
２０２０．１ Copyrite Furumiya

名 称 と 用 途

配線材料・器具・機器類（第２種電気工事士試験によく出る材料・計器・工具）

名 称 用 途 名 称 用 途

１ アウトレットボックス 配線回路の接続や分岐線

の接続や照明器具の取付

箇所やスイッチ回路の埋

め込みタイプとして天井

内や壁の内部に使用。

７ 塗しろカパー スイッチボックス等のボ

ックスの表面に取り付け

て、内装仕上げとの調整

に用いる。

２ コンクリートボックス コンクリート埋設箇所に

用途はアウトレットボッ

クスとしてほぼ同じ。

８ 継ぎ枠 スイッチボックス等の表

面に取り付け塗しろカバ

ーが浅い場合さらにこの

次枠を取り付けて内装仕

上げに合わせる。

３ ねじなし露出スイッチ

ボックス

金属管配線の埋込配管

時、配線器具(スイッチ

やコンセント)等取付に

利用するボック

ス．

９ 塗しろカパー スイッチボックスの表面

に取り付けて、内装仕上

げとの調整に用いる。

４ 埋込スイッチボックス 露出配管時の配線器具

(スイッチやコンセント)

等取付に利用するボック

スで．

１０ ノーマルベンド 金属配管の直角に曲がる

部分に用いる。

５ 丸形３方出露出ボックス

(２方出,４方出もある)

露出配管用ボックスで配

線回路の接続や分岐線接

続や照明器具の取付用と

して天井や壁等に取り付

ける。

１１ 絶縁ブッシング 金属管の先端に取り付け

入線時やその後の絶縁電

線の保護をする。

６ ユニバーサルエルボ 露出配管時、柱や梁を直

角に曲げて配管するとき

に使用。

１２ ネジなしブッシング ねじなし金属管の先端に

取り付け入線時やその後

の絶縁電線の保護をす。
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１３ カップリング ねじ付き金属管相互や金

属管とねじ付きノーマル

ベンドを接続する。

２０ リングレジューサ ボックスの径の大きい穴

に管を接続する場合に用

いる。

１４ ねじなしブッシング ねじなし金属管相互や金

属管とねじなしノーマル

ベンドを接続する。

２１ ヒィクスチャ

スタット

アウトレットのボックス

の底部に取り付け、寸切

ボルトを差込み照明器具

を取り付ける。

１５ ねじなしコンビネー

ションカップリング

金属製可とう電線管(２

種可とう電線管)とねじ

なし金属管と接続する。

２２ ウエザーキャップ 金属管から碍子引き配線

等に移行するとき絶縁電

線を保護し配管に雨水が

浸水しないようにする。

１６ アダプタ 異径金属管を接続する場

合や、ボックス等でノッ

クアウト穴が大きい場合

にこれを介して金属管を

接続する。

２３ エントランス

キャップ

金属管から碍子引き配線

等に移行するとき絶縁電

線を保護し配管に雨水が

浸水しないようにする。

１７ ユニオンカップリング 金属管相互の接続で金属

管を回すことが困難な場

合や配管のわずかのたる

み調整をするときに用い

る。

２４ エンドカバ

(ＣＤ管用)

合成樹脂可とう電線管を

コンクリート埋設配線か

ら二重天井内に配管する

のに用いる。

１８ ねじなしボックス

コネクタ

ねじなし電線管とボック

スの接続に用いる。

２５ ＴＳカップリング 合成樹脂管を接続すると

きに使用する。

１９ ストレートボックス

コネクタ

２種金属製可とう電線管

とボックスを接続する。

２６ ２号ボックス

コネクタ

硬質ビニル電線管とボッ

クスの接続に用いる。
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２７ パイラック 金属管や合成樹脂管を

鉄骨材等に取り付け固

定するもの。

３５ ウエザーキャップ

(合成樹脂管属管用)

合成樹脂管から碍子引き

配線等に移行するとき絶

縁電線を保護し配管に雨

水が浸水しないようにす

る。

２８ ターミナルキャップ

(合成樹脂管用)

合成樹脂管から碍子引き

配線等に移行するとき絶

縁電線を保護し配管に雨

水が浸水しないようにす

る。

３６ 天井用引掛

シーリング

照明器具でチェン吊りの

場合照明器具に接続され

ている差込プラグを接続

する。

２９ サドル 金属管や合成樹脂管を

造営材等に取り付け固

定するもの。

３７ 防水型コンセント 雨水や水撥ね等で侵水す

る可能性がある箇所に用

いる。

３０ 接地金具

(商品名:ラジアスクランプ)

金属管に巻き付けて接地

用線を取り付ける。

３８ インサート コンクリート天井に埋込

んで、ボルトを差込み照

明器具や配管支持材等を

天井から支持する。

３１ 埋込片切スイッチ 照明器具等の点滅に持ち

てる。

(●印があるのは片切)

３９ 天井用引掛

シーリンク(丸形)

照明器具でチェン吊りの

場合照明器具に接続され

ている引掛型差込プラグ

を接続する。

３２ 埋込３路スイッチ 照明器具等の２カ所また

は３カ所以上の点滅に使

用。(●印がないのは３

路または４路スイッチ)

４０ 引掛シーリング

ローゼット

照明器具でコード吊りの

場合照明器具に接続され

ている引掛型差込プラグ

を接続する。

３３ パイロットランプ 照明器具や換気扇等の入

切りの表示状態を示すの

に使用。

４１ 露出形３路スイッチ 照明器具を２カ所から点

滅するときに使用。

(●印がないのは３路また

は４路スイッチ)

(例：階段の上下)

３４ 埋込接地付コンセント 接地が必要なコンセント

として同一形状のプラグ

を用いる。

４２ 露出形接地付

コンセント

接地が必要なコンセント

として同一形状のプラグ

を用いる。
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４３ ランプレセプタクル ねじ込み式の電球を取り

付ける。

５１ キーソケット ねじ込み式電球やソケッ

トを取り付け、キーによ

り入り切りする。

４４ 連用取付枠 埋込用配線器具のスイッ

チやコンセントの取付に

使用。

５２ 調光器 照明の明るさを調整す

る。(埋め込み型)

４５ フロアコンセント

(丸方)

事務所等の二重床面に埋

め込んで使用する。

５３ 漏電遮断器 漏れ電流(漏電電流)を検

出して回路を遮断する。

(漏電を感知すると表面の赤いボ

タンが突出し過負荷保護動作と

区別できる黄色いボタンを押す

とブレーカは投入できる)。

４６ フロアダクト用ジャ

ンクションボックス

フロアダクトの電線の接

続や電線の引き込み等に

使用する。

５４ モータブレーカ 電動機の過負荷保護に使

用。(配線用遮断器と見分

けるのは、ブレーカの銘板

に適応電動機容量○○ｋ

Ｗと表示してある)

４７ インサートキャップ フロアダクトのジャンク

ションボックスの位置表

示に用いる。

５５ 配線用遮断器 配線の過負荷・過電流の保

護として分電盤内に組み

込んだり、単独でも使用す

るのに使う。

４８ 端子なしジョイント

ボックス

ＶＶＦケーブル露出配線

の接続ボックス。接続端

子は無い。

５６ 箱開閉器(電流計付) 主として、電動機の操作用

手元開閉器として使用。

４９ 端子付きジョイント

ボックス

ＶＶＦケーブルの露出配

線接続ボックス。接続端

子が内蔵されている

５７ カバー付ナイフ

スイッチ

負荷の手元開閉として、充

電部の露出した旧来の開

閉器に代わり、安全のため

合成樹脂のカバーを取り

付けたもの。

５０ ＶＶＦ用ジョイント

ボックス

天井面に取り付けてコー

ド吊照明器具を取り付け

る。

５８ 低圧進相コンデンサ 力率の改善のため回路に

並列に接続する。
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名 称 用 途 名 称 用 途

５９ 電磁接触器

(マグネットスイッチ)

電動機の操作を自動操作

または遠方操作として用

いる。

６６ 押し釦スイッチ 主に、電動機の電磁開閉器

の入り切り操作に用いる。

６０ スターデルタ始動器 比較的小容量(数ｋＷ～

１０数ｋＷ)の電動機の

始動に使用する。

６７ ケーブルラック 多数のケーブルを配線・収

容するのに天井から支持

材で造営材に固定して用

いる。配線用ピット内で垂

直・縦に取り付けビル等の

多数回にわたって取付配

線する場合もある。

６１ リモコントランス 照明器具の入り切りを遠

隔集中操作するため、

その配線回路を弱電流回

路に変換する変圧器とし

て使用。

６８ 爪付きヒューズ 過負荷保護として、ナイ

フスイッチや箱開閉器内

部に取り付けて使用す

る。

６２ リモコンリレー リモコン配線回路の制御

にリモコントランスとセ

ットで利用する。

６９ 温度ヒューズ 電熱器やホームこたつの

過熱の防止に用いる。

６３ リモコンスイッチ 照明器具等の入り切り・

点滅を集中・遠隔操作す

る。

７０ プラグヒューズ 包装ヒューズの１種で操

作回路や電動機等の過負

荷の保護に用いる。

６４ 蛍光灯用安定器 蛍光灯の点灯と放電を安

定させるために使用。

７１ ２種金属製可とう

電線管

金属管配管で変則的な屈

曲部や電動機の接続部に

用いる。

(通称：プリカチューブは

製造者の商品名)

６５ ネオントランス ネオン放電灯の点灯させ

るために使用。

７２ フロートレス電極棒 水槽の水位の検出に用い

る。下方へ伸びている部

分は水中へ上部は継電器

へ配線する端子台。
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７３ タイムスイッチ 照明器具や電動機を負荷

の入切りに、時間設定し

て負荷調整する。

８０ 自動点滅器 街灯などの明るさに応じ

て点滅させる。

７４ 防爆型照明器具

(白熱灯、水銀灯)

爆発性のガスや爆発しや

すい液体等がある場所や

保管場所の照明器具とし

て使用しなければならな

い。

８１ 接地抵抗計 接地抵抗値を測定する。

(計器部と補助極用の線と

補助極用の杭がある)

７５ 防爆型照明器具

(蛍光灯)

爆発性のガスや爆発しや

すい液体等がある場所や

保管場所の照明器具とし

て使用しなければならな

い。

８２ 絶縁抵抗計 電気回路の配線や機器の

絶縁抵抗値を測定する。

(高圧用と低圧用があり、

他の測定器との判別は計

測部の測定単位にて判定

する、)

７６ 誘導灯 非常の際、避難口の位置

を示すもの。

８３ 回路計(テスター) 回路の電圧、抵抗値、電

流の測定に用いる。

７７ ネオンサポート ネオン電線の支持に用い

る。

８４ クランプメータ 回路の電圧、抵抗、電流

の測定に用いる。

(電流測定で電線を分離せ

ずクランプで電線を挟ん

で測定できる)

７８ チューブサポート ネオン管の支持に用い

る、

８５ 検相器 低圧三相回路の相順を調

べる。計器のメモリ盤の

矢印の回転方向で正・逆

を確認す出来る

７９ 低圧ノッブがいし 低圧碍子引き工事の電線

の支持にバインド線にて

結束支持する。

８６ 照度計 受光部と測定値表示部が

ある。明るさの単位は

Ｌｘ（ルックス）。
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８７ 低圧用検電器 低圧回路の充電の有無を

調べる。(高圧用検電器

も形状や色がほぼ似てい

るものがある。)

９６ 回転計 回転中の電動機の回転軸

に接触させて１分間のそ

の回転数を計測する。(単

位:RPM)

８８ 電力量計

(または積算電力量計)

誘導型電力量計といい消

費電力量に対応した電力

で内部の円盤が回転し電

力量をカウントする。

９７ 合成樹脂管用カッタ 合成樹脂管の切断に使用

８９ リーマ クリックボールに取り付

けて金属管の内面のバリ

取りをする。

９８ ディスクグラインダ 金属加工時のバリ取りや

鉄板の切断等に用いる。

９０ クリックボール 先端にリーマや羽根きり

等を取付けて管端処理や

ドリルとしてキリを取り

付け木材の穴あけ加工に

も用いる。

９９ プリカナイフ 二種可とう電線管(通称プ

リカチューブ)の切断に利

用。

９１ ガストーチランプ 合成樹脂管の曲げ加工や

ハンダを溶かすのに用い

る。

１００ ボルトクリッパ 太い電線や鉄線を切断す

る。

９２ リングスリーブ用

圧着ペンチ

リングスリーブの圧着加

工に用いる。

(取っての色は黄色であ

る)

１０１ ワイヤス

トリッパ

絶縁電線の被覆をはぎ取

る。

９３ 圧着ペンチ 圧着端子加工に用いる。

(取っ手の色は赤色であ

る)

１０２ ケーブル

ストリッパ

ＶＶＦケーブルの外装や

絶縁部の被覆をはぎ取る

９４ 油圧式圧着工具 油圧力で太い電線の接続

部をリングスリーブや圧

着端子を使用し接続す

る。

１０３ 呼び線挿入器 電線管内に入選時、先に

この内部のスチール線を

挿入し、その後電線と接

続して入線する。

９５ 油圧式圧縮工具 油圧力で太い電線の接続

部を圧縮端子を使い接続

する。(圧縮と圧着の違

いは、刃の部分の形状)

１０４ 安全帯 電柱作業や高所作業で、

落下防止に使用。
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１０５ シメラー 架空線工事で、電線のた

るみを取るため架空線を

引っ張る。

(語源はしめるから。)

１１３ ノックアウト

パンチ

油圧式で金属製のプルボ

ックスや鉄板に穴をあけ

る。

１０６ パイプカッタ 金属管の切断に手動で使

用。

１１４ パイプレンチ 大サイズの配管時金属管

の接続やねじ付きカップ

リングを堅固に締め付け

るときに使用。

１０７ 高速カッタ 金属管やアングルのよう

な鋼材を切断するのに使

用。

１１５ 振動ドリル ドリルの様に回転と震動

によりコンクリート等に

穴あけをする。

１０８ ダイス リードラチェット形ねじ

切器に取り付けて金属管

のねじを切る。

１１６ ラインダクト 店舗や工場内の照明電源

の取り出しや取り付け及

びコンセントの取り出し

として使用。

１０９ リードラチェット形

ねじ切器

金属管のねじ切を手動で

行う。

１１７ 線付防水ソケット 屋外照明器具取付等に使

用。

１１０ 電動ねじ切器 電動で金属管のねじを切

る。(ネジ切旋盤ともい

う)

１１８ ペンダント

スイッチ

コードの先端に取り付け

照明器具の入切りに使用

１１１ 油圧式パイプベンダ 大サイズの金属管の曲げ

加工するときに使用す

る。

１１９ キャノピー

スイッチ

照明器具のケース内に取

り付け、照明を入り切り

する。

１１２ パイプベンダ 人力で金属管の曲げ加工

に使用。

１２０ プルスイッチ 照明器具の入り切りに使

用。
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名 称 用 途 名 称 用 途

１２１ ＣＤ管 コンクリート内や地中配

管に使用。

１２２ 差込形コネクタ ジョイトボックス内の接

続時に使用。テープ巻き

不要

１２３ リングスリーブ ２.６Mm 以下の電線の

ジョイやボックス内の接

続時に使用。テープ巻き

を必要。


