第４４回日本電気技術規格委員会
議事次第
Ⅰ．開催日時：平成１８年１１月２４日（金） 午後2時００分〜４時30分
Ⅱ．開催場所：(社)日本電気協会４階C・D会議室
住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル
電話：03-3216-0553
Ⅲ．議
題：
１．委員交代の 報告

（報告案件）

２．前回（第 43 回 ）日 本電気技術規格 委員会

議事要録案の 確認

（審議案件）

(資料 No.１）
３．JESC 規格及び改 正要請の審議
(1)

JESC 規格案「 橋 又は電線路専用 橋等に 施設する電線路 の

(評価案件）

離隔要件」と電 気設備 の技術基準の解 釈第 148,149 条へ
の引用要請につ いて (資料 No.2）
(2)

電 気設備の技術 基 準の解釈第 33，66 条 の改正要請案「 海

(評価案件）

峡横断などにお ける 22(33)kV 配電の 裸電線の 適用緩和」
について
(3)

(資料 No.3）

電 気設備の技術 基 準の解釈第 88 条の 改正 要請案「機械器

(評価案件）

具に附属する電 線と弱 電流電線との離 隔緩和 」について
(資料 No.4）
(4)

電気設備の技術 基準の 解釈第 101，123 条の 改正要請案

(参考説明）

「特別高圧用が いし装 置の強化条件の 追加」 について
(資料 No.5)
４．その他
(報告案件）
(1) 平成 17 年 ，18 年 度 に国へ要請した案件のその後の状況の報告等
(資料 No.7）
(2) 日本電気 技術規格 委員会 HP への質問についての報告
(資料 No.8）
(3) 前回審議 した 電 気設備の技術基 準の解 釈第 124 条の改 正要 請 の国への提 出
について

配付資料 （＊印は事前 配付資料）
資料 No.１ ＊第 43 回 日本 電気技 術 規格委員 会 議 事要録 （案）
資料 No.２-1 JESC 規格案「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の制定要
望及び電気設備の技術基準の解釈第 148,149 条への引用要望の審議，承認の
お願いについて（日電協 18 技基第 604 号）― 差替版
資料 No.２-２

JESC 規格案「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」の制定
要望及び電気設備の技術基準の解釈第 148,149 条への引用要請 についての

技術会議及び外部へ意 見を聞いた結果等
資料 No.３-1 「電気設備の技術基準の解釈第 33 条及び第 66 条の改正要望（案）」の審議，
承認のお願いについて（日電協 18 技基第 595 号）― 差替版

資料 No.３-２

電気設 備の技術基準の 解釈第 33,66 条の改正 要請案 「海峡横断など
における 22(33)kV 配 電の裸電線の適 用緩和 」について”の技術会議 及

び外部へ意見を聞いた結果等
資料 No.４-1 「電気設備の技術基準の解釈第 88 条の改正要望（案）」の審議，承認のお願い
について（日電協 18 技基第 596 号）― 差替版
資料 No.４-1（参考）緩 和された架空 電線と弱 電流電線 等との施 設イメージ
資料 No.４-２
電気 設備の技 術基準 の解 釈 第 88 条の改 正要請 案 「機械器 具に附 属
する電 線 と弱 電 流 電 線 との離 隔 緩 和 」について の技 術 会 議 及 び外 部 へ
意見を聞いた結 果等
資料 No.５-1 「電気設備の技術基準の解釈第 101 条及び第 123 条の改正要望（案）」の審議，
承認のお願いについて（日電協 18 技基第 597 号）― 差替版
資料 No.５-２
電気 設 備の技術 基準の解釈 第 101,123 条の改 正要請 案「特別 高圧用
がいし装 置 の強 化 条 件 の追 加 」について 技 術 会 議 及 び外 部 へ意 見 を
聞いた結果 等

資料 No.６
資料 No.７

＊経済産業 公報 抜粋
平成 17 年，18 年度に国へ要 請した案件及びそれ以 前に要請し国で検
討中の案 件の状 況
資料 No.８
前回日 本電気技 術規 格委員 会 からの JESC の HP への質問について
資料 No.９
委員交 代について
資料 No.１０ 電気 設 備の技術 基準の解釈 第 124 条の改正要 請の提 出について
日電規委 １８第 024 号 （抜粋）

以上

