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配線工事

設備で使用される電線は、銅が露出している裸線ではなくビニル
で絶縁されたものであり、IV電線が使用されることが多い［表1］。電
線は保護のため電線管に入れられて使用される。
　ケーブルとは、電線の上にビニルなどで保護されているものを言
う［表1］。よく天井内などでFケーブルを使用するが、正式名称は
VVFであり、フラットなVV（丸型）ケーブルを指す。ケーブルの場合、
電線管を用いる必要はなく、電線を使用するより安くできる。
　電線には、単線とより線がある。単線は2mmというように銅線
の直径で表示し、より線は断面積で表示する。よく二スケなどと呼
ばれているが2mm²という意味である。単線より、より線の方が曲
がりやすく施工しやすいので、より線が多く使用される。
　コンクリート埋設や露出配管の場合は電線管を使用するので電
線を使用し、天井内などはコストの安いFケーブルを使用する。電
線管を使用する場合でも、電線とケーブルの接続の問題や現場合
理化のため材料の種類を減らすなどを考慮してケーブルを使用す

ることが多くなっており、IV電線はアース線として使用する程度で、
あまり電線は使われなくなってきている。
　天井内を見るとケーブルがのたうちまわっていることがよくある
が、内線規定では2m間隔で支持をしなくてはならないとなってい
る。だらしない配線はよくない結果になりやすく、工事監理者が指
摘を行わなければならないポイントである。

電線管

われわれが仕事を始めた当時は樹脂可とう管（CD管、PF管）［表1］が
なく、コンクリート埋設配管にはネジ付鋼管が使用されていた。コン
クリート工事は型枠、鉄筋工事が済み、翌朝にはコンクリート打設
が行われる。ねじ切りや配管の曲げに手間のかかる電気の埋設配管
は徹夜仕事になることが多かったようである。樹脂可とう管のおか
げでそんな話は聞かなくなった。同時に、電気工事の職人が若返り、
茶髪の職人を見かけるようになった。給排水工事の職人は、毎年、
平均年齢が上がっていくような状態であったが、ここに来てようやく
樹脂系の配管が増えてきて、現場の状態も変わってきている。
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表1　主な電線および電線管の種類

配線 電線管
電線 ケーブル 鋼管 ビニル管 可とう管

IV VVF CV（3芯） CVV E VE CD PF（二重管）

ビニル絶縁電線 ビニル絶縁電線絶縁 
ビニルシースケーブル

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル

制御用ビニル絶縁 
ビニルシースケーブル ねじなし電線管 硬質塩化ビニル電線管 合成樹脂製 

可とう電線管
合成樹脂製 
可とう電線管

裸の銅線をビニルで絶縁し
ている。単線は直径mm、
より線は断面積mm²で
表示

丸型ケーブルVVに対し
平型（Flat）。一番よく使
われる

電線をポリエチレンでく
るんでいる。単線～4芯
まである

制御用に用いられ細い
電線が使用される。電
線30芯程度まである

ネジの代わりにカップリ
ングで接続する

水道の塩ビ管より圧力
がかからないため薄い

自己消火性がないため
露出には使えない

自己消火性があるので
露出にも使える

（出典…日動電工HP）



2015.8　Kench ikush i   37

　電線管は電線の保護というだけでない。コンクリート埋設配管で
は電線管を先行して施工し、後でその中に配線を通すという意味も
大きい。電線管にはあらかじめ呼線と呼ばれる針金のような線を入
れておき、電線を結びつけて引っ張り出す。
　比較的大きな現場では、梯子状のケーブルラックや鉄の箱のよ
うなバスダクトを使用することがある。

分電盤

住宅の場合は電力会社と契約容量を決めるリミッター（アンペアブ
レーカー）取り付けスペース、漏電遮断器を付け、その下に各回路に
取り付けるMCB（ノーヒューズブレーカー）が回路の数だけ取り付け
られる［図1、2］。1回路の容量は、以前は15Aであったが、今は電気
器具の容量が大きくなり20Aが多くなってきている。
　住宅用の樹脂製はコンパクトで値段も安いが、ビル用の鉄板の
盤は値段が高く、なるべくまとめて大きな盤にすることが多い。ま
とめると各回路の配線が長くなり、値段を押し上げる要因にもなる。
その兼ね合いが電気設計者の技量を問われる部分である。最近、
私は安い樹脂盤を分散させて電線を短くすることがある。
　動力（三相200V）用盤については分電盤とは分け、動力盤と呼ば
れる。中仕切りを入れて一体の盤にすることも多い。
　盤の記号として分電盤をL-1、動力盤をP-1、一体の盤をPL-1、
などが使われる。

回路の設定

電気の設計で大切なことは、部分的な問題で全体の電気が使用で
きなくなるのを防ぐことにある。末端で大きな電気を使用したり、
ショートして大きな電流が流れても影響範囲をなるべく小さくする
のが、回路設定の重要な意味である。

　コンセントの定格容量は15Aであり100%使うとすれば2個で
分電盤のブレーカーは落ちてしまう。60A契約では20Aの回路を3

カ所使うと60Aになり、それ以上使用できなくなる。実際は60A契
約でも10回路以上になっているのは普通である。
　電気では需要率という考え方がある。住宅、4人家族、浴室、ト
イレ含め10室あっても最大4室までしか使用しない確率が高い。
これが需要率であり、負荷容量が大きくても実際使用する負荷は
60%程度というように想定して契約容量や回路数を決定していく。
　回路分けは下記のような点を考慮して行う。

ブレーカーの容量以下に負荷を設定する
ブレーカーが20Aということは100Vで2,000Wまで使用可能で
あるが、1,500W程度で1回路の容量として設定する。
　使用目的のあるコンセントについては、その容量を想定する。た
とえば、キッチンでは電子レンジ、電気ポット、炊飯器というように
電気容量が比較的大きな器具については2個で1回路、もしくは単
独回路にした方がよいかを検討する。
　「あったら便利だね」というような具体的な目的のないコンセント
については1回路当たり内線規定で10個までと決められているが、
実際は電気の設計者により違ってくる。3人の電気設計者に聞いて
みたが、皆、5～6個と同じ回答であった。
　照明も器具が決定していればその容量を積み上げて設定するが、
器具が決定するのは設計の最終段階になることが多く、面積当たり
10Wというように想定して回路を決める。LEDのように消費電力の
小さな器具であれば、同一回路にたくさんぶら下げられるが、管理
上の問題から大きなエリアにすることは好ましくない。

単独回路
1,000W前後の器具に対しては、ブレーカーから単独回路で配線を
行う。ドライヤー（最近は1,500Wくらい使用する）、浴室乾燥機など
は単独回路になる。洗浄便座の場合、貯湯型であれば400W程度
だが、瞬間型の場合は1,200Wあるので単独回路にした方が良い。
　IHヒーター、食器洗機、エアコンには200Vの専用回路が使用さ
れることが多い。

図2　分電盤の中身
（出典…東京電力HP）

中性線
（アースをとっている線）

アンペアブレーカー
（東京電力との契約用ブレーカー）

配線用遮断器

漏電遮断器
（漏電ブレーカー）

図1　住宅用分電盤
（出典…河村電気産業HP）

配線 電線管
電線 ケーブル 鋼管 ビニル管 可とう管

IV VVF CV（3芯） CVV E VE CD PF（二重管）

ビニル絶縁電線 ビニル絶縁電線絶縁 
ビニルシースケーブル

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル

制御用ビニル絶縁 
ビニルシースケーブル ねじなし電線管 硬質塩化ビニル電線管 合成樹脂製 

可とう電線管
合成樹脂製 
可とう電線管

裸の銅線をビニルで絶縁し
ている。単線は直径mm、
より線は断面積mm²で
表示

丸型ケーブルVVに対し
平型（Flat）。一番よく使
われる

電線をポリエチレンでく
るんでいる。単線～4芯
まである

制御用に用いられ細い
電線が使用される。電
線30芯程度まである

ネジの代わりにカップリ
ングで接続する

水道の塩ビ管より圧力
がかからないため薄い

自己消火性がないため
露出には使えない

自己消火性があるので
露出にも使える

（出典…古河電工HP）



Kench ikush i   2015.838

すると便利である［図4］。リモコンスイッチは直接、電源を入り切り
するのではなく、部屋のスイッチから分電盤に取り付けられている
マグネットスイッチに信号を送り、そこで電源の入り切りを行う。
この方式は信号線の本数が多く分電盤の回路数も多くなってしま
うので、最近ではフル2線式のリモコンスイッチが使用されてきて
いる。

コンセントの種類

コンセントと言っても、電源の種類、取り付け場所（壁、床、天井、屋
外）、機能、用途、デザインによって違い、たくさんの種類がある。
・基本的には単相100V、単相200V、三相200V電源の種類およ
び容量によって違ってくる［表3］。これにアース付が加わる。容量
の大きな器具についてはカタログなどでどんなコンセントになっ
ているか確認しておく必要がある。一般コンセントは指定がなけ
れば2個用になる。
・アース（earth、日本語で接地）とは、文字通り地球に余計な電流を
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管理上の問題
照明回路、コンセント回路、1階の西側エリアのように分かりやす
く回路分けを行う。
　コンピューター関係のように重要なコンセントについては、他の
回路の影響から保護するために分ける。
　外部設置機器は漏電が起こりやすく、回路を分けて漏電ブレー
カーを単独に設置する。

防災関係
誘導灯、非常照明、自動火災報知機などへの電源供給は単独回路
とする。非常照明の場合、法規上は単独回路にする必要はないが、
複数の非常照明をまとめて検査することが可能になり、便利である。

照明のスイッチ

基本的なスイッチには表のようなものがあり、単独で使用するだけ
でなく組み合わせて使用することが多い［表2］。たとえばトイレでは、
人感スイッチで照明と換気扇を付け、換気扇だけ消し遅れスイッ
チにより使用後もしばらく運転している、外部照明では自動点滅器
で点灯させ、使用していない夜中はタイマーで消すというような使
い方をする。

集中リモコン

会議室のような大きめの部屋では照明器具が多く、点滅エリアを細
かく分けようとするとスイッチの数が多くなり、スイッチ取付けの
面積が大きくなってしまう。そんな時にはリモコンスイッチを使用

図3　ワイド型スイッチ
（出典…パナソニックHP）

図4　8個用リモコンスイッチ
（出典…パナソニックHP）

名称 機能 備考

3路、4路 階段の上下のようにどちらか
らでも点滅ができる 4路は3カ所から点滅が可能

調光 照明の明るさの調整 節電にも有効

人感 人（熱）を感知して点滅 夜間の玄関や、トイレに使用 
付け放し防止、節電にも有効

消遅れ スイッチを消してもしばらく
点灯している トイレの換気扇に使用される

タイマー 一定の時間に点滅を行う

自動点滅器 暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると消える

タイマーと併用し、暗くなっ
たら自動点滅器でON、夜中
はタイマーで切る

リモコン 一般的にはワイヤレスリモコ
ンを指す

ほたる
スイッチ

照明が消えている時に点灯
する

真っ暗な部屋でもスイッチの
位置がわかる

パイロット付 使用している時に点灯する 部屋の外から点滅状況がわ
かる

表2　照明のスイッチの種類 表3　コンセントの形状（出典…関東電気保安協会HP）

差込みプラグの極の配置（接地用の極または中性極をそなえたもの）

種別
単相接地極付 三相200V用
100V用 200V用 一般用 接地極付用

定格
電流
（A）

15

20

30
50

- -

※太い線で示した記号は、接地側極として使用するものを示す。
※白抜きで示した記号は、接地極として使用するものを示す。
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流すことを言う。漏電時の安全対策、機器の帯電防止、雷害防止
（直撃の雷ではなく、地面などから入ってくる電流）を目的として設け
られる。アースが必要な器具は洗濯機、食洗機など水廻りに使
用する器具、エアコン、IHヒーターなど電気容量の大きな器具、
コンピューターのような電子機器に取り付ける。最近は電気容量
が大きい器具や電子機器が多いことを考えると、初めからアース
付コンセントを多めに設けておいたほうがよさそうである。
・コンセントの構成は、コンセント本体、コンセントプレート、取付
枠、裏ボックスからなる。スイッチも同じだがプレートによって
建築デザインへの影響が大きいので、材質、形、色については建
築設計者に選定してもらいたい。
・フロアコンセント［図5］、屋外用コンセント、引掛シーリング（天井
用）、テーブルタップなど、機能的にもいろいろなものがある［図6］。

抜けにくいコンセントと抜けやすいコンセント
抜けどめ防止コンセントは、コンピューターのような瞬時停電によ
りデータが飛んでしまうような機器に使用する［図7］。抜けやすいコ
ンセントは磁石式となっており、引っ掛ければすぐはずれるので転

倒を防ぐことができる［図8］。使う場所、目的を間違ってはいけない
代表例である。

医用コンセント
停電時に非常電源から電源を受電するコンセントがあり、色で識別
するようになっている。赤は通常の非常用発電機から電気の供給
を受けるコンセントである［図9］。他に緑色（無停電用）、茶色、黒な
どを使い分けるが、特に決まりがあるわけではない。

1973年東海大学建築学科卒業。（有）
テーテンス事務所入社。取締役副所長
を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国　ふれあいの森林科学館・宿泊
棟」（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア
ム」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」（設
計…池原義郎）、「大館市立総合病院」（設
計…岡田新一）などの設備設計に従事

さじ・こうぞう

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

配線工事において
間違っているものは、次のどれか。
 a. 露出配管や天井内にCD管を 
使用できる。

 b. 天井内配線にFケーブルを使用できる。

 c. IV電線をアース線として使用できる。

設問1 

分電盤を配置する上で
考慮しなくてよいことは、 
次のどれか。
 a. 管理しやすいようにエリアごとに 
設置する。

 b. あまり集中すると盤が大きくなったり、 
配線が集中するので分割する。

 c. 電話端子の数を確認する。

図5　フロアコンセント
（出典…寺田電機製作所HP）

図6　マルチメディアコンセント
（出典…パナソニックHP）

図7（左）　抜けどめ防止コンセント
図8（右）　マグネット式コンセント
（2点ともに出典…パナソニックHP）

足が引っかかっても
すぐに外れて安心

図9　医用コンセント
（出典…パナソニックHP）


