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JECTECの更なる発展を目指して

　私は、本年6月から井上専務理事の後任として当センター（JECTEC）に勤務しております。よろしく

お願い申し上げます。

　さて、JECTECにとって、昨年度は設立以来の大きな変革の年でありました。即ち、昨今の厳しい経

済状況の中で運営基盤の安定化を図るという観点から、研究開発を主体とする事業運営にとどまらず、

認証事業の拡大がはかられることとなり、JECTECの定款が変更され事業としてその位置づけが明確化

されたのであります。

　JECTECは、平成3年の設立以来、電線ケーブルに関する環境対応技術の開発及び試験，検査，情報

サービスなどを通じて我が国の電線技術の向上に努め、産業社会の発展に貢献してまいりました。こ

の間、事業推進に必要な多くの経営資源が蓄積されており、JECTECの更なる発展を目指す良い機会と

なっております。

　平成16年度のJECTEC事業計画の基本方針によれば、「試験認証事業の拡大を図るとともに、一般試

験及び情報サービス事業は会員ニーズをより一層重視して顧客満足度の向上を目指して活動を展開す

る。研究開発事業では、リサイクル・環境分野の共研及び委託プロジェクトを続行するとともに、IT

及び防災を含めた重点4分野（環境、IT、エコ、防災）の新規課題への取り組みを行う。」となっており、

この基本方針を着実に実施していくこととしております。

　JECTECは、今後とも正会員会社，賛助会員会社及び電線ケーブル業界のニーズに応えられるよう「信

頼できる法人」として事業を推進して参る所存です。

　今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます。

（社）電線総合技術センター

専務理事　中 谷 啓 吾
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全　　般

　平成15年度の活動を基本4事業（研究、一般試験、認証
試験、情報サービス）の動向を中心に以下、概観する。

1．会員動向
　年度末で正会員67社､賛助会員45社で合計112社であっ
た。研究終了に伴う関連企業の退会があり､賛助会員は昨
年度比11社減となった。また（社）日本電線工業会と相互
会員乗り入れを実施し、従来よりさらに緊密な情報交換
を行い会員サービス強化を図ってゆくこととなった。

2．収支および人員体制
　当期収入は333百万円､当期支出は327百万円であり､次
期繰越金は152百万円となった。昨年度より収入支出とも
減少したが､これは公的補助を前提とした研究開発テーマ
が予定通り推進できなかったこと､さらに電気用品認証事
業が伸び悩んだことなどによる。一方､一般試験事業は新
規顧客も増え堅調であった。常勤役職員は専務理事以下
30名､総務部､業務部､試験・研究4グループおよび認証試
験室の体制で基本4事業を推進した。

3．事業概要
1）研究開発事業：助成獲得が予定通り進まなかったこと
もあり予定していた実用化研究は着手できなかった。そ
のため､業務目標を下記のような重要課題の可能性調査に
絞り､実用化に向けた課題の整理と抽出を中心に調査研究
活動を行った。
　環境分野では､廃光ファイバケーブルの再生利用技術に
関する調査研究および廃電線の鉛除去技術の調査を実施
し､それぞれ実用化に向けた技術的可能性を見いだした。
　架橋ポリエチレン廃材のワックス化および電線の静脈
系LCAインベントリ調査は予定通り進行中である。廃農
ビフィルムおよびビニループ再生材料の電線への適用可
能性調査は､それぞれ実用化可能性ありとの結論を得て終
了した。
　材料分野では､エコ材料押出時のダイスかす低減など､3
テーマをマルチクライアント研究または共同研究として
実施した。
2）一般試験事業：受注試験件数および金額とも昨年度を
上回った。相談（コンサルティング）件数の増加傾向とも
合わせ､電線関連の総合試験機関としてその認知度は着実
に高まりつつあると自負している。　
　安全性グループは､受託件数228件と試験3グループのな
かで最も多く､昨年度比30％増であった。コーンカロリ
メータの測定依頼が相変わらず多いことに加え､耐火防護
管､建材関連など電線以外の耐火・燃焼試験が増えてい

る。
　材料化学グループでも受託件数101件と昨年度比15％増
となった。設備的に対応困難な件名に対しても外注活用
により顧客要求に応える姿勢で受注を伸ばした。
　電気物理グループでは受託件数67件と昨年度よりわず
かに減少したがこれは電力ケーブル関係の受託件数の減
少によるものであり､業界全体の動向と連動している。
　LANケーブル､同軸ケーブルなど通信関連の試験受注を
増やすため､業界動向に合わせた方向転換を図っている。
3）認証試験事業：電気用品適合性検査実績は受付件数､収
入ともに14年度実績を下回る結果となったが､新規利用社
は着実に増加している。昨年度電気用品安全法の改正が
あり､JECTECでは中立性に対する新法の要件に従って､定
款変更､役員構成変更および新会長選任を行い登録検査機
関としてその基盤を確立した。配線器具への参入準備と
して､検査設備の整備と検査技術の習熟に努めた。現在、
検査機関登録申請中である。JIS公示検査は今年度の指定
品目に電線が含まれておらず検査の実施はなかった。
　耐火耐熱電線ではISO/IEC17025認定試験所として試験
代行を実施しており、消防法改正に伴い電線工業会から
認定業務の移管を受けるべく準備中である。
4）情報サービス事業：調査研究として､経済産業省の助成
によりICタグを活用した電線の広域物流効率化の概念設
計を行った。またエコ材料に関する調査研究会およびセ
ミナーを開催し､エコ電線の普及促進に向けて課題の整理
と解決策について会員への情報提供を図った。 国内研修
3回､海外研修2回を開催した。特に海外研修は市場として
拡大しつつあるアジアでの知名度を高める上で有効であ
り今後も継続してゆく。

4．平成16年度事業方針
　認証事業および一般試験事業を拡大して収益構造の安
定化を図ることにより運営基盤の更なる強化を目指す。
　また会員へのサービス強化のため､会員ニーズを把握し
てニーズに基づく情報提供と試験機能の拡充を行ってゆ
く。
　研究開発事業では、業界共通の課題を取り上げること
を基本とし、環境対応技術では高精度分別技術など実用
化開発に改めて挑戦するとともに、鉛除去技術、光ファ
イバコアのリサイクルなど技術的ハードルの高い課題に
も積極的に取り組んでゆく。さらに会員の関心の高いエ
コ材料および通信関係測定技術についても会員の役に立
つ情報の提供を目指し、情報サービスおよび調査研究を
行う。

（会田センター長）
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総務部報告

　平成15年度は、電気用品安全法改正を受け、定款変更

及び大幅な理事変更の年となった。当期収支差額では、

プラスとなったが、正味財産減少が続いており、今後経

費削減、収入増等により正味財産減少を食い止めたい。

　会員が減少しており、今後会員サービスの強化を推進

し、会員の増強を図りたい。これまで特殊な会計ソフト

を使用してきたが、平成15年度下期より市販の公益法人

会計ソフトに切り替え、効率向上を図った。経費削減で

は、職員の大いなる協力を頂戴した。先輩方が構築され

たシステムを継承しつつ、改善すべき点は改善して行き

たい。

　総務部のスタッフ菅谷、石川、青嶋の3名の貢献に大い

に感謝。

1．平成15年度決算報告
（1）当期収支（平成15年度収支計算書参照）

　当期収入予算額429百万円に対して、決算額333百万円

となった。この差異は、研究開発で計画していた補助金

収入約65百万円が獲得できなかったこと及び委託Ｆで使

用した設備のNEDOからの買取り約29百万円が延期に

なったこと等による。

　当期支出予算額438百万円に対して、決算額327百万円

となった。この差異は、事業費の固定費を主体とした経

費削減約54百万円及びNEDOからの買取り延期を含めた

固定資産取得支出の削減約49百万円等による。

　当期収支差額予算マイナス9百万円に対して、決算額プ

ラス6百万円となった。

　予算に予備費として10百万円 を計上したが使用しな

かった。

（2）正味財産の増減

　当期収支差額、固定資産購入、退職引当金増加等によ

る20百万円の資産増加に対して、固定資産減価償却、固

定資産廃却、固定資産売却、退職引当金繰入等による78

百万円の資産減少があり、正味財産は58百万円減少した。

　ここ数年、ほぼ同様の正味財産減少が続いており、今

後経費削減、収入増等により正味財産減少を食い止めた

い。

（3）正味財産

　固定資産は土地472百万円、建物関係249百万円、機械

設備関係111百万円、その他47百万円の計879百万円で、

現金預金等の流動資産168百万円を加えた資産合計は1,047

百万円である。流動負債は未払金等15百万円で、建物設

備引当金等の固定負債40百万円を加えた負債合計は55百

万円である。資産合計から負債合計を差し引いた正味財

産は991百万円である。

2．平成16年度収支予算（平成16年度
予算書参照）

　平成15年度より若干小規模の当期収入380百万円、同支

出380百万円を計上した。支出の中には前述の委託研究で

使用した設備の資産取得17百万円および建物装置購入引

当目的の公債購入10百万円を予定している。また、委託

研究が獲得できた場合の費用の一時立替払いに備え借入

金限度額50百万円を設定した。

3．定款変更、新役員の選任
　平成15年6月の電気用品安全法改正を受け、定款の事業

範囲の拡大及び会員外理事数の増員等の変更を同年11月

14日の臨時総会でご承認いただいた。また、同日に開催

された理事会では、特定電気用品非該当の新理事が選任

された。その後経済産業大臣より定款変更の許可を受け、

特定電気用品認証事業の認定更新を行った。

4．総会
（1）通常総会

　平成15年度通常総会を平成15年6月10日に開催し、下記

の議案がいずれも原案通り可決された。

　　第1号議案 平成14年度事業報告及び決算報告に関す

る件

　　第2号議案 平成15年度事業計画及び収支予算に関す

る件

　　第3号議案 理事、監事選任の件

（2）臨時総会

　臨時総会を平成15年11月14日に開催し、下記の議案が

いずれも原案通り可決された。

　　第1号議案　定款変更の件

　　第2号議案　理事承認の件

5．理事会
　平成15年4月以降､平成16年3月までに理事会を7回開催

し、下記の事項について議決・報告された。

（1）平成15年度通常総会付議事項（審議項目は前記の総会
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議案の通り）

（2）会員異動の件（会員入退会）

（3）役員異動の件（内容は下記の通り）

（4）運営委員会委員、技術委員会委員の委嘱の件（交代者

の承認）

（5）臨時総会開催の件

（6）入会金及び会費規則改訂の件

（7）運営委員会規程改訂の件

（8）旅費規程改訂の件

6．役員交代
（1）理事の互選により岡山　紀男 会長が選任された。また

年度途中に岡山　紀男 会長が辞任し、松浦　虔士 会

長が選任された。

（2）年度途中に古河  潤之助、辻川  昭、原  精二、權正  信

行、宇佐美  淳、佐藤  教郎、富井  俊夫 理事が辞任し、

後任・新任に石原  廣司、松浦  虔士、染谷  浩康、井

戸  榮一、長山  定夫、木下  昌、戸佐  峰男、山本  宏

理事がそれぞれ選任された。

（3）年度途中に北郷　義時 監事が辞任し、後任に小泉　伸

太郎 監事が選任された。

7．会員状況
　正会員3社、賛助会員4社の入会がある一方、正会員4

社、賛助会員15社の退会があり、正会員1社、賛助会員11

社が減少した。今後、会員サービスの強化を推進し、会

員の増強を図りたい。

8．JECTEC役職員の陣容
　出向・研修研究員が1名増加する一方、嘱託・所属研究

員3名が減少し、合計で2名減少した。

9．建物、設備関係
　本館実験室排水系統の更新工事、本館周囲の舗装回収

工事、電話回線補修工事、東側の排水工事、熱分析装置

購入、光測定機器購入、3mキューブパーティション工事

等を実施した。また、消火器等法定機器・備品の更新を

実施した。

10．安全衛生活動
　平成15年度は『安全第一で達成しよう完全無災害』をス

ローガンとして掲げ、月例の安全巡視、センター外の安

全衛生講習会への参加、消火活動体験を含めた防災訓練

等の活動を通じて安全・防災意識の高揚を図った。

　更に消防署、警察署から講師を招いて救急法、交通安

全講習会を行うと共に、健康管理についてスポーツクラ

ブより講師を招いて「バランスストレッチ」の実技、ス

ポーツクラブでの体力測定及び浜松市より講師を招いて

「生活習慣病の予防について」の講演と幅広く活動を行い

安全衛生意識の高揚を図った。

　また、全職員によるヒヤリハット申告、安全標語作成

し、活発な意見交換を行った。

11．福祉関係
　早朝及び定時後のテニス、昼休みの卓球が引続き行わ

れており、またスポーツクラブの利用も盛んである。

　職員旅行を11月に実施し多数の参加を得る一方、豪華

景品付新年会を開催した。桜の季節には昨年に続き、幹

事の大奮闘で浜松城の一番人気の場所取りに成功、夜桜

を楽しみにしながら、皆大いに英気を養った。

12．経費節減
　1項でも述べたが、正味財産の減少が続いており、何と

か歯止めをかける必要がある。センター内に経費削減に

関する業務改善チームを設置し、職員の理解を得ながら

旅費規程見直しによる出張費削減、寮賄い費削減、寮賃

借料削減、省エネによる光熱水道費削減、通信費削減等

を推進した。合計削減予定金額は、約5百万円／年であ

り、引続き経費削減を進める予定である。

H15.3.31現在 入会 退会 H16.3.31現在

正 会 員 68 3 4 67

賛助会員 56 4 15 45

H15.4.1現在 H16.4.1現在 増減 備　　考

専務理事 1 1 0

出向・研修研究員 18 19 1 センター長・部長2を含む

嘱託・所属研究員 8 5 －3 契約社員を含む

所属事務員 3 3 0 派遣社員を含む

計 30 28 －2
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（森田総務部長）
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平成15年度収支計算書
（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）

単位：円

平成16年度予算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

単位：千円

科　目

Ⅰ．収入の部

1．会費・入会金収入

入会金収入

会費収入

賛助会費収入

2．事業収入

情報サービス

認証・一般試験

研究開発

3．補助金・寄付金収入

補助金

寄付金

4．固定資産売却収入

5．特定預金取崩収入

退職金引当預金

建物装置購入補修引当預金

6．受取利息

7．雑収入

当期収入合計（A）

繰越収支差額

収入合計（B）

Ⅱ．支出の部

1．事業費

情報サービス

認証・一般試験

研究開発

2．管理費

3．固定資産取得支出

4．特定預金支出

退職金引当預金

建物装置購入補修引当預金

5．敷金保証金支出

6．予備費

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

予算額 決算額 差　異

148,000,000 143,460,000 -4,540,000

0 200,000 200,000

133,000,000 130,810,000 -2,190,000

15,000,000 12,450,000 -2,550,000

234,310,000 171,960,724 -62,349,276

5,860,000 9,208,080 3,348,080

138,000,000 137,409,795 -590,205

90,450,000 25,342,849 -65,107,151

17,390,000 15,989,350 -1,400,650

17,390,000 15,989,350 -1,400,650

0 0 0

0 51,755 51,755

29,530,000 1,219,450 -28,310,550

320,000 1,219,450 899,450

29,210,000 0 -29,210,000

1,000 1,524 524

119,000 575,494 456,494

429,350,000 333,258,297 -96,091,703

146,325,408 146,325,408 0

575,675,408 479,583,705 -96,091,703

252,147,000 197,767,530 -54,379,470

32,177,000 34,189,660 2,012,660

114,190,000 98,401,426 -15,788,574

105,780,000 65,176,444 -40,603,556

114,460,000 116,078,358 1,618,358

59,092,000 10,221,750 -48,870,250

2,800,000 2,866,092 66,092

2,800,000 2,866,092 66,092

0 0 0

0 0 0

10,000,000 0 -10,000,000

438,499,000 326,933,730 -111,565,270

-9,149,000 6,324,567 15,473,567

137,176,408 152,649,975 15,473,567

（注）借入金限度額50,000千円

科　目

Ⅰ．収入の部

1．会費・入会金収入

入会金

正会員会費

賛助会員会費

2．事業収入

情報サービス

認証・一般試験

耐火バスダクト認定

耐火耐熱認定

研究開発

3．補助金寄付金収入

補助金

寄付金

4．固定資産売却収入

5．特定預金取崩収入

退職金引当預金

建物装置購入補修引当預金

6．敷金・保証金戻り収入

7．受取利息

8．雑収入

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

Ⅱ．支出の部

1．事業費

情報サービス

認証・一般試験

耐火バスダクト認定

耐火耐熱認定

研究開発

2．管理費

3．固定資産取得支出

4．特定預金支出

有価証券購入

退職金引当預金

建物装置購入補修引当預金

5．敷金・保証金支出

6．予備費

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

（注）借入金限度額50,000千円

予算額 前年度予算 増　減

141,760 148,000 -6,240

0 0

128,560 133,000 -4,440

13,200 15,000 -1,800

210,900 234,310 -23,410

6,800 5,860 940

148,000 136,700 11,300

1,000 1,300 -300

18,000 0 18,000

37,100 90,450 -53,350

7,000 17,390 -10,390

7,000 17,390 -10,390

0 0 0

0 0 0

19,893 29,530 -9,637

2,684 320 2,364

17,209 29,210 -12,001

0 0 0

25 1 24

130 119 11

379,708 429,350 -49,642

152,650 146,325 6,325

532,358 575,675 -43,317

218,049 252,147 -34,098

25,130 32,177 -7,047

118,543 112,890 5,653

1,396 1,300 96

17,694 0 17,694

55,286 105,780 -50,494

101,603 114,460 -12,857

38,614 59,092 -20,478

11,292 2,800 8,492

10,000 0 10,000

1,292 2,800 -1,508

0 0

0 0 0

10,000 10,000 0

379,558 438,499 -58,941

150 -9,149 9,299

152,800 137,176 15,624
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　業務部はJECTECの基本4事業の一つである情報サービ
ス事業を担当している。情報サービス事業の内容は、電
線・ケーブル技術分野での人材育成、情報交流を図る研
修やセミナー、会員社共通の課題に対して実態の把握、
分析、評価、課題抽出を行う調査研究委員会活動、広報
活動になる。
　平成15年度の活動を振り返ってみると、会員社の事業
環境の変化を情報サービス事業の活動にどのように反映
させたら良いのかと悩みながら、これまで情報サービス
事業として諸先輩が確立してきた活動を必死に継続させ
た1年であったといえる。

1．研修
（1）国内研修
　全国中小企業団体中央会の補助金交付事業として、浜
松、仙台、東京の3ケ所で実施した。
　浜松は4日間の後半2日間を「実習」の部としてJECTECの
試験装置設備を用いての研修とした。
　仙台研修では、北日本電線㈱、米沢電線㈱、昭和電線
電纜㈱の3社に世話役をお願いした。
　東京研修では、東日本電線工業協同組合の受講参加者
募集活動の協力が得られた。

表1　平成15年度国内研修実績

　座学の研修プログラムは、3ケ所共通で、7つの講義で
構成した。
「JECTECと電線業界」　JECTEC／田中　主管研究員　
「電線・ケーブルの知識」　JECTEC／山田　主管研究員　
「配電技術開発の動向」
　　浜松：中部電力㈱配電部／近藤　課長
　　仙台：東北電力㈱配電部／工藤　副長
　　東京：東京電力㈱配電部／内山　副長
「グループ討議・QC7つ道具」　DNV／柳原　監査員
「電線の製造方法」　JECTEC／清水　業務部長
「電線の規格と認証」　JECTEC／若月　認証試験室長
「地球環境問題と企業経営」　産能大学／勝田　助教授
（2）海外研修
　財団法人海外技術者研修協会（AOTS）の基盤人材育成プ
ログラムとしてタイ（バンコク）およびインドネシア（ジャ
カルタ）で開催した。
　インドネシア研修は、AOTSの海外研修事業の追加募集
と昨年度の研修を実施したインドネシア電線工業会から

業務部報告

の電線製造におけるダイスに関する研修の要請とがタイ
ミング的にも一致し実現した。

表2　平成15年度タイ研修実績

　タイ研修に参加された研修生は非常に意欲的で研修で
得たものを実際に自ら実行していこうという姿勢がうか
がわれた。また、日本が指導している現地工場の見学希
望が多くあり、今後の課題と受け止めている。
　インドネシア研修は、電線製造用ダイス（押出用、伸線
用）という現場指導要素の強い講義を求められての研修で
あったので、カリキュラムの構成から苦心させられた。
　研修生からは、日常業務を遂行する上でかかえている
問題点に対し直接的指導を要望する気持ちが強く伝わっ
てきた。

表3　平成15年度インドネシア研修実績

2．セミナー
　平成15年度の開催状況を表4に示す。

表4　平成15年度セミナー開催実績

　＃53セミナーは、IT化の進展につれ使用される機器の
電気信号が高周波数化している、電磁波による故障や誤
動作を防止するため、電気信号を伝える電線への信頼性
に対する要求、特に高周波信号に対する遮蔽性能の把握

開催地 開催日 参加者数（社数）

浜松（座学） H15.8.19～ 20 19（14）

浜松（実習） H15.8.21～ 22 15（  9）

仙台 H15.10.21～ 22 21（11）

東京 H15.12.2～ 3 27（21）

テーマ 開催日 場　所 参加者数

#53JECTECセミナー
H15.5.28 東京 34名

　EMCの技術動向と測定手法

#54JECTECセミナー
H15.9.11 東京 110名

　エコ電線の最近の動向

開催地 タイ　バンコク

開催日 2004年1月26日～30日（5日間）

研修タイトル 電線製造業における工場管理技術

講師（敬称略） 長崎（住友）、並川（日立）、岩辺（フジク

ラ）、田中（JECTEC）

研修生数 44名

現地協力機関 AOTSタイ同窓会

Electrical　and　Electronics　Institute

開催地 インドネシア　ジャカルタ

開催日 2004年2月16日～20日（5日間）

研修タイトル 電線製造用ダイスと設備管理に関するセミ

ナー

講師（敬称略） 田上（古河）、岩辺（フジクラ）、清水

（JECTEC）、田中（JECTEC）

研修生数 36名

現地協力機関 インドネシア電線工業会（APKABEL）

AOTSジャカルタ同窓会
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が強く求められるようになってきていることから、EMC
（Electromagnetic Compatibility:電磁環境の悪化を防止し、
電磁波利用の両立性を保つこと）の最新の技術動向、測定
手法をわかりやすく解説すると共に当センターで行って
いる同軸ケーブルの高周波遮蔽性能の評価技術を紹介し
ようと企画した。講演の題目と講師は下記の通り。
「EMCの技術動向」　　　　協立電子工業㈱　黒沼　弘 氏
「EMCの測定手法」　
　　　　　（社）関西電子工業振興センター　針谷栄蔵 氏
「同軸ケーブルの高周波遮蔽性能評価技術」
　　　　　　　　　　　　　　　JECTEC　奥山　健 氏

　＃54セミナーは、環境配慮型電線（エコ電線）がビジネ
スの中に占める割合がどんどん増えてくる傾向にある、
また、最近では、QCD（品質，コスト，納期）に加えて、
E（環境）が重要な取引要件となってきていると言われてい
る状況を踏まえて、東日本電線工業協同組合との共催で
開催した。講演の題目と講師は下記の通り。
「電線製造者から見たエコ電線拡大のための課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　JECTEC　清水　修
「日本電線工業会の活動状況報告」
　　　　　　　　　　（社）日本電線工業会　亀田　実 氏
「環境対応柔軟難燃エラストマー」

　リケンテクノス㈱　瀬田　寧 氏
「エコ電線の押出加工」　　　　大宮精機㈱　神門　守 氏
「地球環境と企業経営」　　　　　産能大学　勝田　悟 氏

　環境問題に対する関心の高さを反映し、参加希望者が
非常に多く、準備した会場定員以上の申込がありお断り
をする人が出る状況であった。

3．調査研究会
　平成14年度まで活動してきた「光ファイバケーブルのリ
サイクル」の活動成果は、経済産業省平成15年度環境問題
対策調査等（循環型製品・システム市場化開発調査）の受
託事業とし、「廃光ファイバケーブルの再利用技術に関す
る調査」の研究が実施された。
　平成15年度は、平成14年度に開始していた「エコ電線の
実態と動向調査」と下半期に集中して実施した「受発注・
輸配送情報ネットワーク構築」の調査研究委員会活動を
行った。
（1）エコ電線の実態と動向
　平成15年度は、牧野和夫国士舘大学教授を委員長に迎
え、平成15年5月21日の第3回委員会から、平成16年2月27
日の第9回委員会まで7回の委員会を開催した。
　委員会では、各界から講師を招いての講演聴講を行っ
た。調査活動としては、電線製造社へのエコ電線への取
組についてのアンケートの実施、電線ユーザーのグリー
ン調達ガイドラインで示されているPVCおよび臭素系難
燃剤への規制方針の調査、さらには、電線ユーザーへの
脱PVC電線への対応方針についてのアンケート調査を実

●平成15年度事業活動報告

施した。委員会は、これらの活動を通し、エコ電線周辺
の技術動向、社会動向についての最新情報を入手、整理
する場として機能した。
　エコ電線の実態と動向調査研究会は活動内容の報告書
を作成し終了したが、環境負荷の少ない製品に対する関
心が、ますます高まってきている状況と委員からの継続
要望の声を受け、新たに参加委員を募集し、環境影響の
少ないグリーンな電線・ケーブル開発の方向性を共同で
調査研究する場を設立することを計画した。（会員20社か
らの委員参加を得て、「エコ電線調査研究会」の活動を平
成16年4月から開始している）
（2）受発注・輸配送情報ネットワーク構築
　関東経済産業局産業振興部流通サービス産業課の平成
15年度第二次広域物流効率化推進事業補助金を得て、IC
タグを活用した効率的な物流システムの調査研究として
取り組んだ。
　電線業界から6名の方々に委員になっていただき、これ
に専門家委員とオブザーバーが加わった委員会（広域物流
委員会と呼称）をつくり、調査を委託したコンサルタント
の調査、分析報告を受け、検討する形で調査活動を進め
た。また、最新技術情報の勉強、理解のために外部及び
内部講師による講演も行った。結果は報告書にまとめて、
流通サービス産業課へ提出した。

4．広報活動
（1）ホームページ
　会員を始め、世間一般に役立つサービスに心掛け、
JECTECの存在価値の幅広いPRを図ること。JECTEC職員
と会員並びにJECTEC利用者との情報の窓口となることを
基本方針にセンター内の委員会で見直しを行っていく。
（2）JECTEC NEWS
　No.39（H15.7）、No.40（H15.11）、No.41（H16.3）と発行し
た。
　トピックスを中心に会員社へFAX配信していたニュー
スレターは、No.13（H15.5.23）後中断したが平成16年度に
入りNo.14を発行した。
（3）会員社訪問
　センター長および部長、主管研究員が直接会員社に出
向き、JECTECの活動状況をご説明した。会員社からの
JECTECに対する要望をお聞きし、JECTECの運営に反映
させる活動として実施した。
　　　　　　　　　　
5．平成16年度に向けて
　会員社、電線業界の要望にあったカリキュラムを用意
した研修の開催、タイムリーなテーマを設定したセミ
ナーの開催を目指す。
　調査研究会活動は、進行中の委員会をきちっと運営す
ることは当然として、会員からの要望を参考に新テーマ
での活動を立ち上げる。
　広報サービスは、さらに充実させ、知名度の向上、会
員の増強につながる活動を目指す。　　（清水業務部長）
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試験研究（安全性グループ）

1．はじめに
　平成15年度の試験件数は昨年の168件に対して228件と

大幅に増加したが、試験収入は昨年とほぼ同額であっ

た。

　主なところでは、耐火・耐熱認定試験が型式数でも金

額でも減少傾向が続いている。金額で見ると昨年度比27

％減、一昨年度比45％減であった。そのかわり一般試験

が増加し、耐火・耐熱認定試験の減少を補う形となった。

特にコーンカロリメータ試験が2年振りに増えてきた。

　又、一条ケーブル燃焼試験、NBSスモークチャンバー

発煙性試験の件数が大きく増加した。

2．事業状況と主要成果
（1）依頼試験実施状況

　表1に平成14年度及び15年度の種類別試験件数を示す。

　図1・表2に試験件数の推移を示す。

表1　平成14年度及び15年度の試験件数

表2　安全性Gの試験件数の推移

（2）耐火・耐熱試験

　耐火・耐熱認定試験については、14年度の125型式に対

して110型式と減少。 このうち高難燃耐火は14年度が43型

式、15年度は12型式。

（3）認定試験

　14年度にCSA・TUV認定試験を材料化学グループへ移

管したため0件となっている。

（4）コーンカロリーメーター試験

　14年度32件に対して48件に増加、44％の増収となった。

（5）試験所認定

　消防庁告示第十号及び第十一号に規定する電線・ケー

ブル類の耐火試験、耐熱試験及び垂直トレイ燃焼試験に

ついて、財団法人日本適合性認定協会（JAB）によるISO/

IEC17025（JIS Q17025）の基準に適合した試験所としての

認定を受けているが、その第一回サーベイランス（8月）が

行われ、不適合0件、注記事項4件で処置回答後、合格し

ている。

（6）耐火バスダクト認定委員会

　JECTEC内へ移管し自主認定機関としてスタートした耐

火バスダクト認定委員会は認定件数ゼロ、認定証ラベル

の販売数158枚と低調であった。

（7）耐火・耐熱電線認定委員会を（社）日本電線工業会から

　JECTECに移管するため、その形態の検討、文書類の準

備等を行ってきた。

3．平成16年度に向けて
　耐火・耐熱電線認定業務をJECTEC内へ移管するため

消防庁との調整を行っていく。耐火バスダクトの認定業

務も統合し、今秋に業務を開始したい。　

　今後は大型の試験設備の有効利用を図りたい。

　老朽化により、廃ガス処理設備などにほころびがみら

れる。試験に支障をきたす恐れが出てきたため、これら

の補修工事など大がかりな改修を行いたい。

（梅田主管研究員）
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図 1　試験件数の推移

項目 H14年度（件） H15年度（件）

耐火・耐熱認定試験 4（125型式） 4（110型式）

耐火・耐熱一般試験 20 35

一般燃焼試験 109 135

CSA/TÜV認定試験 0 0

その他（建材など） 35 54

合計 168 228

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

一般燃焼試験 109 126 122 117 138 109 135

耐火・耐熱試験 37 48 45 29 25 24 39

UL・CSA他認定試験 23 24 14 34 17 0 0

その他（建材等） 27 13 21 49 48 35 54

合　計 196 211 202 229 228 168 228
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●平成15年度事業活動報告

試験研究（材料化学グループ）

1．はじめに
　平成15年度も引き続き、次の3つの事業活動を行った。

（1）認証試験関係

・CSA（カナダ規格協会）認証代行試験

・UL（米国の民間安全保証機関）申請代行

・TUV（ドイツ技術検査協会）認証代行試験

（2）一般試験

（3）研究開発

　認証関係は平成14年度と同様落ち込んだ状態が続いた

が、一般試験が予算の2倍と大幅に上回ることが出来たた

め、グループの収支決算は予算の20％増となった。

2．認証試験
（1）CSA試験代行

　これは証明試験（新規）とリテストに別れている。とも

に予算の約70％弱と少なかったが、昨年並みであった。

　リテストはフルテストに変わって2年目を迎えたが、1

年目に比べてさらに効率化を図ることで負担を軽減する

ことが出来た。

（2）UL申請代行

　申請代行は件数が29件と、昨年の37件と昨年に比べる

と約20％減少した。　

（3）TUV試験代行

　昨年の1件に対し、2件に増え、金額は約3倍となった。

3．一般試験
　過去3年間の依頼件数の推移を図1に示した。

　年々上昇を続け、平成15年度の依頼件数は108件と過去

最高であった昨年の88件をさらに大きく上回った。

　これは、現有設備で対応できない場合は治具を新たに

作製するとか、現存の装置を変形加工するなど可能な限

り創意工夫をし、顧客の要求に応えた結果である。

図1　一般依頼試験の推移

　大型件名は昨年に引き続き、原子力安全基盤機構（旧発

電設備技術検査協会）殿から原子力ケーブルの経年変化に

関する試験を受注した。

　試験内容は引張り試験以外に微小硬度測定と酸化度測

定に関するものであった。特に微小硬度測定は独自の切

断治具考案により、受注を獲得することができた。

　ベース試験のうち燃焼時発生ガス試験は、これまで

ずっと一般試験のトップの座を占めてきた。ただし内容

はここ数年ノンハロゲン材料についての依頼が急増して

いる。この2年間では測定値からみて明らかに塩化ビニル

と判断される依頼は僅か1件であった。

　分析関係の依頼もかなり増えてきており、一般試験の

10％近くを占めている。

　その他多くの相談が寄せられ、いくつかは依頼試験に

結びついている。

4．研究開発
　分光蛍光光度計を利用した放射線量測定の研究は（財）

高輝度光科学研究センター（JASRI）殿と共同でH14年度か

ら5年計画で始めた。H15年度は放射線エネルギーを変え

た場合の影響を検討した。これまでの研究成果をもとに

特許を共同出願した。

　またエコ材料押出時のダイスかす低減に関するマルチ

研究を提案し、11社の参加を得て開始した。

　またH13年度からはじめた耐候性試験は材料化学グルー

プが引継ぎ、推進している。

　超臨界水による廃ポリエチレンからの水素生成技術の

基礎検討を行っている。

5．平成16年度に向けて
　研究開発への注力及び一般試験はあらゆる相談に応え

るサ－ビスの維持を継続していきたい。

　（関主管研究員）
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●平成15年度事業活動報告

試験研究（電気物理グループ）

1．はじめに
　電気物理グループは、電力ケーブルや絶縁材料の電気
特性、導体や撤去送電線の物理特性、LANケーブル等通
信ケーブルの伝送特性等の受託試験を実施している。
　また、平成15年度は、前年度に引き続き、電線に関す
る各種の課題、事故・トラブル等に関し、原因調査や再
現試験を提案・実施する等のエンジニアリングサービス
に注力してきた。
　以下平成15年度の活動概要を報告する。

2．事業状況と主要成果　
（1）依頼試験の状況
　表1に依頼試験の件数を示す。平成14年度に比べ、
LAN・通信ケーブル関係の依頼は若干増えているが、付
属品の依頼試験1件、撤去架空送電線の依頼試験1件とい
う状況で電力ケーブル他の依頼が減少したため全体の件
数は若干減少した。
　電力ケーブル関連では、ケーブルの余寿命診断法の提
案や電磁誘導障害とそれに伴う電線の焼損事故に関する
再現試験法の提案等のエンジニアリングサービスを強化
した結果、6件の試験受託を受けることができた。
　しかし、収入の過半を占める電力会社関連の大口委託
研究案件が減少したことから受託試験収入は前年比15％
ほど減少した。

表1　平成15年度の試験依頼件数

（2）エンジニアリングサービスの強化
　ケーブルの耐電圧試験等会員会社で容易に実施できる
汎用的な試験の受託は減る方向にあるため、経験と技術
力を要するエンジニアリングサービスの強化を図ってき
た。
　具体的には、原因不明の事故・トラブル等の相談に応
じて、原因調査や再現試験を提案・実施して問題の解決
を図ってきた。相談の多くは電話及び電子メールによる
ものであるが、下記に例示する調査・試験を受託するこ
とができた。
①A社より、電磁誘導に伴うトラブル発生に関し、再現

試験方法を提案・実施し、問題解決に寄与した。
②B社より、電線のキンク現象に関し相談があり、有償
で各種の提案等をした。
③C社より、長期使用の6kVCVの余寿命診断に関し相
談があり、各種方法を提案した他、一部の試験を受
託した。
④D社より、高周波ノイズが重畳するインバーター用
ケーブルの寿命評価に関し容易な方法でのV－t試験
を提案し、その試験を受託した。

（3）情報通信分野の技術力強化
　昨年度、全国中小企業団体中央会の補助金を得て、同
軸ケーブルの高周波遮蔽性能の測定技術を確立したが、
この技術を応用して「LANケーブルの放射電磁波測定技術
の研究」を実施した。
　LANケーブルの使用周波数は今後とも高くなると予想
されておりLANケーブルからの電磁波放射の抑制が将来
的な課題となると判断されることから、JECTECとして
LANケーブルから放射される電磁波を測定する技術を確
立し、会員会社のニーズに対応しようとするものである。
　研究はまだ道半ばであるが、LANケーブルの撚りピッ
チと同じ間隔の電磁波を観測する等成果を上げている。
　今後は、遮蔽付きLANケーブルを対象に測定技術の確
立を図っていく。　
（4）技術PR
　エンジニアリングサービス強化の一環として技術PRを
図ってきた。具体的には電気管理技術者協会の電気保安
セミナー等で講師を務める等の活動をした。今年も大阪
の電気管理技術者を対象としたセミナーでは100名を超え
る参加があった。
　又JECTEC NEWS紙面で「Massy Yamadaの電気教室」を
開講し電線に関する様々な技術課題を紹介した他、石油
学会の「電気設備維持規格W.G」で規格作成に尽力した。

3．平成16年度にむけて
　電力会社関連の大口の受託試験は減る傾向にあるが、
技術提案を通じて新規案件の発掘に努める。
　又エンジニアリングサービス強化を通じて一般民需分
野での受託拡大を目指す。
　なお電気学会の電線ケーブル技術委員会や電力機器絶
縁診断の経済性評価専門委員会の委員になったことから
学会活動を通じてJECTECの知名度向上に努める。

（山田主管研究員）

区　分 H14年度 H15年度

電力ケーブル（内付属品） 28（0） 26（1）

LAN・通信ケーブル 32 34

撤去架空送電線 3 1

その他 9 6

合　計 72 67
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共同委託研究（リサイクルグループ）

●平成15年度事業活動報告

1．はじめに
　リサイクルグループは主として電線のリサイクル技術
の研究開発を行っている。
　平成15年度の主要業務は以下の6項目であり、その活動
の概要を報告する。
①経済産業省環境問題調査等（循環型製品・システム市
場化開発調査）委託事業「廃光ファイバーケーブルの
再利用技術に関する調査」
②マルチクライアント研究「廃電線塩ビ被覆材の鉛除去
技術の調査」
③中部電力株式会社殿との共同研究「架橋ポリエチレン
廃材を活用した改質剤製造に関する研究」
④社団法人産業環境管理協会殿からの請負「使用済み電
線に関する廃棄・リサイクルプロセスのインベント
リ調査」
⑤農ビリサイクル促進協会殿（略称：NAC）、塩化ビニ
ル環境対策協議会殿（略称：JPEC）および大洋電工株
式会社殿との共同研究「使用済み農ビの再資源化のた
めの電線被覆材（シース材）への適用調査」
⑥株式会社神戸製鋼所殿との共同研究「ビニル－プ・プ
ロセスの電線リサイクルへの適用可能性調査」

2．廃光ファイバーケーブルの再利用技
術に関する調査

　廃光ファイバーケーブルの解体分別技術の開発を行い、
廃ガラスファイバーを使用した用途の拡大を図る。
　解体分別には熱分解法の適用により、ガラスファイ
バーを取出せる事が確認され、廃光ファイバーケーブル
に含まれる約1wt％の石英ガラスコアの製品用途について
は半導体製造装置への適用化の見通しを立てた。更なる
製品化への検証と製品の拡大は今後の課題である。

3．廃電線塩ビ被覆材の鉛除去技術の調査
　新製品は鉛フリーの動きの中、廃電線塩ビに関する焼
却、埋立処理も鉛の溶出が問題であり、リサイクルにお
いては、鉛の除去技術確立が必須であり、現在考えられ
ている①遠心分離法②吸着剤による分離法③薬剤による
分離法④ろ過法による鉛除去法を検討したが、100ppm以
下という目標レベルにはまだ到達できるものではなく、
今後の課題である。社会の法規制値をにらみ、鉛除去の
方法または対応策の確立が急務である。

4．架橋ポリエチレン廃材を活用した改
質剤製造に関する研究

　本研究は中部電力株式会社殿との共同研究である。本
年度は、高圧CVケーブル類の架橋ポリエチレン製絶縁廃
材から樹脂系改質剤を製造する技術の確立と、原材料と

なる廃材の汚損・劣化による改質剤への影響について研
究を行うと共に、リサイクル品の用途拡大に向けた調査
活動を行った。

5．使用済み電線に関する廃棄・リサイ
クルプロセスのインベントリ調査

　本年度は使用済み電線の解体処理工程の部分のインベ
ントリーデータを処理事業者の協力を得て、実施した。
　3社の使用済み電線の年間処理量がほぼ等しいことから
単純平均をとり、以下のインベントリデータを得た。

使用済み電線の解体処理におけるインベントリデータ
注）使用済み電線1kgあたり

6．使用済み農ビの再資源化のための電
線被覆材（シース材）への適用調査

　再生コンパウンド3種と市販1種を評価試験し、判定し
た結果、材料の押出し特性は160℃では差異があるが、
180℃では問題なく、そのシース特性も①引張り②加熱③
耐油④巻付け⑤耐寒⑥加熱変形の評価試験結果はすべて
JIS規格を合格するレベルであった。回収農ビの各種検討
取決め事項についても材料評価試験のしきい値、安定剤
及び可塑剤の量、臭気対策、炭カル配合量についても検
討を加えた。

7．ビニル－プ・プロセスの電線リサイ
クルへの適用可能性調査

　ソルベイ社（ベルギー）が開発した塩ビマテリアルのリ
サイクルを目的とするビニループ・プロセスにて抽出さ
れた材料の電線への適用化を検討した。まだ課題は残っ
ているが、電線シース材料への適用の可能性が示された。
　更に臭気、異物、混練条件と配合の最適化、量産時に
おける品質のばらつきについては今後の課題。

8．平成16年度の予定
　平成15年度の継続研究の「使用済み電線に関する廃棄・
リサイクルプロセスのインベントリ調査」と「架橋ポリエ
チレン廃材を活用した改質剤製造に関する研究」に加えて
「廃電線被覆材の分別技術開発」、「廃光ファイバーケーブ
ルからの石英ガラスの回収と高度利用の研究」及び、「廃
電線塩ビ被覆材の鉛除去技術確立」に取組んでいく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（江連主管研究員）

必要な解体処理エネルギー値 電力  0.0740kWh　　軽油（動力）0.0008L　　水  0.0037L

解体処理後の再生製品の量（kg） 再生銅  0.717　　再生アルミ  0.007　　再生金属  0.027

再生PVC  0.039　　再生PE  0.047　　再生架橋PE  0.017

再生樹脂混合物  0.025　　再生紙  0.002

解体処理後の固形廃棄物の量（kg） 埋立（樹脂混合物）0.078　　焼却（樹脂混合物、紙類）0.041
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認証試験室

まえがき
　認証試験室は電気用品の適合性検査を実施している。
電気用品には特定電気用品112品目と特定電気用品以外の
電気用品340品目があるが、当センターが適合性検査を実
施できるのは、特定電気用品の中の「電線」に分類される
22品目と特定電気用品以外の電気用品の「電線」の8品目で
ある。
　以下、平成15年度の電気用品の適合性検査の状況を報
告する。

特定電気用品の適合性検査
　本年度は業務を開始してから3年目であり、受付件数と
収入は昨年度とほぼ同程度であった。申込事業者数、国
内と海外からの申込、型式の新規取得と継続の割合、検
査を実施した電線の品目別割合、不適合の内容を紹介する。
（1）申込事業者数
　表1の通り、特定電気用品の検査について、3年間で当
センターを利用した会社の延べ数は111社、正味数は国内
56社、外国11社、計67社である。当センターは電気用品
の適合性検査業務について、外国の認証機関と提携関係
がなく、まだ海外に知られていないこともあり、外国の
利用社は日本の製造事業者の海外工場がほとんどを占め
ている。
　型式の保有状況や事業の状況により同じ会社が毎年利
用するとは限らず、年度毎の利用社数は34～40社の範囲
に推移しているものの、毎年新規に利用する会社があり、
累積の利用会社数は増加している。

表1　申込事業者数の推移　

（2）型式の有効期間の更新と新規申込の割合
　電線の場合 型式の有効期限は7年であり、同じ型式の製
品を継続して製造出荷するためには、7年毎に適合性検査
を受検し、有効期限を更新する必要がある。また、適合
性検査証明書を保有していない型式の製造出荷を行いた
いときは、新規に適合性検査を受検して証明書の発行を
受けることになる。図1に示すように、更新が6割前後で、
残りが新規の申込となっている。
（3）電線の品目別の適合性検査の状況
　本年度検査を実施した電線の品目別の割合を図2に示す。
　本年度はゴム系絶縁電線類の申込が少なく（全体の8.4
％）、合成樹脂系の絶縁電線、ケーブル、キャブタイヤ
コード、ビニルキャブタイヤケーブルの割合が高かった。

　ゴム系絶縁電線類の製造はゴムの加硫工程を含み余分
の設備と加工工程を要するため、製造中止や事業者の統
合が進んでいることが関係している。

図1　型式の更新と新規の割合（％）

図2　H15年度；品目別の割合（％）

（4）不適合率と内容
　申込件数に占める不適合件数の割合を不適合率として、
図3に示した。内容としては、絶縁体、外装の引張強度、
伸び（老化前後）、外装の耐摩耗性、曲げ強度試験におけ
る素線の断線率、すずめっきの耐食性、加熱変形、絶縁
体の厚さ、線心のよりピッチの不適合があった。

図3　適合性検査における不適合率（％）

特定電気用品以外の電気用品の適合性検査
　「電線」の中に、8品目の特定電気用品以外の電気用品が
あるが、電安法ではこれらには適合性検査の受検義務が
課せられていないため、任意の検査申込はほとんどない。

その他
　検査機関の認定承認制度が登録制度に改訂され、ISO/
IECガイド65の基準が適用されることになった。中立性、
公平性の要件を満たすため、代表者と役員構成を変更し、
引き続き検査機関として登録された。また、JISマーク表
示認定工場の指定検査機関に対する初年度監査を受審し、
16年度から公示検査を開始することになった。

（若月認証試験室長）

年度
申込事業者数

計
国　内 外　国

13 28（28）   6（  6）   34（34）

14 36（18）   4（  2）   40（20）

15 31（10）   6（  3）   37（13）

計 95（56） 16（11） 111（67）

0 20 40 60 80 100

更新 

新規 

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 

ゴム絶縁電線 2.3

その他（ゴム系） 6.1その他（合成樹脂系） 13

合成樹脂 
絶縁電線 38.5

ケーブル（合成樹脂） 15.4

キャブタイヤコード 
（合成樹脂） 16.2

ビニルキャブ 
タイヤケーブル 8.5

0
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5
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METI委託事業「廃光ファイバケーブルの再利用技術に関する調査」（その2）

1．はじめに
　前号（JECTEC NEWS 41号）では廃光ファイバケーブル
から石英ガラスコアを取り出す方法について概論した。
本稿では、取り出した石英ガラスコアを溶解させる方法
について述べる。

2．背景
　前号で示したように廃棄される光ファイバは今後急激
に増大することが予想されている。今回の実地調査では
廃棄される光ファイバには製造後1～2年以内のものが含
まれ、中には調査時期が2003年9月であるにも関わらず
2003年製造のものも含まれることが確認された。これは
急激な通信量の増大に対してケーブル敷設用施設（洞道や
電柱など）の増設よりも性能が向上した光ファイバケーブ
ルを引き替えた方が経済的であるためと推察できる。

3．用途の検討
　光ファイバから取り出した石英ガラスコアの用途を考
えると（１）半導体産業での装置や治工具（２）生化学研究
分野でのＤＮＡチップ基板（３）光学部品などが考えられ
る。このうち生化学分野は市場が十分立ち上がっていな
いこと、光学部品では材料自身に高度な光学特性品質が
求められ、混合物であることが避けられないリサイクル
品の適用は現在の技術では難しいことからターゲットは
半導体産業となる。
　半導体産業向けの高純度石英材料は合成石英および高
純度天然石英の2つに分けられる。2つの材料の不純物レ
ベル、価格に大きな隔たりがあるが、中間グレードは存
在しない。
　合成石英の品質要求値は一般にナトリウムやカリウム
などの軽元素が禁忌物質とされ、それらの閾値は例えば
0.001ppmである。詳細な要求値はメーカーによって異な
り、また通常要求値として出てこない。これに対して廃
光ファイバケーブルから切り出した石英ガラスコアの不
純物レベルを確認したところ0.03ppm以下（検出限界
0.03ppm）であった。高純度天然石英は通常0.1～1ppmが
実力値とされる。
　従って回収される石英ガラスコアは少なくとも合成石
英と高純度天然石英の中間の特性を持っているといえる。
　また、石英ガラスコアは屈折率を制御するためにゲル
マニウムが含有している。ゲルマニウムは半導体にとっ
て禁忌物質ではないものの、ない方が望ましいため、除
去方法の検討も必要である。

4．取り出し方法の検討
　今回開発した方法は回収した光ファイバケーブル被覆
を熱分解装置で熱分解後、煤を篩い分け、煤が付着した
石英ガラスコアを大気中で加熱処理することで煤を二酸
化炭素として除去、残留する配合剤の残渣と見られる無
機物を水洗によって除去するものである。
　このような洗浄工程を経ても、なお表面には異物が残
留している。このため、石英ガラスコアをフッ酸に浸漬
してガラス表面を溶解研磨し異物を浮き上がらせて除去
した。
　フッ酸処理後の石英ガラスコア表面は高度に清浄化さ
れており異物を吸着し易いため、今回は石英ガラス製の
大型試験管へ直ちに挿入した。この後、石英ガラスコア
を試験管ともに溶融処理した。

5．溶融処理
　石英ガラスコアの溶融は縦型管状炉（試作品）を使用し
た。気泡の混入を押さえるため、大型試験管を真空引き
しながら試験管の下方から上方へ向けて順次溶融させ
た。
　溶融後のサンプルを切り出して分析したところナトリ
ウムが0.22～0.26ppmであり、目標値に到達しなかった
が、洗浄環境の向上などで１桁の改善は可能と考えられる。

写真　再生処理された石英ガラスコア

6．今後の課題
　　今回の不純物レベルを1桁低減することで合成石英と
高純度天然石英の中間グレードを狙うことを考える。用
途例として現在天然石英を使用している半導体製造装置
のうち高純度を要求する部位などが考えられる。
　課題として（１）不純物をさらに１桁除去（２）ゲルマニ
ウムの取扱（３）実用化に向けては大型インゴット製作の
ための溶融工程の開発や設備投資が挙げられる。
　　　　　　　　　　　（リサイクルG　後藤主席研究員）
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マルチクライアント研究「廃電線塩ビ被覆材鉛除去技術の調査」（その2）

1．はじめに
　最近の環境意識の高まりから塩ビ中に配合されている

鉛への指摘が多くなり、すでに新規に製造される塩ビコ

ンパウンドについては非鉛配合剤の採用例が多くなって

いる。塩ビは合成樹脂の中ではリサイクルしやすい材料

とされているが、電線・ケーブル使用塩ビを今後リサイ

クルして行く上で鉛が配合されたままでは再利用が難し

い。このような状況へ対応するため塩ビを再利用する上

で必要となる、安定剤として配合された鉛を除去し、低

減させる技術の調査を行った。

2．各国の鉛法規制調査
　各国の鉛法規制について調査を行った。以下の調査か

ら鉛低減は不特定の用途に再利用するなら100ppmまで行

う必要がある。主要地域・国の規制状況を表にまとめ

た。

2.1　ヨーロッパ

（１）　RoHS/WEEE

　EU（ヨーロッパ連合）では2006年7月から使用電圧

AC1000V以下の電子電気製品製造時に指定有害物質の使

用規制（RoHS指令）および廃棄物の処理方法・製造者によ

るリサイクルの義務づけ（WEEE指令）を施行予定である。

RoHS指令での指定有害物は鉛、カドミウム、六価クロ

ム、水銀および特定臭素系難燃剤。WEEE指令は分別回

収やリサイクルの仕組みとリサイクル率・量の目標を規

定したもので、RoHS指令は製品製造時およびWEEE指令

によりリサイクルシステムを運用する上での技術的指針

となる。本概要はJECTEC NEWS 40号に既報である。

　RoHSの具体的な閾値についてTAC（技術委員会Techni-

cal Adaptation Committee）では昨年末までに閾値を決める

とされていたが決定が何度も延期され6月10日に開催され

た会合では7月20日に持ち越された。また、従来提示され

てきた閾値（鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニ

ル・ポリ臭化ジフェニルエーテル：1000ppm、カドミウ

ム：100ppm）が有力であるもののデンマークを含む３カ

国が「1000ppmは高すぎる」と全ての規制物質に対して

100ppmを主張しているという。

　RoHS/WEEEの施行（2006年7月）までの手順としては

EUの決定事項であるRoHS/ WEEE指令（大枠と理念）の枠

内で各国の国内法（各国の国情にあわせた具体的なシステ

ム）を2004年8月13日以前に制定、2005年8月13日までに各

国、各地域は廃電子電気機器を回収するシステムを構築

し、製造者は回収・再生処理にかかる財源を製品価格に

上乗せしない形で確保する責務が発生する。WEEEの付

属書では機器の外側についている電気ケーブルは本体か

ら外して処分するよう指示されている。これは鉛が入っ

ていることが多いためであろう。

　このような動きから電線業界は現在、非鉛化対応を行

なっているが、流れを見ると次は「易リサイクル（ｅ-リサ

イクルと読みたい）」対応が焦点になる。これにはリサイ

クルしやすい材料の選定、解体が容易な構造や表示を電

線業界全体で標準化する必要がある。

（２）　デンマーク

　ヨーロッパの中でもデンマークは独自の厳しい規制を

持ち、塩ビ自体にも①燃焼条件で有害物が出る②鉛など

有害重金属を含んでいることが多い③一部の可塑剤の安

全性が確認できない、などの理由で「塩ビ税」を課し使用

に制限をかけている。本法は2000年より施行され硬質塩

ビは2 DDK（￥36）/kg（DDK；デンマーククローネ：約18

円）、フタレートが入った軟質塩ビは7.5 DDK(￥135)/kg

が課税されてきた。従って軟質塩ビコンパウンドは￥

200/kg前後となる。硬質塩ビ税は産業界からの反発によ

り2004年２月末に撤廃された。

　鉛規制では2000年11月に施行された「鉛禁止令」があり

閾値100ppmで建材向けに2001～2003年末にかけて順次施

行された。電気ケーブルについては同じ閾値で規制項目

としてあげられているものの「施行は『さらなる通達』によ

る」とされている。デンマークはEU加盟国であるため、

これらはEoHS/WEEEとの整合性をとる必要があるため

と考えられる。

　日本の一部の家電メーカーでグリーン調達における鉛

の規制値を100ppmとしているのは、この法律およびドイ

ツ日用品条例（元々家庭用品への規制）によるものである。

これは「ＴＶゲーム機のコントローラーを子供が舐めた

ら？」など電気製品と玩具など家庭用品の境界が曖昧に

なってきているためと言える。販売商品が家庭用品を占

めるセットメーカーの要求値を理解するには家庭用品を

規制する法律も知っておく必要がある。

2.2　アメリカ

　アメリカの法律は裁判の判例が中心であり、議会によ

る法律だけを確認しても不十分である。議会による法律

も連邦法、州法に分かれ、その中に環境・衛生・安全・
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表　主要各国の鉛に関する規制値

鉛、水銀、六価クロム：1000ppm（100ppmの主張有り） 
カドミウム：100ppm　一部の臭素系難燃剤使用禁止 
2004年8月13日迄に各国国内法制定 
2005年8月13日以降出荷品に製造者は処理財源確保義務 
鉛、水銀、六価クロム：1000ppmカドミウム：100ppm
包装材料に含まれる指定有害物（鉛、カドミウム、六価クロム、 
水銀）の濃度の合計が100ppm以下 
水銀0.5ppm、カドミウム25ppm、鉛4000ppm 
再改訂の動き有り 
年間1トン以上製造される中間生成物を含む科学物質に安全証 
明を要求 
元々食器などの規制である 
法律自体は2001年3月1日に施行済 
建材への規制は2001～2003年にかけて実施済み 
法律による規制ではなく、判例。人が触る部分（シーツなど） 
が300ppm以上の鉛を含む場合は警告文を貼りつける必要有 
100ポンド/年を超える鉛を工程内に持ち込む場合は申請が必 
要。従来は10000ポンドもしくは25000ポンド 
リサイクルコスト支払いの義務化と有害物規制 
鉛規制は2007年1月から。 
中国版 RoHS

 

EU 
  
EU 

EU 
 
EU 
 
EU 
 ドイツ 

デンマーク 
 
アメリカ 
 
アメリカ 
 
アメリカ 
 中国 

 

RoHS/WEEE 
  
廃自動車指令 

包装廃棄物指令 
 
廃電池指令  

REACH  
日用品条例 

鉛禁止令 
 
プロポジション65 
 
100ポンド通達 
 
SB20  
電子情報製品汚染防止管理弁法 

 
策定中 
（1000ppm?）  
1000ppm 
指定有害物の合計 が100ppm 
4000ppm  

濃度規制ではない  
100ppm 

100ppm 
 
300ppm 
 
濃度規制ではない 
 
RoHSに準拠  
RoHSに準拠 

 

'06年7月1日 
  
'00年10月 

'94年12月 
 '92年 
（’99年改訂） 

未定 
 
'98年1月 
電線については 
保留中 

'03年9月 
 
'02年7月 
 
'04年7月 
 '06年7月 

地域（国） 規制（案）の名称 鉛規制値 発効時期 説明 

知る権利に関わる各種法律が制定されているが、互いに

整理されていないため内容が重複している場合がある。

規制が重複した場合は厳しい方が適用される。例えば以

降に述べる２つの法律「SB20」および「プロポジション65」

が両方とも施行され、SB20の鉛規制値が1000ppm、プロ

ポジション65の鉛規制値が300ppmとすると、運用上はプ

ロポジション65で規定されている範囲について規制値

300ppmになる。また、法律に記載されていなくとも「有

害性を知っていたのに告知しなかった」（告知義務）責任は

日本の感覚より遙かに大きく評価され、訴訟により突然

被告となって莫大な補償金を要求されることもある。

　アメリカの鉛に関する規制では次に挙げる２つ以外に

一部の州での包装材に関する規制や塗料の規定等があ

る。

（1）Senate Bill(SB20) E-waste recycling

　カリフォルニア州のアメリカ版RoHS指令。州法である

からカリフォルニア州以外に効力はないが実質的にアメ

リカ全土へ適用と見なす必要がある。2004年7月施行され

段階的に適用される内容をもつ。当初は製品にリサイク

ルコストのデポジットラベルを義務づけて2005年１月か

らはラベルのない物品の販売を禁止。最初の対象物は廃

ＣＲＴ（ブラウン管：ガラスに例えば鉛をPbOとして15％

含む）でデポジットは15インチ以下6ドル、35インチまで8

ドル、35インチを超える物は10ドル。さらに同法律の中

で2007年1月よりRoHS指令で指定された有害物が使用禁

止と記述されている。

（2）プロポジション65

　カリフォルニア州の水道水に関わる規定。アメリカの

水道水は地下水が多く、にも関わらず廃棄物は埋立（野積

み）が殆どである。物質の有害性を測る尺度としては、日

本の規則と同じように「すりつぶした物質から有害物質の

溶出量が弱酸性（PH4：酸性雨を想定）の水でどの程度出

てくるか」で評価され、物質中に○○ppm以下といった規

定は殆どない。プロポジション65は元々飲料水のための

法律であるが、現在は有害物規制の側面が強調されるこ

とが多い。

　この法律をもとに家電製品の電気コードに含まれる鉛

含有について集団訴訟が2001年6月に起こり、最終的に

100社近くが訴えられた。検討の結果、2003年6月に結審

し、ケーブル（シースもしくはシースが２重ならその外側

の人が接触する部分）に300ppm以上の鉛が含まれる場合、

例えば「【警告】この電気コードには発癌性や生体に影響が

あると確認されている鉛が含まれています。触ったら手

を洗ってください。」等と表示することになった。これは

前述したように鉛含有の禁止や規制などが直接的に規定

されていなくても訴訟になるケースである。施行は2003

年9月3日と短い猶予期間で適用されている。裁判での罰

金は2500USD/日で和解金は１社25000USD。

2.3　中国

　電子情報製品汚染防止管理弁法

　電子信息産品汚染防止管理弁法と表記されている場合

もある。EUのRoHS指令を基本的に取り入れた中国版

RoHSとして実施される。本年4月末に制定手続きが完了

しており本年中に成立するとされる。規制物質は鉛、水

銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポ

リ臭化ジフェニルエーテルでRoHSと同じ。具体的な閾値

は今後関係省間で調整の上公布される。実施時期もＥＵ

に合わせて2006年7月とされている。

　2002年から検討が開始されていたとされるが検討の過

程がRoHSのような透明性を持っていたとは言い難い。検

討結果についての情報公開は行われており、環境関係の
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●研究開発事業

情報は次のＵＲＬから得ることが出来る。

http://www.zhb.gov.cn/　（中国環境省）

2.4　日本

　現在RoHSに相当する法律について制定の動きはない。

家電リサイクル法がWEEEに類似しているがWEEEのよ

うに社会の仕組みにまで踏み込んだものではない。

　有害物の規制としては改訂された化審法や水質汚濁防

止法、土壌汚染対策法などがある。RoHS/WEEEの考え

方を取り入れた規則も遠からず検討されるであろう。

　執筆者の私見ではRoHSの水銀、六価クロムの閾値

1000ppmはかなり高い値である。このまま法制化するこ

とは却って粗悪な材料にお墨付きを与えかねないため、

外国の運用状況を見ながら必要に応じて規制をどのよう

に明文化するか検討をすべきと考える。

3．鉛除去技術の調査
　鉛除去技術について文献、特許を中心に調査した。塩

ビ中の鉛は塩ビと殆ど化学結合しておらず物理的な方法

で分離できる。基本的には（a）塩ビを熱分解し、遊離した

鉛を回収する。（b）塩ビを溶媒中で溶解させ、遊離した鉛

を回収する、の2つの方法がある。今のところいずれの方

法も商用規模で運転されている事例はない。

　塩ビを高品質にリサイクルする方法の１つであるビニ

ループ法は（b）に近いが配合剤を全て回収することが特徴

であるため鉛除去には鉛除去工程を追加する必要があ

る。

3.1　塩ビを熱分解する方法

　塩ビを熱分解すると塩素もしくは低分子量の塩素化合

物と油分に分解され油分中に残留する鉛を濾過などで容

易に鉛を回収できる。この方法では発生する塩素により

装置機器類の腐食が発生する。塩素を中和するには水酸

化ナトリウムが使用されることが多く、公表されている

文献・特許は塩素と水酸化ナトリウムをどのように接触

させるかについてのものが多い。塩素と水酸化ナトリウ

ムを反応させ、塩化ナトリウムとして安定化させること

は一見合理的であるが、塩素と水酸化ナトリウムは海水

を電気分解して製造されるものであるからエネルギー的

には無駄が多い。

3.2　塩ビを溶媒中で溶解する方法

　塩ビを溶解する有機溶媒に溶解させて（1）比重差を利用

し遠心分離により沈降（2）膜などによる濾過（3）薬剤の使

用（4）吸着剤の使用などの方法が提案されている。

（1）遠心分離法

　当センターでは遠心分離法についてH10～11に検討を行

い、18000ppmの鉛を含有する塩ビを当時の目標値である

3000ppm以下（最良値300ppm）とすることができたが、連

続運転ができない欠点があった。

　また、H15年にマルチクライアント研究を実施し、処理

条件を改良し連続運転が可能な条件にて9000ppmの鉛を

含有する塩ビ中の鉛を200ppmまで低減することができ

た。不特定の用途に再利用を考えると鉛を100ppmまで低

減する必要があるため、何らかの別の方法と組み合わせ

る必要があり、今後さらに検討して行きたい。

（2）濾過

　塩ビを溶解する強力な溶媒下でも機能を保つフィルタ

膜が提案されており、遠心分離処理後の後工程に使用で

きる可能性がある。この方法の採用には目詰まりを解消

するための逆洗浄技術を同時に開発する必要がある。

（3）薬剤

　塩ビ中の鉛化合物が溶解する反応性を持つ水溶液と、

塩ビを溶解させた溶液を接触させて鉛を水溶液側に移行

させることができれば鉛量を低減することができる。

（４）吸着剤

　水道水の浄化器として販売されているがppb(ppmの千

分の一)レベルの浄化が目的のものである。数千～１万

ppmの鉛浄化を考えると使用済み吸着剤の廃棄処理が問

題となってしまうため、現在は検討対象としていない。

4．まとめ
　主要国、主要地域の鉛規制状況について調査を行い不

特定の用途にリサイクルする場合は鉛を100ppmまで低減

する必要のあることが確認された。

　化学物質規制についてEUではRoHS改訂など新たな検

討を開始しており継続的な注視が必要である。EUの規制

制定の中では合理的な理由があれば規制からの例外指定

を得ることも可能である。今後、業界として従来より一

歩踏み込んだ積極的な発言が必要な場合もあると考えら

れる。

　鉛の低減手法については遠心分離法の改良と他の方法

の組み合わせで目標値をクリアする検討を続けて行く予

定であり、第２次マルチクライアント研究や助成金への

応募を予定している。

　　　　　　　　　　　（リサイクルG　後藤主席研究員）
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形で行った。実質5ヶ月以内の活動期間であったので表2

に示すように4ヶ月間に6回の委員会開催というハードス

ケジュールになったが、議論の中味が途断えることなく、

毎回活発な意見交換が繰り返されたのはかえって良かっ

たという意見も多かった。

表2

　委員会発足当時は、まだICタグに関する情報が多くは

なかったので、委員会ではICタグの勉強を兼ねて、専門

家に依頼して、講演をしてもらったり、資料を持ち寄っ

て勉強するという機会を提供した。表3にこれらの調査研

究事業の経緯をまとめ示している。

表3

3．内容
（1）実地調査及び情報収集・分析

　実際に会社を訪問して現状を調査することにより、物

1．はじめに（目的）
　この調査研究会は関東経済産業局産業振興部流通・

サービス産業課から、中小企業庁の広域物流効率化推進

事業の補助金を得て「受発注・輸配送情報ネットワークシ

ステム構築」を課題として取り組んだ調査研究である。平

成12年度に全国中小企業団体中央会の補助金事業として

行った電線コンソーシアムによる「生産財（電線）業界に於

ける製造・流通・販売のビジネスプロセス再構築のため

の調査研究」の流れを汲むもので、情報システムを活用し

たサプライチェーンマネジメントを電線の物流システム

として構築し効率化を提案した。今回は、現在話題に

なっているICタグに着目し、これを利用したON TIMEに

受発注・輸配送を行う統合物流情報ネットワークシステ

ム提案になっている。その内容は報告書に纏めて国へ提

出しているが、実地調査に基づいて情報収集分析を行い、

ビジネスモデル及び基本計画の策定を行ったものであ

る。

2．活動方法
　調査研究の進め方は、表1に示すメンバーから成る委員

会を結成し、表2の通りに、活動した。

表1　委員会

　電線業界からの6人の委員に加えて、日本電線工業会か

らもオブサーバとして参加していただき、日本電線工業

会の物流委員会の情報やICタグに関する最新情報等の話

題を提供してもらった。調査活動はコンサルタントの北

村氏に委託という形でお願いし、委員会はその調査結果

の説明を受け、電線業界の実情を各委員の立場で考察し、

意見を交わして、ビジネスモデル策定を議論するという

●研究開発事業（情報・サービス事業）

「広域物流調査研究会」
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　新ビジネス・プロセス・フローを図1に示す。

図1

　報告書では、A3用紙いっぱいに、ぎっしり書き込んだ

フロー図を示したが、ここでは紙面の関係で極めて簡略

な図にしている。又、ICタグについては前述のように、

実用化には少し時間がかかると思われたので、その前段

階のIT（情報システム&ネットワーク）が有効に機能する仕

組みをつくっておけば、ICタグ採用に際してスムーズに

移行できると考えている。

　この新ビジネス・プロセス・フロー図に合わせて、受

発注・輸配送情報ネットワークシステムの概要図とシス

テムの全体構成及び主要機能説明を作成したが、これも

紙面の関係でここでは記載を控えた。

4．おわりに
　この調査研究会で、新ビジネスの受発注・輸配送情報

ネットワークシステムを提案することが出来ました。次

の段階として、16年度の関東経済産業局の物流効率化推

進事業に応募し、採択されましたので、今年度はいよい

よシステム設計に取組み予定です。委員会に参加し、ご

協力頂いた方々に心から感謝致します。又、今年度も、

当事業に、引続きご支援の程、よろしくお願い申し上げ

ます。

（業務部　田中技師）

●研究開発事業（情報・サービス事業）

流に関する課題、情報ネットワークの実態及び物流の先

進事例等を調査した。

　調査結果から確認できたことを簡単にまとめると以下

のとおりであった。

・物流コストがかかりすぎる。

・物流リードタイムが長すぎる。

・輸送中の荷物の確認に時間がかかる。

・多品種少量生産による多頻度、即納要求が増えた。

・中国、ベトナム、香港等の海外物流に問題が多い。

・共同輸送はまだ情報もれの心配があり実施例は少な

い。

・モーダルシフトは一部で実施しており、省エネ、環境

負荷面の配慮は行われつつある。

・取引きにはEDIが進んでいるものの、物流に関してはIT

の活用には至っていない。

・輸配送情報ネットワークシステムの必要性は痛感して

いるが、情報もれ等への不安もあって実施への努力は

まだなされていない。

・ICタグのようなトレーザビリティがあって、在庫管理

に適した技術の実用化が望まれるが、現段階ではICタ

グ自体の改良、コストダウン、標準化等の課題があり、

実用化にはまだ時間がかかるとみている。

・ICタグに関しては、その前段階のIT活用による情報シ

ステムの充実に注力すべき段階と思われる。

（2）ビジネスモデル策定

　上記の現状から、物流改革・改善をめざせば、新ビジ

ネス・プロセスとして、表4に掲げる項目が挙げられる。

表4
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うな放射光を利用者に提供する施設である。

　発生した放射光の大半は、利用者に提供されず、電子

蓄積リング内で、吸収・散乱されている。そのため、電

子蓄積リング周辺では、放射光の散乱に起因する高エネ

ルギーX線が充満しており、ケーブルなどの周辺機器に損

傷を与えている。（図２）

　この問題に対処するため、JASRI殿に線量モニターによ

る劣化度判定法を提案し、大面積線量計の開発を共同で

進めることになった。

図2　SPring-8電子蓄積リング

4．高エネルギーX線のエネルギー領域
　図3にSPring-8電子蓄積リングで発生する放射光のエネ

ルギー領域を示す。

　このように、放射光のエネルギー領域はかなり広い範

囲になる。

　しかし、このうち、高エネルギーX線として、電子蓄積

リング周辺に充満するのは、主に高線量で、かつ電子蓄

積リングを透過してくるだけのエネルギーを持った

50～360keVのX線である。

図３　放射光のエネルギー範囲

（提供（財）高輝度光科学研究センタ－）

●研究開発事業

蛍光分析による大面積線量計の研究

実施期間 実施内容

H5～H7
CRJ003

電線用被覆材料に関する基礎調査

CRJ005

H8～H11 電線・ケーブル材料の新規劣化診断

評価法の調査研究とデータベースの整備

1．はじめに
　材料化学グループでは、平成13年度より、（財）高輝度

光科学研究センター（JASRI）殿と共同で、ポリエチレンテ

レフタレートフィルム（PETフィルム）を用い、蛍光分析

計を利用した大面積線量計の研究を進めている。ここで

はこれまでの研究成果をまとめて報告する。

2． 蛍光分析の原理と利用
　ある物質に光（励起光）が当った場合、蛍光が発生する。

この蛍光は特に有機物中の二重結合に対し、赤外吸収の

約1,000倍という高感度で感応する。この性質を利用する

ことにより、物質のごく僅かな変化を検知することがで

きる。この特長は、二重結合の生成を伴う劣化解析に最

適である。この技術はJECTECの得意技術の1つであり、

平成5年度から11年度までの7年に渡り、表1に示すような

マルチクライアント研究を行ってきた。

表1　蛍光分析を利用したマルチクライアント研究

　PETフィルムを用いた大面積線量計の研究はこの延長

線上にある。

3．放射光場における線量測定のニーズ
　図１に示すように、光速に近い高エネルギーの電子ま

たは陽電子が磁場中を通過すると、磁場によって軌道が

曲げられ，そのとき軌道の接線方向に電磁波を出す。こ

の電磁波を放射光という。

図1　放射光の発生機構

（提供（財）高輝度光科学研究センタ－）

　JASRI殿の管理するSPring-8電子蓄積リングは、このよ

実施期間 実施内容

H5～H7
CRJ003

電線用被覆材料に関する基礎調査

CRJ005

H8～H11 電線・ケーブル材料の新規劣化診断

評価法の調査研究とデータベースの整備

←電子 



21

　そこで、励起波長を320nmと一定にし、蛍光波長と蛍

光強度の関係を調べてみた。結果を図5に示す。

　これから蛍光波長が450nmにおける蛍光強度が顕著に

上昇していることが分かった。

図5　蛍光波長と蛍光強度の関係

7．蛍光波長と蛍光強度の関係
　図6はエネルギーが116keVの放射光を照射したとき、蛍

光波長と蛍光強度の関係が、照射量をパラメーターとし

たときどのように変化するかを測定した結果である。

　このグラフにおいて蛍光波長が450nmにおける蛍光強

度を、照射量に対しプロットしたところ、図7に示すよう

にほぼ直線関係が成り立つことが分かった。

　放射光のエネルギーを変化させ、同様の関係を求めた

結果を図8に示す。

　これからいずれも照射量と蛍光強度の間にはほぼ直線

関係が成り立つことが分かる。

　ただし、エネルギーの違いによって傾きが異なる。こ

れは線量計として見た場合、好ましいことではないが、

エネルギーが特定出来れば、あらかじめ各エネルギーレ

ベルに応じて、照射量と蛍光強度との関係を求めておく

ことで対処可能と考える。

5．線量計に適した高分子フィルムの選定
　必要特性として、強靱性、芳香環保有の有無、放射線

に対する感受性の3つを挙げた。

　芳香環の保有は蛍光が二重結合や芳香環に対し、感受

性が高いため、必要と判断した。また放射線感受性は、

放射線に対し、あまり強い場合は、化学変化がなく、蛍

光強度変化を生じないため、適度な抵抗性を持つことが

好ましいと考えて挙げた。

　これら3つの観点から、候補高分子フイルムとして、

表2に示す4種を選んだ。

　このうち、エンジニアリングプラスチックを除く3種に

ついては、実際に放射光を当て、蛍光強度の変化を調べ

てみた。その結果、PETフィルムのみに変化を生じ、他

の二種は変化が見られなかった。そこでPETフィルムを

用い、検討を進めることにした。

表2　候補高分子フィルム

6．PETフィルムを用いた蛍光分析
　PETフィルムに放射光を照射したときの蛍光強度の変

化を図4に示す。

　これから励起波長320nm付近での蛍光強度の変化が顕

著であることが認められる。

図4　放射光照射前後の蛍光強度変化

●研究開発事業

450m付近の 
蛍光強度上昇 

放射線量 
との相関 
性検討 

蛍光波長（nm） 

蛍
光
強
度
 

蛍光波長（nm） 

励
起
波
長（nm

） 

励
起
波
長（nm

） 

候　補 強靱性 芳香環保有 放射線感受性

PET ○ ○ ○

　ポリスチレン △ ○ ○

PE ○ × △

エンジニアリング
○ ○ △

プラスチック
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図 6　蛍光波長と蛍光強度の関係

図7　照射量と蛍光強度の関係

図8　照射量と蛍光強度の関係における

照射エネルギー依存性

8．他の放射線との相関性
　次に放射光以外の放射線について照射量と蛍光強度と

の相関性について検討を行った。

（1）γ線

　照射は空気中で行った。結果を図9に示す。照射量が

●研究開発事業

1,000kGyと大きくなった場合、直線からはずれるが、少

なくとも200kGyまでは照射量と蛍光強度の間には比例関

係が成り立つことが分かる。

図9　照射量と蛍光強度の関係（γ線）

（2） 電子線

　照射は窒素中で行った。

　結果を図10に示す。加速電圧、すなわち放射線のエネ

ルギーが異なると傾きが異なるが、加速電圧が同じであ

れば、良好な直線関係が成り立つ。

　

図10　照射量と蛍光強度の関係（電子線）

9．メカニズム
　450nmにおける蛍光強度が増大するメカニズムを考え

てみた。

　PET自体が450nmにおいて蛍光を出す構造については、

芳香環の二量体や1,2）、水酸基が付加した芳香環3)などが報

告されている。また、蛍光ではなく、モノマー部の燐光2)

であるという報告もある。

　一方、被爆PETの蛍光については、60Coのγ線に被爆さ

せた場合、450nmの蛍光強度が、被爆時の酸素濃度に著

しく依存していることが報告されている4)。

　これらの報告を参考にすれば、今回のケースでも酸化

を伴う種々の反応により、芳香環に何らかの変化が生じ

たものと推定される。
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10．PETフィルムを用いた線量計の特徴
　表3にPETフィルムを用いた線量計の特徴を他の素子と

比較して示す。

　PETフィルムを用いた線量計は、精度はやや劣るが、

アラニン並みの高線量までの測定が可能であり、使い勝

手が良く、位置解像度に優れ、安価であるという特長を

もつ。

表3　各種線量計の特徴

●研究開発事業

依頼試験および認証試験のお問い合わせ窓口

　依頼試験など電線ケーブルの技術的事項に関するお問

い合わせおよび電気用品適合性検査等に関するお問い合

わせ窓口は、以下の通りです。お気軽にお問い合わせ下

さい。

　

安全性グループ：電線・ケーブルの火災安全性評価。ゴ

ム・プラスチック等の素材、建築材料、家具および家電

製品等の燃焼実験についてもご相談に応じます。

〈連絡先〉安全性グループ　深谷主席研究員　TEL 053-428-

4686　FAX 053-428-4690　tsuka@jectec.or.jp

材料化学グループ：電線・ケーブルの構造検査、機械特

性、物理化学特性の調査・試験、新しい試験方法の開発。

電線・ケールや被覆材料の促進劣化実試験、環境性実験、

機器分析や加工技術の調査・研究開発も進めています。

〈連絡先〉材料化学グループ　関主管研究員　TEL 053-428-

4689　FAX 053-428-4690　seki@jectec.or.jp

電気物理グループ：電線・ケーブルとその付属品、情報

通信用ケーブルの電気的・機械的性能評価試験および絶

縁材料の電気的特性の測定・評価。絶縁材料の電気的劣

化に関する基礎的研究や電線・ケーブルの絶縁破壊、断

線事故等に関する調査及び試験研究も行なっています。

〈連絡先〉電気物理グループ　山田主管研究員　TEL 053-

428-4685　FAX 053-428-4690　yamada@jectec.or.jp

認証試験室：特定電気用品適合性検査および電気用品安

全法に関わる各種業務に関する総合的なサポート窓口。

「事業の届出」、「型式の区分」、「検査設備」、「表示方法」

もご相談にも応じますので、お気軽にご相談下さい。

UL、CSA、IEC規格に基づく試験を実施いたします。

UL、CSAでは申請手続きの代行もおこないます。その他

の海外規格試験として、IEEE、ASTM、ISO規格の一部

の試験および豪州規格（AS）に基づくフレキシブルコード

の試験が実施可能です。

〈連絡先〉認証試験室　若月室長、平田研究員　TEL 053-

428-4287　FAX 053-428-4690　waka@jectec.or. jp

hirata@jectec.or.jp

1)David J.Hemker and Curtis W. Frank,Polymer,29,437-447

（1988）

2)Allen,N.S.and McKellar,J.F.,

　Makromol.Chem.,179,523（1978）

3)Pacifici,J.G.and Straley,J.M.,

　J.Polym.Sci.,Polymer letters , 7, 7-9(1969)

4)Hideyuki, Itagaki, Masato Sakurai, Ryo Nakazawa ,Jour-

nal of Photopolymer Science and Technology , 11,17-18

(1998)

（化学材料G　関主管研究員）
線量計

最大測定線量
精度

形状 位置
価格

（Gy） 加工性 解像度

×
×

○

TLD＊ 低い ○
粒状

△ 繰返し

（ものによる） 使用可

アラニン
○

○
×

△ △
104～105 粒状

ガフクロ △
△

ミック 103～104
カタログ ○ ◎ △

値10%

PET ○
△ ○ ◎ ◎

フィルム ～2×105

＊電子が励起し、欠陥部に入る。加熱すると発光して元に

　戻る
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1．はじめに
　「Vinyloop　プロセス」は、電線被覆材など塩ビコンパウ

ンドとその他素材を含む塩ビ系複合混合廃プラスチック

から有機溶剤を使用して塩ビコンパウンドのみを分離・

再生するマテリアルリサイクルプロセスである。

（株）神鋼環境ソリューションは、本プロセスを開発した

大手化学メーカーであるソルベイ社（本社：ベルギー）の

日本における独占的パートナーとして、日本国内におけ

る塩ビ系廃棄物リサイクルの事業化を進めてきた。平成

１６年1月、（株）神鋼環境ソリューションとソルベイ社日

本法人である日本ソルベイ（株）は、（株）コベルコ・ビニ

ループ・イースト（資本金：10百万円（プラント建設着工

時に増資予定）、本社：東京都品川区北品川5丁目9番12

号、TEL03-5739-5832）を設立し、今後、該社が事業主体

として事業の推進・運営を担っていく。

　本稿では、ビニループ　プロセス概要および塩ビ系廃

棄物リサイクル事業（ビニループ　プロジェクト）の概

要・事業計画について紹介する。

2．Vinyloop　プロセス概要
　本プロセスは４つの主な工程からなるバッチ式プロセ

スである（図１）。（１）有機溶剤に塩ビコンパウンドを選

択的に溶解する溶解工程、（２）溶剤に不溶な塩ビ以外の

ブラスチック（PEなど）、金属等を分離する分離工程、

（３）スチームを熱源として塩ビ溶解液から非常に均質な

組成、均一な粒径分布を持った特徴ある再生塩ビコンパ

ウンドを回収する沈殿工程、（４）蒸発させた溶媒を冷却

凝集させ、溶解工程に循環再利用させる溶剤回収工程。

主な特長は、（１）あらゆる塩ビ系廃棄物から塩ビの分

離・再生が可能、（２）異物混入がない塩ビコンパウンド

が再生可能、（３）プロセス内で成分調整が可能であり、

再生塩ビコンパウンドは強度、剛性、伸び、熱安定性、

耐寒性がバージン材に匹敵する、（４）元の用途への適用

が可能、などである。

　国内の廃電線被覆材から再生した再生塩ビコンパウン

ドの電線への適用可能性については、(社)電線総合技術セ

ンター殿との共同研究によりJIS-K6723（1種3号）をクリア

することが確認されている。

3．事業概要と計画
　ソルベイ社は既にイタリアのフェラーラ市に処理量年

塩ビ系廃棄物リサイクル事業「ビニループプロジェクト」
～（株）コベルコ・ビニループ・イーストによる事業化について ～

間10,000トンの商業プラントを建設し、平成１４年２月よ

り事業を開始している。国内では、まず平成１６年度環

境省予算におけるエコタウン補助金交付申請を前提に、

千葉県での事業化を推進しており、次いで関西や他地区

での全国展開も視野に入れている。

○千葉県での事業

　処理する塩ビ系廃棄物は、使用済み廃電線被覆材、使

用済み農業用ビニルシート、工場等で発生する壁紙端材

等を対象に、合計年間26,000トンを見込んでいる。(株)神

鋼環境ソリューションとソルベイ社の業務提携発表以降、

環境問題への認識が高い塩ビ系廃棄物排出業者らの本事

業に対する関心は高く、廃棄物回収に関して前向きなコ

メントを得ている。今後はこれを更に確実なものにする

ため、処理費／年間回収量を含めた契約交渉を進めてい

く。

　一方、26,000トンの塩ビ系廃棄物から再生される塩ビコ

ンパウンドは年間18,000トンとなり、これまで弊社研究所

にあるマイクロパイロット設備およびソルベイ社パイ

ロット設備で再生回収した塩ビコンパウンドに対しては、

電線メーカーを含む各種ユーザーよりバージン材と遜色

ないとの高い評価を得ている。さらに、実機での製造ラ

インテストに必要な大量のサンプル試供を要望されてお

り、国内使用済み廃電線被覆材および使用済み農ビを

フェラーラプラントにて処理した再生塩ビコンパウンド

の試供を開始している。価格についても一部具体的な交

渉を開始した。

　事業計画については、施設設置の許認可が整い次第、

建設に着手する予定であり、現在のところ、平成16年10

月着工、平成17年12月完工、平成18年1月からの操業開始

を睨んだ活動を推進中である。

図1　Vinyloop　プロセスフロー

（（株）コベルコ・ビニループ・イースト社長　星野　孝）

R

R

R

R
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（3）ケーブル

　ケーブルは、導体と絶縁体、それと絶縁体保護用の

シースから構成された電線です（図3）。

図3　ケーブルの構造

　ケーブルの場合はシースがあるので、使用にあたって

は、3.3kV以上の高電圧ケーブルであっても碍子等で大地

から絶縁する必要はありません。

　しかし安全確保のため、使用できる絶縁体の種類は限

定されており、また、絶縁体とシースの境界面には金属

で構成された遮蔽層（又は金属シース）を設け、この金属

層を大地に接地する必要があります。

2．電線の略号
　電線の略号については（社）日本電線工業会発行の「電線

の知識」等に記載がありますが、ここでは略号の意味を含

めて紹介します。

（1）略号の基本

　裸線の場合は導体の種類を示す略号で示します。

　絶縁電線の場合は、用途を示す略号と絶縁体の種類を

示す略号で示します。絶縁電線は通常銅導体を使用しま

すが、銅以外の導体を用いる時は、導体の種類を示す略

号を頭につけます（Ex：Al-IV）。これはケーブルの場合で

も同じです（Ex：600V Al-CV）。

　電力ケーブルの場合は、使用する定格電圧と絶縁体及

びシースの種類を示す略号で示します。電力ケーブル以

外のケーブルの場合は、用途を示す略号と絶縁体及び

シースの種類を示す略号で示します。

　以上は原則であって、実際には形状に関する付加記号

（例えば平形ならF、トリプレックス形ならT）、付加構造

●一般試験事業

連載コラム－Massy Yamadaの電気教室（その5）

　第5回目の電気教室です。今回は基礎に戻って「電線の

構造と略号」をとりあげます。

　その範囲は国内の電力・制御系の汎用電線とします。

RHＷ、XHHW等のUL電線、国際規格に準拠した舶用線、

CPEV、PEＣ、F-5C-2V等の通信線、PVF、UEW等の巻線

は対象外とします。

　Massy先生は電線会社に入社して技術部門に配属され

たときに、最初に電線・ケーブルの略号とその意味を教

えてもらった記憶があります。

1．電線の構造
　電線をその構造から分類する場合、裸線、絶縁電線お

よびケーブルに分類するのが一般的です。

（1）裸　線

　裸線とは、銅線やアルミ線等の金属線（導体）のみで構

成された電線です。絶縁被覆がないので、使用にあたっ

ては碍子等で大地から絶縁する必要があります。

導体は単線の場合もあり

ますが、多くはより線で

す。代表的な用途は鉄塔

と鉄塔を繋ぐ架空送電線

です。架空送電線には硬

銅より線、硬アルミより

線、アルミ合金より線も

使用されますが、主流はACSRと呼ばれる鋼心アルミより

線です（図1）。硬アルミ線は引張強度が低いので鋼線と複

合して大きな張力に耐えるようにしています。

（2）絶縁電線

　絶縁電線は、導体と絶縁体のみで構成された電線で

す。

　3.3kV又は6.6kＶの高圧

用もありますが、主流は

低圧用（600V以下）です。

　高圧用の場合は、絶縁

体は、安全確保のため、

耐電圧特性の優れたポリ

エチレン、架橋ポリエチレン及びエチレンプロピレンゴ

ムに限定されている他、使用にあたっては、碍子等で大

地から絶縁する必要があります。

　主な用途は、架空配電線用、機器内（盤内）配線用及び

ビルや工場内の配線用です。

図1　ACSRの構造

図2　絶縁電線の構造
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に関する記号（例えば鉄線外装ならWA、シールド付きな

らS）等がつけられます。

　なお電力ケーブルの定格電圧はJEC規格に規定された系

統電圧と同じですが、3.3kV以上の高電圧としては表1の

ような定格電圧があります。

表1　主な定格電圧の種類

（2）裸線の略号

　裸線としては、軟銅、硬銅、硬アルミ、鋼心アルミよ

り線などが用いられます。その略号は表2のとおりです。

表2　主な裸線の略号

　なお、ACSRについては、耐熱アルミを用いたTACSRや

熱膨張の少ない鋼線（インバー線 I）を用いたACIR等各種

の改良品があります。

（3）絶縁電線の略号

　主な絶縁電線の略号を表3に示します。

表3　主な絶縁電線の略号

　なお架橋ポリエチレン、ポリエチレン、エチレンプロ

ピレンゴムを絶縁体としたKIC,KIP.OC,OE,JP,PDC,PDP

は高圧用です。

（4）ケーブルの略号

　前述したように

　①電力ケーブル：定格電圧＋絶縁体＋シース

　②その他のケーブル：用途＋絶縁体＋シース

で示します。

　JIS規格には表4に示すケーブルがあります。

表4　JIS規格にある主なケーブルの略号

　表4に示す電力ケーブルは6kVまでのゴム・プラスチッ

ク絶縁電力ケーブルですが、より高電圧の電力ケーブル

としては、

　・OF（Oil-filled）ケーブル

　・POF（Pipe-type OF）ケーブル

　・GIL（Gas-insulated-line）ケーブル

といったケーブルもあります。

（5）コードの略号

　JISにはゴムコード（JIS C 3301）とビニルコード（JIS C

3306）の規格があります。

　いずれも家庭用の電気・電子機器、電熱機器の電線と

して使用される移動用（フレキシブル）低圧電線です。

　これらコードについては、原則、

　「絶縁体＋構造を示す略号」　又は

　「絶縁体＋シース＋構造を示す略号」

に移動用（フレキシブル）の「Ｆ」を付加します（Ex：VFF＝

ビニル/平形/コード）。実際には各種の構造があるので詳

細は各JIS規格を参照下さい。

（電気物理Ｇ　山田主管研究員）

略号 略号の意味

定格電圧600V以下の屋内配線用（Indoor）

600V IV 　　絶縁体がビニルV（polyvinyl chloride）

600V IE 　　or　ポリエチレンE（polyethylene）

600V HIV 　　or　耐熱Ｈ（Heat-resistant）ビニルV

600V IK 　　or　珪素ゴム（Keiso）

600V KGB 　　or　珪素ゴム＋ガラス編組

　　　　（Glass-braided）

KIV,HKIV
機器内（盤内）配線用（Kikinai+Indoor）

KIC,
　　絶縁体がビニルV or耐熱ＨビニルV

KIP
　　or　架橋ポリエチレンC（Crosslinked-poly…）

　　or　EPゴムP（Ethylene-propylene rubber）

OE,OC 屋外用（Outdoor=架空配電用）で

OW 絶縁体がE,C or W（Weatherproof→ビニル）

DV 架空配電の引込用（Drop）、絶縁体：V

JP 架空配電のジャンパ用（Jumper）、絶縁体：P

PDC 架空配電の電柱引下用（Pole-drop）、

PDP 絶縁体：C（架橋ポリエチレン）or P（EPゴム）

導体の種類 略号 略号の意味　

軟銅線 A Annealed copper conductor

錫引軟銅線 TA Tinned annealed copper…

硬銅線 H Hard-drawn copper conductor

硬アルミ線 HAL Hard-drawn aluminum…

鋼心アルミより線 ACSR Aluminum conductor steel reinforced

区　分 高　圧 特高圧 超高圧

定格電圧 3.3 11　22　33 187　275

（kV） 6.6 66　77　154 500

略号 略号の意味

電力用 3～6kV CV CVTの T：トリプレックス形

3～6kV CVT VVFのF：平形

600V VV EE/FのF：耐燃性（F）

600V VVF 　　　　　 Flame-resistantの

600V EE/F 　　　　　 ポリエチレンシース（E）

600V PN PNのN：クロロプレンシース

600V VCT 　　　　 （商品名Neoprene）

（VVCTとは VCT,PNCTのCT：

　　言わない） 　　キャブタイヤケーブル＝移動用途

600V PNCT 　　（細い銅線を束ねて導体とし

　　　　　　フレキシブルにしている。）

制御用 CVV C：control用

CVV-S VV：絶縁 ,シースともビニルV

CVV-SB -S：銅テープシールド付き

-SB：銅編組シールド付き
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1．はじめに
　JECTECでは、将来規格化が見込まれているCat7用LAN
ケーブルや10GBASE-T対応の測定が可能な650MHz対応
のBH040-0092バランを導入したので紹介する。
　LANケーブルの試験については、DCM社製のLAN自動
測定装置（JECTEC NEWSNo.26｢高性能LAN用ケーブルの
開発及び性能評価支援事業について｣参照）による規格試
験が可能であるが、ツイストペア線の放射電磁界などそ
れ以外の試験にはバランが必要となる。
　
2．バランとは
　バランとは平衡回路と非平衡回路のインピーダンス変
換を行うためのトランスであり、LANケーブルなどのツ
イストペアケーブルの測定を行う場合に用いる。

図1　バラン

3．測定実施例
（1）吸収クランプ
　同軸ケーブルの吸収クランプ法による放射ノイズ測定
については、JECTEC NEWS No.41｢同軸ケーブルabsorb-
ing clamp法の感度向上について｣他で報告したが、ここで
は、図2のようにバランを用いたCat5eケーブルの測定結
果について報告する。

図2　LANケーブルの吸収クランプ測定回路

　同軸ケーブルの場合は、外部導体の遮蔽を透過してく
る放射ノイズを測定しており、図3（a）に示すように半波
長毎に放射ノイズのピークが見られる。
　一方、LANケーブルのような遮蔽の無いツイストペア
ケーブル（UTP）の場合は、理論的には2本の対より線から
の放射ノイズは打ち消し合うが、実際には平衡度（LCL）
のずれがあり、図3（b）に示すように放射ノイズが発生す
る。同軸ケーブルには見られない細かい波形が見られる
が、この原因はまだよく分かっておらず、現在、調査を

継続中である。

（a）非平衡ケーブル（同軸ケーブル）

（b）平衡ケーブル（Cat5eLANケーブル）

図3　吸収クランプ測定例（近端回路）

（2）バランのLCLフロア試験
　バランには固体差があるので、LCLフロア試験による
確認を行った。No.0250バランは、ほぼ100MHzまで
60dB、また510MHz程度まで50dBを維持していることを
確認したが、650MHzでは44dB程度まで低下した。

図4　バランのLCLフロア試験

4．おわりに
　LAN自動測定装置と併せバランによる評価も可能です
ので、ご興味のある方は、一度ご相談下さい。

（電気物理G　森下主査研究員）

Cat7対応バランの紹介
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安全性グループ試験装置紹介（その1）
（小型耐火炉、垂直トレイ燃焼試験装置）

1．はじめに
　安全性グループでは、国内外の各種ケーブル及び建材

等の燃焼試験規格に準拠した試験装置を保有しておりま

す。今回から5回に渡りこれらの試験装置に関して、装置

の概要、準拠規格及びこれらの試験装置を使用した試験

方法等を紹介いたします。

　まず第1回目である今回はJECTECにおいて、認定試験

を実施させて頂いております、消防庁告示第10号、11号

における耐火、耐熱電線の評価を実施するための試験装

置であります小型耐火炉及び垂直トレイ燃焼試験装置の

紹介です。JECTECはこれらの試験装置を使用して実施す

る消防庁告示第10号及び第11号の耐火・耐熱試験及び垂

直トレイ燃焼試験に関してのISO/IEC17025認定ラボと

なっております。

2． 耐火・耐熱電線について
　耐火・耐熱電線とは、火災時の非常用電源の確保を目

的に、消防庁が基準を定めた電線で、一般の電線と比べ

特殊な耐火層や耐熱層などを設け、火災によって被覆が

燃焼した場合でも絶縁性能を保ち、一定時間の通電を可

能としているものです。これらの電線は消防法および建

築基準法で定める各種非常用設備（非常用エレベーター、

屋内消火栓設備、排煙設備など）の配線に使用されていま

す。この耐火・耐熱電線の耐火及び耐熱性能を評価する

ための試験装置が小型耐火炉です。（耐火・耐熱電線以外

に小型耐火炉によって耐熱性能を評価するケーブルに耐

熱光ファイバケーブル、耐熱形漏えい同軸ケーブル等が

あります。）また現在では、高難燃性能を併せ持った耐

火・耐熱電線が存在し、これらのケーブルの高難燃性能

は垂直トレイ燃焼試験によって評価されます。

　耐火ケーブルには露出用、及び電線管用の区分があり、

露出用のケーブルは露出配線のみに使用できるのに対し

て、電線管用のケーブルは、露出配線及び電線管内配線

の両者に使用することができます。

3． 小型耐火炉（図1）
　小型耐火炉は耐火・耐熱電線の耐火及び耐熱性能を評

価するために、考案された試験炉で、消防庁告示第10号

及び11号の耐火試験及び耐熱試験に特化した我が国固有

の試験装置です。炉内には炉内温度制御用及び試料表面

温度モニタ用の2本の熱電対が設置されており、炉内温度

は炉内温度制御用熱電対の信号を元にプログラム調節計

がバーナへのガス流量を調節することによって制御され

ます。このプログラム調節計には様々な加熱パターンを

入力することができますが、温度制御はバーナガス流量

の調節のみによることから、比較的緩やかな温度上昇パ

ターンの場合は精度のよい制御が行えますが、急激な温

度変化、及び、温度を降下させるようなパターン等の温

度制御には適していません。耐火・耐熱電線試験の加熱

パターンはJIS A1304（建築構造部分の耐火試験方法）の標

準曲線による比較的緩やかな温度上昇パターンであるこ

とから、小型耐火炉によって比較的精度のよい加熱曲線

を得ることができます。

図1　JECTECの小型耐火炉

　表1に小型耐火炉を使用した、耐火・耐熱試験の概要を

まとめました。耐火試験におきましては、露出試験及び

電線管試験がありますが、露出用のケーブルの評価は露

出試験のみとなるのに対して、電線管用のケーブルは露

出試験及び電線試験に合格する必要があります。
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表 1　耐火・耐熱試験の概要（小型耐火炉）

図2　耐火露出試験用試験体

図3　耐火電線管試験用試験体

●一般試験事業

4．垂直トレイ燃焼試験（図4）
　米国電気学会により開発された試験方法（IEEE383 std.

1974-2.5）でありますが、日本国内においてもこの規格を

もとにJIS C 3521として規格化されており各種ケーブルの

難燃性評価に用いられています。消防庁告示第10号及び

11号では、高難燃性能の評価にこのJIS C3521を適用して

います。

　試験は規定本数のケーブルをはしご状の垂直に設置さ

れたトレイに規定の方法で布設し、トレイ下方より規定

のバーナによりケーブルを燃焼させ、トレイ上方への延

焼性を評価します。

　この垂直トレイ燃焼試験は現在ではさまざまな機関に

よって改良が加えられた種々の試験方法が存在しますが

火源としてのバーナの形状、火源の熱量（約20kW）は各規

格ともほぼ同様のものとなっています。次回紹介いたし

ます、IEC60332-3試験もこの垂直トレイ燃焼試験の改良

型と言うことができます。IEC60695-9-2(Fire hazard test-

ing-Part 9-2 Surface spread of flame Summary and relevance

of test methods)中に垂直トレイ試験の各規格を比較した

一覧表がありますので、興味のある方はご参照下さい。

　JECTECの試験装置は、現在IEEE383及びJIS C3521に対

応しております。また試験室のサイズが規格と異なりま

すことから参考試験となりますが、UL1685,CSA FT-4試験

に関しましても専用のトレイ、バーナを使用して実施す

ることができます。（但しUL1685におきます、煙濃度の

測定は実施することが出来ません。）

図4　垂直トレイ燃焼試験

　　　　　　　　　　　　　（安全性G　深谷主席研究員）

ケーブルサイズ

加熱曲線

加熱時間

試験体

加熱前絶縁抵抗

加熱前絶縁耐力

加熱中絶縁耐力

加熱後絶縁抵抗

耐火試験

（低圧耐火ケーブル）

導体サイズ

～1000mm2未満（単

心）

～325mm2未満（多心）

これら以上のケーブ

ルは大型耐火炉で試

験を実施

JIS A1304 30分加熱

（30分で840℃まで加

熱

30分

露出試験用（図2）

（露出試験では、1.3m

の試料重量の 2 倍の

荷重を試験中試験体

にかける）

電線管試験用（図3）

50MΩ以上

1500V，1分間

600V，30分間

0.4MΩ以上

耐熱試験

－

JIS A1304 の標準曲

線の1/2の温度（15分

で380℃まで加熱）

15分

露出試験用

試料外径によって直

線状態もしくはU 字

またはS 字に屈曲し

た状態で試験を実施

する

（1.3mの試料重量の2

倍の荷重を試験中試

験体にかける）

50MΩ以上

－

250V

0.1MΩ以上



30

●情報・サービス事業

#55 JECTECセミナー「エコ材料の最先端」

　環境の日（6月5日）の2日前、平成16年6月3日、JR有楽町

駅前の（社）日本交通協会大会議室において開催したセミ

ナーについて報告します。

1．セミナーのプログラム
（講演題目と講師）

（1）「電子機器用のバイオプラスチックの最新動向」

日本電気㈱　位地　正年  氏

（2）「Eco対応　電線被覆用ノリル樹脂のご紹介」

日本GEプラスチックス㈱　糸井　秀行  氏

（3）「エコ材料関係のAFTの高分子添加剤」

味の素ファインテクノ㈱　宮地　保好  氏

（4）「ノンハロ電線材料の開発状況」

アプコ㈱　八木　敬祐  氏

（5）「電線用エコ材料の最新技術」

昭和化成工業㈱　江島　靖和  氏

（6）「ポリエチレン系エコ材料」

日本ユニカー㈱　立川　毅  氏

（7）「新規トリニティFR（耐酸性グレード）」

リケンテクノス㈱　瀬田　寧  氏

（8）「ノンハロゲン系難燃材料の開発状況」

プラス・テク㈱　新美　佳治  氏

（9）「ノンハロゲン難燃ポリエチレンの各種評価方法」

日本ポリエチレン㈱　川端　秀雄  氏

2．セミナーの企画
　このセミナーは、昨年9月に開催した＃54 JECTECセミ

ナー「エコ電線の最近の動向」（JECTEC NEWS No.40参照）

の参加者アンケートで非常に多かった「エコ電線」に関す

るセミナーの継続開催要望に応え企画しました。

　エコ電線に関する調査研究会活動の中で、昨年実施し

た電線メーカーへのアンケートでは、アンケート回答社

の93％の電線メーカーがコンパウンドメーカーからの購

入材料によりエコ電線を製造していました。本セミナー

では、このような実態を踏まえ、主要なコンパウンド

メーカーから現状の取組み状況を講演いただくことに

よって、材料面から見たエコ電線の課題を浮き彫りにな

らないかと考えました。また、意図したように課題が明

確にならなかったとしても、複数のコンパウンドメー

カーからの話をまとめて聞くことが出来る場は、エコ電

線の開発担当者に対し有意義な情報提供の場になると考

え、プログラムの（4）から（9）の6社に講演をお願いしまし

た。

　プログラム（3）は、難燃剤の講演になります。

　さらに、エコマテリアルは、ecology（調和の取れた体

系）もしくは、eco（生態学）とマテリアルの合成語と考え

られ、環境負荷の少ない材料の意味で使用されています。

　環境負荷の少ない材料という意味で、金属水酸化物で

難燃化したハロゲンフリー材料以外に目を向けて見るこ

とも必要であろうと考えました。その結果が、プログラ

ム（１）と（２）の講演になりました。

3．参加者の反応
　「エコ電線」に対する関心の高さを反映し、講師、事務

局関係者を除き、参加申込者で178名と盛大なセミナーと

なりました。参加者の内訳は、正会員39社75名、賛助会

員14社37名、非会員66名でした。企画は、電線メーカー

向けセミナーでしたが、材料メーカーからも多くの方に

参加いただきました。

　終了後のアンケートで確認することができたセミナー

参加者の感想をいくつか紹介します。

・材料のトップメーカーの技術紹介は大変参考になっ

た。

・コンパウンドメーカー各社の最新材料技術がわかって

良かった。

・ノンハロ材料への取り組みも早く、炭酸ガス白化はじ

め多くのトラブルを経ながら販売実績を重ねて来た会

社、まだ取り組み期間は短いが意欲が盛んな会社と材

料メーカー各社を対比できた事は参考になった。

　このように、セミナーを企画した意図が成功した意見

が多かったことは事実ですが、

・コンパウンドメーカーに偏っている。もっと原材料

メーカーとセットメーカーの意見を聞きたかった。

・材料メーカーが中心であり、アカデミックなメカニズ

ムに注力したテーマも欲しい。

などの意見も当然ありました。

　環境影響の少ないグリーンな電線・ケーブル開発の方

向性を共同で調査研究しようと4月から委員会活動を開始

した「エコ電線調査研究会」では、電線ユーザーの動向や
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新しい難燃技術の状況を調査研究するため、電線ユー

ザーの方や難燃技術の研究者を講師として委員会にお招

きし、講演をお願いしていく計画で進めています。この

セミナーによせられた前記のような要望は調査研究会活

動の中で実現していくことになります。

　アンケートの回答に、電線ユーザーの調達担当者を招

待して欲しかったとの声も多くありました。日頃、お客

さまから特性改善あるいはコストダウン要求を受け対応

に苦慮されているエコ電線開発者の声と考えられます。

セミナーでの講演がエコ電線用ノンハロゲン材料のPRと

いう視点だけでなく、直面している問題点とその改善へ

の取り組みの内容になっていたことで、エコ電線ユー

ザーの皆様にもエコ電線の実情の姿を知っていただく良

い機会であったと評価されたものと考えています。

【アンケート集計結果】

＊セミナーの講演内容は、いかがでしたか？

＊セミナーの講演数、講演時間は、いかがでしたか？

＊セミナーの会場は、いかがでしたか？

　“予算も関係するため無理もいえないが、3人座席はき

つかった”との記載もありました。また、時間割表の配布

や、モニター画面の件についてもご指摘いただきました。

改善できるところは改善していきたいと思います。

4．講演の概要
　エコ電線のエコは、エコロジーではなく、エコノミッ

クではないかとの思えるとの講演者からの話もありまし

たが、随所に価格が大きな課題の一つと挙げられまし
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大変満足した 29（22%）

どちらかといえば満足した 75（56%）

満足度は高いとも低いともいえない 26（19%）

どちらかといえば満足しなかった 3（  3%）

満足度は大変低い 1（  1%）

大変満足した 18（13%）

どちらかといえば満足した 76（57%）

満足度は高いとも低いともいえない 34（25%）

どちらかといえば満足しなかった 6（  5%）

満足度は大変低い 0（  0%）

大変満足した 17（13%）

どちらかといえば満足した 61（46%）

満足度は高いとも低いともいえない 27（20%）

どちらかといえば満足しなかった 23（17%）

満足度は大変低い 6（  4%）

た。

　エコ電線の被覆材料であるノンハロゲン材料の歴史を

振り返ってみるとPEの（低発煙）難燃化品からPVC代替品

へと要求が変化してきている。また、ハロゲンフリーだ

からこの電線を採用するのではなく、この材料の優れた

特性に着目した用途が拡大することを望むとの話もあり

ました。ある講演者によれば、PVC電線とエコ電線の燃

焼試験を体験すればエコ電線の良さは実感できるそうで

す。

　以下に、各講演の概要を紹介いたします。

（1）「電子機器用のバイオプラスチックの最新動向」

日本電気㈱　位地　正年  氏

　“最近の環境動向”“NECにおけるグリーン調達”“バイオ

プラスチックの最新動向”の3章に分けて講演された。

　NECのバイオプラスチックへの取り組みについては、

抜群のCO2吸収速度をもつケナフの繊維で強化したポリ

乳酸の開発と高価格材料に見合う高付加価値を創出した

自己修復（形状記憶性）ポリ乳酸の開発についての紹介が

あった。

（2）「Eco対応　電線被覆用ノリル樹脂のご紹介」

日本GEプラスチックス㈱　糸井　秀行  氏

　電線被覆用に柔軟性を実現したノリル樹脂開発製品に

ついて紹介があった。その特長として、高難燃性を保持

していながら低比重であること、幅広い周波数範囲で低

誘電率であること、通常の押出機で成形可能であること

の説明があった。

（3）「エコ材料関係のAFTの高分子添加剤」

味の素ファインテクノ㈱　宮地　保好  氏

　天然水酸化マグネシウム系難燃剤と無機系酸吸着安定

助剤についての紹介があった。
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　EMケーブル市場が伸びている中でコストダウンの観点

で天然水酸化マグネシウムの使用が検討されている。天

然品の技術的課題である微量不純物の影響及び難燃性の

改善についての詳細な説明があった。

　平均粒径の細かい天然品を製造することによりコンパ

ウンドの酸素指数での評価で難燃性の改善が認められ

た。

水酸化Mg添加品の酸素指数

（4）「ノンハロ電線材料の開発状況」

アプコ㈱　八木　敬祐  氏

　ノンハロゲン電線材料の開発背景の変遷から話を始め、

ノンハロゲン材料の配合設計についての説明があった。

　電線での難燃性は、酸素指数との相関がない、材料の

絶対評価方法として電線での燃焼速度を測定する方法と

その方法によるデータの紹介があった。

　加熱変形性やホットセット性に優れたシラン架橋品、

さらには、電線の信頼性試験データの紹介があり、最後

に、PVC代替時の注意事項として、ピンキング（暗所黄

変）現象などの説明があった。

（5）「電線用エコ材料の最新技術」

昭和化成工業㈱　江島　靖和  氏

　塩ビ系材料とオレフィン系材料の配合を比較するとオ

レフィン系材料は充填剤の代わりに難燃剤が大量に添加

されている。その結果として起こる物性低下を防止する

処方について検討を行い、LLDPEにエラストマー成分を

ブレンドすると機械的物性が改善できることを見出し、

●情報・サービス事業

（平均粒径）
EEA EEA

+難燃剤125PHR +難燃剤150PHR

天然品　2μｍ 27．2 28．4

天然品　4μｍ 26．0 27．0

合成品　1μｍ 27．2 28．5

難燃剤の分散状態とSSカーブの相違に着目し考察した内

容の説明があった。

　LLDPE／エラストマーブレンド系に難燃剤を添加する

とエラストマー相に分散する。エラストマー相では、破

断の直接の原因となるベースポリマーと難燃剤との界面

剥離が起こる前にエラストマーが低い応力で伸びるため

に、難燃剤添加による破断伸びの低下が小さい。

　また、垂直難燃試験において、難燃試験装置により合

格率が微妙に変わることの紹介があった。

（6）「ポリエチレン系エコ材料」

日本ユニカー㈱　立川　毅  氏

　ノンハロゲン難燃ポリエチレンの加工トラブルとして、

“吐出量が上がらない”“表面が荒れる”“目脂が出る”の3点

を挙げ、その対処法についての紹介があった。

　目脂の問題では、ダイ内流動の不安定が原因であり、

ダイスの温度を上げることやダイランドを短くすること

の効果の実験例が紹介された。

ダイランドと目脂成長速度

（7）「新規トリニティFR（耐酸性グレード）」

リケンテクノス㈱　瀬田　寧  氏

　ノンハロゲン難燃剤の耐酸性の問題についての取り組

みが紹介された。化学的性質から難燃剤として水酸化ア

ルミニウムを有利とし、水酸化アルミニウムを配合した

材料の紹介があった。

　水酸化アルミニウムの熱分解による発泡は210℃以上で

起こってくる。加工後に材料本来の物性を確保するため

には、樹脂温度に制限されても、良く練られた状態で加

工することが必要であり、スクリュー形状などの押出機

の選定が必要になると説明された。
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写真1　講演会風景

　内容は、高圧CVケーブルの水トリー劣化を中心に講演

しました（表1に目次を示します）。

　受講者である電気主任技術者の皆さんにとって切実な

問題であるため、熱心に受講いただき、席上及び郵送・

電子メールでの質問を多くいただきました。

　今後ともこのような機会を利用してJECTECの知名度向

上を図っていく予定です。

（電気物理G　山田主管研究員）

（8）「ノンハロゲン系難燃材料の開発状況」

プラス・テク㈱　新美　佳治  氏

　ノンハロゲン難燃材料の傷付き白化と低減方法につい

て説明があった。

　また、射出成形用材料のスパイラルフロー流動性の

データの紹介があった。

（9）「ノンハロゲン難燃ポリエチレンの各種評価方法」

日本ポリエチレン㈱　川端　秀雄  氏

　ノンハロゲン難燃材料およびケーブルでの難燃性評価

方法が整理されて紹介された。また、ノンハロゲン難燃

材料の特長でもある煙の安全性や発生ガスの腐食性に関

する試験方法と測定データ例が紹介された。

●情報・サービス事業

煙の安全性試験　建設省告示1231号

発生ガスpH測定例

　　　　　　　　　　　　　　　　（業務部　清水部長）

　（社）日本電気技術者協会関西支部主催の電気保安セミ

ナーが去る4月9日、エル大阪（大阪府立労働センター）で

開催されJECTECが「高圧CVケーブルの保守と劣化診断」

というテーマで講演しました。

　1年前にも同一テーマで講演しましたが、受講希望者が

多く会場の都合で多数お断りした経緯があり、今回二回

目の講演となりました。今回も定員を越える100名の参加

を得て講演を実施しました。

表1　講演の目次

電気保安セミナーでJECTECが講演

1　CVケーブルの保守と絶縁劣化診断
（1）水トリー劣化
（2）銅テープ遮蔽
（3）シース収縮問題
（4）熱劣化、油・薬品による劣化
（5）接続部施行不良とケーブル外傷
（6）事故点ローカライズ

2　電力ケーブルの許容電流
3　電力ケーブルの遮蔽接地
4　電力ケーブルの熱機械問題
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正会員 会社の規模 口数又は年会費
入会金

の種別 資本金 年間売上高 （1口：60万円／年）

A 300億円以上 1000億円以上 25口以上

B 100億円以上 1000億円以上 20口以上
20万円

C 1億円以上 100億円以上 2口以上

D 資本金1億円未満又は売上高100億円未満 1口以上
E 資本金2千万円未満又は売上高20億円未満 1口以上又は30万円

免除
F 資本金1.5千万円未満又は売上高10億円未満 1口以上又は12万円

平成16年度通常総会報告

　平成16年度通常総会を平成16年6月10日に浜松市のグラ

ンドホテル浜松に於いて開催し、下記の議案がいずれも

原案通り可決されました。6月24日付で、井上市郎理事に

替わり、中谷啓吾理事が就任しました。

第1号議案　平成15年度事業報告及び決算報告に関する件

第2号議案　平成16年度事業計画及び収支予算に関する件

第3号議案　理事、監事選任に関する件

　また、通常総会の終了後に第68回理事会を同ホテルに

於いて開催し、下記の議案がいずれも原案通り可決され

ました。6月24日付で、中谷啓吾専務理事が就任しまし

た。

　第1号議案　平成16年度専務理事選任の件　

　第2号議案　専務理事に対する報酬支給の件　

　さらに、通常総会にあわせて成果報告会（於：JECTEC）

及び懇親パーティ（於：グランドホテル浜松）を開催し、

会員各位他のJECTECへのさらなるご理解をいただくと共

に親睦を深めました。

（総務部　森田部長）

　小規模正会員の負担軽減及び増強を図るべく、平成16

年3月29日に開催された第66回理事会で入会金及び会費規

則の第2条（種別）の改訂をご承認いただきました。次表太

入会金及び会費規則の改訂

線下線部の種別Ｅ及びＦが今回の改訂で追加されたもの

で、平成16年4月より運用しております。

（総務部　森田部長）

改訂後の正会員の会費及び入会金

平成16年度通常総会 懇親パーティ
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1年の歩み

 平成15年

 7月・経済産業省　平成15年度環境問題対策調査等（循環

型製品・システム市場化開発調査（廃光ファイバ

ケーブルの再利用技術に関する調査））を受託

  8月・電気学会東海支部若手セミナー見学会（8/5）

・JABによるISO/IEC17025試験所認定第1回サーベイ

ランス（8/27）

・“浜松研修会開催”（座学：8/19,20　実習：8/21,22）

  9月・#54セミナー「エコ電線の最近の動向」を東日本電線

工業協同組合と共催（9/11）

10月・電気学会環境対応電気・電子材料システム調査専

門委員会見学会（10/16）

・“仙台研修会開催”（10/21,22）

・マルチクライアント研究「エコ材料押出時のダイス

かす低減」発足

・IEC TC89（Fire Hazard Testing）モントリオール国

際会議に出席（JECTEC NEWS No.40）

・U L ノースブルックでの燃焼試験実習に派遣

（JECTEC NEWS No.41）

11月・臨時総会開催（11/14）

定款変更により会員外理事の定数を2人以内から9

人以内とするとともに「認証」を本会の事業として

明文化した。特定の業界に偏らない試験・認証機

関として体制を確立

新理事による理事会にて松浦虔士理事が新会長と

して選任され新しい運営体制がスタートした

・中部電力殿技術研究会配電専門部会の見学会（11/

25）

・社団法人電線工業会に入会。（11/27）

・「広域物流調査委員会」発足。関東経済産業局補助

事業。ICタグを活用した物流機能強化策を検討。

（H16年3月までに6回の委員会を開催し、報告書作

成）

・マルチクライアント研究「廃電線塩ビ被覆材の鉛除

去技術の調査」発足

12月・“東京研修会”（12/2,3）

平成16年

  1月・“タイ（バンコク）研修：AOTS研修事業「電線製造業

における品質管理および設備管理」（1/26～30）

  2月・“インドネシア（ジャカルタ）研修”：AOTS研修事業

「電線製造用ダイスと設備管理」（2/16～20）

・電気用品安全法適合性検査機関の登録制度への変

更に伴い、NITEによる更新審査を経て国内登録検

査機関として登録された（2/27）。

・「エコ電線の実態と動向調査」調査研究会の最終（第

9回）委員会を浜松にて開催（2/27）　

  3月・ULによるISO/IEC17025に基づく監査（3/24）

・第66回理事会、入会金及び会費規則改訂（3/29）

  4月・電気技術者協会主催の電気保安セミナーにて「CV

ケーブルの保守・劣化診断と熱的・機械的問題」を

講演（4/9）。参加者100名と多く、講演後の質問も

多くあった。

・「エコ電線調査研究会」第1回委員会開催（4/21）

  5月・IEC TC89委員会、オランダ（デルフト）で開催され

た会議に出席（深谷：5/10～5/16）

・ULの環境関連新プロジェクトの責任者がセンター

を来訪。（5/17）

  6月・#55セミナー「エコ材料の最先端」を（社）日本交通協

会大会議室にて、開催（6/3）

・成果報告会及び施設見学会を開催

　日時　6月10日（木）　13:30～16:20

成果報告会発表テーマ 発表者

概況報告 会田センター長

廃光ファイバの再利用技術に関する調査 後藤主席研究員

使用済み電線の環境負荷研究 山貝主席研究員

電気用品配線器具検査技術の確立 河合主席研究員

LANケーブルの放射電磁波測定技術に関する研究 森下主査研究員

大型耐火炉による耐火防護管試験方法の確立 大山主査研究員

受発注・輸配送情報ネットワークシステム構築 田中技師
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新幹線（2003年12月撮影）

　話は変わりますが、浜松では10/11まで、浜名湖花博が

開催されています。入場したら、まずきらめきタワーの

入場券を入手することをお勧めします。人気が高くその

日の入場券が早い時間帯に売り切れてしまいますから。

それでは浜松で会いましょう。

花博会場にて

（ここでも富士山が見られる!?

奥の塔が浜名湖を一望出来るきらめきタワー）

以上

（電気物理G　森下主査研究員）

談話室（担当者の横顔紹介）

　僭越ではありますが談話室を担当させていただくこと

になりました電気物理グループの森下です。

趣味は写真で、出向元では写真部に属していました。　

今回はその写真のことで何かを書くようにとのことなの

で、思いついたまま書かせて頂きます。

　この度JECTECに出向してきたことにより、期間限定で

静岡県民になります。地の利を活かした写真と言えばや

はり富士山でしょう。しかしこのことに気付いたのは赴

任後半年以上も経ってからです。それはアニメキャラク

タが出演している某レンタカー会社のCMを見た時に忽然

とひらめきました。それまでは、全く関心が無かったの

ですが、なぜかそのCMを見たとたん、むしょうに富士山

の写真が撮りたくなりました。

これが問題!?CMの一シーン

　白黒印刷でも何とか見られそうな写真ということで、

今回は富士山の前を通過していく700系新幹線を紹介しま

す。

ULのCAP Agent取得に向けて

　このたびJECTECはULのCAP（Client Agent Program）

Agent（申請及び試験代行認証制度）としての資格取得に向

けて動き出すことになりました。これは電線関係では国

内初となるものです。

　なおCAP制度のもとでは、これまで通りJECTECに申請

頂ければ、JECTECで申請手続きを行うとともに、認証試

験の代行も行います。ただし当面はUL Apex殿の立会いの

もとで実施することになります。

　JECTECを通した場合のメリットは、試験及び結果に対

する各種お問い合わせに迅速に対応出来ること、またご

希望があれば、顧客の立会のもとで試験が実施できるこ

と等があげられます。

　今後UL取得をお考えの皆様は、是非JECTECをご利用

頂きたくお願い申し上げます。　　（若月認証試験室長）
〈問い合わせ先〉
認証試験室　若月室長
　TEL 053-428-4287　FAX 053-428-4690
　E-mail:waka@jectec.or.jp
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●途中下車（去る人　来る人）

去る人　来る人

この度、7年弱お世話になった

JECTECを退職することとなり

ました。

はじめの3年は安全性グループ

で燃焼試験を担当し、その後は

材料化学グループに移りました

が、特に用品検査では、ご依頼

をいただいた各社の方々に大変

お世話になったことが、大きな

思い出となっております。

今後は後任に引き継ぐことにな

りますが、これからもJECTEC

をご贔屓にしていただければ幸

いです。

森本　氏

JECTECでの2年間は、今思うと

あっという間に過ぎ、色々な出

来事が思い出として残りました。

また、私自身も一まわりも二ま

わりも大きくなったと？思って

います。

今後は公私に渡り体験したもの

を活かしていき、研鑚に磨きを

かけていきます。

2年間ありがとうございました。

松井　氏

早いもので、JECTECに着任し

てから3年と5ヶ月。リサイクル

研究開発業務を一筋に頑張って

きたようです。着任当時はリサ

イクルのリの字も知らない者が、

3年も経つとリサイクルのこと

なら何でもと大見得を切れると

ころまで到達したようです。

（本人は意識なし。）これも、

（社）日本電線工業会からの依頼

であった電線被覆材の選別・分

別技術調査や経済産業省からの

委託事業として実施した、現状

の電線リサイクル処理事業者の

実態調査とモデル循環システム

の提案等、諸関係者方々のご協

力が得られた賜物と深く感謝し

ております。

停年を迎えたとはいえ、まだ元

気そのもの。どこかで又お会い

できるかも知れませんね。

丸山　氏

古河電工から出向。環境面、リ

サイクル面から製造者責任での

製品供給が社会的使命の中、電

線の課題究明に取組みます。

QCDを含めた顧客満足度向上を

目指しているJECTECには、好

都合にも名所浜松・浜名湖が強

力にバックアップしています。

是非来所され、ご支援下さい。

私事、中国瀋陽以来の単身赴任

生活を送ります。体力減退の中、

自転車で足腰を鍛え、　　球と

高尓夫球のレベルアップに取組

みます。鰻魚を食しつつ、浜松

のタフなコースの克服に挑戦し

てみます。

江連　氏

兵兵 
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●会員名簿

正会員名簿（平成16年6月21日現在）

株式会社愛国電線工業所
アクセスケーブル株式会社
礎電線株式会社
インターワイヤード株式会社
株式会社エクシム
株式会社オーシーシー
オーナンバ株式会社
岡野電線株式会社
沖電線株式会社
金子コード株式会社
華陽電線株式会社
カワイ電線株式会社
川崎電線株式会社
木島通信電線株式会社
北日本電線株式会社
京都電線株式会社
倉茂電工株式会社
株式会社ケイ・エッチ・ディー
三映電子工業株式会社
株式会社ジェイ・パワーシステムズ
四国電線株式会社
品川電線株式会社
昭和電線電纜株式会社

新光電気工業株式会社
進興電線株式会社
伸興電線株式会社
杉田電線株式会社
住友電気工業株式会社
住友電工産業電線株式会社
住友電装株式会社
株式会社大晃電工社
大電株式会社
太陽電線株式会社
タツタ電線株式会社
通信興業株式会社
津田電線株式会社
東京電線工業株式会社
東京特殊電線株式会社
東日京三電線株式会社
トヨクニ電線株式会社
長岡特殊電線株式会社
西日本電線株式会社
日活電線製造株式会社
日星電気株式会社
二宮電線工業株式会社
日本電線工業株式会社

社団法人日本電線工業会
阪神電線株式会社
坂東電線株式会社
ヒエン電工株式会社
日立電線株式会社
平河ヒューテック株式会社
株式会社フジクラ
冨士電線株式会社
富士電線工業株式会社
古河インダストリアルケーブル株式会社
古河電気工業株式会社
別所電線株式会社
三菱電線工業株式会社
株式会社三ッ星
宮崎電線工業株式会社
矢崎電線株式会社
行田電線株式会社
吉田電線株式会社
吉野川電線株式会社
米沢電線株式会社

計66社

賛助会員名簿（平成16年6月21日現在）

関西電力株式会社
九州電力株式会社
四国電力株式会社
中国電力株式会社
中部電力株式会社
電源開発株式会社
東京電力株式会社
東北電力株式会社
北陸電力株式会社
北海道電力株式会社

株式会社関電工
株式会社九電工
株式会社協和エクシオ
ダイキン工業株式会社
日本コムシス株式会社
富士化水工業株式会社

株式会社道前築炉工業

旭硝子株式会社
味の素ファインテクノ株式会社
アプコ株式会社
宇部興産株式会社
昭和化成工業株式会社
住友スリーエム株式会社
大日精化工業株式会社
大祐化成株式会社
大洋塩ビ株式会社
ティーエムジー株式会社
日本ジーイープラスチックス株式会社
日本ポリエチレン株式会社
日本ユニカー株式会社
プラス・テク株式会社
三井化学株式会社

三井・デュポンフロロケミカル株式会社
リケンテクノス株式会社

ウスイ金属株式会社
株式会社エーテック
株式会社開成ビジネス・コンサルタント
共同カイテック株式会社
材工株式会社
住電朝日精工株式会社
住電資材加工株式会社
株式会社ダイジ
大洋電工株式会社
農ビリサイクル促進協会
有限会社ビジネスコーディネート
日立電線メクテック株式会社
ロングウェル・ジャパン株式会社

（グループ別五十音順）   計47社



39

会員の声

伸興電線株式会社
代表取締役社長

尾崎　勝　氏を訪ねて
　香川県さぬき市志度にある伸興電線株式会社の本社を
お訪ねし、今年の5月に、社長に就任された尾崎勝社長か
ら、経営について日頃考えておられる事をお聞きしまし
た。
　最初にいただいた会社紹介のパンフレットに、『昔、平
賀源内の生誕地。今、通信技術の発信地。』とありました
が、本社工場のある、さぬき市志度は、エレキテル（摩擦
静電気発生装置）で有名な平賀源内の生誕地で、ゆかりの
品が展示されている平賀源内先生遺品陳列館は、近くに
あります。

会社の沿革

　昭和34年大阪市に農業用有線放送用ケーブル、電話線、
ＴＶフィーダ線製造会社として創立しました。昭和40年
には伊丹空港の南側隣接地に工場を新設し本社を移転し
ています。
　その後、工場が手狭になってきた為いくつかの候補地
を検討した結果、創業者の出身地の隣町にあたる香川県
志度町へ移転を決めました。オイルショック後の厳しい
状況でしたが、昭和52年に志度町へ全面移転しました。
その結果、工場敷地として1万坪を得ることができ、現在
までの発展の礎ができました。
　この間、製造品種としては、電話線、通信ケーブル、
高周波同軸ケーブル、警報・耐熱電線、ビニルコード等
を手がけてきました。今までは、技術革新により端末機
器が変化し、衰退していく商品もあれば代替商品として
の新規需要がでてくるといった循環でしたが、ここにき
て商品自体が成熟化し、需要低迷による需給バランスの
ギャップでコスト競争が日常化しています。今後更なる
コストダウンが求められ、その対策として不採算商品の
見直しは、経営の重点課題の一つであり、将来性・採算
性の視点から具体的な対応が求められる局面にあると考
えています。

機会損失を無くすために

　顧客から求められた時に動き出すという従来の受身的
体質から、自分から動き出す体質に変革していきたい。
　能動的体質で、ビジネスチャンスを捉まえることを第
一に考えています。弊社の生産体制は多品種少量生産で
あり、生産性の向上は恒久のテーマです。しかし、効率
重視で生産すると在庫切れ、納期等でお客様の要望に応
えられず機会損失を招く危険性が大です。

　現在では供給を第一に考え、需要の変化にも適切な対
応ができるように製造方法自体を変革しています。

スピードある判断のためにJECTECを活用する

　経営の大きな課題として、コストダウンに取り組んで
います。
　使用材料や構造の変更を検討する上でより速く結論を
出して早くビジネスにつなげたいと考えていても、これ
まで、特性確認に時間がかかり過ぎていたのが実情です。
JECTECを活用することで、評価期間の短縮につながるも
のと考えています。
　JECTECに入会することで、社内に評価試験等を利用し
やすい環境が出来たので積極的に仕様変更によるコスト
ダウン活動が行える社内体制への変革を図っています。
また、信頼性の高い第三者機関として、品質に対する公
正な判断を仰ぐことによって当社の品質の維持向上に大
いに役立っています。

新製品開発について

　通信ケーブル全品種のエコ化を完了させ、在庫も充実
させています。現時点でエコ品は、売上増加に寄与し、
まだ増加傾向で今後もエコケーブルには期待しています。
　現在、エコ材料は外観、加工性で問題を抱えています。
　特に当社の主力製品の細径ケーブルでは、外観を保ち、
加工スピードを如何に上げるかが大きなテーマとなって
おり、材料、設備両面で改善に向けて取り組んでいます。
　また、既存商品の充実を図ると共に今後は、特殊仕様
品等の提案をおこない、新規商材を模索していきたいと
考えています。

おわりに

　工場のある香川県は、瀬戸内の温暖な気候、讃岐うど
ん、屋島・壇ノ浦の源平古戦場と観光資源、条件に恵ま
れた環境にありますが、瀬戸大橋、四国横断自動車道と
インフラ整備が進んだ結果、観光の通過点に変化し、必
ずしも地元経済の活性化には繋がっていない現実があり
ます。また四国は情報が入ってくるのも遅いと感じてい
ます。積極的に取りに行く必要があります。JECTECのセ
ミナーや研修会は積極的に利用させていただきます。

（聞き手：会田センター長、清水業務部長）
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表紙の言葉「芙蓉」 
「野原の小さい斜面に野生の芙蓉が花を咲かせていました。花弁の美しさに息をのんでシャッターを押しました。

写真では、大きく開いた花に目を奪われるような構図になってしまいましたが、そばには蕾もあります。事業経

営も同じです。今の内に、次の、そのまた次の芽を育てておかねばなりません。自然は、優れた経営学の教科書

です。」（松浦　虔士） 

［センターへの交通のご案内］ 

（バス） 13番のりば 

 　　　　 56『市役所・市営グランド萩丘テ

　　　  　クノ都田』行き乗車し「前原」下車  

　　　　（所要時間約45分）徒歩約15分 

（車） 　・浜松駅から約40分（約15㎞） 

 　　　　 ・遠鉄電車「浜北」駅から約20分 

　　　　  ・東名浜松西インターチェンジ  

　　　　  から約25分（約11㎞） 

  ご注意 

（バス）は便数が少ないのでご注意下さい。 
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