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鉄道車両の安全性に関する技術規則
高速鉄道輸送の安全性に関する技術規則
鉄道輸送インフラの安全性に関する技術規則
低電圧機器の安全性に関する技術規則
パッケージ（包装）の安全性に関する技術規則
花火の安全性に関する技術規則

玩具（おもちゃ）の安全性に関する技術規則
香水・化粧品の安全性に関する技術規則
機械設備の安全性に関する技術規則

小児・青少年向け製品の安全性に
関する技術規則

エレベーターの安全性に関する
技術規則

穀物の安全性に関する技術規則
気体燃料で動作する装置の安全性
に関する技術規則

軽工業製品の安全性に関する技術規則
輸送用機器に関する技術規則
個人用保護具の安全性に関する技術規則
電磁両立性（EMC）技術に関する規則
食品の安全性に関する技術規則
食品表示（ラベル）に関する技術規則

油脂製品に関する技術規則
家具の安全性に関する技術規則
小型船舶の安全性に関する技術規則

果物・野菜ジュースに関する技術
規則

治療や予防のための食品を含む
特定健康食品の安全性に関する
技術規則

潤滑油、オイル、特殊流体に対する
要求に関する技術規則
農業用・林業用トラクターとトレー
ラーの安全性に関する技術規則

爆発性物質および同物質を含む
製品の安全性に関する技術規則

食料品添加物、香料、保存料の安全
性に関する技術規則

自動車用道路の安全性に関する
技術規則

爆発性環境で使用される作業用設
備の安全性に関する技術規則

自動車・航空機ガソリン、軽油、船舶
用燃料、ジェット燃料、重油に関する
技術規則

技 術 規 則
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技術基準のワンポイントアドバイス

ロシア

カザフスタン

ベラルーシ
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技術基準のワンポイントアドバイス

J60335-1(4 版− H20)：
　JIS C 9335-1(2003) の 30.1 抜粋
　非金属製の外側の部分、接続部を含む充電部を保
持する絶縁物、及び付加絶縁又は強化絶縁として使
用している熱可塑性絶縁物は、その劣化によって、
機器がこの規格に適合しなくなるおそれがないよう
に、十分な耐熱性をもっていなければならない。
　関連する部分は、JIS C 0078

※ 1）
のボールプレッ

シャー試験によって適否を判定する。
　11.（温度上昇）の試験の際に測定した最高温度
上昇値に 40 ± 2℃を加えた温度の恒温槽の中で試
験を行う。ただし、この場合の温度は少なくとも次
の値以上でなければならない。
　− 外郭部分については　　　　　 75 ± 2℃
　− 充電部の保持部については　　125 ± 2℃
　ただし、付加絶縁又は強化絶縁となる熱可塑性絶
縁物は、19.（異常運転）の試験の際に測定した最
高温度上昇値に、25 ± 2℃を加えた温度が、上述
の温度より高い場合は、この温度で試験を行う。
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技術基準のワンポイントアドバイス

d

　なお、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」では、
耐熱性の評価に、従来から、ISO306：JIS K 7206 に規
定されるビカット軟化温度試験方法を一部修正した試
験方法※ 2）が用いられており、前述の規格と異なります。

　ボールプレッシャー試験は、図１に示すような
試験装置と加熱するための恒温槽（JIS C 2143-4-1

（IEC60216-4-1）参照）を用いて行います。また、へこ
み部分の直径の測定は、合否確認の目安など簡易的に
はノギスでも可能ですが、関連規格の JIS C 60695-10-2

（2008）（IEC60695-10-2（2 版 -2003）の一致規格）に
もあるように 10 〜 20 倍の光学レンズと計測機構を有
する光学測定器によるのが適当です。

　IECEE/CTL（IEC 電気機器適合性試験認証制度／試験
機関委員会）では、ボールプレッシャー試験の規格であ
る IEC60695-10-2(2 版 -2003) による試験実施方法を補足す
るため、CTL の解釈シート DSH0391C をまとめ、公開し
ています。例えば、次のような解釈が示されています。
　①圧子（直径 5mm）の許容差は、± 1%（± 0.05mm）
　　以下であること。

圧子
試験片

試験片受台

おもり



JET Report vol.66　9

技術基準のワンポイントアドバイス

Sphere
Point of indentation
commencement

Point of the spherical portion
of the indentation

Specimen
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対　　象 対象解釈 猶予期間 注 意 点PTI※1

①差込みプラグ 別表第四 400

②本体に栓刃を有する
　漏電遮断器

以下などは、適用外
○非標準型プラグ　○その他の差込みプラグ　○ゴムプラグ

平成27年9
月17日まで

別表第四 250 平成27年9
月17日まで

③ダイレクトプラグイン
　機器

別表第八 250 別表第四（②を除く）及び別表第六などの他の別表のダイレク
トプラグイン機器は適用外

平成27年9
月17日まで

④電気用品に使用され
　る差込みプラグ

別表第八 400 ①に同じ。及び
電気冷蔵庫・冷凍庫の差込みプラグは、⑥による。

平成28年3
月17日まで

⑥電気冷蔵庫・冷凍庫に使
　用される差込みプラグ

別表第八 400 GWFI※2及びGWIT※3を適用していた場合は、平成26年9月
18日の改正で、最新版のJISが適用となる。

平成27年9
月17日まで

⑤電気用品に使用され
　る本体に栓刃を有す
　る漏電遮断器

別表第八 250 差込みプラグよりも猶予期間が短いことに注意平成27年9
月17日まで

　JET Report vol.65 では、電気用品安全法の技術基準の解
釈別表第八［電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第
三百二十四号）別表第一第六号から第九号まで及び別表第二
第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに
携帯発電機］の電気用品に使用される差込みプラグについて、
トラッキング試験及びグローワイヤ試験の適用に関する意見
募集（パブリックコメント）案件が公示されたことを紹介し
ました。
　その後、パブリックコメントの公示どおり、平成 27 年１
月 16 日に解釈が改正され、平成 28 年３月 18 日以降、解釈
別表第八の電気用品に使用されるすべての差込みプラグにつ
いては、改正された解釈で示されたトラッキング試験及びグ
ローワイヤ試験に適合したものとすることになりました。詳
しくは、電気用品安全法のページを参照下さい。
　http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/　　
　　　  denan/topics.htm#dengenpuragu
　JET においても、特定電気用品の適合性検査及び S-JET
認証での取扱いに対する案内をホームページでご案内させて
いただいております。

　今回の改正及び平成 26 年９月 18 日の改正をあわせると、
全体として、表 1 の対象について、トラッキング試験及びグ
ローワイヤ試験が適用されることになります。猶予期間や適
用範囲等にご注意下さい。

　平成 27 年３月 17 日に開催された第 92 回電気用品調査委
員会においては、数多くの別表第十二（国際規格等に準拠し
た基準）の整合規格の提案審議がありました。これらは、今
後、３年間かけて整合規格を整備する計画に基づくものです。
　また、解釈改正要望として、次の審議が行われました。意
見募集（パブリックコメント）案件の公示は今後となります
が、関係者は動向に注視して下さい。
①コンセントの横方向の加重試験の追加（サービスコンセン
　トにも適用）
②延長コードセットに使用される栓刃可動型プラグの回動試
　験の追加
③観賞魚用ヒータの異常試験の追加
④電波法施行規則改正予定に伴う解釈別表第十（雑音の強さ）
　の改正

　詳しくは、次を参照して下さい。
　http://www.eam-rc.jp/deliberation/deliberation.html

tanaka_e
テキストボックス
１００
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楽しそうだね

　今年度も恒例となっております、横浜市
立市場小学校の見学会を平成 27 年２月 19
日に実施いたしました。６年生３クラスで
119 名の児童が横浜事業所及び研究事業セ
ンターを見学しました。
　見学会では、児童が普段使用するような
電気製品を使って、実験や試験の体験を行
なっていただきました。身近なものを使っ
たこともあってか、児童の関心も高く、職
員の説明を熱心に聞いていました。また、
ラジオを使用した電波の実験では、ラジオ
が聞こえなくなった途端、とても不思議そ
うな表情を見せたり、インパクトハンマー
を使った試験では、怖がりながらも果敢に
チャレンジしている姿が印象的で、普段見
ることのない試験施設や装置を使っての試
験には、児童がとても目を輝かせていまし

た。今回の見学会をとおして、JET の業務や電気製品
の安全についての関心を深めていただけたと感じてい
ます。
　具体的には、下記事項について見学、体験をしてい
ただきました。

　【見学・体験内容】
　・注水試験関係：
　　水の導通実験と模擬感電の見学と浸水試験、防水
　　試験の体験
　・電波試験関係：
　　電波暗室の見学とラジオを用いた電波の実験
　・安全試験関係：
　　電気ストーブの誤使用による事故の実験、アイロ　
　ンの落下試験の見学とインパクトハンマーを使っ　　
た衝撃試験の体験　　　　　　
　・太陽光発電関係：
　　発電量モニターの見学とソーラーおもちゃを使っ　
　た説明
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内部監査員研修コース 東京開催 関西開催 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8月24日(月)

平成27年6月24日(水)-25日(木)

平成27年5月11日(月)

平成27年9月16日(水)

平成27年8月26日(水)-27日(木)

平成27年7月21日(火)

平成27年4月28日(火)

平成27年7月7日(水)

平成27年7月23日(木)-24日(金)

平成27年9月3日(木)‐4日(金)

平成27年6月4日(木)-　5日(金)

平成27年7月29日(水)-30日(木)

平成27年7月23日(木)

平成27年7月16日(木)-17日(金)

平成27年6月23日(火)

平成27年8月28日(金)

平成27年6月29日(月)-30日(火)

平成27年8月6日(木)

平成27年5月29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

　【統合MSコース　その他】

　事務局・管責任者の為のコース

　【やさしいセミナー無料コース】

無料

無料

無料

平成27年4月21日(火)
平成27年6月 3日(水)
平成27年8月 3日(月)
平成27年9月15日(火)

平成27年4月16日(木)
平成27年5月28日(木)
平成27年8月18日(火)
平成27年9月  9日(水)

平成27年8月20日(木)-21日(金)

平成27年5月12日（火）

平成27年6月18日(木)

平成27年6月19日(金)

平成27年7月10日（金） 9:00～17:00 22,000円

14：00～16：00

14：00～16：30

14：00～16：30

やさしいISOと2015年版DIS

やさしいISO50001

やさしいISO27001
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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＞




