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タイトル 対象機器・部分等 概　　　要別表

電源プラグのトラッキング
対策の適用拡大

ゴム以外の差込みプラグ（標準プラグ）
本体に柱刃を有するマルチタップ

＜追加＞
PTI （保証トラッキング指数）400以上
耐火性750℃以上

別表第四
接続器

引込用ポリエチレン絶縁
電線の解釈追加

引込用ポリエチレン絶縁電線 追加
試験方法の追加及び明確化

別表第一

配線器具の遠隔操作の
解釈追加

通信回線を利用した遠隔操作機構を有する
配線器具

＜追加＞
* 接続される負荷機器のリスク評価
* 通信回線の途絶時の安全性
* 手元操作優先／通信回線の切り離し
* 操作結果のフィードバック等の確実な動作
* 識別管理／外乱に対する誤動作防止／通信回線の再接続
* 公衆回線の一時的な途絶の影響
* 同時操作の排他的処理
* 誤操作防止
* 出荷時における遠隔操作の無効化

別表第四
共通

本体に栓刃を有する漏電遮断器 ＜追加＞
PTI （保証トラッキング指数）250以上
耐火性750℃以上

別表第四
開閉器

本体に栓刃を有する機器（ダイレクトプラグ
イン機器）

＜追加＞
PTI （保証トラッキング指数）100以上
耐火性750℃以上

別表第八
共通
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改正された
基準番号

改正に伴い平成29年9月
30日に廃止される基準タイトル採用J I S

J60065(H26) JIS C 6065:2013 オーディオ，ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項 J60065(H23)

J60598-1(H26) JIS C 8105-1:2010
+ 追補1(2013)

照明器具－第1部：安全性要求事項通則 J60598-1(7版-H23)

J60598-2-3(H26) JIS C 8105-2-3：2011 照明器具－第２－３部：道路及び街路照明器具に関する
安全性要求事項

J60598-2-3(H14)

J60598-2-11(H26) JIS C 8105-2-11：
2013

照明器具－第２－１１部：観賞魚用照明器具に関する安全性
要求事項

なし

J60598-2-24
(H26)

JIS C 8105-2-24：
2013

照明器具－第２－２４部：表面温度を制限した照明器具に関する
安全性要求事項

なし

J60670-1(H26) JIS C 8462-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセ
サリ用のボックス及びエンクロージャ－第１部：一般要求事項

なし

J60974-6(H26) JIS C 9300-6:2013 アーク溶接装置－第６部：限定使用率アーク溶接装置 J60974-6(H22)

J61386-1(H26) JIS C 8461-1:2012 電線管システム－第１部：通則 なし

J61347-2-13
(H26)

JIS C 8147-2-13:
2014

ランプ制御装置－第２－１３部：直流又は交流電源用
LEDモジュール用制御装置の個別要求事項

J61347-2-13(H21)

ダイレクトプラグイン機器
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抵抗

ダイオード ダイオード

コンデンサ コンデンサ

(b)放電されない場合(a)放電する場合プラグ差込刃間の電圧波形

プラグを引き抜いた点

1秒後の電圧

電圧ピーク

時間

電
圧

1秒

抵抗

8   JET Report vol.64

技術基準のワンポイントアドバイス

　電気用品安全法の技術基準の解釈別表第八１．共通の事項（２）構造ヤ項「差込みプラ
グの残留電圧」（以下、「ヤ項」という）について簡単に説明します。
　併せて技術基準の解釈別表第十二に採用されている整合規格における規定内容の概要に
ついても解説いたします。



(a)放電する場合 (b)放電されない場合
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技術基準のワンポイントアドバイス
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１．設立

２．目的

３．事業概要
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１）赤熱ヒーター（充電部）に対する感電保護の規定
　　部分の変更提案（8.1.3）
　ニクロム線式のトースターや電気コンロなどの赤熱
ヒーターは、赤熱していることで人が触れることはない
と考えられており、赤熱ヒーターが充電部となっていて
も、感電保護が要求されず、検証用試験指が触れること
が許されています。ただし、電源の ON/OFF スイッチ
が片切りスイッチの場合は、スイッチが OFF 状態では
赤熱せずに充電部となってしまうおそれがあることから、
単一動作（Single switching action）による全極遮断 (All 
pole disconnection) が要求されています。しかしながら、
スイッチの各接点の離隔距離（Full：完全遮断・Micro：
マイクロ遮断・Electronic disconnection：電子遮断）の
規定が不明確でした。これに対して、今回出された提案
は、 全 極 遮 断 の 離 隔 距 離 と し て 完 全 遮 断（Full 
disconnection）を要求するとした内容でした。
　この提案は、欧州の配電事情を考慮しており、当該定
格インパルス耐電圧の値を４kV の値を適用する内容と
なっていましたが、電源事情が異なる米国、日本等の反
対により、４kV 一律ではなく、各国の電源事情を考慮
したインパルス耐電圧の適用に変更されました。
２）機器の構造材料の紫外線（UV-C:100 − 280 
　　nm）暴露と関連要求事項の導入
　IEC/TC61 においては、これまで、紫外線（UV-C:100
− 280nm）が機器において使用（主に殺菌の目的）さ
れた場合に、その周辺材料への紫外線暴露による安全面
での影響を考慮した規定がありませんでした。しかし、

IEC/SC61D（エアコンディショナー関連安全規格担当）
の検討において、殺菌用の UV 発生ライトが材料の劣化
に影響されるとの報告がきっかけで、IEC/TC61 におい
ても検討が開始されました。今回提出された案は IEC 
62368-1(Audio/video, information and communication 
technology equipment-Part 1:Safety requirement) に導
入されている試験規定をベースにしていますが、材料の
UV 暴露後の特性維持下限値については、今後臨時の
ワーキンググループを発足させ検討することになりまし
た。
３）USB を接続手段として電源が供給される機器
　USB を接続手段として電源へ接続する機器が市場に
増加しています。USB は、元々は AV 機器や IT 機器に
使用されるものでしたが、家電機器の中でも、大きな電
力を必要としないもの、例えばミニ扇風機等に使用され
るようになりました。
　IEC/TC61 では、例えば、このミニ扇風機が USB 出
力の電源装置と一緒に提供された場合、電源装置を含め
て全体で「扇風機」という考えた方となり、電源装置以
外の扇風機部分をクラスⅢ構造部と呼んでいます。クラ
スⅢ構造部は、電源と一体で安全性が確保されており、
少なくとも SELV（安全特別低電圧）回路（主電源から
強化絶縁又は二重絶縁で分離）から供給される必要があ
ります。これにより、クラスⅢ構造部は、通常の商用電
源に直接接続される機器よりも、かなり緩和された要求
となっています。したがって、本来は、電源装置も含め
た全体で使用者に供給されるべきとの注釈が追加されま
した。
　しかし、現状のように電源装置を含まないでクラスⅢ

ＩＥＣＥＥ会議だより
 IEC/TC61キスタ（スウェーデン）会議報告

１．IEC 60335-1（家電機器通則）関連
　　修正案の検討

　IEC/TC61（家電規格の IEC 60335 シリーズ等の検討を行う技術委員会）の会議がスウェーデン
のキスタで 2014 年６月９日から 13 日までの５日間にわたって開催されました。
　今回の IEC/TC61 キスタ会議には、24 カ国から 77 名の代表者の出席がありました。JET の佐藤
政博技師長が主席日本代表として、また、IECEE-CB スキームにおける CTL（IECEE-CB スキームに
おける試験機関会議）のリエ−ゾン（連絡役）として委員会に出席しています。
　会議では、関係技術委員会代表者からの報告の他、IEC 規格に対する修正案の検討、IEC/TC61 に
対する各国からの質問に対する対応及び CTL から規格解釈に対する確認事項等の審議が行われました。
以下に、審議結果についてご紹介させていただきます。

Conference Report
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構造部のみを供給すると、使用する電源装置によっては、
SELV 回路でない可能性があることから、緩和されたク
ラスⅢ構造部の要求では安全性を確保できない可能性が
あります。この問題点については、ACOS（安全諮問委
員会）に問題提起することとしました。

１）遊戯機器（IEC 60335-2-82）
　IEC 60335-1 において、機器の外郭の形状等が子供の
興味を引き付けるようなスケールモデルやキャラクター
モデルのものであってはならないことが、子供の事故防
止の観点から規定されています。しかしながら、今回検
討した IEC 60335-2-82 が適用される子供の乗り物につい
ては、その適用を除外することが確認されました。これ
により、子供の乗り物にスケールモデルやキャラクター
モデルを使用することができます。
２）電池充電器（IEC 60335-2-29）の規格と
　　バイク／自転車の充電器（小型の容量）
　これは、今回審議が行われた規格改正案件ではありま
せんが、改正提案が 2014 年 11 月開催予定の東京会議で
審議される予定であることに加えて、日本においても、
この規格の改正要望が高まっているので紹介します。
　電池充電器に対する規格については、自動車関連のも
のについては IEC/TC69 が、家庭用のものについては
IEC/TC61 が担当しています。今回の会議において、バ
イク / 自転車用の充電器であって、電池をバイク／自転
車から取り外して充電器を使用して充電するものについ
ては、IEC/TC61 が担当している IEC60335-2-29 を適用
することが確認されています。しかしながら、現行の規
格においては、充電器の出力が SELV に限定されており、
バイク／自動車用では出力電圧が不足しています。この
ため、充電器の出力を拡大する変更提案が必要となり、
日本でも東京会議までに検討する必要があります。

　今回、CTL のリエーゾンとして確認を求めた件は、
全部で４件あり、うち２件は洗濯機に関連するもので、
そのうち１件を紹介します。洗濯漕と脱水漕が別々にあ
るタイプ（二槽式洗濯機）の脱水漕について、脱水機に
対する規格（IEC 60335-2-4）を適用せずに、洗濯機に対
する規格である IEC 60335-2-7 を適用している試験所が、
脱水漕の回転中の保護に関する規定部分について間違っ
た解釈をしている試験所が見受けられるとのことです。

　上記を含めた４件の解釈について間もなく IECEE-CB
の Web サイトに CTL 決定集の PDSH1096-1098,740A と
して掲載される予定です。

 今回の会議における質問事項の事例を以下に紹介します。
１）充電式のスキンケア機器（手持ち型）に関する質問　
質問：右図の充電式のスキンケア機器は 20.1 項に基づき
10°傾けたときに転倒してしまう。
　このような小さな機器でも転倒した場合は不適合とな
るか？

決定内容：これは不適合である。そのスタンドは、格納
用に加えて機器を充電するためのものでもあるため、十
分な安定性を求められる。使用者は、このスタンドが機
器の単なる格納用のスタンドであれば、機器が倒れやす
い場合横に倒しておく等の対応ができる。しかし、充電
用のスタンドであれば、これらの対応ができないため、
度重なる転倒により機器をいため、結果的に安全でない
可能性がある。この考え方は、現在、解釈シート（DSH）
No.1072 として IECEE-CB スキームの Web サイトに掲
載されているものと同じである。
２）シース（外装）なし電源コードに関する質問
質問：IEC 60335-1 の 25.1 でプラグ付電源コードは、二
重絶縁であることとあるが、A の事例があてはまるか？
　B1 や B2 はどうか？　B1 や B2 は、シングル絶縁し
かなく、家庭の水場で使われている。

回答：金糸コードのみがシースなしで使用できる。A は
シース付きコードであるが、B1 と B2 は IEC 規格の金
糸コードではないシースなしコード（シングル絶縁）で
あるために、IEC 60335-1 に従ったコードとしては使え
ない。

IEC/TC61キスタ（スウェーデン）会議報告
２．IEC 60335 個別規格関連の修正案の検討

４．IEC/TC61 に対する各国からの確認事項

３．CTL からの規格解釈に関する確認事項

（電気製品安全センター）

A B1 B2
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１．全体会議

２．WG2

３．WG3 および WG6

Conference Report
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４．日本及び欧米地域の整合規格採用状況

１．IEC 61010-2-201 について

３．JET の対応

２．IECEE/CB スキームでの取扱
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内部監査員研修コース 東京開催 関西開催 時　間 参加費用
(税別)

　【ISO14001コース】

ISO14001　入門

ISO14001　養成

ISO14001　ブラッシュアップ

平成27年1月28日(水)

平成27年2月3日(火)-4日(水)

平成27年1月27日(火)

平成27年1月21日(水)

平成27年1月19日(月)-20日(火)

平成27年2月17日(火)

平成27年2月24日(火)

平成27年2月18日(水)

平成27年3月5日(木)-6日(金)

平成27年1月13日(火)-14日(水)

平成27年2月10日(火)-11日(水)

平成27年3月9日(月)-10日(火)

平成27年1月23日(金)

平成27年2月19日(木)-20日(金)

平成27年2月10日(火)

平成27年1月22日(木)

平成27年1月29日(木)-30日(金)

平成27年1月16日(金)

平成27年3月13日(金)

平成27年2月12日(木)-13日(金)

13:00～17:00

  9:00～17:30

  9:30～16:30

13:00～17:00

  9:00～17:30

  9:30～16:30

9:00～17:00

13:00～17:00

  9:00～17:30

 9:00～17:30

 9:00～17:30

 9:00～17:30

15,000円

44,000円

22,000円

15,000円

44,000円

22,000円

22,000円

15,000円

44,000円

44,000円

44,000円

44,000円

ISO9001　入門

ISO9001　養成

ISO9001　ブラッシュアップ

ISO9001と品質管理

　【ISO9001コース】

ISO50001　入門

ISO50001　養成

　【ISO50001コース】

ISO9001・ISO14001統合コース

ISO14001・OHSAS18001統合コース

ISO9001・ISO14001、OHSAS18001
統合コース

やさしいISO　

　【統合MSコース】

　【やさしいセミナー無料コース】

13:30～16:30 無料

13:30～16:30 無料

13:30～16:30 無料

13:30～16:30

平成27年1月28日(水)

平成27年2月26日(木)

平成27年2月27日(金)

やさしいOHSAS

やさしいISO50001

やさしいISO27001 無料

平成27年1月15日(木)
平成27年3月10日(火)

平成27年2月5日(木)
平成27年3月12日(木）
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至八王子 遊歩道

至小田原

グラスシティ
元代々木

カトリック
初台教会

至調布

■本部・東京事業所
〒151-8545　東京都渋谷区代々木5-14-12
■ISO登録センター
〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3（シモモトビル5階）

研究事業センター研究事業センター

至新川崎・品川駅↑
至
品
川

↑至矢向

国道15号
線 ( 第一京浜

）

至
品
川

ケーズデンキ

鶴見
市場

八丁
畷 八

丁
畷

■研究事業センター
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28

■横浜事業所
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30

■関西事業所　
〒 658-0033　兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目 -1

三田駅 A5、A6

三田駅 A7

NEC

三田駅
A9

東京女子
学園
中・高

戸板
女子
短大

至海岸

至新橋
東京タワー

セレスティン
ホテル

浜
松
町
駅

田町駅

芝園橋交差点

芝公園駅A1出口

東京
グランドホテル

住友
芝公園
ビル 全日電工連

会館3Ｆ

友愛
会館

至　
J
R
田
町
駅
↓

電磁界情報センター電磁界情報センター

■電磁界情報センター
〒105-0014　東京都港区芝2-9-11　全日電工連会館　3階

＜お問い合わせの際はこちらまで＞




