第 104 回電気用品調査委員会 議事次第

１．日 時： 2019 年 3 月 27 日(水) 13:30～17:00
２．場 所： 一般社団法人 日本電気協会

（予定）

A～D 会議室

３．議 題：
＜開会＞ ［13:30～13:40］
・事務局連絡（委員会成立確認、配付資料確認）
・委員長挨拶
・製品安全課挨拶
＜報告･審議事項＞
（１）前回議事要録(案)の確認 ［13:40～13:45］ ............................ 資料 №1
（２）解釈検討第 1 部会からの報告 [13:45～13:50]
・遠隔操作に関する報告書等の見直し検討状況について ··················· 資料 №2
（３）解釈検討第２部会からの報告
・別表第十二への採用を検討する規格についての審議
- 小委員会承認後案件 （７件）［13:50～14:30］ ····················· 資料 №3 群*
- JIS 発行後案件 （23 件）
☆15 時頃 途中休憩

［14:30～16:00］ ····················· 資料 №4 群*
（10 分間）

（*：別冊）

（４）電波雑音部会からの報告 ［16:00～16:05］
・PLC モジュールを内蔵した電気用品の電波雑音に関する検討について ····· 資料 №5
（５）平成 31 (2019)年度の電気用品調査委員会事業計画及び予算の審議 ［16:05～16:15］
・平成 31 (2019)年度事業計画（案） ···································· 資料 №6-1
・平成 31 (2019)年度予算（案） ········································ 資料 №6-2
（６）小委員会の活動報告

［16:15～16:55］ ································ 資料 №7 群

（７）その他 連絡事項等 ［16:55～17:00］ ································ 資料 №8
・次回開催予定について（7 月 5 日（金）13:30～）
＜閉会＞ ［17:00］

以上
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― 配 付 資 料 ―
・資料 No.1

第 103 回電気用品調査委員会議事要録（案）

・資料 No.2

解釈検討第 1 部会報告 （遠隔操作に関する報告書等の見直し状況について）

・資料 No.3-0

別表第十二への採用を検討する JIS 一覧（小委員会承認後）

・資料 No.3-1

JIS C 8281-1

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ-第 1
部；一般要求事項

・資料 No.3-2
・資料 No.3-3
･資料 No.3-4
・資料 No.3-5

JIS C 9335-2-202
JIS C 9335-2-203
JIS-XXXXX
JIS-XXXXX

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-202 部：電
気こたつの個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-203 部：ハ
ードあんかの個別要求事項
手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生用並びに庭園用
電動機械の安全性-第 2-5 部：手持形丸のこの個別要求事項
手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生用並びに庭園用電
動機械の安全性－第 2-14 部：手持形かんなの個別要求事項

・資料 No.3-6

JIS C 8201-1

低圧開閉装置及び制御装置－第 1 部：通則

･資料 No.3-7

JIS C 8201-4-1

低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部；接触器及びモータスター
タ；電気機械式接触器及びモータスタータ

・資料 No.4-0

別表第十二への採用を検討する JIS 等一覧（JIS 発行後）

・資料 No.4-1

JIS C 8281-2-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第

・資料 No.4-2
・資料 No.4-3

(2019)

2-1 部：電子スイッチの個別要求事項

JIS C 8282-1

家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント－第 1 部：

(2019)

一般要求事項

JIS C 8284

電気アクセサリ－家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール

(2019)
・資料 No.4-4

JIS C 8300(2019)

配線器具の安全性

・資料 No.4-5

JIS C 9335-2-21

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第 2-21 部：貯湯

（2019）

式電気温水器の個別要求事項

JIS C 9335-2-25

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第 2-25 部：電

(2019)

子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項

JIS C 9335-2-31

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-31 部：レンジ

（2019）

フード及びその他の調理煙換気装置の個別要求事項

JIS C 9335-2-35

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-35 部：瞬間湯

（2019）

沸器の個別要求事項

・資料 No.4-6
・資料 No.4-7
・資料 No.4-8
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・資料 No.4-9

JIS C 9335-2-80

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-80 部：ファン

（2019）

の個別要求事項

JIS C 9335-2-90

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-90 部：業務用

（2019）

電子レンジの個別要求事項

JIS C 8715‐2

産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第 2 部：安

（2019）

全性要求事項

・資料 No.4-12

JIS C 3010（2019）

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

・資料 No.4-13

JIS C 6065（2016）

オーディオ，ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項（追

＋追補版１（2019）

補１）

JIS C 8461-21

電線管システム―第 21 部：剛性（硬質）電線管システムの個別要

（2019）

求事項

JIS C 8461-22

電線管システム―第 22 部：プライアブル電線管システムの個別要

（2019）

求事項

JIS C 8461-23

電線管システム―第 23 部：フレキシブル電線管システムの個別要

（2019）

求事項

JIS C 8121-1

ランプソケット類―第１部：一般要求事項及び試験

・資料 No.4-10
・資料 No.4-11

・資料 No.4-14
・資料 No.4-15
・資料 No.4-16
・資料 No.4-17

（2019）
・資料 No.4-18

JIS C 9730-1

自動電気制御装置－第 1 部：一般要求事項

（2019）
・資料 No.4-19
・資料 No.4-20
・資料 No.4-21
・資料 No.4-22
・資料 No.4-23
・資料 No.5
・資料 No.6-1
・資料 No.6-2
･資料 No.7-1

JIS C 9730-2-6

自動電気制御装置―第 2-6 部：機械的要求事項を含む自動電気

（2019）

圧力検出制御装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-7

自動電気制御装置－第 2-7 部：タイマ及びタイムスイッチの個別

（2019）

要求事項

JIS C 8283-1

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第 1 部：一般要

（2019）

求事項

JIS C 61558-1

変圧器，リアクトル，電源装置及びこれに類する装置の安全性-第

（2019）

1 部：通則及び試験

JIS C 9335-2-204

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-204 部：床上

（2019）

で用いる足下暖房用電熱ボードの個別要求事項

電波雑音部会報告 （PLC モジュールを内蔵した電気用品の電波雑音に関する基準値
の在り方の検討について）

平成 31（2019）年度 電気用品調査委員会 事業計画（案）
平成 31（2019）年度 電気用品調査委員会 予算（案）
第 7,20,55 小委員会審議結果報告書
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(一社)日本電線工業会

･資料 No.7-2

第 34 小委員会審議結果報告書
（光源デバイス・照明器具関係）

(一社)日本照明工業会

･資料 No.7-3

第 59/61/116,72 小委員会審議結果報告書

(一社)日本電機工業会 家電部

･資料 No.7-4

第 23-1 小委員会審議結果報告書

(一社)日本配線ｼｽﾃﾑ工業会

･資料 No.7-5

第 23-2 小委員会審議結果報告書

(一社)電気設備学会

･資料 No.7-6

第 23-3 小委員会審議結果報告書

(一社)日本電気制御機器工業会

･資料 No.7-7

第 108 小委員会審議結果報告書

（一社）ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械･情報ｼｽﾃﾑ産業協会

･資料 No.7-8

第 1,3,25 小委員会審議結果報告書

(一財)日本規格協会

･資料 No.7-9

第 2,15,22,77,85,112 小委員会審議結果報告書

(一社)電気学会

･資料 No.7-10

第 37-2,51 小委員会審議結果報告書

(一社)電子情報技術産業協会

･資料 No.7-11

第 31，第 32-2，3，第 96，121・23E
小委員会審議結果報告書

(一社)日本電機工業会 技術部

・資料 No.7-12

第 89,104 小委員会審議結果報告書

(一財)日本規格協会

・資料 No.7-13

第 76 小委員会審議結果報告書

(一財)光産業技術振興協会

・資料 No.8

「電気用品の技術基準の解説」改訂版発行と購入のご案内
以 上
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