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2015 年もよろしくお願い申し上げます！
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繊維製品 化学物質や殺虫剤 ゴム・プラスチック製品

セメント・コンクリート
製品 建築材料

自動車部品

揚水、灌漑、排水、
下水設備

水供給のためのパイプ
および付属品

基本的な金属や
金属製品 機械及び装置

パッケージ化された
飲料水と天然ミネラ
ルウォーター

皮革製品

検査機器紙・パルプ製品木　製　品

紅茶と飲料

農業、食品、タバコ電気、エレクトロニクス、
光学機器
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ゲーム機（ビデオ類を含む）

無線キーボード

プリンタ、プロッタ

PC、タブレット

電子時計（メインパワー付き）

入力2000W以上のアンプ

セットトップボックス製品

電子レンジ

スキャナ

留守番電話

自動データ処理装置

入力200W以上の音響設備

画面サイズ32”以上の各種のディスプレ
ユニット、ビデオモニタ

入力200W以上のアンプを内蔵する
光ディスクプレーヤー

画面サイズ32”以上のプラズマ/
LCD/LEDテレビ

定格5kVA以上のUPS／インバーター

IT機器向けパワーアダプター

オーディオ機器、ビデオ、同様の
電子機器向けパワーアダプター

ポータブル機器に使用されるアルカリ性
または非酸電解物を含む蓄電池

LEDモジュール向けのDC/AC電源の
電子制御装置

一般照明用安定器内臓LEDランプ

携帯電話 キャッシュレジスター

POS端末 コピー機・複写機

郵便処理機、
郵便料金別納証印刷機

ポータブル機器用の充電電池
（バックアップバッテリー）

一般固定用LED発光体

スマートカードリーダー

パスポートリーダー
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技術基準のワンポイントアドバイス

CTI：比較トラッキング指数 PTI：保証トラッキング指数

絶縁材料が、50滴の滴下測定
中にトラッキング破壊及び持続
炎※2を発生することなく耐える
最高電圧の数値を指数として
表したもの。同時に100滴の滴
下測定に耐える最高電圧も求
める。

絶縁材料が、50滴の滴下測定
中にトラッキング破壊及び持続
炎を発生することなく耐える保
証電圧の数値を指数として表し
たもの。
保証電圧は、製品規格等で指定
された電圧であり、必ずしもそ
の材料が耐える最高電圧では
ない。

①100滴に耐える最高電圧の
　測定
　５個すべての試験片が、100
　滴目を滴下した後、トラッキ
　ング破壊及び持続炎を発生
　することなく、25秒以上耐え
　る最高電圧を求める。
②50滴に耐える最高電圧の測定
　①の測定値から推測される
　電圧で、５個すべての試験片
　が、50滴目を滴下した後、　
　25秒以上耐える最高電圧を
　求める。

規定の単一の電圧で50滴の
測定を行う。必要な数の試験片
が、50滴目を滴下した後、トラ
ッキング破壊及び持続炎を発
生することなく、25秒以上耐
えること。

主に材料の基本的特性及びそ
の比較などで用いられる。トラッ
クを形成する性質をもつ材料の
場合、定量的な比較もできる。
最高電圧を求めて測定を繰り
返すため、試験片が多く必要と
なり工数を要する。

材料又は電気機器の仕様に関
する規格・基準において、保証
することだけが必要な場合に
用いられる。
必要とする電圧のみで測定を
行うため、試験片が最小限で済
み工数も抑えられる。

５個
（最高電圧での測定に必要な数）

試験片
の数

測 定
方 法

測 定
結 果

概 要

特 徴

５個が望ましい
（JETでは５個を評価します）

（例）CTI 400
　　CTI 400(350)※3

（例）PTI 400 合格
　　PTI 400 不合格
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技術基準のワンポイントアドバイス

0.8 1.1 1.5

1.3 1.8 2.5

基礎絶縁の沿面距離（mm）
（汚損度2の場合）

動作電圧（V）

50 を超え125 以下

125 を超え 250 以下

材料グループ

Ⅰ Ⅱ Ⅲa／Ⅲｂ

本体に栓刃を有する漏電遮断器

本体に栓刃を有する機器
（ダイレクトプラグイン機器）

PTI 250以上

延長コードセットの電線と一体成型された
差込みプラグ PTI 400以上

電気冷蔵庫・電気冷凍庫の
差込みプラグ PTI 400以上

標準型の差込みプラグ（ゴムプラグは除く）
本体に栓刃を有するマルチタップ

PTI 400以上

PTI 100以上

規 定 内 容製　品　名

こわ～い！！
安全が一番！！

トラッキングはこわいね。
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改正された
基準番号 タイトル

改正に伴い
平成30年２月
28日に廃止
される基準

J60127-1
（H26）

なしミニチュアヒューズ－第１部：ミニチュア
ヒューズに関する定義及びミニチュアヒュ
ーズリンクに対する通則

J60127-2
（H26）

J60127-2
（H20）

ミニチュアヒューズ－第２部：管型ヒュー
ズリンク

J60691(H26) J60691(H22)温度ヒューズ－要求事項及び適用の指針

J61184(H26) J61184(H20)差込みランプソケット

J60598-2-14
（H26）

なし照明器具－第２－１４部：管形冷陰極放
電ランプ（ネオン管を含む）用照明器具及
び類似器具に関する安全性要求事項



Ｑ1

Ｑ3

Ｑ2

Ｑ4

A1

A3

A2

A4

Ｑ5

Ｑ6

Ｑ7

Ｑ8

Ｑ9

Ｑ10

A5

A6

A7

A8

A9

A10
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電気用品安全法の技術セミナーにおけるQ&Aのご紹介
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１．IEC 60335-1（家電機器通則）
　　関連の修正案の検討

Conference Report
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２．IEC 60335 個別規格関連の修正案の検討 ３．IEC/TC61 に対する各国からの確認事項
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　開催の詳細情報については、後日ホームページにて
ご案内いたします。
　　　　　　　　　　記

　●開催日時：平成 27 年 2 月 20 日（金）　　　　　
　　　　　　　13:30 〜 17:00（予定）
　●会場：国立オリンピック記念青少年総合
　　　　　センター　センター棟　403 号
　　　　　（東京都渋谷区神園町 3-1）
　●参加費：有料

　　　　　　【お問い合わせ先】
　　　　　　　　　医療機器認証室
　　　　　　　　　　　　TEL：03-3466-6660　
　　　　　　　　　　　 　E-mail：mdc@jet.or.jp　

Conference Report



【国際】二次電池展／バッテリージャパン

ライティング・フェア

MEDTEC Japan 2015

会期：2015年２月25日（水）～27日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：リード エグジビション ジャパン 株式会社
　この展示会は、太陽電池関連の『【国際】太陽電池展／PV 
EXPO 2015』など、９つの展示会が一堂に会す国内最大級の総合
イベント『スマートエネルギーWeek2015』内で開催されるものです。
　日本国内におけるリチウムイオン蓄電池を取り巻く環境は年々
変化し、昨今では家庭用をはじめとする電力貯蔵用として活躍し
ています。また国際的にみても、安全･性能規格の必要性が高ま
っており、早急にその整備が進められている状況です。

　昨年インテックス大阪で開催された『第１回【関西】二次電池
展／バッテリー大阪』に引き続く出展となりますが、この間にもリチ
ウムイオン蓄電池の安全試験･認証を実施する関西事業所にお
いては、試験環境･設備の更なる充実を図っており、昨秋に大型
蓄電池試験場も稼働を始めました。
　JETでは系統連系保護装置、太陽電池モジュール、電池シス
テム及び定置用リチウムイオン蓄電システム等の認証を行ってお
り、それらの最新情報についての情報もご用意しております。

会期：2015年４月22日（水）～24日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：UBMキャノンジャパン合同会社
　この展示会は、医療機器の設計製造に関するアジア最大
級の展示会で、国内外の医療機器製造メーカを中心に、
2009年から開催されている展示会です。
　医薬品医療機器等法の登録認証機関のJETは、医療機
器のみならず、歯科材料も認証している機関です。

　JETのブースでは、新法で医療機器等の認証取得を考え
られている方々のご相談に対応するとともに、認証取得され
ている企業等の方々からのご質問にもご対応いたします。ま
た、JETは電気用品安全法の登録検査機関でもありますの
で、電気マッサージ器などの特定電気用品との同時評価も
行えますので、迅速な試験、認証が可能です。

会期：2015年３月３日（火）～６日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：（一社）日本照明工業会、日本経済新聞社
　電気用品安全法の規制対象であるLEDランプ及びLED
電灯器具の技術基準適合確認試験についてのご相談に
ついて、試験担当者が直接ブースにて対応いたします。さら
に、照明器具等のS-JET認証、JETが保有する大型ゴニオ
フォトメータや積分球などによる光学特性の試験サービス、

省エネ法に対応した全光束及び消費電力の測定サービス
等も紹介いたします。
　なお、１月中旬（予定）よりウェブサイト
（https://messe.nikkei.co.jp/lf/）より来場事前登録が可能
となり、登録頂きますと入場無料となりますので是非ご利用
下さい。

（関西事業所 電池機器グループ）

（医療機器認証室）

（経営企画部）
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“EMF-Portal”について

“EMF-Portal”の特徴
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電磁界情報データベースについて “EMF-Portal”への参画の意義
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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＞


