物は、自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重に対し安定であること。 

二 日本工業規格 JIS C 8955（2017）「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」によって算出され

る設計荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。 

三 支持物を構成する各部材には、前号に規定する許容応力度を満たす設計に耐えうる安定した品質をもつ

材料を用いること。 

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎部分の接合部にお

ける存在応力を確実に伝える構造とすること。 

五 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、次の各号に適合するものであること。 

イ 杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものである

こと。 

ロ 上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び横方向への移動を生

じないものであること。 

六 支持物に使用する部材は、腐食及び腐朽しにくい材料又は防食のための適切な措置材料を使用するこ

と。 

七 土地に自立して施設される太陽電池発電設備のうち設置面からの太陽電池アレイの最高高さが 9m を超

える場合には、更に建築基準法の工作物に基づく構造強度等に係る各規定に適合するものであること。 

3 太陽電池モジュールの支持物を、次の各号のいずれかにより地上に施設する場合は、前項の規定によらな

いことができる。なお、地表面粗度区分Ⅱは、当面の間、都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰの区域

以外の区域又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち海岸線又は湖岸線（対岸

までの距離が1500m以上のものに限る。）までの距離が500m以内の区域をいうものとする。 

一・二 （略） 

三 多雪仕様 

46-12表に示す施設条件下において、イ及びロのいずれにも適合する場合 

46-12表 

46-12表 地表面粗度区分   Ⅲ  

設計用基準風速   30m/s以下  

積雪区域   多雪  

垂直積雪量   180cm以下  

太陽電池モジュールのサイズ  2,000mm×1,000mm  

太陽電池モジュールの重量   28kg/枚以下  

イ 設計条件として、次のいずれの値にも適合するものであること。 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ） アレイ面の地上平均高さは、GL+2.9mであること。 

（ニ）～（ヘ） （略） 

ロ （略） 
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 第46条第2項 解説（P317） 

（略） 

第2項は、⑱解釈で追加されたものである。太陽電池発電設備は、一般公衆の生活環境に近接して施設され

るケースが多く、風圧荷重、積雪荷重又は地震荷重により支持物の破損、太陽電池モジュールの落下等が発生

すると、人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与える可能性がある。そのため、支持物（架台等）の強度につ

いて、日本工業規格JIS C 8955（2004）を引用して規定していたが、日本工業規格JIS C 8955については、支

持物の強度をより現実に近い数値とする観点から試験結果等を基に2017年3月に改訂が行われたため、㉚解釈

での引用規格には改訂された日本工業規格JIS C 8955（2017）を採用することとした。また、改訂の際に削除

された材料の選定、許容応力度、部材の接合、及び防食に関する項目を規定した。 

第一号では、安定構造であることを要求している。第二号では、日本工業規格JIS C 8955（2017）に規定さ

れる設計荷重に対する支持物の許容応力度設計を要求している。なお、部材に圧縮力や曲げモーメントが作用

する場合には、曲げ座屈、横座屈、局部座屈などが発生するおそれがあるため、座屈を考慮した許容応力度設

計を行う必要がある。また、部材の曲がりやねじれが大きい場合には、支持物の構造安全性を損なうことがあ

るため、それらを考慮して設計することが必要である。加えて、部材間等を押さえ金具で接合する場合には、

有限要素法等による解析や十分な数の実験による応力－ひずみ曲線の確認等によって、その部材の応力度が確

実に許容応力度以下（いわゆる3σ）になることを確認する必要がある。第三号では、支持物に使用する材料の

品質について規定している。なお、鋼材やアルミ合金材など、熱処理した材料を使用する場合は、熱処理後の

材料特性（強度、延び等）を考慮して設計する必要がある。第四号では太陽電池モジュールと支持物、支持物

の部材間及び支持物の架構部分と基礎部分の接合について規定しており、各接合部における部材間の存在応力

を確実に伝達できる構造であることについて確認することを要求している。この構造規定の確認対象となる接

合部には、部材間等をボルト類や押さえ金具で接合するものだけではなく、太陽電池モジュールを支持物に固

定する際に用いるクリップ金具や、支持物の架構部分に対してクランプ等を用いた接合も含まれる。特にこれ

らの摩擦接合を用いる場合は、載荷試験等によって部材間の存在応力を確実に伝達できる構造であることにつ

いて確認する必要がある。第五号では支持物の基礎に関する要求性能を規定した。杭基礎等の横方向への移動

に関しては、上部構造に支障をきたさないことについて確認することを要求している。第六号では支持物の材

料の腐食に関する要求性能を規定している。これらの要求性能に適合する設計を行う際には、「地上設置型発電

システムの設計ガイドライン2017年版」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：2017）、及

び解説46.1表に示す規準・指針が参考となる。 

解説46.1表 

規準・指針 参照する見出し（章・節・項番号） 

鋼構造設計規準－許容応

力度設計法－（2005年

（改訂版）），日本建築学

会 

4章（材料）の全て 

5章（許容応力度）のうち5.1節，5.2節 

6章（組合せ応力）の全て 

8章（板要素の幅厚比）の全て 

9章（はり）のうち9.1節，9.6節 

10章（変形）のうち10.1節の(1)(a) 

11章（圧縮材ならびに柱材）のうち11.1節，11.3節，11.8節，11.9節の

(1)，11.9節の(5) 

12章（引張材）のうち12.1 節 

13章（有効断面積）のうち13.1 節，13.2節の(2)(a) 

14章（接合）のうち14.1節 

15章（ボルトおよび高力ボルト）のうち15.1節，15.4節，15.5節，15.6節 

16章（溶接）のうち16.3節，16.5節 

軽鋼構造設計施工指針・

同解説（2002年），日本建

築学会 

1章（総則）のうち1.1節の(1)，1.3節 

2章（材用および許容応力度）のうち2.1節 
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4章（部材設計）のうち4.1節の(2)，4.2節の(1)，4.2節の(2)，4.2節の

(3)，4.3節の(1)，4.3節の(2)，4.4節の(1)，4.4節の(2)，4.4節の(4)，4.6

節の(1)，4.6節の(4)，4.7節，4.9節の(1) 

5章（接合要素）のうち5.1節の(2)，5.1節の(3)，5.1節の(4)，5.1節の

(8)，5.3節，5.5節の(2)，5.5節の(3)，5.6節の(1)(a)，5.6節の(1)(b)，5.6

節の(2)，5.6節の(3) 

6章（接合部設計）のうち6.1節の(1)，6.8.2項の(2) 

7章（製作・施工）のうち7.3.1項の(1) 

アルミニウム建築構造設

計規準・同解説（2016

年），アルミニウム建築構

造協議会 

3章（材料および許容応力度等）のうち3.2.1項，3.2.2項，3.2.3項，3.4.2

項 

4章（部材設計）のうち4.1節，4.2節，4.3節，4.4節 

従来、高さが4mを超える太陽電池発電設備については、日本工業規格JIS C 8955（2004）の適用範囲外とし

ていたため、その支持物については、建築基準法上の工作物として規制されていた。建築基準法施行令の改正

により、建築基準法上の工作物としての規定が適用されなくなることから、㉓解釈で建築基準法を引用し、そ

の強度を規定することとした。日本工業規格JIS C 8955(2017)の適用範囲が、設置面からの太陽電池アレイの

最高高さが9ｍを超えるものを除外していることから、第七号では、土地に自立して施設される太陽電池発電設

備のうち高さが9ｍを超える場合には、更に建築基準法での工作物の構造強度等を要求することとした。具体的

には、建築基準法施行令第3章構造強度のうち、第38条（基礎）、第65条（有効細長比）、第66条（柱の脚

部）、第68条（高力ボルト等）、第69条（斜材等の配置）及び第93条（地盤及び基礎ぐい）の規定により施設

する必要がある。なお、建築物に付帯する太陽電池発電設備については、この解釈での要求事項に加え、建築

設備として建築基準法施行令第129条の2の4に規定する構造強度も要求される。 

なお、附則第2条として、日本工業規格JIS C 8955（2004）を適用する規定を残しているが、これは本解釈

の施行日において、現に工事計画届出提出済みの発電所（出力2MW以上の発電所に限る）及び電気工作物の設

置又は変更の工事を開始している場合に対する移行措置である。 

（略）

 第68条 解説（P433） 

（略） 

なお、この解釈における架空電線路の地表上の高さは、原則として電線からの垂直距離を指している。対象と

なる地表面が、山の山腹若しくは谷間のような平面でない場合、又はアーケードと一体化したような場合（→解

説68.1図）等の離隔距離については、日本電気技術規格委員会規格 JESC E0004（2017）「配電規程（低圧及び高

圧）」（(一社)日本電気協会電気技術規程 JEAC 7001-2017）を参照されたい。また、アーケード上部には消火作業

用のための通路などが施設されるので、この上方に関しては、少なくとも横断歩道橋上に準じた離隔をとること

が望ましい。 

（略） 
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 第129条 条文（P296） 

【橋に施設する電線路】（省令第6条、第20条） 

第129条 （略） 

2 橋に施設する高圧電線路は、次の各号によること。 

一 橋の上面に施設するものは、電線路の高さを橋の路面上 5m 以上とするほか、次のいずれかにより施設

すること。 

イ （略） 

ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に施設する場合は、第111条第2項の規定に準

じるほか、次のいずれかによること。 

(イ) （略） 

(ロ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離

隔要件」の「２．技術的規定」により施設すること。 

JESC E 2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 

２．技術的規定 

橋又は電線路専用橋等に施設する高圧電線路又は特別高圧電線路（パイプスタンド若しくはこ

れに類するものに施設する場合は，使用電圧100,000V 以下に限る。以下同じ。）の電線を収める

管又はトラフが，その橋又は電線路専用橋等に施設する他物と接近又は交さする場合の離隔要件

は，次の各号によること。 

一 高圧電線路の電線を「堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性」の管又はトラフに収める場

合，以下のものと直接接触しないこと。 

ａ 管灯回路の配線 

ｂ 弱電流電線等（弱電流電線及び光ファイバケーブル。以下同じ） 

ｃ 水管，ガス管若しくはこれらに類するもの 

ｄ 他の工作物（その高圧電線路を施設する橋又は電線路専用橋等に施設する他の高圧電線

並びに架空電線及び屋上電線を除く。）ただし，弱電流電線等が次のいずれかに該当する場

合は，この限りでない。 

イ 弱電流電線等が電力保安通信線であり，かつ，不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料

で被覆した光ファイバケーブル又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファ

イバケーブルである場合。 

ロ 弱電流電線等が，光ファイバケーブルであり，かつ，その管理者の承諾を得た場合。 

二 （省略） 

三 （省略） 

四 （省略） 

五 第一号から第四号までに規定する「不燃性」の管又はトラフとは，建築基準法（昭和25年法

律第201号）第2条第九号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

とする。 

六 第一号から第四号までに規定する「自消性のある難燃性」の管又はトラフは，次のいずれか

によること。 

イ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈（20130605 商局第3号）別表第二附表第二十

四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。 

ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E 7003（2005）「2．技術的規定」に規定する試験に適合

すること。 

ハ （略） 

二・三 （略） 

3 橋に施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。 

一 橋の上面に施設するものは、次により施設すること。 

イ （略） 

ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に、第111条第2項（第四号から第六号までを
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除く。）の規定に準じるほか、次のいずれかによること。 

(イ) （略） 

(ロ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離

隔要件」の「２．技術的規定」により施設すること。 

JESC E 2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 

２．技術的規定 

橋又は電線路専用橋等に施設する高圧電線路又は特別高圧電線路（パイプスタンド若しくはこ

れに類するものに施設する場合は，使用電圧100,000V 以下に限る。以下同じ。）の電線を収める

管又はトラフが，その橋又は電線路専用橋等に施設する他物と接近又は交さする場合の離隔要件

は，次の各号によること。 

一 （省略） 

二 （省略） 

三 （省略） 

四 （省略） 

五 第一号から第四号までに規定する「不燃性」の管又はトラフとは，建築基準法（昭和25年法

律第201号）第2条第九号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

とする。 

六 第一号から第四号までに規定する「自消性のある難燃性」の管又はトラフは，次のいずれか

によること。 

イ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈（20130605 商局第3号）別表第二附表第二十

四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。 

ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E 7003（2005）「2．技術的規定」に規定する試験に適合

すること。 

ハ （略） 

二 橋の側面又は下面に施設するものは、第111条第2項の規定に準じる（同項第六号における「第67条

（第一号ホを除く。）」は「第86条」と読み替えるものとする。）ほか、次のいずれかによること。 

イ （略） 

ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要

件」の「２．技術的規定」により施設すること。 

JESC E 2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 

本条本項第一号ロ(ロ)参照 

 第129条解説（P615） 

（略）

ロは、二層橋等の上段の造営材下面に施設する場合で、高圧ケーブルを支持物以外の造営材に取り付ける場合

の基本原則を網羅していることから第111条第3項から第5項の規定を準用した。④基準で、二層橋の上段の下

面などの連続する造営材が得られる場合の施設方法を追加した。なお、⑳解釈で、JESC E2016（2017）「橋又は電

線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管

又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。 

（略） 

ロで、高圧の場合の前項第一号ロと同じ理由で、第111条第2項（第四号から第六号を除く。）から第5項を準

用した。なお、⑳解釈で、JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、

ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩

和できることとした。 

（略） 

第二号は、橋の側面又は下面に施設する場合の施設方法を規定している。橋けた等の側面に直接施設するもの

又は造営材下面へケーブルを施設するもので、前項第二号、第三号と同様の理由により第111条第2項から第5

項に準じて施設することとした。なお、⑳解釈で、JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路
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の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の

工作物との離隔距離を緩和できることとした。 

 第130条 条文（P617） 

【電線路専用橋等に施設する電線路】（省令第20条） 

第130条 （略） 

2 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する高圧電線路は、次の各号によるこ

と。 

一 （略） 

二 電線がケーブルである場合は、第111条第2項の規定に準じるほか、次のいずれかによること。 

イ （略） 

ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要

件」の「２．技術的規定」により施設すること。 

JESC E 2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 

２．技術的規定 

橋又は電線路専用橋等に施設する高圧電線路又は特別高圧電線路（パイプスタンド若しくはこ

れに類するものに施設する場合は，使用電圧100,000V 以下に限る。以下同じ。）の電線を収める

管又はトラフが，その橋又は電線路専用橋等に施設する他物と接近又は交さする場合の離隔要件

は，次の各号によること。 

一 高圧電線路の電線を「堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性」の管又はトラフに収める場

合，以下のものと直接接触しないこと。 

ａ 管灯回路の配線 

ｂ 弱電流電線等（弱電流電線及び光ファイバケーブル。以下同じ） 

ｃ 水管，ガス管若しくはこれらに類するもの 

ｄ 他の工作物（その高圧電線路を施設する橋又は電線路専用橋等に施設する他の高圧電線

並びに架空電線及び屋上電線を除く。）ただし，弱電流電線等が次のいずれかに該当する場

合は，この限りでない。 

イ 弱電流電線等が電力保安通信線であり，かつ，不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料

で被覆した光ファイバケーブル又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファ

イバケーブルである場合。 

ロ 弱電流電線等が，光ファイバケーブルであり，かつ，その管理者の承諾を得た場合。 

二 （省略） 

三 （省略） 

四 （省略） 

五 第一号から第四号までに規定する「不燃性」の管又はトラフとは，建築基準法（昭和25年法

律第201号）第2条第九号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

とする。 

六 第一号から第四号までに規定する「自消性のある難燃性」の管又はトラフは，次のいずれか

によること。 

イ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈（20130605 商局第3号）別表第二附表第二十

四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。 

ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E 7003（2005）「2．技術的規定」に規定する試験に適合

すること。 

三 （略） 

3 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する特別高圧電線路は、次の各号によ

ること。 

一 （略） 
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二 第111条第2項の規定に準じる（同項第六号における「第67条（第一号ホを除く。）」は「第86条」と

読み替えるものとする。）ほか、次のいずれかによること。 

イ （略） 

ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要

件」の「２．技術的規定」により施設すること。 

JESC E 2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 

２．技術的規定 

橋又は電線路専用橋等に施設する高圧電線路又は特別高圧電線路（パイプスタンド若しくはこ

れに類するものに施設する場合は，使用電圧100,000V 以下に限る。以下同じ。）の電線を収める

管又はトラフが，その橋又は電線路専用橋等に施設する他物と接近又は交さする場合の離隔要件

は，次の各号によること。 

一 （省略） 

二 （省略） 

三 （省略） 

四 （省略） 

五 第一号から第四号までに規定する「不燃性」の管又はトラフとは，建築基準法（昭和25年法

律第201号）第2条第九号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するもの

とする。 

六 第一号から第四号までに規定する「自消性のある難燃性」の管又はトラフは，次のいずれか

によること。 

イ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈（20130605 商局第3号）別表第二附表第二十

四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。 

ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E 7003（2005）「2．技術的規定」に規定する試験に適合

すること。 

 第130条解説（P620） 

（略） 

第 2 項は、使用電圧が高圧の場合の規定で、前項の低圧の場合と同様であるが、電線にケーブルを使用する場

合は、ケーブルを支持物以外の造営材に取り付ける場合の基本原則を規定している高圧屋側電線路の施設方法を

準用している。なお、⑳解釈で、JESC E2016（2017）「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従

って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距

離を緩和できることとした。 

第 3 項は、使用電圧が特別高圧の場合の規定で、パイプスタンド等の架台に施設する場合は、工場構内等に

おいて技術上やむを得ない場合に施設されるものであるから、使用電圧を100kV以下としている。施設方法につ

いては、高圧の場合と同様、屋側電線路の施設方法を準用している。なお、⑳解釈で、JESC E2016（2017）「橋又

は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性

の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。○57基準では、河川管理上の問

題又は環境上の理由から、電線路を水道管・ガス管などと一緒に施設する共同橋（電線路と弱電流電線路等、ガ

ス管又は水管その他これらに類するものを収納した橋であって、一般の通行の用に供しない橋をいう。）が建設

されるようになったため、これを電線路専用橋に類するものとして取り扱い、専用橋と同一の施設方法で施設で

きるようにした。 
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 第133条 条文（P629） 

【臨時電線路の施設】（省令第4条） 

第133条 （略） 

2 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、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期

間が6月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第61条第1項第三号の規定によらないことがで

きる。 

一 支線は、日本工業規格 JIS G 3525（2013）「ワイヤロープ」に規定するワイヤロープであること。 

二 （略） 

3～9 （略） 

 第133条 解説（P635） 

（略）

第2項は、⑭解釈において日本電気技術規格委員会規格 JESC E3003（2002）「架空電線路の支持物に施設する

支線へのワイヤロープの適用」を反映したものである。災害復旧のルート確保等の臨時電線路を施設する場合に

おいては、入手の容易さ、工事現場での作業性の面から有利なワイヤロープを支持物の支線に使用したいとの要

望があり、また、使用期間が6カ月以内の短期間の臨時電線路に施設される支線については、日本工業規格 JIS 

G 3525（2017）「ワイヤロープ」に規定されるもので公称径10mm以上であれば、「引張強さ」については規定値を

満たし、「外傷」、「腐食」、「可とう性」についても問題がないことからワイヤロープの使用を認めたものである。

ただし、使用履歴のあるワイヤロープを使用する場合は、労働安全衛生規則第 501 条の廃棄基準等に照らして、

損傷の有無や腐食について入念に検査を行い、劣化程度の大きいものの使用は避けるとともに、適宜、サイズア

ップや多条化をするなどして所定の安全率を確保するような配慮が必要である。 

 第146条 解説（P677） 

（略） 

第2項は、絶縁電線の許容電流について規定したものである。なお、本項においては低圧配線に使用する絶縁

電線の許容電流についてのみ規定しているが、コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルの許容電流について

も、日本電気技術規格委員会規格 JESC E0005（2016）「内線規程」（（一社）日本電気協会電気技術規程 JEAC8001-

2016）等を参照して検討する必要がある。また、低圧屋内配線（→第1条第十一号）に限らず、屋側・屋外配線、

電球線、移動電線、接触電線など電気使用場所の電路全般における許容電流については、電気の配線設計の際、

使用する電線の特性や施設条件を十分に考慮する必要があり、例えば、日射の影響を受ける場所では耐候性や許

容電流を、薬品や油等の影響のある場所については耐薬品性・耐油性等を考慮してケーブル選定を行う。 

（略） 

 第164条 解説（P740） 

（略） 

 最近、事務所ビル等で重量物による防護が不要な施工法の一つとしてアクセスフロアによる施工方法が多く採

用されている。 

具体的な施工方法については、日本電気技術規格委員会規格 JESC E0005（2016）「内線規程」（（一社）日本電

気協会電気技術規程 JEAC 8001-2016）の3170節（アクセスフロア内のケーブル配線）を参考にされたい。 

（略） 
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第165条 解説（P755） 

（略） 

リは、保護層の施設方法について規定したものである。なお、施設方法の詳細については、日本工業規格 JIS 

C 3652（1993）「電力用フラットケーブルの施工方法」又は日本電気技術規格委員会規格 JESC E0005（2016）「内

線規程」（（一社）日本電気協会電気技術規程 JEAC8001-2016）を参照されたい（→解説165.4図）。 

（略） 

 第190条 条文（P871） 

【アーク溶接装置の施設】（省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項） 

第190条 可搬型の溶接電極を使用するアーク溶接装置は、次の各号によること。 

一～四 （略） 

五 被溶接材又はこれと電気的に接続される治具、定盤等の金属体には、D種接地工事を施すこと。 

（関連省令第10条、第11条）

2 （略）

第190条 解説（P874） 

（略）

第五号は、被溶接材又はこれを保持する装置（治具、定盤等）の金属体に、D 種接地工事を施すこととしてい

る。これは、被溶接材、治具、定盤等は金属体であるからこれらを大地と同電位とし、帰路の電路を接地側電路

とすることを示している。この接地が不完全であると、感電等の危険をもたらすことから、十分な注意が必要で

ある。溶接変圧器の2次側の近くに接地を施すことは、分流を促すことにもなるので、被溶接材に近い箇所で接

地工事を施すことが望ましい。 

（略） 

第200条 条文（P928） 

【小出力発電設備の施設】（省令第4条、第15条、第59条第1項） 

第200条 （略） 

2 小出力発電設備である太陽電池発電設備は、次の各号により施設すること。 

一 （略） 

二 太陽電池モジュールの支持物は、第46条第2項又は第3項の規定に準じて施設すること。

第218条 条文（P975） 

【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表に掲げる日本工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 60364-4-42（2014） 低圧電気設備－第4-42部：安全保護－熱の影響に対する保護 422を除く。

（略） （略） （略） 

IEC 60364-4-44（2015） 低圧電気設備－第 4-44 部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨害に 443、444、
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対する保護 445を除く。

（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。

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

及び保護導体 

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

機器 

IEC 60364-6（2016） 低圧電気設備－第6部：検証  

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

事項－バス又はシャワ－のある場所 

（略） （略） （略） 

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

事項－建設現場及び解体現場における設備 

（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 

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

事項－キャラバンパーク、キャンピングパーク及び類似の場所 

（略） （略） （略） 

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

事項－特別低電圧照明設備 

（略） （略） （略） 

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

事項－催し物会場、遊園地及び広場の建造物、娯楽装置及びブー

スの仮設電気設備 

（略） （略） （略） 

第220条 解説（P995） 

（略）

第8章では、電気事業法第38条第4項第四号に掲げる事業を営む者以外の者が発電設備等を商用電力系統に

連系する際に、主に「公衆及び作業者の安全確保並びに電力供給設備又は他の需要家の設備に悪影響を及ぼさな

いこと。」を目的に、満たすべき技術要件を定めている。なお、系統連系に関する具体的な内容については、日本

電気技術規格委員会規格 JESC E0019（2016）「系統連系規程」（（一社）日本電気協会技術規程 JEAC9701-2016）

を参考にされたい。 

附則 解説（P1038） 

附 則（20180824保局第2号） 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程の施行の際現に電気事業法第 48 条第 1 項の規定による電気事業法施行規則第６５条第１項第１

号に定める工事の計画の届け出がされ、若しくは設置又は変更の工事に着手している太陽電池モジュールの

支持物については、改正後の電気設備の技術基準の解釈第46条第2項の規定に関わらず、なお従前の例に

よることができる。 


