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手 順 書 

発行部署 屋内配線用ユニットケーブルの 

評価手順書 

電線総合技術センター 

試験認証部 JDD(E)0501 

  

適用範囲 

本手順書は、下記 (1)又は(2) の規格に定める「屋内配線用ユニットケーブル」の評価の手順に 

適用する。 

  

(1) 日本電線工業会規格 JCS 4425 「屋内配線用EMユニットケーブル」 

(2) 日本電線工業会規格 JCS 4398 「屋内配線用ユニットケーブル」 

 

目 次 

  １．評価対象製品 

２．評価申請者及び製品の型式区分 

３．評価の手順 

４ その他 

 

別図第一  屋内配線用ユニットケーブルの評価手順 

別表第一  屋内配線用ユニットケーブル評価に係る手数料 

 

  改廃履歴 

 

 

 

 

準拠規格 

 適用範囲に記載したとおりである。 

 

ここで (1) は、主にEEF/F又はCEF/Fケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルであり、 

接地線等として IE/F等が使用されることがある。 

(2) は、主に VVF ケーブルを用いた屋内配線用ユニットケーブルであり、接地線等として IV 等

が使用されることがある。 
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手続様式集一覧 

 

様式第J1-1A号（EM-UB） 評価申請書（屋内配線用EMユニットケーブル）                        （非連名用） 

様式第J1-1B号（EM-UB） 評価申請書（屋内配線用EMユニットケーブル）                          （連名用） 

様式第J1-2A号（UB）   評価申請書（屋内配線用ユニットケーブル）                         （非連名用） 

様式第J1-2B号（UB）   評価申請書（屋内配線用ユニットケーブル）                            （連名用） 

 

様式第J2-1号（EM-UB） 試験成績書（屋内配線用EMユニットケーブル）                           （共用） 

様式第J2-2号（UB）   試験成績書（屋内配線用ユニットケーブル）                             （共用） 

 

様式第J3-1号（EM-UB） 工場確認報告書（屋内配線用EMユニットケーブル）                  （共用） 

様式第J3-2号（UB）     工場確認報告書（屋内配線用ユニットケーブル）                      （共用） 

 

様式第J4-1号（EM-UB） 評価書（屋内配線用EMユニットケーブル）                                （共用） 

様式第J4-2号（UB）     評価書（屋内配線用ユニットケーブル）                           （共用） 

 

様式第J5-1号（EM-UB） 評価結果通知書（屋内配線用EMユニットケーブル）             （共用） 

様式第J5-2号（UB）     評価結果通知書（屋内配線用ユニットケーブル）               （共用） 

 

様式第J6-1号（EM-UB） 軽補正申請書（屋内配線用EMユニットケーブル）                （共用） 

様式第J6-2号（UB）   軽補正申請書（屋内配線用ユニットケーブル）                   （共用） 

 

様式第J7-1号（EM-UB） 軽補正承認書（屋内配線用EMユニットケーブル）                   （共用） 

様式第J7-2号（UB）   軽補正承認書（屋内配線用ユニットケーブル）                        （共用） 

 

様式第J8-1号（EM-UB） 軽補正審査結果通知書（屋内配線用EMユニットケーブル）           （共用） 

様式第J8-2号（UB）     軽補正審査結果通知書（屋内配線用ユニットケーブル）                （共用） 

 

様式第J9-1号（EM-UB） 製造中止届出書（屋内配線用EMユニットケーブル）                  （共用） 

様式第J9-2号（UB）     製造中止届出書（屋内配線用ユニットケーブル）                      （共用） 

 

様式第J10-1号（EM-UB） 評価取得者に係る変更届出書（屋内配線用EMユニットケーブル）       （共用） 

様式第J10-2号（UB）     評価取得者に係る変更届出書（屋内配線用ユニットケーブル）            （共用） 
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以下に、屋内配線用ユニットケーブルの評価手順を示す。 

 

１．評価対象製品 

下記の規格に定める製品を対象として評価を行う。 

(1) 日本電線工業会規格 JCS 4425 「屋内配線用EMユニットケーブル」 

(2) 日本電線工業会規格 JCS 4398 「屋内配線用ユニットケーブル」 

 

２．評価申請者及び型式区分 

 前記 (1) 又は (2) の製品（以下「当該製品」という）の評価を受けようとする製造事業者等（以下「申

請者」という）は、表１又は表２に示す型式区分ごとに３．１項に示す評価申請書を JECTEC に提出

する。（注1）（注2） 

（注 1）製造設備を有さない事業者であって、当該製品の製品設計又は品質保証の能力を有する者は、製造事業者と連

名で評価申請書を提出することができる。 

（注 2）製造事業者が申請者の実質的な下請負先であって申請者が製品設計及び品質保証を管理する場合は、申請者と

製造事業者が異なっても申請者単独で申請できる。この場合、製造工場名の右脇に（製造委託先）と明記する。 

型式区分は、表１又は表２に示すそれぞれの要素につき定めた１の区分を組み合わせたものごとに１

の型式区分とする。 

ここで、型式区分とは、型式区分内の１の種類につき評価書を取得した場合は、同一型式区分内の当 

該製品はすべて評価基準に適合するとみなすものである。 

 

表１  屋内配線用EMユニットケーブル（以下「EM-UB」と表記する）の型式区分 

番号 要 素 区 分 

1 ノンハロゲン系モールド樹脂の種類 （注３） 

2 容器用ノンハロゲン系樹脂の種類 （注４) 

3 モールド部の形状と大きさ及びケーブル本数の範囲 （注５） 

（注３）「耐燃性ポリエチレン」等、モールド樹脂の名称を記載する。 

（注４）容器を使用する場合にあっては「ABS樹脂」「ポリエチレン」「ポリプロピレン」等容器の樹脂名称を記載する。 

（注５）モールド部の形状と大きさごとに１の区分とし、その区分に適用可能な最少～最多のケーブル本数を括弧書き

で記載する。ここで形状と大きさは、「円筒形D100ｍｍφ×H10ｍｍ」「箱形L100ｍｍ×W80ｍｍ×H10ｍｍ」

のように具体的に記載する。なお、外観・構造試験等の完成品の試験は、最多のケーブル本数の試料で行う。 

 

表２  屋内配線用ユニットケーブル（以下「UB」と表記する）の型式区分 

番号 要 素 区 分 

4 モールド樹脂の種類 （注６） 

5 容器用樹脂の種類 （注７)  

6 モールド部の形状と大きさ及びケーブル本数の範囲 （注８） 

（注６）「エポキシ樹脂」等、モールド樹脂の名称を記載する。 

（注７）容器を使用する場合にあっては、「ABS樹脂」「PVC樹脂」「ポリプロピレン」等容器の樹脂の名称を記載する。 

（注８）（注５）と同様である。 

 

３．評価の手順 

  別図第一に評価の手順（フローチャート）を示す。 

 

３．１．申請書の受付 

    申請者は「評価申請書」（EM タイプの場合は、様式 J1-1A 号（EM-UB）又は様式第 J1-1B 号

（EM-MB）、VVF タイプの場合は、様式 J1-2A 号（UB）又は様式第 J1-2B 号（UB））２部に必

要事項を記載の上JECTECに提出する。 
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ここで、評価申請書の４項に記載する「構造図」と「構造表」については、これらの事項を記載

したカタログを添付することにより、その記載を省略できる。 

    なお連名で申請する場合は、連名者全員の捺印がある品質保証協定書の写しを添付する。 

品質保証協定書とは、連名者間で取り交わした品質に関する協定書を言う。この品質保証協定書 

には、 

１．目的 

２．適用範囲 

３．品質仕様の取り決め 

４．品質保証体制 

５．工程管理 

６．出荷検査 

７．原材料・部品の受入検査 

８．協定書の有効期間 

を含む内容が記載されたものでなければならない。（注） 

 (注) 実質として下請負先であって、申請者が製品設計及び品質保証を管理する場合は、申請者と製造事業者が異なっ

ても申請者単独で申請できる。この場合、製造工場名の右脇に（製造委託先）と明記する。 

JECTECは申請書をチェックし、記載に不備のないことを確認した後、その申請書２部に表３の

受付番号を記載し、内１部を申請者に返却するとともに、受付台帳に申請者名、型式区分、受付年

月日等を記載する。 

表３ 受付番号 

機材名 受付番号 

(1) 屋内配線用EMユニットケーブル EM-UB   E4425-001～（追番） 

(2) 屋内配線用ユニットケーブル UB    V4398-001～（追番） 

  

３．２．製造工場を追加する場合の申請書の提出 

  「Ａ工場：型式Ｘ：評価番号Ｙ」を取得している評価取得者が、「Ｂ工場：型式Ｘ：評価番号Ｙ」を

追加する場合の「評価申請書」は、「評価申請書（製造工場追加）」と明記し、評価番号Ｙを明示する 

ものとする。この場合、Ａ工場とＢ工場の評価書の有効期限は異なる。 

 

３．３．製品の評価 

  製品の評価は、試験成績書を確認することにより行う。ただし海外の製造事業者の場合は、試験成績

書の提出と併せ、全項目の試験を JECTEC が立会で実施するか又は製品サンプルの提供を得て

JECTECが試験を実施する。 

  なお国内製造事業者であって、ヒートサイクル試験や発煙濃度試験のような、出荷製品に対して実施

する試験でない特殊な試験であって、自社に試験設備がない場合は、申請書提出前に JECTEC 等の第

三者機関に試験依頼して規格に合格するとの試験結果を得て、試験成績書を完成させなければならない。 

   

３．４．製造設備と検査設備の確認及び工程の品質管理状況の確認 

   JECTEC の担当職員は、申請者の工場（申請書に複数の工場が記載されている場合は、すべての

工場）に立会い、製造設備及び検査設備が申請書記載のものと一致していて管理された状態で維持され

ているか、及び、工程の品質管理が申請書記載のとおり実施されているかを確認し、その結果を「工場

確認報告書」（様式第J3-1号（EM-UB）又は様式第J3-2号（UB））に記録する。                        

   なお、同一工場に係る２回目以降の申請であって、申請書記載の製造設備、検査設備及び工程の品

質管理が１回目と同一又は軽微な変更のみである場合は、立会いを省略し、申請書記載事項を確認する

ものとする。 

   ただし前回の確認から５年を経過した場合は、立会いを行う。 
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３．５．評価 

  評価は、申請書、試験成績書及び工場確認報告書をもとに、JECTEC 内に設けた「ユニットケーブ

ル評価委員会」が行う。 

認証試験部は、３．２項記載の「試験成績書」及び３．３項記載の「工場確認報告書」を作成した後、

遅滞なく、JECTEC内に設けた「ユニットケーブル評価委員会」の委員長の了解を得て、「ユニットケ

ーブル評価委員会」を開催する。 

委員会は、申請に係る当該製品が評価できるか否かを決定する。 

  委員会は、試験成績書の内容が該当する規格に適合し、かつ、工場確認報告書の内容が妥当と判断す

る場合は、申請に係る当該製品の評価をしなければならない。 

 

３．６ 評価結果の登録 

   ユニットケーブル評価委員会が、申請に係る当該製品の評価をした場合は、JECTEC は、表４に

示す評価番号を付与し、申請者名、工場名、型式区分、評価年月日とともに台帳に登録する。 

   あわせて申請書とその添付書面、試験成績書、工場確認報告書等の関係書面を件名順に一括ファイ

ルし、それを５年間保管する。 

       

表４ 評価番号 

製品名 評価番号 

(1) 屋内配線用EMユニットケーブル（EM-UB） 

(2) 屋内配線用ユニットケーブル（UB） 

JCT4425-001～（追番） 

JCT4398-001～（追番） 

 

３．７ 評価書の交付又は評価結果の通知 

   JECTEC は、ユニットケーブル評価委員会が当該製品を評価した場合は、申請者に申請者名、工

場名、型式区分、評価番号及び評価年月日を記載した「評価書」（様式J4-1A号（EM-UB）、様式J4-1B

号（EM-UB）、様式 J4-2A 号（UB）又は様式 J4-2B 号（UB））を交付するとともに、その写しを

ファイルし、それを５年間保管する。 

   評価書の交付を受けた申請者は、評価年月日以降、当該評価書の有効期間（５年間）内は、当該製

品につき、評価取得者の地位を取得する。 

   なお、ユニットケーブル評価委員会が評価できないと決定した場合は、JECTEC は申請者に不適

合箇所を明示した「評価結果通知書」（様式第J5-1号（EM-UB）又は様式第J5-2号（UB））を送付

するとともに、その写しをファイルし、それを５年間保管する。 

 

３．８ 評価手数料 

   申請者は３．６項の「評価書の交付又は評価結果の通知」を受けた後、別表第一に定める評価に係

る手数料をJECTECに納付しなければならない。 

     なお、JECTECの職員が立ち会うことによって発生する旅費等の費用は、JECTECの出張旅費規

程に定める金額（別表第一に記載）を申請者が負担するものとする。 

 

３．９ 表 示 

  評価取得者は、評価を取得した当該製品に、容易に消えない方法で、評価番号を表示しなければな 

 らない。 

 

３．１０ 評価書の有効期間 

  評価書の有効期間は、評価年月日から起算して５年後の評価年月日に相当する日の前日までとする。 

 

３．１１．評価の更新 

  評価の更新をする者は、評価の有効期間が満了する日の前１年から満了日までの間に評価の更新を行 

わなければならない。更新申請の手続は、３項の評価手順を準用する。 
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  なお、評価の更新申請に係る評価年月日は、既に取得している評価の有効期間の満了日の翌日とする。 

   

３．１２ 軽補正 

  同一型式区分内の変更であって、当該製品の性能に直接影響を与えない変更は、軽補正として、書面 

審査により、ユニットケーブル評価委員会が評価するものとする。 

 

３．１２．１ 軽補正の申請手続 

   軽補正の申請をしようとする者は、JECTECに、変更内容を記載した「軽補正申請書」（様式第J6-1

号（EM-UB）又は様式第J6-2号（MB））を提出する。 

 

３．１２．２ 軽補正の審査 

   ユニットケーブル評価委員会は、提出された軽補正申請書の内容を書面審査する。そして、軽補正

が当該製品の性能に直接影響を与えない変更であるか否かを判定する。 

ユニットケーブル評価委員会が、当該軽補正が当該製品の性能に直接影響を与えない変更であると

判定した場合は、試験認証部事務局は申請者に「軽補正承認書」（様式第 J7-1 号（EM-UB）又は様

式第 J7-2 号（MB））を交付する。この軽補正は、既に実施した評価の一部と見なし、その有効期間

は、既に実施した評価書の有効期間のとおりとする。 

   軽補正が「当該製品の性能に直接影響を与えない変更である。」と判定できないとされた場合は、

JECTEC はその理由を記載した「軽補正審査結果通知書」（様式第 J8-1 号（EM-UB）又は様式第

J8-2号（MB））を申請者に送付する。 

 

３．１２．３ 軽補正審査手数料 

  申請者は、軽補正承認書又は軽補正審査結果通知書を受け取った後、別表第一に定める軽補正手数料

をJECTECに納付しなければならない。 

 

４ その他 

４．１ 評価を受けた製品の製造を中止する場合 

    評価を受けた製品の製造を中止しようとする評価取得者は、「製造中止届出書」（様式第 J9-1 号

（EM-UB）又は様式第J9-2号（MB））をJECTECに提出するものとする。 

 

４．２ 評価取得者の名称又は住所の変更 

    評価取得者は、その名称又は住所を変更した場合は、「評価取得者に係る変更届出書」（様式第

J10-1号（EM-UB）又は様式第J10-2号（MB））をJECTECに提出するものとする。 
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別図第一 屋内配線用ユニットケーブルの評価手順 

 

No 

海外の製造事業者の場合は、全項目の試験を 

JECTEC立会で実施するか又は製品サンプル 

の提供を得て、JECTECが試験をする。 

国内工場？ 

書式チェック 

申請者 

評価申請書2部提出 

（工場追加も同様） 

JECTEC担当部門 ユニット評価委員会 項 目 

申請手続 

受付番号付与 

1部を申請者に返却 

ＯＫ 

試験実施 

製造設備と検査設備

の確認及び工程の品

質管理状況の確認 

試験成績書のまとめ 

試験他実施 

JECTECが 

立会で実施 

工場確認報告書作成 

申請書、試験成績書及び 

工場確認報告書をもとに 

品質性能評価 

評価委員会 

結果のまとめ 

評 価 評価書作成・発行 評価書受領 
Yes 

評価結果通知書作成・発行 評価結果通知書受領 

評価委員会 

評価書発行 

ヒートサイクル試験やＥＭタイプ

の発煙濃度試験等特殊な試験であ

って自社で試験ができない場合

は、JECTEC等に試験依頼して試

験成績書を完成させること。 

製品への表示 

軽補正の場合 

更新申請 ５年毎に更新申請 

軽補正申請書 

製造中止の場合 

名称・住所変更 

製造中止届出書 

変更届出書 

JECTEC受理 

JECTECが受理し記録 

評価委員会 申請書ﾁｪｯｸ他 

評価 
更新：評価書発行 

軽補正承認書発行 

更新：評価書 

軽補正承認書 

Yes 

No 
評価結果通知書・ 

軽補正審査結果通知書 
通知書作成発行 

受付印のある 

評価申請書１部 

 

国内の製造事業者（試験成績書の提出あり）の場合は、

試験成績書の確認で試験実施を省略できる。 
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別表第一 

屋内配線用ユニットケーブル評価に係る手数料 

 

屋内配線用ユニットケーブル評価に係る手数料及び当該製品の試験を JECTEC が実施する場合の試験

手数料（消費税を除く）を下記のとおり定める。 

 

１．評価事数料    １型式当り   50,000円（5年間の評価維持料を含む）  

（注1）4型式以上を同時に評価申請した場合は、４型式以上の分については 

１型式当たり30,000円（5年間の評価維持料を含む）とする。 

 

２．工場審査料   立会審査（１日以内） 70,000円   （注2） 

（注2）審査が1日以内で終了する場合（前泊or後泊の場合を含む）の料金である。 

    なお遠隔地にある複数の工場が審査対象となる場合であって、審査が別々の日になる 

場合は、工場毎に50,000円を請求する。 

 

３．軽補正手数料  １型式当り   25,000円 

 

４．評価取得者に係る変更手数料（住所、社名、製造者名等の変更） 

          １型式当リ   12,000円 

 

５．試験立会・工場立会費用 

  （１）交通費   実費（遠隔地では、必要に応じ航空機を使用） 

  （２）宿泊費  一人一泊 10,500円 

  （３）日 当   一人一日 浜松駅より300ｋｍ以内 2,000円（帰任日を含む） 

浜松駅より300ｋm超過 3,000円（帰任日を含む） 

 

６．試験実施費用（JECTECが実施する場合） 

（１）発煙濃度試験                  1型式当り 45,000円 

（２）燃焼時発生ガスの酸性度試験・導電率試験   １型式当り 44,000円 

 

（３）その他の試験                一人一時間当り8,000円で計算した実費 

     ・125サイクルのヒートサイクル試験   1型式当り 150,000円 

     ・耐荷重試験及びその後の温度上昇試験  1型式当り  50,000円 

          ・衝撃試験及びその後の水中絶縁抵抗試験 1型式当り  20,000円 

     ・難燃試験               1型式当り  10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



屋内配線用ユニットケーブルの評価手順書                          JDD(Ｅ)0501 

制定 2006.5.08                                       改-5 2011.06.21 

  9/9 

品質文書改廃履歴 

 

 文書名：屋内配線用ユニットケーブルの評価手順書 

 

改定No. 制改定年月日 内  容 承認 確認 作成 

初 版 

 

2006.05.08 

 

（独）都市再生機構殿向けエコマテリアルケーブル 

の認証業務を行うため、その手順書を作成した。 

葛下 

 

山田 

 

山田 

 

第一回 

改 定 

 

 

2008.04.18 （独）都市再生機構殿が発行する「機材の品質判定 

基準」が平成16年度版から平成19年度版に改定さ

れ、エコマテリアルケーブルの品質性能評価基準も

改定されたため、本手順書も改定した。 

葛下 

 

山田 

 

山田 

 

第二回 

改 定 

 

2010.08.20 認証試験室を試験認証部に変更した他、２頁の「様

式集一覧」の備考の記載を分かり易くした。また番

号等の誤記を訂正した。 

成實 

 

山田 

 

山田 

 

第三回 

改 定 

2011.01.31 手数料（評価手数料と工場審査料）を改定した 成實 山田 山田 

第四回 

改 定 

 

2011.04.01 （独）都市再生機構殿が 2011 年 4 月 1 日をもって

エコマテリアルケーブルの評価制度を廃止したこと

に伴い、エコマテリアルケーブルのうちの屋内配線

用ＥＭユニットケーブル及び VVF を用いた屋内配

線用ユニットケーブルを対象として JECTEC の自

主認証制度（評価制度）を制定した。 

手順書の名称及び評価手順を変更したが、類似の

制度であるため、改訂版として扱うこととした。 

成實 山田 山田 

第五回 

改 定 

2011.6.21 手順書の名称「屋内配線用（EM）ユニットケーブ

ルの評価手順書」から(EM)の文字を削除した。 

成實 山田 山田 

 


