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UL、CSA、cULとは
1. UL(Underwriters Laboratories Inc.）

2. CSA(Canadian Standards Association）

ULは危険性のある電気器具等から身体、生命や財産を保護するために非営利機関として1894年に
設立されました。現在では、防災機器や電気製品、部品、材料等のさまざまな分野の製品に対して研
究、検査、試験が行われ、規格の発行、製品の認定がされています。
アメリカ中央政府では、電気製品の安全規制が制定されておらず、その安全規制を制定する権限は各
州政府に与えられています。しかし、ほとんどの各州政府または州内の各自治体ではULが認められ、
その州政府、自治体において製品の安全性を証明する際にはULのサービスが利用されています。よ
って電気製品のUL認定は、アメリカに対する輸出の必須条項といえます。弊社は、ULよりリスティン
グ（フレキシブルコードのSTO等の製品が対象）とレコグニッション（AWMの2501等の製品が
対象）という認定のサービスを受けております。

UL was established as a nonprofit agency to protect the body, the life, and the property from a 
dangerous electric appliance shop etc. in 1894.
In an American central goverment, the safety restriction of an electric product is not enacted, and 
the authority to enact the safety restriction is given to each provincial government. However, UL is 
admitted in most each provincial government or an intrastate each one rule body, and when the safety 
of the product is proven in the provincial gobernment and the municipality, the service of UL is used.
Therefore, it can be said that the UL recognition of an electric product is a precondition of export 
to the United States. Our company is receiving the service of recognition named listing (The 
product such as STO of a flexible code is an object) and Recognition (Products such as 2501 of 
AWM are objects) from UL.

cUL is that UL does the business of the examination, the attestation, and the quality examination 
registration to the product for Canada. UL has received the attestation from Canada standard 
council (SCC) as certifying bod (CO) and testing body (TO). Moreover, it is being recognized 
officially from all states and all Territory now.
The cUL mark for Canada has the following two in our company. It is a listing for Canada mark in 
the United States for the target product of the listing mard (flexible code). Moreover, it is 
Recognisshommarc in the United States for target product (AWM) of Recognisshommarc for 
Canada. cUL for Canada and the UL mark of the past for the United States are both marks of UL. 
The cUL mark is the one that examines according to the CSA standard, and is put on the product 
that has been suited. Moreover, the UL mark of the past examines according to the UL standard, 
and is put to the product that has been suited.
The difference with the CSA mark is CSA the certifying bod or UL. Both examinations are done 
according to the CSA standard.

CSA was established as a nonprofit agency by the cooperation of the government and the 
industrial world in 1919.
It is similar to the case of UL, and is necessary to suit the CSA standard as a precondition of the 
export of the product to Canada.
The UL standard and the CSA standard have the same part according to the target product, and 
have a lot of difference points. Both of UL in recent years and CSA get the tendency for the 
exchange to increase, and to harmonize the standard as much asa possible shown.

CSAは1919年に政府と産業界の協力により、非営利機関として設立されました。
ULの場合と同様で、カナダに対する製品の輸出の必須条件としてCSA規格への適合が必要です。
UL規格とCSA規格は、対象製品によっては同じ部分も有りますが、相異点も多くあります。これは
CSA規格が政府機関の意見が多く反映されることに対して、UL規格は産業界の意見が多く反映され
ている等の性格の違いによるものと考えられます。
しかし、近年UL、CSAの両者は交流が多くなり、規格をできるだけ調和させようという気運が見られる
ようです。

3. cUL

cULとは、ULがカナダ向け製品に対して試験・認証・品質審査登録の業務を行うことをいいます。UL
は、カナダ規格審議会（SCC）から認証機関（CO）及び試験機関（TO）として認証を受けています。また
現在では、全州、全準州から公認されています。カナダ向けのcULマークとしては、弊社には次の2つ
があります。アメリカにおいてリスティングマークの対象製品（フレキシブルコード）の場合、カナダ向け
もリスティングマークとなり、アメリカにおいてレコグニッションマークの対象製品（AWM）の場合、カ
ナダ向けもレコグニッションマークとなります。カナダ向けcULもアメリカ向けの従来のULマークもと
もにULのマークです。cULマークはCSA規格に従って試験を行い、適合している製品に付けられるも
ので、従来のULマークはUL規格に従って試験を行い、適合している製品に付けられます。CSAマーク
との違いは認証機関がCSAかULという違いで、どちらもCSA規格に従って試験が行われます。

CSA規格の形態

CSAマーク
c-ULマーク

CSA
UL

CSA規格
CSA規格

適 応 規 格登 　 　 録表 　 　示

規格認証マーク

CSAとc-ULの比較
①安全適応規格は、同じです。
②試験・認証・審査登録が違います。　CSA-CSA-JQA／c-UL-UL-㈱UL JAPAN
③②によって認証マーク及び表面表示が異なります。（各シリーズ表面表示参照）

連邦政府/Federal government

カナダ規格審議会
Canada standard council

カナダ規格協会
Canadian Standards Association

：規格作成機関の評価/Evaluation of standard making organization

規格作成機関
Standard making organization

規格作成機関
Standard making organization

認証機関/Certifying bod
試験機関/Testing body

認証機関/Certifying body
試験機関/Testing body

日本の機関/Organization in Japan
㈱UL JAPAN

日本の機関/Organization in Japan
ＪＱＡ

規格作成/Standard marking

米国保険業者試験所
Place of examination of insurer

of the United States

カナダの規格作成
Standard marking of Canada

カナダ国家規格/Canadian national standard

他機構
Another mechanism

ｃ-ＵＬマーク/c-UL marking

ＣＳＡ規格/CSA standard

ＣＳＡマーク/CSA marking

CGA
CGSB
ULC
EEMAC

ＳＣＣ

ＣＳＡ ＵＬ
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TÜV認証取得製品について CEマーキングとは
1. TÜVとは

2. テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社の認証

TÜV（技術検査協会）はドイツの政府公認の検査機関であり、TÜVラインランド、TÜVバイエルンのよ
うにドイツの各地方に存在しています。ドイツ政府等の公共性のある団体は、ほとんどすべてTÜVによ
って検査を行います。
TÜVは独立した第三者検査機関としての性格を持ち、検査業務の厳密さは職員の高い技術的レベル
はEU域内ではもちろんのこと、世界的に有名です。
弊社の海外規格シリーズは、TÜVラインランドの系列会社であるテュフ・ラインランド・ジャパン株式会
社より認証を受けております。

TÜV (technological inspection society) is an inspecting agency of the government endorsement of 
Germany, and it exists in Germany various places like the TÜV line land and TÜV Bavaria, etc. A 
public group such as German governments that is inspects almost all by TÜV.
Staff's high, technical level of the strictness of the inspection business has the character as an 
independent third party inspecting agency by TÜV, and is famous of course and worldwide in the 
EU region.
Iｎｔｅｒnational standard SERIES of our company receives the attestation from TÜV line land Japan 
Ltd. that is the subsidiary company in the TÜV line land.

EC instruction is issued by EC board of directors of European Union (EC) according to each field 
such as an electric equipment, the machine plant, the radio interference, medical equipment, and 
toys aiming at the thing that the human body, the domestic animal or the property is not 
jeopardized. It corresponds to Low Voltage Directive as an electric wire cable in that.
It is necessary to follow this instruction the electric equipment the range of the object of Low 
Voltage Directive designed to use it with AC50～1000V and DC75～1500V, and to circulate the 
product in EC market.
The safety of the product is proven by using the safety standard in the EN standard (Europe 
adjustment standard), HD (HARMONIZATION DOCUMENT), the IEC standard (International 
Electrotechnical Commission), and each country of Europe in Low Voltage Directive (In order of 
priority), and it is demanded to display the CE marking in the product or wrapping.

If the inspection and the examination are done as well as the CE marking according to EN50525-1 
(claims postulated of the electric wire cable), and the safety of the product is proven, the target 
product can receive the product recognition. （There are a number of core and size off the subject 
for recognition because there is no application safety standard on a part of International standard  
SERIES.）
Moreover, the factory audit produce by meeting the standard for the target product whether it 
being done is held. This can receive the factory attestation if it is done based on the ISO9000 
series standard, there is no problem, and the correction is lectured to the problem.
As mentioned above, the supply of a safe product steady by the inspection of the target product, 
and doing the examination and two attestations of the audit of the quality system concerning it is 
guaranteed.

対象製品はCEマーキングと同様にEN50525-1（電線ケーブルの要求事項）に従って検査・試験が行
われ、製品の安全性が証明されれば製品認定を受ける事が出来ます。（海外規格シリーズの一部に適
用安全規格がないため認定対象外の線心数、サイズがあります。）
また、対象製品に対して規格を満足する生産が行われているかどうかについての工場監査が行われま
す。これは、ISO9000シリーズ規格に準じて行われ問題がなければ、また、問題に対して是正処置が
講じられれば、工場認証を受けることができます。
以上のように、対象製品の検査、試験とそれに関する品質システムの監査の2つの認証を行うことによ
って安定した安全な製品の供給が保証されます。

1. EC指令（EC Directive）
欧州連合（EC）のEC理事会より人体、家畜または財産が危険にさらされない事を目的として電気機
器、機械設備、無線妨害、医用機器、玩具等の各分野別にEC指令が発行されています。電線ケーブル
としては、その中で低電圧指令（Low Voltage Directive）が該当します。
低電圧指令の対象範囲はAC50～1000V、DC75～1500Vで使用するように設計された電気機
器であり、EC市場で製品を流通させるためにはこの指令に従う必要があります。
低電圧指令では（優先順に）EN規格（欧州整合規格）、HD（調和文書）、IEC規格（国際電気標準会議）、
欧州各国の安全規格を使って製品の安全性を証明し、製品または包装にCEマーキングを表示する事
を要求しています。

Our CE marking product executes the CE marking by using EN50525-1 (claims postulated of the 
electric wire cable) for a past UL or cUL recognition cable.（International standard SERIES）
Therefore, it is possible to replace it from our electric wire cable that has been used since the past as it is.
Moreover, the CE marking product of the C3 series conforms to the IEC standard the GB standard, 
and executes the CE marking based on EN50525-1 (claims postulated of the electric wire cable).

2. 弊社のCEマーキング製品
弊社のCEマーキング製品は、従来のULまたはcUL認定ケーブルに対してEN50525-1（電線ケー
ブルの要求事項）を使ってCEマーキングを実施しております。（海外規格シリーズ）
よって、従来よりお使いになられている弊社電線ケーブルからそのまま置き換えが可能です。
また、C3シリーズのCEマーキング製品は、GB規格がIEC規格に準拠しており、EN50525-1（電線
ケーブルの要求事項）に基づきCEマーキングを実施しております。

電気用品安全法とは

It divided into "Electrical Appliance and Material Control Law" on April 1, 2001 and it was enforced 
with Electrical Appliances and Materials Safety Law. The purpose of the new law is "Danger with 
electric articles and occurrences of the trouble are prevented by manufacturing electric articles, 
restricting sales etc. , and promoting the private entrepreneur's independent activity about securing 
the safety of electric articles". In a word, it became a self confirmation by the manufacturing 
entrepreneur and the importer, etc. who made from "Prior restriction" to "Restriction after the fact", 
and put in check JECTEC (JET etc.) by the third party inspecting agency. About the technological 
standard on Electrical Appliances and Material Control Law of ministerial ordinance provide the 
standard in the technology of electric appliance,should suit standards. 

1. 電気用品安全法
電気用品安全法とは平成13年4月1日より、「電気用品取締法」にかわり施行されました。新法の目的
は、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主
的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止する」です。つまり、「事
前規制」から「事後規制」にし、かつ、第三者検査機関によるチェックJECTEC（JET等）を組み入れた製
造事業者・輸入業者等による自己確認になりました。電気用品安全法上における技術基準については、
電気用品の技術上の基準を定める省令に適合していなければなりません。

The PSE mark product of our C3 series obtains the attestation based on the appended table 12 of 
the interpretation of the ministerial ordinance Electrical Appliances and Materials Safety Law and  
executes the PSE display.

2. C3シリーズの電気用品安全法製品（PSE表示品）
弊社のC3シリーズのPSEマーク製品は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の別表第十
二に基づき認証を得てPSE表示を実施しております。

島根工場認定証 STO認定証
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CCCとは
CCCとは、China Compulsory Certification（中国強制認証）の略で、中国国内で販売される製品
の安全性やEMCなどに関する認証制度です。
CCC認証を取得していない製品は、中国国内での出荷、中国への輸入及び販売などの商業行為が禁
止されています。
対象となる製品にはCCC認証マークの表示が義務づけられます。

CCC is the abbreviation for China Compulsory Certification. 
This is an attestation system about safety or EMC etc. of the product sold in China.
As for the product which does not acquire attestation, commercial acts, such as shipment in 
China, import and sale to China, are forbidden.
A duty of the display of a CCC attestation mark is imposed upon the object product.

Products requiring Certification should be the following 19 items, 132 categories listed in the ""First Catalogue of 
Products Subjects to Compulsory  Certification"" published as ""Joint Announcement No. 2001-33 by the General 
Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine(AQSIQ) and the Certification & Accreditation 
Administration of China(CNCA)"". 

認証の対象製品は、当初「国家品質監督検査検疫総局及び国家認証認可監督管理委員会公告2001年第33号」の
「第一次強制製品認証実施製品リスト」に公表されている以下の19類132種に適用されました。
●

Frequent additions have been announced, however, and as of September 2009, the range of items subject to the 
requirements includes 160 product categories in 22 groups.

強制品目の追加は頻繁に行われており、2009年9月現在、22類160種が対象範囲になっています。●

An electric wire and a cable are equivalent to 5 categories of the electric wires and cables of First Catalogue of 
Products Subjects to CompulsoryCertification. 
Five categories are classifiable as follows.

電線・ケーブルは、第一次強制製品認証実施製品リストの電線ケーブルの5種にあたります。
5種は以下のように区分できます。

●

The CCC mark product of our company is equivalent to the rubber insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750V, or the polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V, and it 
obtains the attestation based on China standard GB/T 5013.1～5013.7 or GB/T 5023.1～5023.7.

当社での電線・ケーブルの適合は定額電圧450/750V以下のゴム絶縁電線ケーブル又は定額電圧450/750V以
下のポリ塩化ビニル絶縁電線ケーブルにあたり、中国規格GB/T5013.1～5013.7又はGB/T5023.1～
5023.7に基づいて認証を得ております。

●

 1 ．電線ケーブル　計5種
 2 ．電気回路開閉器及び保護用又は
　　　接続用電器装置　計6種
 3 ．低電圧器具　計9種
 4 ．スモールパワーモーター　計1種
 5 ．電動工具　計16種
 6 ．電器溶接機　計15種
 7 ．家庭用及び類似用途の設備
　　　計18種
 8 ．音声画像設備類　計16種
 9 ．情報技術設備　計12種
10．照明設備　計2種
11．通信端末設備　計9種
12．自動車車両及び安全部品　計4種
13．車両用タイヤ　計3種
14．安全ガラス　計3種
15．農業機械製品　計1種
16．ラテックス製品　計1種
17．医療器械製品　計7種
18．消防製品　計3種
19．安全技術予防製品　計1種

　1　.　Electrical wires and cables (5 categories)
　2　.　Switches for circuits, Installation protective and 
connection devices (6 categories)

　3　.　Low-voltage Electrical Apparatus (9 categories) 
　4　.　Small Power motors (1 category)
　5　.　Electric tools (16 categories)
　6　.　Welding machines (15 categories)
　7　.　Household and similar electrical appliances
(18 categories)

　8　.　Audio and video apparatus (16 categories)
　9　.　Information technology equipment (12 categories)
10.　Lighting apparatus (2 categories)
11.　Telecommunication terminal equipment (9 categories)
12.　Motor vehicles and Safety parts (4 categories)
13.　Motor vehicle tires (3 categories)
14.　Safety Glasses (3 categories)
15.　Agricultural Machinery (1 category)
16.　Latex Products (1 category)
17.　Medical Devices (7 categories)
18.　Fire Fighting Equipment (3 categories)
19.　Detectors for Intruder Alarm Systems (1 category)

・コードセット
・鉱業用撓みゴムケーブル
・交流定額電圧3kV以下の鉄道機関車
車両用電線ケーブル
・定額電圧450/750V以下のゴム絶
縁電線ケーブル
・定額電圧450/750V以下のポリ塩
化ビニル絶縁電線ケーブル

・Cord sets
・Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes
・Insulated cables (wires) for railway vehicles of 
rated voltage up to and including 3kV 
・Rubber insulated cables of rated voltages up to 
and including 450/750V
・Polyvinyl chloride (PVC) insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750V

規格概要紹介

（１）電気用品安全法
電気用品技術基準：一般家庭や商品などにおける粗悪な電気用品による火災、感電事故の防止と、ラジオ、テレビなどの電波障害
による雑音防止を目的として定められた法律。電線全部が電気用品ということではなくて、対象とする範囲があって、一定の品種
が定められている。

（２）JIS規格
Japanese Industrial Standard（日本工業規格）工業標準化法に基づいて調査審議され、政府により制定された規格。汎用性
の高い電線について規定されている。

（３）JCS規格
Japanese Cable Makers' Association Standard（日本電線工業会規格）で、JISに規定されたもの以外の電線製品の標準化の
ため日本電線工業会が作成した規格。

（４）UL規格
Underwriters Laboratories Inc（米国火災保険協会）により電気製品による火災、盗難その他の事故から人命、財産を保護す
る目的で制定された規格。日本から米国などに電気製品を輸出する際には最も重要な規格。

（５）CSA規格
Canadian Standards Association（カナダ規格協会）により電気製品の使用上、人命の保護あるいは安全保障を目的として制
定された規格。カナダ向け電気製品の輸出にはこの規格の認定に合格する必要がある。

（６）IEEE規格
Institute of Electrical and Electlonics Engineers（米国電気・電子技術者協会）により、電気設備器具、機械及び電子
部品・コンピュータ等について規定している。

（７）EIA規格
Electronic Industries Alliance（米国電子機械工業会）で、一般家庭用、産業用電子機器部品の規格を制定。電子管、録音音
響機器、通信機、半導体等。RS規格、EIA／TIA規格等として示される。RS232、422などのインターフェース規格は有名。

（８）ASTM規格
American Society for Testing and Materials（米国材料試験協会）により、米国内における工業材料に関する仕様書及び試
験方法の標準化を目的として制定された規格。

（９）MIL規格
米国のDepartment of Defence（国防省）により連邦政府機関で使用する材料、製品、役務および一般産業用の仕様を統一する
目的で制定された規格。

（１０）NEMA規格
National Electrical Manufacturers Associations（米国電機製造者協会）により電機製品などの選択および購入の手引き
とする目的で制定された団体規格。電線関係の規格では、巻線規格が国際的にも広く認められている。

（１1）GB規格
中国の国家標準。中国標準化年鑑（目録）が刊行されている。

（１2）EN規格
European Norm（European Standerds：欧州規格）の略称で、EU加盟国間の貿易円滑化と同時に産業水準統一化のため、
CEN（欧州標準化委員会）、CENELEC（欧州電気標準化委員会）やETSI（欧州電気通信標準化機構）が策定する欧州統一規格です。

（１3）IEC規格
International Electrotechnical Commission（国際電機標準会議）により電気に関する規格を国際的に統一及び協調を促
進する目的で制定された規格。電線関係では、裸線（アルミ導体）、巻線、電力ケーブル、通信ケーブル、高周波ケーブル、光ファ
イバ、船用電気設備などの規格が制定されている。

（１4）ISO規格
International Organaization for Standardization（国際標準化機構）により電気分野以外の分野の規格を国際的に統一および
協調を促進する目的で制定された規格。電線関係では、裸線（地金）、自動車用電線などの規格が制定されている。

（１5）CEE規格
Commission Internationale de Certification de Conformite de l’Equipment Electrique（欧州電気機器統一安全規格委員
会）により欧州各国の電気機器の安全を確保するために制定された規格。日本から欧州向けに電子電気機器を輸出する場合には必
要な規格。

（7-1）RS-232C
1本の信号線でデータを伝送するシングルエンド伝送を用いております。
電圧レベルで伝送するためノイズに弱く規格ではケーブルの最大長は15mとなっています。
（7-2）RS-422
2本の信号線でデータを伝送するディファレンシャルを用いております。
0.3Vの電位差で信号と認識するため比較的ノイズに強く長距離延長が可能となり、規格で
はケーブルの最大長は1.2kmとなっています。
（7-3）RS-485
RS-422の上位互換となります。1対の信号線上に最大32台まで接続できるマルチドロッ
プ方式になっています。また信号線の終端に信号線がもつインピーダンスと等しい抵抗
（終端抵抗）を入れる事で伝送中の反射を抑え、信号波形の乱れを少なくする事ができま
す。その他の仕様はRS-422に準拠します。

表　I/Oケーブル特性比較表

適応規格

最大伝送速度

伝送距離

伝送方法

コネクタ形状

用途

RS-232C

TIA/EIA-232

20kbps

15m

シングルエンドモード

25pin 26pin
モデム-PC間接続
PC-PC間シリアル接続
PC-サーボドライバ

RS-422

TIA/EIA-422

10Mbps

1.2km

ディファレンシャルモード

規定無し

PC-サーボドライバ
遠隔制御信号

RS-485

TIA/EIA-485

10Mbps

1.2km

ディファレンシャルモード

規定無し

PC-サーボドライバ
遠隔制御信号


