
オートモーティブ  テクノロジー
センター（ATC）
がオープンしました！
ULの新しい自動車業界向け試験所である、オートモーティブ テクノロジー センター（ATC）が愛知

県みよし市についに完成いたしました。6月1日（木）には、オープニングイベントを名古屋マリオット

アソシアホテルにて執り行い、自動車業界を中心に約100名の方々がご臨席くださいました。また、

同日並びに6月2日（金）、5日（月）に開催した新試験所の見学会には、約200名のお客様やメディア

関係者が足を運んでくださり、ATCに対する関心の深さ、期待の大きさを改めて感じました。

本試験所は、EMC・無線・環境関連の最新の技術に対応したサービスを最新の設備で提供すること

が大きな特徴です。車載機器のEMC試験を中心に、各自動車メーカーの規格や国際規格に基づく

試験、防水・防塵・振動などの環境試験、無線試験、電気試験など多岐にわたるサービスをワン

ストップで提供いたします。また、コネクティッドカーの普及により携帯電話とカーインフォテイメント

システムの接続が進む中、スマートフォンやタブレットとの相互接続性試験も実施いたします。

ATCのタグラインは、「つなぎたい、クルマの未来」です。ULは、自動車産業が集積する愛知県にATC

を開設することにより、進化し続ける自動車関連技術、並びに、自動車業界の多様なニーズ・ご要望

に対応する体制を整え、その発展の一翼を担うべく今後も尽力してまいる所存です。

次ページでATCの提供サービスと設備をご案内しております。是非ご覧ください。

オートモーティブ テクノロジー
センター（ATC）
がオープンしました！

既存光源の照明器具をLED照明
器具に変換するレトロフィット・
キットに関するQ&A

照明関連製品にSマーク認証を！
ULがお手伝いします。

製品安全要求事項
One Point Lesson No.49
～IEC 62368-1 第2版～

世界初！ 一般社団法人CHAdeMO
協議会主催
高出力充電互換性試験 兼 実演会
をUL Japan伊勢本社で開催

“TCB Workshop May 2017
  Baltimore”に参加して

安全と性能
電気絶縁システムの信頼性
第2回

携帯式工具、可搬型工具、芝刈/
園芸用機器で知っておきたいこと
第2回

拡充進む
ULのワイヤ・ケーブル
試験・認証サービス体制

メディア向け見学会：電波暗室にて

「UL- ESE　UL 用語解説」は、紙面の都合で本号は休載させていただきます。
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つなぎたい、クルマの未来
Connecting to the Future of Mobility

オートモーティブ テクノロジー センター（ATC）を紹介します。

＜提供試験＞

伊勢本社、横輪、鹿島、湘南EMC試験所から成るULの国内EMC試験所ネットワークに、商用設備としては

日本最大規模を誇るATCが新たに加わりました。述床面積1,900 m²の施設内に設置した最新の設備・

機器を駆使し、EMC試験業務に精通した専門の試験担当者が、お客様の多岐にわたるニーズに的確に

対応いたします。

車両メーカー規格
試験

国内外自動車メーカー規格

3m法電波暗室
自動車EMC用電波暗室
シールドルーム
環境試験室
測定機器
‐TEMセル  ‐G-TEMセル ‐Strip line

   

  

国際/業界規格に
基づく試験評価

電気試験規格、
LV124、 LV148、 LV123

3m法電波暗室
自動車EMC用電波暗室
シールドルーム
測定機器
‐TEMセル  ‐Strip line

   

EMC（EMI/EMS）
試験

EN、 FCC15、 VCCI、各国電波法、 
AS/NZS、 CISPR、自動車EMC
EN 61000-3-2/-3、 EN 61000-4-2/-3/
-4/-5/-6/-8/-11/-29

3m法電波暗室
シールドルーム

   

各国無線規格試験
EN、ETSI、FCC、ICES、AS/NZS、
各国電波法に対応予定

（2018年1月予定）

3m法電波暗室
シールドルーム
測定機器
‐恒温恒湿槽   

 

  

環境試験

様々な 温 度 湿 度 環 境 下で 振 動 が
与える影響の試験など、お客様の
ご要望に沿った環境試験（防水、防塵、
振動）を実施します。

恒温恒湿槽
振動試験装置（複合環境試験装置）
防水試験装置
防塵試験設備

 

  

相互接続性試験

実際の使用環境を想定した試験を
実施します。海外での現地試験が必要
な際はULのグローバルネットワーク
を活用しサポートいたします。

［取扱い製品］
カーナビゲーション、カーオーディオ、
スピーカー、ヘッドセット、ウェアラブル、
IOTデバイス、アプリケーション など

対 応 規 格 / 試 験 案 内 試 験 設 備 * 次ページ参 照
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＜設 備＞
以下に紹介する設備に併せて、高圧直流電源ラインイミュニティ試験にも対応

可能な電気試験室や高電圧・大電流対応フィルター、26 kwの電子負荷装置

なども完備しています。アクセスも東名高速道路の三好インターチェンジ

から約3分と、大変ご利用しやすい便利な立地となっています。皆様のご利用

を心よりお待ちしております。

根浦橋西

三好I.C

黒笹駅黒笹駅

セブンイレブンセブンイレブン

東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

東名高速道路
東名高速道路

マクドナルドマクドナルド

ミニストップミニストップ

レンタルのニッケンレンタルのニッケン

IMV株式会社IMV株式会社

キンブルみよし店キンブルみよし店

八幡神社八幡神社

至  

名
古
屋

至  

名
古
屋

至  

豊
田

至  

豊
田

観音寺観音寺

東邦高校東郷グラウンド東邦高校東郷グラウンド

231

231

5454

直径2 mのターンテーブルを有する3 m電波
暗室を2基、自動車EMC用電波暗室４基を備
えています。エミッション/イミュニティ試験、
静電気放電試験、BCI/TWC試験、磁界エミッ
ション/イミュニティ試験も実施可能です。

滴下/散水/噴流試験設備、第二特性数字
の水に侵入に対する評価試験機である
オシレーティングチューブテスター（IP：
防水試験機）を備えています。

2基設置されているシールドルームでは、
静電気 放 電 試 験、トランジェント試 験、
ファーストトランジェントバースト試験、
雷サージ試験などを実施します。

第一特性数字に対する外来固形物の侵入
に対するIP5X、6Xの評価試験機を備えて
います。

各電波暗室には計測室が設けられており、
広々とした 空 間で 試 験 準 備を行 なって
いただけます。

お車でお越しの場合※EV急速充電あり
東名高速道路「三好I.C」から車で約３分

電車でお越しの場合
名鉄豊田線「黒笹」駅または「三好ヶ丘」駅から車で6分

電波暗室

防水試 験装置

シールドルーム

防塵試 験 設備

計 測室

多種多様なスマートフォン及びタブレット
を備えております。

相互接 続 性試 験室

複合環境試験装置を備えています。

振 動試 験装置

温度は- 65〜180 ℃、湿度は 10〜95 %RH
対応の恒温恒湿槽を設置しています。

恒温恒湿槽

株式会社 UL Japan オートモーティブ テクノロジー センター 〒470-0217　愛知県みよし市根浦町1丁目3番19　
TEL：0561-36-6120　FAX：0561-36-6820
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1.  照明機器にレトロフィットを行った場合、元のULリスティング認証は「取り

消し」となるのですか？

既に設置されている照明器具をレトロフィットしても、元の照明器具の

UL認証に影響が及ぶことはありません。ULリスティング・マークは照明

器具の製造者によって工場で貼付されます。つまり、製品の出荷時に、

適切なUL規格を満たしていることを保証するものです。レトロフィット・

キットに表示されたUL認証マークは、そのキット（部品と設置指示書を

含む）を特定の照明器具に使用することに対しULの評価を受けている

ことを示します。また、マーキングと設置指示書に従ってキットが取り

付けられた場合、その改造された照明器具は、照明器具のUL 規格、

UL 1598に適合していることを示しています。

2.  現場にすでに設置されている照明器具にレトロフィットを行った場合、UL

フィールド・エバリュエーション（現地検査）を受ける必要がありますか？

UL認証を受けたレトロフィット・キットが設置指示書に厳密に従って

取り付けられているのであれば、フィールド・エバリュエーションは

必要ありません。

3.  米国内にすでに設置されている照明器具にレトロフィットを行う場合、

その地域の規定執行当局（AHJ）に通知する必要がありますか？

米国では一般的に、既設の照明器具をレトロフィットする場合、各種

許可やAHJの承認が必要となっています。ただし地域によって規制は

異なりますので、その地域を管轄するAHJに確認されることをお勧め

いたします。

4.  市販されている部品を使って設置業者が自分でレトロフィット・キット

を作成することは認められていますか？

米国では、2014 NEC（米国電気工事規定）のセクション410.6で、照明

器具のレトロフィット・キットに認証を取得することが義務付けられて

います。ULが認証したレトロフィット・キットは、その中の指示書に

従って取り付けられたら、その照明器具は改造後もULの照明器具規格

（UL 1598）に適合すると検証・確認された部品及び指示書から構成

されています。設置業者や請負業者がUL認証を受けたレトロフィット・

キットではない市販の部品を使って照明器具を改造した場合、その

照明器具は現場で改造された電気機器と同じ扱いとなり、フィールド・

エバリュエーションを通じて、UL、または、その地域の規定に従ってAHJ

が、その製品が適切な規定や規格を満たしているかを判定すること

が必要になります。

既存光源の照明器具を
LED照明器具に変換する
レトロフィット・キットに関するQ&A
照明器具においては、白熱電球や蛍光灯を使用した製品の光源をLEDランプも

しくはLEDモジュールに置き換えてエネルギー効率性に優れた製品に改造する

ケースが増えています。ULでは、既にUL認証を受けている照明器具の光源を取り

換え改造することを「レトロフィット」と呼んでいます。照明器具全体を取り換え

る必要のない、レトロフィットに対する需要が増えていることから、ULでは北米

向けに複数のレトロフィット認証カテゴリーを開発して、これらの製品にUL認証

を望まれるメーカー、並びに、改造後もUL認証の継続を望まれる照明器具の

所有者のニーズに応えています。本号では、このレトロフィットに関してよく寄せ

られる質問とその回答を紹介いたします。
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5.  UL認証を受けたレトロフィット・キットを探すには？

UL認証を受けたレトロフィット・キットは、オンライン認証製品ディレク

トリー（www.ul.com/database）に掲載されています。"UL Category 

Code" 欄に「IFAR」と入力して検索してください。

また、様々な特性や定格から製品を検索できるデータベースも用意して

います。UL iQ™データベースのSolid State Lighting（http://iq.ul.com/

ssl）のページにある、”Product Category”のプルダウンメニューより、

「LED retrofit kits (IFAR)」をクリックし、必要とされる定格や特性を選択

してください。

6.  レトロフィットを行う際、その照明器具の製造者から許可を得る必要が

ありますか？

既設された製品の責任はその所有者にあります。レトロフィットの実施

を判断するのは所有者であり、所有者が、その照明器具に推奨されて

いるUL認証レトロフィット・キットは適切か、取付け業者の資格はその

地域の規定要件を満たしているかを検討します。しかし、照明器具の

製造者の明確な許可を得ないでレトロフィットを行った場合、メーカー

の保証内容が無効になる恐れはあります。

7.  レトロフィットを行うには資格が必要ですか？

既設機器の改造に必要な資格は、その機器が設置されている国や地域

でどのような規定が採用されているかによって異なります。電気業者の

資格が必要な所もありますし、その他の種類の資格認定が必要な所も

あります。米国の場合は、製品が使用されている地域のAHJまたは担当

部局にお問い合わせください。

8.  レトロフィット・キットは、改造する照明器具のメーカーでなくても作る

ことはできますか？

どのメーカーもレトロフィット・キットの製造並びにUL認証の取得を

行うことができます。自社が製造する照明器具に適したレトロフィット・

キットを自ら生産している場合もあります。キットの設置指示書には、

そのキットに適した照明器具の種類が記されており、レトロフィットの

実施を判断する前に適切なキットであるかを確認する必要があります。

9.  レトロフィット・キットは特定の照明器具用ですか？もしくは汎用ですか？

レトロフィット・キットの認証は、使われる照明器具を特定して取得する

ことも、キット内の設置指示書にある機械的/電気的基準を満たして

いる汎用モデルの照明器具用として取得することもできます。通常この

基準には、改造する照明器具の最小/最大寸法、その照明器具の形状と

構造（トロファ、ダウンライトなど）、そして正しい設置に必要となる特殊

な物理的特徴が含まれています。一方、そのキットがある特定モデルの

照明器具用として認証されたのであれば、そのモデルナンバーが設置

指示書に記載されます。

10.  レトロフィット・キットに含まれるのは？

認証を受けたレトロフィット・キットには、必ず設置指示書が含まれ

ます。この指示書には、このキットに適した照明器具のタイプ、主要な

部品、設置方法（図面や図を含む）、配線方法などが記載されています。

また、LED電源、LEDモジュール、LEDランプ、取付け具なども含まれて

います。さらに、接着剤やコネクタ、ランプホルダ、ワイヤなどが含まれ

ている場合もありますし、これらの一般部品は自分で調達するよう

設置指示書に書かれている場合もあります。

11.  レトロフィット・キットに対する認証マークはどこに表示されていますか？

UL認証マークは、キットの部品に、キットが設置された後に見える形で

表示することが要求されています。一般的にはLEDランプなどの光源

や、LED電源などです。

12.  何故、レトロフィット用のLED電源にはULレコグナイズド・コンポーネント・

マークとULクラシフィケーション・マークの二つが表示されているので

すか？

レトロフィット・キットを構成する部品のほとんどが予め個別の規格

評価が必要な部品であり、レコグナイズド・コンポーネント・マークか

リスティング・マークのいずれかが貼付されます。それに加えて、レトロ

フィット・キットに対するUL認証マーク（ULクラシフィケーション・

マーク）が別途追加されます。

13.  冷蔵ショーケースの光源をレトロフィットすることはできますか？

冷蔵ショーケースの要求事項は照明器具の要求事項とは異なってい

ます。商業用冷蔵庫・冷凍庫用のLEDレトロフィット・キットは製品カテ

ゴリーIFASの下で評価します。これにより改造された機器の、商業用

冷蔵庫・冷凍庫の規格であるUL 471への適合は継続されます。
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他社製品との差別化を図るとともに、安全確保に対する貴社の責任ある

姿勢を示すことができます。

照明製品へのSマーク取得に関するお問い合わせ、ご相談は下記にて

承っております。是非お気軽にご連絡ください。

照明関連製品に
Sマーク認証を！
ULがお手伝いします。

Sマークは、日本国内に流通する電気製品の安全を確保するために設けら

れた第三者認証制度です。製品に表示されたSマークは、公平中立な第三

者認証機関によって製品試験および工場の品質管理調査が行われている

ことを示します。このマークは、貴社が安全性の高い製品を製造・輸入して

いることの証（あかし）となります。

UL Japanは、このSマークの第三者認証機関として、以下の照明製品にSマーク

認証を提供することができます。 

・ 電気用品安全法対象製品

　－LED電灯器具　　－電気スタンド　　－LEDランプ　など

・ 電気用品安全法対象外製品

　－DC機器　　　　 －照明用部品　など

これらの製品は、以下の基準などに準じて試験を行い、評価します。

－電気用品安全法　旧省令１項（技術基準解釈　別表第八・第十）

－電気用品安全法　旧省令２項（技術基準解釈　別表第十二）

※CBスキームを利用した申請も可能です。

※Sマーク追加基準も併せて適用されます。

Sマークは任意のマークです。だからこそこのマークを表示することで、

販売事業者や消費者に安全性が検証された製品であることをアピールし、

お問い合わせ
（株）UL Japan コマーシャル＆インダストリアル事業部

ライティンググループ
 E-mail: ULJ.Lighting@ul.com 

（株）UL Japan コマーシャル＆インダストリアル事業部
ライティンググループ

 E-mail: ULJ.Lighting@ul.com 

14.  看板（サイン）のレトロフィットは可能ですか？

UL認証を受けた看板にレトロフィット・キットを現地で取り付ける場合

の要求事項は別途規定されています。このようなキットは製品カテ

ゴリーUYWUの下で評価され、改造された看板の規格であるUL 48

への継続的適合が確保されます。

15.   レトロフィット・キットのUL認証取得についての問い合わせ先は？

下記までお気軽にご連絡ください。
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ケーススタディ – 
キャパシタに蓄えられる電荷による
感電リスクへの対応要求

製品安全要求事項

No.49
IEC 62368-1 第2版

HBSE (Hazard Based Safety Engineering) をコンセプトにしたIEC 62368-1規格*¹は、IEC 

60950-1*²やIEC 60065*³の多くの部分を引き継いではいるものの全体として従来の規格とは

大きく異なる規格構成になっています。今回は、その中から感電防止のセーフガードの一つ

である「キャパシタに蓄えられる電荷による感電リスクへの対応要求」について紹介します。

IEC 62368-1規格におけるキャパシタに蓄えられる電気エネルギの
クラス分類とセーフガードの評価方法

IEC 62368-1では、定量的な数値で感電の原因となるエネルギの大きさをクラス分けし、その

クラスと保護対象者の種類に応じてセーフガードを要求しています。他方、IEC 60950-1では、

キャパシタ容量が0.1 µF以下の構造に対し具体的な評価の実施を求められてはいないと解釈

されています。

IEC 60950-1 の2.1.1.7項では、キャパシタの両端に掛かる電圧に関わらず、容量が0.1 µFを超える構造である場合、感電のリスクがあると見なされ、それに

よる感電が起きないよう適切な保護が設けられていることを要求しています。適切な保護の例として、キャパシタと並列に取付けられた放電抵抗が広く

用いられています。

IEC 62368-1の5.2.2.3項では、キャパシタの両端に掛かる電圧とキャパシタ容量の2つのパラメータによってエネルギクラスを分類しています。即ち、従前の

IEC 60950-1規格のようにキャパシタ容量が0.1 µF以下であることのみによってその後の評価実施が不要とはなりません。

ケーススタディ
以下のケーススタディを通してIEC 60950-1とIEC 62368-1の要求内容を比較し、その違いを見ていきます。

ケース1 ケース2

機器定格電圧 ・・・・・・・・・・・ : 240 V AC

商用電源への接続 ・・・・・・・ : 電源コードのプラグ

可触箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ : コンセントから外した時のプラグの刃

保護対象者・・・・・・・・・・・・・・ : 一般使用者(Ordinary Person)

キャパシタ容量・・・・・・・・・・ : 0.08 uF(=80 nF) 

キャパシタ容量の公差 ・・・ : ±10％

エネルギの存在場所・・・・・ : ライン - 中性線間のX - キャパシタ

保護装置・・・・・・・・・・・・・・・・ : 放電抵抗990 kΩ(330 kΩ×3)

機器定格電圧 ・・・・・・・・・・・ : 100 V AC

商用電源への接続 ・・・・・・ : 電源コードのプラグ

可触箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ :  コンセントから外した時のプラグの刃

保護対象者・・・・・・・・・・・・・・: 一般使用者(Ordinary Person)

キャパシタ容量・・・・・・・・・・ : 0.15 uF(=150 nF) 

キャパシタ容量の公差 ・・ : ±10％

エネルギの存在場所・・・・ :  ライン - 中性線間のX - キャパシタ

保護装置・・・・・・・・・・・・・・・・ : 放電抵抗 990 kΩ(330 kΩ×3)

[ケーススタディの条件]

*1  IEC 62368-1:2014 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
*2  IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 CSV - Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
*3  IEC 60065:2014 - Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
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ケース1 IEC 62368-1の解説 IEC 62368-1 IEC 60950-1

該当項目 -- 5.2.2.3項 2.1.1.7項

考慮される要素

IEC 62368-1では、IEC 60950-1の中では取り
入れられていない要素Aと要素Cが取り入
れられ、感電の基となるエネルギ量（=危険
レベル）を算定します。

要素A キャパシタに掛かる電圧 --（42.4 Vpk or 60 Vdc以下は不問となる）

要素B キャパシタ容量 キャパシタ容量

要素C キャパシタ容量の公差 --

ケース1

キャパシタ容量は大きくないが、掛かる
電圧が高いため大きなエネルギが蓄え
られ、その危険レベルはES 3となる。

要素A : 240 V×1.414 = 340 Vpk
要素B, C : 80 nF×110 % = 88 nF

⇒Table 5より当該Xキャパシタに蓄えられ
　るエネルギはES 3となる。

解説）88 nFの近似値91 nFを参照。ES 1
限度電圧 : 100 Vpk、 ES 2限度電圧 : 200 Vpk
を超える340 Vpk（要素A）がキャパシタに
掛かるためES 3判定となります。

要素B : キャパシタ容量が0.1 uF以下である
ため、以降の評価不要。

ケース2

ケース1と比較して、キャパシタ容量は幾分
大きいが、掛かる電圧が低いため、蓄えら
れるエネルギの危険レベルはES 2となる。

要素A : 100 V×1.414 = 142 Vpk
要素B, C : 150 nF×110 % = 165 nF

⇒Table 5より当該Xキャパシタに蓄えられ
　るエネルギはES 2となる。

解説）165 nFの近似値170 nFを参照。　
キャパシタに掛かる電圧142 Vpk（要素A）
は、ES 1限度電圧 : 75 Vpkを超えるが、ES 2
限度電圧 : 150 Vpkを超えないため、ES 2
判定となります。

要素B : キャパシタ容量が0.1 uF超である
ため、以降の評価必要。

可触箇所の評価

一般使用者の保護が十分であるかを確認す
るための5.5.2.2項の試験実施が必要となる。

（試験内容）
プラグを商用電源から切り離した2秒後の
プラグL-N間の電圧を、通常状態と単一
故障状態でそれぞれ測定する。

（判定基準）
通常状態 ： Table 5におけるES 1レベルに
収まっていること。
単一故障状態 ： Table 5におけるES 2レベル
に収まっていること。

ケース2）について：

⇒試験により、1秒後にアクセス可能なプラグ
　のL-N間に存在する電圧を測定する。　
　この電圧が、初期値142 Vpkの37 ％以下
　（52.6 V以下）に減衰されていれば適合
　となる。

あるいは、以下の計算によって適合判定も可。
⇒ 0.15 (uF)×0.99 (MΩ) = 0.1485 
　上記解が1未満であるため、測定の実施
　なしに適合と判定される。

[IEC 62368-1とIEC 60950-1の比較検証]

UL 62368-1からの抜粋。この表はIEC 62368-1のTable 5と同一です。

注）

IEC 60950-1では、感電の発生有無に直接関係する電圧に規定値が設けら

れていませんでした。IEC 62368-1では、Table 5にて感電の発生有無に

直接関係する電圧と蓄えられるエネルギ量が規定値に設けられています

ので、傷害の発生リスクにより準じた設計が可能であると言えます。単一故障

状態での測定の際には、放電抵抗の故障を模擬する事が条件の一つとなり

ます。但し、付属書G.10項での試験に適合した抵抗器は故障条件から除外

することが認められます。

本稿では、キャパシタに蓄えられるエネルギからの保護の要求について、

IEC 60950-1とIEC 62368-1での要求内容の比較を行いました。このように

具体的要求内容が多くのケースでIEC 60950-1と異なりハザードに基づく

ものとなっていますので、IEC 62368-1の要求内容を理解する上でHBSEの

考え方を理解することが重要となります。
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世界初！ 一般社団法人CHAdeMO協議会主催
高出力充電互換性試験 兼 実演会を
UL Japan伊勢本社で開催
近年、世界的な環境への関心の高まりにより、e-モビリティの普及が進んでいます。日本では一般社団法人CHAdeMO（チャデモ）協議会を中心に技術開発が加速

し、電気自動車の充電時間の短縮や、航続距離の改善、震災時の非常用電源としての用途の拡大など、市場の声に応えた技術が実現しています。CHAdeMO協議

会は、安全なe-モビリティの世界的な普及に向けて、充電インフラの技術開発、並びに、第三者認証制度を含む電気自動車の安全・信頼性の維持・向上のための

体制構築に取り組まれている団体です。

CHAdeMOの使命 *¹

“世界でのe-モビリティの実現を後押しするために最適な急速充電基準をつくること”

CHAdeMO協議会は、2017年3月24日、電動車両の急速充電に関する規格であるCHAdeMO規格を改訂し、従来よりも高出力の充電器を対象とする新規格、

Version 1.2を発行したことを発表しました。*² この改訂により、従来50 kWであった実効充電出力は150 kWに向上し、充電時間にして、従来の3分の1の短縮が

可能となりました。3月28日〜30日にかけて、UL Japan伊勢本社の次世代エネルギー試験棟では、CHAdeMO協議会主催による高出力充電互換性試験 兼 実演会

が開催されました。自動車メーカー、急速充電器メーカーをはじめとする関係者、およびメディアが一堂に集まり、各種試験が行われました。

イベント概要
3日間にわたり、新規格に基づく各自動車と各充電器がどの組み合わせでも問題なく充電できることを確認するための互換性試験（Interoperability Test）

や、新仕様と旧仕様の充電器2台を同時に充電し、新仕様の充電器がいかに速く充電できるかを比較するためのデモンストレーションが行われました。この

出力レベルの充電器を用いたデモンストレーションは、今回が世界で初めて実施されました。また、V2X技術と呼ばれる、車両に搭載する電池の電力、あるいは

燃料電池などで発電した電力を外部に給電する機能のデモンストレーションも行われました。

ULは、CHAdeMO認定試験機関として、各種製品の検証を実施するとともに、今後も電気自動車のさらなる技術発展と、CHAdeMO規格の普及を支援いたします。

*1 https://www.chademo.com/ja/about-us-2/what-is-chademo/　　　*2 https://www.chademo.com/wp2016/pdf/japan/press0330.pdf

新旧規格の比較

最大電圧 最大電流 実行充電出力 充電時間

　旧 500 V 125 A 50 kW －

　新 500 V 400 A 150 kW 従来の3分の1
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前回は、電気絶縁システム（Electrical Insulation System：EIS）について、電気絶縁材料（Electrical Insulation Material：EIM）を個々に評価するのではなく、

EISという集合体として評価することの重要性の発見に至る歴史を振り返り、EISの安全/性能規格としてUL 1446（Standard for Safety for Systems of Insulating 

Materials - General）を紹介しました。後半となる本稿では、UL 1446に採用されている試験方法をご紹介いたします。

UL 1446での試験・認証

UL 1446が適用される製品は、105 ℃より高い動作温度に晒される電気機器と部品に使用されるEISです。この規格に準じて試験を受けることで、次のいずれ

かの製品カテゴリーで認証を取得することができます。

EISを製造する最初のステップは、使用する材料の機能を判定することです。まずは、巻線とEIMについて検証します。巻線はエナメル被覆されたマグネットワイヤ

である場合も、電気絶縁シートまたはテープで巻かれた裸金属導体、含浸ワニスを含む材料などの様々な組み合わせがあります。EIMは、絶縁シートフィルム、

成形樹脂、エポキシパウダーコーティング、含浸ワニスなどです。

EIMの主な機能は、電位間、または、接地またはデッドメタル部分の間に絶縁バリアを形成することです。機械的支持もしくは構造上必要な材料で、電気絶縁体で

安全と性能
電気絶縁システムの信頼性
Safety and Performance
Reliability of Electrical Insulation Systems
第2回

表１： EISのUL製品カテゴリー

製品カテゴリー Systems, Electrical Insulation（OBJY2） System Components, Electrical Insulation（OBJS2）

対象製造者 モーター、トランスなど製品製造者
成形用樹脂、シートフィルム、含浸ワニス、プラスチックな
どのEIM製造者

対象製品
OBJS2を採用したEIS、
上記製品製造者が独自の部品を組み合わせて製作・組立
したEIS（完成品）

上記EIM製造者が作ったEIS

工場検査 UL フォローアップサービス（工場検査）の対象 UL フォローアップサービス（工場検査）の非対象
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ないものは、非電気絶縁材料（Non-electrical Insulating Material：NIM）または

マイナー部品と定義します。

EIMとNIMを識別後、次のステップとして、試験を行うべき材料の組み合わせの

形体を決定します。これは実機自体もしくは代表モデルである場合もありま

す。一つの試験プログラムで複数のEIMを評価する際は、代表モデルかGPM

（General Purpose Model）で評価します。

GPMでは、様々な種類のEIM用のマグネットワイヤ、絶縁シート、成形樹脂を評価します。複数の材料を使用する場合、これは有効となります。例えば、1台の

GPMで異なるナイロン樹脂を評価することができ、生産に向け柔軟な材料調達が可能になります。

コンディショニング

高温

振動

低温

湿度
ターン間

接地絶縁、巻線間絶縁、封止材

耐電圧試験

図2：熱劣化試験サイクル

当該EISでは、そのEISを使用している実際の装置の動作温度クラスとホットスポットを示す短期試験データが、既に取得されている場合があります。このクラス

定格は、試験における高温度値を決定する時に使用することができます。たとえば、加熱温度が148 ℃である装置は、クラス155(E)のEISが必要です。EISの熱

劣化に関しては、定格（この場合、175 ℃）より上で、20 ℃以下である最低温度を選び、その後それより高い温度を二つ選びますが、最高温度と最低温度の差

は40 ℃以下とします。最後に、各温度の加熱劣化サイクルタイムを選びます。一般に、サイクルタイムは最低温度で最長となり、最高温度で最短になります。

さて試験モデルと試験プログラムができあがったので、EISの熱劣化試験を開始します。ある試験サンプルが耐電圧試験に合格しなかった場合、そのサイクル

次に試験時間と温度を決定します。温度と試験時間の決定におい

ては、既に熱劣化試験を評価されたEIS、「コントロール（control）

EIS」と「当該（proposed）EIS」の両方で熱劣化試験を3ポイント

以上の温度で行います。各サイクル時間毎に、機械的ストレス、

低温衝撃、湿気曝露を行い、その後、耐電圧試験を実施します。

試験が終了すると、当該EISの結果とコントロールEISの結果を

比較します。評価には、これらのデータを計算することが含まれ

ます。その計算結果により、表2に示すように相対温度指数（RTI）

定格はクラス分けされます。

表2：絶縁システムの相対温度指数（RTI）

絶縁システムのクラス 最大ホットスポット － 温度

120 (E) 120

130 (B) 130

155 (F) 155 

180 (H) 180

200 (N) 200

220 (R) 220

240 (S) 240

Over 240 (C) Over 240

図1：GPM
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最後に

前号で述べたように、UL 1446に示された電気絶縁システムの試験方法は国際規格に広く採用されており、IEC 61857とIEC 61858の試験要求事項は、

UL 1446の要求事項とほぼ同等です。よってUL 1446の要求事項に準じた試験を受けることで、熱劣化試験を再度行わなくても、試験レポートをIEC規格

への適合証明として活用していただけます。つまり、UL 1446でレコグニション認証を受けたEISは、IECEEのCBスキームによる各国の認証取得への道が

開かれると言えます。

最低の定格を有する材料の定格をEISの定格とするという、EISの温度クラス定格をEIMの定格のみから判断することを通常の方法として採用している認証

機関もありますが、残念ながらこの方法には、異なる種類の隣接するEIMに化学反応が生じる可能性が考慮されていません。熱によって生じた化学反応

はEIMの絶縁特性を劣化させる可能性があり、その劣化状況は一律でありません。この劣化がEISとしての完全性の低下や性能の劣化を引き起こす可能性が

あり、製品の危険源となるリスクを高めます。

UL 1446はEISを材料の集合体として試験するものであり、UL 1446に示されている熱劣化試験法は、材料の劣化を加速し、EIS全体の性能低下を引き

起こす可能性がある化学反応が各EIM間に潜在しているかを明らかにします。このシステマチックで包括的な試験手法が、EIS並びにEISを搭載する電気

機器の長期安全性と性能に対する自信を高めます。

ULはEISに適用される規格の開発と導入におけるパイオニアであり、様々な絶縁システムおよび部品に試験・認証サービスを提供しています。詳細は下記に

お問い合わせください。

お問い合わせ
株式会社UL Japan  カスタマーサービス

 E-mail: customerservice.jp@ul.com

 T: 03-5293-6200  F: 03-5293-6201

 





  


    






図3：絶縁システムのライフライン分析

タイムを記録します。全ての試験サンプルがある温度で不合格であったら、温度レベルに関係なく、その温度での幾何平均時間を計算します。最低劣化温度

の幾何平均寿命は5000時間、また、最高温度は1000時間以上でなくてはなりません。

コントロールEISと当該EISの全試験サンプル全てが不合格であった場合は、それぞれの時間値の回帰直線として示し、当該EISとコントロールEISの相関時間との

交点によって温度定格を決定します。この回帰直線は絶縁システムのライフラインと呼ばれています。

参考文書

http://library.ul.com/?document=reliability-of-electrical-insulation-systems
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機能安全の概要・状況・影響

UL 60745では、機能安全に関する選択肢は単一故障に耐性がある設計

のみとなっています。UL 62841-1の新しい要求事項では、安全重要機能

（SCF）を備えた電気回路の安全性を、代わりに評価することが認められてい

ます。SCFとは、『本規格が要求する機能であり、それが失われた場合、その

工具の動作により、本規格が異常状態で許容する程度以上のリスクにユー

ザーがさらされる可能性がある機能』と定義されています。SCFを備えた

電気回路は、信頼できるものであることと、予見可能な環境下で電磁環境

ストレスにさらされてもSCFが失われないことが要求されています。これら

のSCF電気回路には、二重保護設計（単一故障耐性）も含め、イミュニティ

試験が実施されます。

二重保護設計にイミュニティ試験が実施される理由は、回路内の両保護

機構が同時にイミュニティ試験の影響を受け、意図された機能を果たさ

ないという故障の発生につながる可能性があるからです。SCF、欠陥状態、

そして電子回路の性能上の安全レベルは、最終製品の規格に規定され

ます。UL 62841シリーズのパート2、3、4規格は既に発行されているものも

これから発行されるものもありますが、標準的なSCFと最低性能レベル（PL）

はこの中の当該規格に記載されます。

一般的に、安全を電子システムに頼る割合が高い製品ほど、電子システムの

信頼性は高くなければなりません。たとえば、製品の故障が負傷をもたらす

リスクがある場合は、その製品の電子システムの信頼性を高くする必要が

あります。逆に、そのリスクが非常に低い場合は、その製品の信頼レベルは

低くてもかまいません。電子製品の信頼性分析は、統計的手法（例：ISO 

13849-1）を使って行われます。UL 62841-1に記されていますが、これには

プログラマブルロジックを除くすべての手法が含まれています。プログラマ

ブルロジック/デバイスとマイクロコントローラの評価には、IEC 60730（付属

書 H）が適用されます。これにより、部品に併せて、マイクロエレクトロニクス

とソフトウェアに適切な評価が確実に行われるようになります。

バッテリーの電圧増加

バッテリー駆動式工具とバッテリーパックの最大定格電圧は現在、75 Vdc

です。この電圧を250 Vdcに引き上げる規格改訂案が審査中で、まもなく

最終決定される予定です。2016年7月1日付けで、この電圧の引き上げに

言及したUL認証要求決定事項（CRD）がUL 2595に発行されています。この

規格案に関連する変更としては次が挙げられます。

a) 絶縁破壊電流の測定

b) 安全シンボルのマーキング

c) 湿度試験

d) バッテリー有無による環境（IPX）試験

e) 沿面/空間距離

UL 62841-1（付属書 K）の改訂に関する提案が、UL 2595のマーキング改訂

事項と共に規格策定パネル（STP）に送られる見込みですが、変更される

可能性があるので、UL 62841-1での認証に適用するのは控える方がよい

でしょう。

芝刈り/園芸用機器

前号に記したように、園芸用機器（Gardening Appliance）は、芝刈り/園芸

携帯式工具、可搬型工具、
芝刈/園芸用機器で
知っておきたいこと
Hand-Held Tools, Transportable Tools, Lawn & Garden Machinery: 
What You need to Know!
第2回
ULが発行した携帯式工具、可搬型工具と芝刈/園芸用機器に関するホワイトペーパーから、前回は、UL 60745-1から新規格UL 62841-1への移行における変更

点、特にリチウムイオン・バッテリーに関する改訂事項について述べました。後半となる今回は、機能安全とバッテリーの電圧、園芸用機器での変更点、並びに、

電池式機器の安全規格であるUL 2595と、UL 62841-1でのUL認証継続方法についてご案内いたします。
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用機器（Lawn and Garden Machinery）としてUL 62841パート4で扱われる

ことになったので、従来規格からの移行が必要です。現在、各規格の適用

範囲は以下のようになっています。

UL 82：

芝刈りばさみ、芝生トリマー、エッジカッター、エッジトリマー、耕うん機、

シュレッダー、粉砕機、バリカン、剪定ばさみ、高枝用ばさみ、ポールヘッジ

トリマーなどの製品

UL 1447：

芝刈り機

UL 60745-2-13、UL 1662（UL 1662は2018年5月15日に廃止予定）：

様々なチェーンソー

UL 60745-2-15：

ヘッジトリマーと延長式ヘッジトリマー

UL 62841の導入・発行においては、コードレスチェーンソー（米国のみ）と

コードレスバリカンがパート4-1に国家差異事項として含まれる予定です。

パート4-2の適用範囲には、ヘッジトリマーと延長式ヘッジトリマーが、UL 

60745-2-15から移動してくる予定です。UL 62841-4-2には新要求事項と

して、延長式ヘッジトリマーが加わることを考慮して、ブレード制御装置と

カッターブレードのエッジ部分の間の距離は少なくとも1,000 mmあること

が求められる予定です。その他のカテゴリーの裁断機器も追加されます。

これらは、様々な形式の切断装置、複数のハンドル、複数のブレード制御

装置付きハンドルと、ブレードの停止時間が組み合わされたものと定義

されています。製品カテゴリーが高度になるにつれ、求められる安全基準

レベルも高くなります。

UL 2595の概要

UL 2595（General Requirements for Battery-Powered Appliances）は、米国

とカナダの2か国共通規格であり、また、「水平規格（Horizontal Standard）」

と称されています。それが意味するのは、この規格がUL 82（Electric Garden 

Appliances）、UL 1017（Vacuum Cleaners, Blower Cleaners and 

Household Floor Finishing Machines）など、多くのUL規格にバッテリー

駆動の要求事項として参照されているということです。バッテリー駆動式

製品に関するあらゆる要求事項が一つの規格にまとめられているので、

バッテリー駆動式機器への一貫性のある適用が可能になります。

UL 2595は、ニッケルカドミウム、ニッケルメタルハイドライドなど様々な種類

の充電バッテリーを対象としています。また、リチウムイオンバッテリー

システムの要求事項も含まれています。UL 2595の要求事項はUL 62841-1

の付属書 Kと大体同じですが、異なる種類の機器に使われます。また、UL 

2595には、SCFを含む機能安全要求事項、ソフトウェアの信頼性、UL 

62841-1付属書 Kと同様のEMCイミュニティ試験も含まれています。今後は

その他の機器の規格もUL 2595を参照するようになるでしょう。たとえば除雪

機の規格であるUL 1090（Standard for Electric Snow Movers）も、バッテ

リー駆動式除雪機の評価にUL 2595が参照されることになりました。

UL 62841-1でのUL認証

このように様々な変更があった工具の規格ですが、ULは、規格が改訂中で

あっても改訂後であってもお客様が規格に適合した安全な製品を販売し

続けることができるよう対応策を整えています。規格の移行中にUL認証が

途切れないようにするため二つの道が用意されています。それは、1) 従来の

Industry File Review（登録製品再評価：IFR）と、2) Continuing Certification 

Process（継続認証プロセス）で、大半の製品はContinuing Certification 

Processが採用される予定です。UL 62841シリーズ規格を担当する規格策定

パネル（STP）が改訂事項が及ぼす影響に基づいてIFRが必要か否かを投票

します。IFRが必要でないという結果がでると、このプロセスが採用されます。

現在のところ、IFRの道が選択された製品は携帯式テーブルソーと携帯式

マイターソーのみです。この種類の製品に採用された新しい要求事項は、

従来の規格UL 987の既存の安全要求事項と大きく異なっているからです。

また、リチウムイオンに基づくシステムの要求事項が更新されたので、リチ

ウムイオンに基づくシステムのバッテリーは全てIFRを受けることが必要に

なりました。工具並びに園芸用機器では、現在、多くの製品分野でIFRが実施

されており、その通知は対象製品にすでに送られている場合もこれから

送られる場合もあります。

その他の製品では、新しい要求事項は安全というより整合という観点で

策定されているので、Continuing Certification Processが採用される見込

みです。このシステムでは、製品に顕著な変更がない限り、現在認証を受け

ているすべてのモデルの認証はそのまま継続されます。ただし製品に顕著

な変更がある場合には、新しい規格の要求事項への適合が必要です。加熱

試験や衝撃試験、異常試験を全て実施しなければならない場合、顕著な

変更とみなされます。

工具や園芸用機器におけるUL認証マーク取得、国家差異事項を含む/含ま

ないIEC試験レポートの発行、各国の認証取得などに関するお問い合わせ、

ご相談はお気軽に下記にお問い合わせください。

オリジナル英語文書

http://library.ul.com/?document=hand-held-tools-transportable-tools-lawn-garden-

machinery-what-you-need-to-know

株式会社UL Japan  カスタマーサービス

 E-mail: customerservice.jp@ul.com　T: 03-5293-6200 
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ULのワイヤ・ケーブル部門のL. F. ライ・バイスプレジデント兼ジェネラル

マネージャーは、「USBタイプCは電気もスループットが高いデジタルコン

テントも送ることができる接続規格として世界的に普及が進んでいます。

アセンブリとコネクタの試験と評価を通じてタイプC採用製品の適合性確保

に協力できるようになり、うれしい限りです。この台湾の試験所は、アジア

地域の多くの製造者の方々に利用しやすいと思います」と述べています。

UL Japanは日本のお客様の申請窓口として上記の各種USBケーブル・アセ

ンブリのお問い合わせ・依頼対応をさせていただきます。

オリジナル英語記事

http://www.ul.com/newsroom/pressreleases/ul-laboratory-in-taiwan-now-authorized-

independent-test-lab-itl-for-usb-type-c-cable-assemblies-connectors-and-pd-e-marker-testing/

拡充進むULのワイヤ・ケーブル
試験・認証サービス体制 − その２−

前回に引き続き、ワイヤ・ケーブルにおけるULの試験所能力の拡大・充実に関するニュースをお届けします。

UL台湾試験所がUSBタイプCのケーブルアセンブリとコネクタ、
PD Eマーカー試験のITL認定を取得
UL Laboratory in Taiwan Now Authorized Independent Test Lab (ITL) 

for USB Type C Cable Assemblies & Connectors and PD E-Marker Testing

ジャカルタのワイヤ＆ケーブル試験所、正式オープン

台湾のUL試験所は、この度、USB仕様を開発した企業により設立された

非営利組織、USBインプリメンターズ・フォーラム（USB-IF）より、USBタイプ

Cケーブルアセンブリとコネクタ、並びに、PD Eマーカーの第三者試験所

（Independent Test Laboratory：ITL）として承認されました。ULは、

USBタイプA、Bのケーブルアセンブリとコネクタの試験を行う認定は既に

取得しています。

USBは、幅広いコンピューター周辺機器、タブレット、携帯電話をはじめと

する様々な製品で、データ送信だけでなく給電にも使うことができます。この

新しいUSBタイプCインターフェースのコネクタは、スリムかつ堅牢で、ラップ

トップ、携帯電話、タブレットなどのモバイル機器に合うように設計されて

います。他とは異なる特徴としては、プラグの上下とケーブルの方向がどちら

でもよい形になっていること、将来登場してくるであろう製品にも対応できる

拡張性がパワーと性能にあることです。PD Eマーカーは、USBタイプC

ケーブルアセンブリに搭載されているチップで、給電機能や販売業者の識

別子などそのケーブルに特有の特性が記録されています。

前号で、ジャカルタ（インドネシア）の試験所が、同国の国家規格、SNIの

認証/試験機関に認定されたことをお知らせいたしましたが、2017年4月11

日、本試験所が正式オープンし、記念式典などが開催されました。この試験

所の開設は、グローバル化が進む中、激化する競争への対応と出荷時間

の短縮にせまられるインドネシアのワイヤ・ケーブル企業のニーズに応え

るもので、国内のメーカーによる認証取得並びに海外進出をお手伝いする

のに加え、将来的にはASEAN全体にサービス提供の機会を拡大することを

視野に入れています。

また、ULはこの記念式典で、インドネシア産業省の下部組織であるB4Tインド

ネシアと二つのテクニカルアレンジメント（TA）協定を締結することを発表

しました。その一つは、インドネシア市場におけるリチウムイオン・バッテ

リー規制に対する調査並びに規格開発に関する協定です。本件については

UL Taiwanが技術的サポートを提供し、B4T内の技術基盤の確立を助け

ます。もう一つの協定は、UL Indonesiaが実施できるSNI認証の製品範囲の

拡大に関するもので、この協定により、家電、照明、オーディオ/ビデオ

等におけるULのB4T試験能力をSNI認証にも活用できることになります。
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【1日目のNISTのプレゼン】

“TCB Workshop May 2017
  Baltimore”に参加して
試練となりつつあるTCB Workshopへの参加ですが、今年はゴールデン

ウィークのさなかに開催されました。予想外にすいている空港で楽しげな

家族連れを横目に飛び立ちましたが、乗継のデトロイトで飛行機が3時間遅

れ、ボルチモアのホテルにチェックインできたのは深夜でした。そして終了

後、予想通りごった返す空港に引き返してきました。弊社本社のすぐ隣では

お伊勢さん菓子博2017が開催されており、ここもおおにぎわいでした。

Workshopはこんな日本の事情に関係なく良い季節に実施され、FCC（米国

通信委員会）からの参加者も含め268名(Web参加40名)が参加し盛況

でした。

<第1日目>

第1講は、例年通りNIST（米国国立標準技術研究所）からのプレゼンです。

MRA(相互認証協定)の基本は試験、認証を認め合うことであり要求事項、

試験内容を統一することではありません。従って試験機関、認証機関になる

ためには他国の要求事項に精通する必要があります。例えば要求事項と

して米国は2017年7月13日から認定を受けた試験所のデータのみ受け入れ

ますが、このようなスキームは欧州にはありません。RE指令が施行され、

やや混乱のある欧州ですが要求事項を理解し適切な対応が求められます。

NISTは、MRAを推進するためにTCB Workshopなどの活動に参加し、協力を

していることなどが紹介されました。併せて、APEC(アジア太平洋経済協力

閣僚会議)に関するアップデートとして、シンガポール、韓国、マレーシア、

ニュージーランド、メキシコ、カナダに対しての説明がありました。

第2講は、カナダISED（Innovation, Science and Economic Development）

からです。昨年6650件以上の申請があり、前年から10 %増加しているようで

す。そのうち問題点のあるファイルは13 %ありました。これら申請の99.5 %

が認証機関によりハンドリングされています。認証機関は36機関、無線と

有線端末の試験所はそれぞれ616機関、43機関、まだ登録スキームは存在

しませんが、55のSAR試験所が登録されています。無線の試験所は2017年

からISO/IEC 17025認定が要求されています。多くの問題があった認証登録

サイトも問題は解決されつつあります。また公開日の設定も可能になってい

ます。RSS-119(700 MHz帯 ランドモバイルの要求事項)に関してのハイ

パワー対応機器(P25)の選択も可能になりました。規格要求に関して、3 kHz

〜10 MHzの曝露要求はRSS-102(RF 曝露の基準)に基づき、2017年3月から

要求されています。従って、RSS-102 Annex A(d)の評価が要求されます。

RSS-247(無線規格仕様) Issue 1は2017年8月23日までは無条件に使用可能

です。2018年2月23日までは追加の情報があればIssue 1のレポートは使用

可能です。W 56の5600 MHｚ〜5650 MHzのバンドエッジには-27 dBm/

MHzの適用は不要です。クライアントデバイスであればこれらバンドが

レポートに含まれていることは許可されます。モデル毎の登録が可能になっ

ていることから、HVIN(Hardware Version Identification Number)毎に

異なる周波数帯を持つ場合は個別の記載が要求されます。これは人体曝露

要求に対しても適用されます。モジュールのSAR試験に関してC4PC(ホスト

変更)は、同時送信がある場合は申請時にすべての値を考慮した申請値の

記載が必要です。

第3講は、各国認証に関して、最初にアジア圏においてインドネシア、マレー

シア、ベトナム、シンガポール、フィリピン、タイについて管理当局、ラベル

要求、CBスキームの加盟有無などが紹介されました。南米ではアルゼンチン、

ブラジル、チリについて、アフリカではアルジェリア、エジプト、ナイジェリア、

南アフリカ、中東ではサウジアラビア、UAE、イラク、カタール、クウェート、

イスラエル、ユーラシア経済連合/関税同盟(EEU/CU)のアルメニア、ベラ

ルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、その他、トルコ、ボスニア

ヘルツゴビナ、ウクライナに関しての情報提供がありました。

第4講は、法律事務所からFCC機器認証について、デモなどの除外規定、

UNII機器に対する特別要求などが説明されました。実際の施行状況として、

違反機器の事例、どのような段階を踏み罰則が適用されるかなどが紹介

されました。罰金例として、問題の重要性にもよりますが、データの透過性に

対してその抑制に関して、1億円以上が課される例もあり、どのような状況に

おいて違反となるかの理解も必要です。チップセットのカントリーコードな

どの問題も議論されましたが、これらはドライバによるところも多く疑問が
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残るところです。また罰則施行に関してFCCに対する議論もあるようです。

この後、製造者パネルディスカッションがあり、主にRE指令施行における

問題点が議論されました。

第5講は、第2講に引き続きISEDからです。昨年変更された規格コンサル

テーションプロセスについての説明がありましたが、細かい変更が告知

なしに起こることの説明はありませんでした。最近発行された規格として、

2016年12月に広帯域ラジオサービスのRSS-199(Issue 3) 、2017年1月に

ゾーンエンハンサのRSS-131(Issue 3)、2月にデジタル変調機器に対する

RSS-247 (Issue 2)があります。現在変更中として、RSS-Gen (Issue 5)の

モジュールに関する記載、RSP-100にあるラベリング要件を戻すなどの変更、

UWBのRSS-220 (Issue 2) 、レーダー要求であるRSS-251 (Issue 2)、

DSRC(専用狭域通信)のRSS-252 (Issue 1)が紹介されました。検討されて

いるのがランドモバイルのRSS-119 (Issue 13)、RSS-181 (Issue 2)、米国との

70 GHz帯レーダーの整合を行うRSS-210 (Issue 10)、ワイヤレス電力伝送

(WPT)のRSS-216 (Issue 3)、30 GHz帯のRSS-191 (Issue 4)です。EMC関連

では2017年2月に自動車関連のICES-002(Issue 6)がディーゼルエンジンの

移行期間の変更、4月に情報処理機器に対するICES-003(Issue 6)が外部

サーモスタットの明確化のための発行があり、今後ICES-GEN（Issue 1)を

発行し、ラベリング、レポート要求、試験所要求、測定機器要求などを統合

する予定です。計画としてICES-001（Issue 5)はCISPR 11 Ed.6の参照及び

WPT要件の追加、ICES-002(Issue 7)はワイヤレス電力伝送の有無の明確

化、ICES-003(Issue 7)はCISPR 32を参照し、将来的にBETS-7の廃止、ICES-005

（Issue 5)は空港関連の照明を追加し車両搭載の対象の明確化、ICES-

006(Issue 3)はCISPR 16-1-1、16-1-2の参照をします。新しくICES-007(Issue 

1)を追加し、CISPR 14-1を対象機器とし開発などが行われる予定です。試験

所認定要求に関してもFCCとの整合を行い、無線機器だけでなくICES規格

に対しても試験所認定を行っていく予定です。

＜第2日目＞

第2日目は、例年のように、TCBCメンバーによる会合があり、今年度行われ

たボードメンバーの投票、会計報告、スカラーシップ、ボードミーティング

などの説明が行われました。また、モジュール認可についての簡単な紹介な

ど、午前中にFCCと共に行われるパネルディスカッションの説明がありま

した。これは、現在ペンディングとなっているFCC 15-92などとも関連し、

複数のモジュールを組み込んだIoT機器などが普及するにつれ、ホスト

製造者の責任範囲などの問題が発生することが予想されるためと思われ

ます。その後、FCC、ISEDによるTCBに対してのセッションがあり市場監視に

おける問題、今後どのようにFCCとISEDが協調できるかなどの検討が行わ

れました。この中で、現在の5 %の抜き取りはTCBにとって負担が大きすぎる

ため3 %に出来ないか、サンプル要求に関して当局として選択の基準を

示すなどの意見がありました。

第2日目は、全てFCCのセッションが主となりますが、全体的な講義内容の

説明があったのち、第1講は、管理関係についてです。FCC 14-208に基づき、

2017年7月13日から証明には認定試験所が必須となります（FCC 16-74に

より1年延期されたもの)。非MRA国に対する認定試験所を認め、認定はKDB 

974614に従い、18スコープ、部分認定は認められません。TCBは認定を確認

する必要があります。ANSI C63.26は2016年1月15日に発行されています

が、FCCはまだ採用していません。現在、2つのDraft KDBがこれを組み込ん

でおり、コメント募集中です。機器認可電子申請システム(EAS)における短期

機密について、180日に制限する意味合いなどの質問がありましたが、現時

点でポリシーの変更はないようです。

第2講は、モジュール認可についてのパネルセッションです。最初にバック

グランドとして、以前のTCB WorkshopにおいてFCCからホスト製造者の

責任の言及があったことが紹介されました。これは前提として、Part 15Bへの

適合、複数のモジュール組み込み、トレースアンテナ、インストレーション

マニュアルなどの検討が含まれます。KDB 996369に記載されるように、

モジュール認可を受けた機器は追加の試験は不要となっていますが、何ら

かのガイダンスは必要と思われます。

第3講は、Part 15に関してパネルセッションが行われました。最近発行され

たKDBは789033(UNII試験方法)、353028（Part 15アンテナガイダンス）、

913591 (バンドエッジ測定法)、558074 (DTS試験方法)です。また試験データ

の再利用に関する、Draft KDB 484596は、同様のプリント基板を用いた機器

で異なるFCC IDを使用する場合、参照機器でのフル試験、何が異なるかの

説明が必要です。現時点ではSAR試験は再利用のポリシーには含まれて

いないため、FCCへの確認が必要です。KDB問い合わせは正確なカテゴ

リーを選択し適切に行うこと、KDBナンバーは公開される文書に掲載しない

ことなどが説明されました。また、UNII試験方法において統合チャンネルは

一つ以上のUNIIバンドを用いることであり、Ch 50 、138、142、144が該当し

ます。これらは使用する個々のチャンネル要求に従う必要があります。例え

ば26 dB BW(99 %でも可)がW 53に入る場合は、DFS(動的周波数選択)、

TPC(送信出力制御)が要求されます。アンテナに関するガイダンスとして、

KDB 353028に要求事項が統合されています。これはライセンス機器には

適用されません。アンテナは外部写真に含めること、Part 15機器の申請には

アンテナが要求されること、プロフェッショナルインストールを除きアンテナ

を含まずに販売できません。アンテナは取り外しできない、または特殊コネ

クタが必要ですが、これら特殊または特殊でないコネクタについて、FCCは

規定していません。現時点でReverse-SMAは許可されています。プロフェッ

ショナルインストールに関してはその適格性を説明し、アンテナは最大ゲイン

のアンテナ試験だけではなく、最大パワーにおけるアンテナでの試験も

要求されます。ケーブルロスは恒久的に接続される場合、またはアンテナが

プロフェッショナルインストールの場合は考慮可能です。最後に、体内埋込
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送信機について、基本的には放射測定が必要であり、403 MHz帯はKDB 

617695により測定方法が提供されていますが、以前議論があったように

ANSI C 63.4の卓上、またはPart 95の人体トルソーを用いた試験などが

要求されます。グラントノートコードは”IT”を使用し、PAG(Pre-Approval 

Guidance)プロセスに基づきKDBが要求される場合があります。

第4講から、ライセンス機器についての説明があり、最初は600 MHz帯マイ

クロフォンに関して、インセンティブオークションは2017年4月13日より39か月

の移行期間があり、§15.236の600 MHz帯は2017年12月26日から要求、

2020年7月13日以降は販売できません。2018年1月13日以降、600 MHz帯

LPASデバイスの申請は不可となります。

第5講は、周波数割り当てについて、米国で販売される機器はFCCが割り当

てる周波数で動作する必要があり、米国で使用されていないというだけで

は認められません。Band 38は要求されるすべての要件を満たすことを示

せばTCBで処理可能です。

第6講はANSI C 63に関してです。C 63.4は、CISPR 16-1-1:2015に整合した

プリアンプ使用、LISNインピーダンス、1 GHzを超えるサイトの代替法の削除

とCISPR 16-1-4  SVSWRの延期、ループアンテナ測定法(30 MHz以下)などの

検討、C 63.10は、周波数ホッピング機器、デジタル送信システムの測定法、

UNII測定法、ホワイトスペース機器、DFS試験法などの検討、C 63.26は、採用

をFCCは検討中ですが、シグナルブースター測定法、チャンネルアグリゲー

ション、MIMO測定法などの検討も行われています。Draft KDB 442401、Draft 

KDB 971168が、 ANSI C 63.26を組み込み、意見募集が行われています。

第7講は、HAC(補聴器両立性)について、FCC 15-155に基づきKDB 285076

が更新される予定です。2018年1月1日より、製造者は、すべての双方向

リアルタイム音声通信サービスのHAC準拠を実証する必要があります。

VoLTE(Voice over LTE)及びWi-Fi通話インターフェースの除外も不可となり

ます。これら要求事項は、ANSI C 63.19-2011とANSI C 63.19-2007(サブ

セット：この中で規定されている周波数とインターフェースのみに適用)に

基づく必要があります。

第8講は、Part 96に関して、FCC 16-55 を組み込むためにDraft KDBが発行

されており、Part 96のCitizen Broadband Radio Service Device (CBSD)

は認証が必要であり2020年4月17日までに要求されます。また機器コード

はCBDまたはCBE(エンドユーザー)です。

第9講は、Part 80と87に関してであり、Part 80(海事サービス) R&O 16-119は

2017年1月17日有効、Part 87(航空サービス)は、 機器コードTNBで認可を

し、FAA(連邦航空局)レターがFCC申請前に必要であることなどの説明が

ありました。

第10講は、ライセンス機器に関して、KDB 971168 D 02の更新案に対する

コメント募集が行われており、C63.26の組み込み、4.9 GHz帯、700 MHz帯の

測定方法の更新です。Part 22は規格更新に伴う変更があります。Part 25は

FCC 16-181に基づき改定されていることの説明がありました。

第11講は、シグナルブースターに関しても、同様にKDB 935210がC 63.26 と

沿っていないところがあるため改訂予定であることの説明がありました。

第12講は、人体曝露について、最初にピストル型の手持ち機器に関して、

KDB 447498 D 01に四肢SARに関しての記載があること、KDB 941225 D 01、

D 05、D 07に3 G/4 Gガイダンス、KDB 248227 D 01にWi-Fiガイダンスが

あることが説明され、低デューティサイクルであれば除外、同時送信は別途

考慮が必要、ホットスポットが捕捉できない場合は機器を改造する前に

KDB問い合わせを提出する必要があることなどが説明されました。

本日最後の第13講は引き続き、RF曝露に関してLTE、測定方法、その他に分け

ての説明がありました。最初にLTEに関して、近年急速にLTEバンドのコン

フィグレーションは増加しているため、UL CA SAR測定に必要な設定は、実装

に依存する可能性があり、KDBの問い合わせで明確に指定され、SARレポート

で正当化が必要であることが示されました。既存のSAR手順は、製品と技術

が進化し続けるにつれて、効果がなく、不十分、保守的なSAR測定構成を確立

するためには、3 GPP TS 36.101、6.2.3 Aに記載されている該当するUL CA

設定を考慮する必要があること、64 QAM及び16 QAMは、MPR(最大パワー

低減)及び信号変調に関連する他の要件による誤った最大電力レベルを

避けるために、コールボックスで信号配置をチェックすることによって検証

する必要があること、UL / DL CA及び4x4 MIMOの試験設定は、コールボッ

クスを使用したスループット結果によって確認できることが説明されました。

引き続き、測定システムについて、600 MHz-6 GHzをカバーする広帯域溶剤

が利用可能となっており、一部の状況では、3 GHzを超える組織の誘電率の

許容誤差補正が、KDB 865664 D 01のプローブ校正要件と競合するため、

暫定的な検討として、広帯域液体を使用し、報告SARが1.2 W/kg以下である

と予想される低電力または特定の使用条件のために高いSARが予想され

ない場合、KDB 865664 D 01に10 ％の組織誘電率許容差を適用しても、

適合性に関する懸念は生じません。これにより、同じ液体を6 GHzまでの

周波数で使用することができることが紹介されました。DASY6の新機能/

特殊機能は、SAR規格では対応していません。例えば、プローブ較正、ファン

トム表面検出（マザースキャン）、高速スキャン、SARスケーリング、時間平均

化及び他の時間削減手順などです。cDASY 6機能（DASY 5とは別）は、ガイ

ダンスを提供するためにさらに評価する必要があり、今のところ使用すべき

ではありません。IEC TC 106 AHG 10の技術報告書草案において、ミリ波電
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力密度測定手順が検討されています。RF曝露のためのWiGig試験の取り組

みは、主にシミュレーションベースの計画から予備測定によって補完された

シミュレーションに移行しました。既存の検討は主に低電力及び/または

曝露条件でしたが、測定手順が確定するまで、より高い電力状況またはより

複雑な実装には、ケースバイケースの考慮が必要です。ミリ波RF評価はSAR

試験構成またはユーザ固有の曝露条件に従って、ポインティングベクトルの

通常の成分のみを使用することは不十分、複雑なアンテナアレイ/素子の

近接では電界偏波が予測できません。最近の認可では、通常の成分のみ

を使用では2〜3 dB低い電力密度が示されています。

最後にその他情報提供として、なかなか認められないセンサアレイSARシス

テムについて、最終的なIEC 62209-3のドラフトが入手可能となった時に、

特定の問題及び懸念事項を特定するために、徹底的なレビューが必要との

ことです。既存のWi-Fi及びLTE KDB手順（通常は約4〜8 ％の試験）によって

許容される大幅な試験の削減は、センサアレイSARには適していません。 

従ってさらなる検討が必要、特に、LTE ULキャリアアグリゲーションにおける

より複雑な構成のために、全体的なLTE手順が合理化される必要がありま

す。HS-DPCCH及びE-DCH送信機特性試験のβ値は、3 GPP TS 34.121-1 V 13

の表C.11.1.3に更新されました。デバイスが3GPP要件に従って実装される

場合、HSUPAは一般的にSAR試験除外の対象となります。代替のファントム

は、非標準的なSAR走査及び後処理を必要とすることがあり、例えば四肢

または前面頭部ファントムなど、試験方法とシステム検証を確認するために

KDBの問い合わせが必要です。KDB 616217の手順は、組み込まれた単一の

（独立した）近接センサのためのもので、複数のセンサを使用する場合は

KDBの問い合わせが必要です。同時送信SAR測定と試験除外は、個々の

製品構成に起因する試験上の考慮事項において複雑化する可能性があり、

不明な場合は、試験要件を明確にするためにKDBの問い合わせを推奨しま

す。6.78 MHz WPT(ワイヤレス電力伝送)デバイスのSAR測定のサポートが

利用可能、プローブは、εr= 55及びσ= 0.75 S/mに対して較正し、SAR測定

には、150 MHz〜6 GHzを適用します。低い周波数での容量結合によって

人体を介してRF電流を送信するデバイスが利用可能、SAR試験が必要な

場合、つまりSAR試験除外（KDB 447498）が適用されない場合KDBの問い合

わせが必要です。装置使用条件がペット動物を含む場合もKDBの問い合わ

せを提出すべきです。MPE(最大許容曝露)のコンプライアンスに使用する

試験距離は、実際の設置条件及び使用条件に従って慎重に決定する必要が

あります。最小限の分離を維持するためにユーザに依存する距離は、一般

曝露要件を満たすためには受け入れられません。 特にそのような距離が

実際の使用条件と矛盾する場合です。車載アンテナ曝露評価を必要とする

職業環境で使用される車両のタイプには目立った変化があります。以前は

大型の車両が使用され、MPE評価に受け入れられましたが、小型車両の

適合性をサポートするために、今までの結果を使用することは非実用的に

なっています。単純な接地平面上における車載アンテナを試験することは、

一般に代表とみなされず、特に高出力時には受け入れられません。組織

相当パラメータは、2009年以降IEC 62209プロジェクトチームによって調査

中であり、継続中です。目標は、頭部と身体の両方に保守的なパラメータを

使用することですが、SAR周波数範囲が4 MHz〜10 GHzへ拡張されます。 

しかし、保守性を実証するためには追加の検討/調査が必要です。IEC 

62209-2のSARスキャン要件の改正が予定されています。リアクティブ及び

容量性フィールド結合条件によるより高いSARに対処するためです。IEC 

62209-3はドラフト承認まで進んでいます。IEC 62704のFDTD(有限差分

時間領域法)数値シミュレーションはドラフトです。車載アンテナ及び無線

ハンドセットは、委員会ドラフトであり、投票が行われました。その他IEEE 

1528シリーズの改訂も準備されています。

＜第3日目＞

第1講は、混迷するRE指令のアップデートです。しかし大きなアップデートは

ありません。最初に2016年の市場監視での無線リモコンで多くの不適合が

あったこと、車両使用は一般的にIndoorではないとされたことが紹介されま

した。RE指令における制限がある国への出荷に対するマニュアル要求で

ある10.10項はドラフトのままですが、RE指令施行の延期はありません。RE

指令は周波数共用のために受信機要求が必須となり、NLF(New Legislative 

Framework)に整合したトレーサビリティ要求としての記載は必要です。RED

ガイドは3月25日版のドラフトのままですが、使用は可能です。受信機、

9 kHz未満の機器など新しい規格に対しての適合性を確認すること、無条件

に旧規格への適合をNB(Notified Body)は認めません。モジュール、複合機器

に関しては従来の理解の通り変更はなく、固定機器や車両にはコンビネー

ションの考えは適用しません。

第2講は、法律事務所からではなく、一般企業の視点からの贈収賄防止対策

の概要です。認証を取得するにあたり、不正行為にはより重い罰則が科され

る傾向があります。政府関係者との取引、税関を通じて商品を輸入、前払い、

「コンサルティング」の請求書、政府関係者との関係など海外との交渉では、

欧米、日本はその危険性が低いようですが、その他の国では多くの問題が

あります。賄賂禁止措置に関する国際協調はますます強まっており、高額の

罰金も増えています。2016年5月の国際的な贈収賄防止会議では、40か国

が参加し合意が行われています。この中には要求事項、質問事項、宣言など

が含まれ様々なチェック事項があります。リスクアセスメントを行うことも

重要であり、常に活動を監視する必要があります。日本は、CPI(Corruption 

Perception Index)として公表されている指数では、世界第20位となってい

ます。1位はデンマークとニュージーランドです。

第3講は、Bluetoothに関して、バージョンの進展を含め紹介がありました。

もともとBluetoothはRS-232の代わりにワイヤレス接続を実現したもので

あり、1994年に開発され1999年にBT 1.0が発行されています。その後、

AFH(適応型周波数ホッピング)が加わったBT 1.2、LE(Low Energy)として
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開発されたBT 4.0などを経て、現在はBT 5.0となっています。BT 5.0はLEの

機能を大幅に拡大したものです。各機能に基づき試験の対応が必要です。

第4講は、日本の総務省から、来年予定されている変更についての説明が

ありました。2018年4月に予定されているデータ登録に関して認証機関自身

が登録を行い正確なデータでないと登録は出来なくなります。またフェイク

データ防止のための追加データ要求について、ライセンス不要機器に

関して認証機関自体が試験を行っていないものは試験レポート、外部写真、

認可証を追加で提出する必要があります。市場監視について、不適合が

疑われるものを対象にしたこともあり、60 %以上の製品が不適合になった

ことが紹介されました。東京オリンピックに向けてCEマーキング、FCC適合

品は90日間の使用が許可されていますが、併せてそれら製品の確認を

行ったところ、適合率は100 %ではなかったことも紹介されました。

第5講は、RE指令の導入の影響を、欧州準拠としている国に対して調査した

内容が紹介されました。確認された内容は、欧州官報に掲載された規格を

優先するのか、RE指令施行後すぐに採用するのか、EN 301 893の要求バー

ジョン、受信機を加えたRE指令に対する受信機の取り扱いについてです。

規格の取り扱いに一部違いがみられるものの、基本的にはRE指令をすぐに

要求する国はなく、R&TTE指令に基づくEN 301 893の旧版を受入れ、受信機

を認証対象にするということはなさそうです。しかし、いずれにしてもRE

指令への適用は要求されるため早めの対応が必要です。

第6講は、WLANに対する規格のRE指令施行に伴う影響についてです。EN 

300 328に関しては問題なくV 2.1.1への移行が進みそうです。EN 301 893に関

してはAdaptivityの試験問題により、現時点でRE指令対応であるドラフトV 

2.1.0に対応することは難しく、V 1.8.1(V 1.8.5がRE指令対応としてBlocking要求

を加え発行)＋V 2.1.0(Blocking要件のみ)での対応がNB検証として認められ

ます。EN 300 440に関しては技術的な変更はなく追加の試験は不要です。

第7講は、法律事務所からのFCCの役割の紹介です。FCCがどのように要求

事項を作成していくかについて、一般的にはNotice of Inquireとして発行さ

れた文書にコメント期間が設定され 、NPRM（Notice of  Proposed 

Rulemaking)が作成されます。その後、再びコメント期間があり、最終的に

Report and Orderとして発行されます。2000年以前はコメントも少なく、最

終決定までに1年以内で完了されていましたが、最近は5年を超えるものも

多くあります。UWB(超広帯域)に関する要求事項は、1998年に開始され、5

回のOrder発行があり10年、BLC(広帯域電力線データ伝送)に関する要求

事項は、2003年に開始され、4回のOrder発行があり10年かかっています。

その他、Waverとは規格に準拠しないが利益を優先し認めるもので、FCCは

外部基準を引用することはできますが、それら更新は自動的に反映されず、

ルールメーキングが必要(ANSI C63.4等)です。Public Noticeは規則を明確

化し説明を加えるものとして確認義務がありますが、KDB(Knowledge Data 

Base)は、一般人は確認する義務はありません。1968年以前にはFCCは販売

規制に関する権限はありませんでしたが、機器が大衆化するにつれ、その

権限が与えられました。1979年から規制を開始し、その後年々増加する機器

認証に対応するため、1996年にTCBを認め、1998年から認証を移行して

います。また同時に適合宣言を導入し、負担を減らしました。2014年には

FCCはすべての認証を停止し、更なる簡略化のための提案が出されて

います(FCC 15-92)。

最後の第8講は、よく起こりうるTCB申請時おける問題点です。人体曝露に関

してFCCとISEDの要求事項が異なることがあること、ISEDの申請の記載方法

の問題点(例：C 2 PC、C 4 PCはFCCのように最大の値を記載するのではなく、

現在の申請の値を記載する)、セキュリティ文書要求の説明不足、機器の

動作説明の不足などの例が紹介されました。

【エンジェルヘアというメニューを注文したら、パスタが“そうめん”でした】 【朝食時、何も言わないでも持ってきてくれるようになったお気に入りのオムレツ】

今回もいろいろと問題はありましたが、ホテルの食事はいつもに比べ良かったように思います。いつものことながら睡眠不足であまり食欲はありませんでした

が、夜は相変わらずパスタを食べ続けました。休日の開催は日本の仕事をしなくともよいという意味では非常に助かりました。秋の開催は10月末からの開催

で1日だけ休日にあたり、良くない傾向ですが嬉しく感じています。それでは次回！
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