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　まずはこれまでのJECTECの活動、並びに関係者の皆様のご努力に対し敬意を表したいと存じます。

　電線・ケーブルは言うまでもなく、国民生活の基盤を形成する重要なインフラであり、代表的なライフラインです。一方、

社会の隅々まで行き渡っているが故に、リサイクル・LCAなどの環境への対応、安全性・信頼性の確保など電線・ケーブル産

業が抱える共通の技術的課題となっています。

　JECTECでは、平成3年に設立されて以来、電線・ケーブルに関する日本で唯一の調査研究、試験・認定機関として、研究

開発事業、認証試験事業、一般試験事業、情報サービス事業を4本柱として多岐に亘る事業を積極的に展開されてきました。

　研究開発事業では、リサイクルなどの環境分野、エコロジー・材料分野、情報通信分野、防災関連分野と幅広く活動してき

ました。

　具体的には、「廃光ファイバーの再生利用技術に関する調査研究」、「廃電線塩ビ被覆材の鉛除去技術の調査」等の研究成果は

高く評価されており、今後は、これらの研究成果を早期に実用化し、循環型社会の形成に寄与するために、さらなる活動が期

待されています。

　また、一般試験事業及び認証試験事業については、これまでにもULを始めとする海外規格の認証機関としても多くの実績

を積んでおり、加えて「特定電気用品の適合性検査業務」、「耐火耐熱電線認定試験」等の実施にも取り組む等、我が国の公的認

証機関として確固たる位置づけを得ています。

　特に公的認証制度においては、検査機関の高い中立・公平性が求められることから、より一層の公平性・信頼性を高めるた

めの組織対応を行って来ましたし、IEC基準に基づく認定業務や配線器具の認定業務の開始に向けた取り組みや、新しいJIS法

に基づく業務などでも、益々の活躍が期待されるところです。

　この他にも、情報サービス事業として各種研修、セミナーの実施や研究成果の普及等にも取り組んでおり、電線メーカーの

みならず関連産業の発展に大きく貢献していくことは間違いありません。

　今年度からは、日本電線工業会とも一層緊密な情報交換をする予定と聞いており、より迅速かつ的確な事業が展開され、ま

すます会員各位へのサービス向上につながるものと考えております。

　最後になりましたが、これら数多くの期待に応えるべく、JECTECがこれまでの技術的蓄積を大いに役立て、また、関係者

皆様のご努力により、一層発展・活躍することを心より祈念しております。

JECTECの今後の活動に期待するところ

経済産業省製造産業局非鉄金属課長

中 山 　 亨
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●研究開発事業

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（その3）

1．はじめに
　当センターでは社団法人産業環境管理協会からの請負

契約により「静脈系に係るLCA」として使用済み電線に関

する廃棄・リサイクルプロセスのインベントリ調査を

行っている。本研究は平成15年度からの3年計画の研究で

あり、1年目の昨年度は使用済み電線の解体処理工程につ

いて電線リサイクル処理事業者からデータ調査を行っ

た。

　本研究の2年目の調査研究内容について報告する。

2．前年度（平成15年度）の研究成果
　使用済み電線が電線リサイクル処理事業者に回収され、

粉砕加工・剥線加工の解体処理が行われて再生銅、再生

被覆材料（PVC、PE）、固形廃棄物（埋立、焼却）に分別さ

れる。この解体処理工程のインベントリデータを処理事

業者の訪問調査により実測データを集計した。図1に調査

研究の対象工程、表1に解体処理におけるインベントリ

データを示す。尚、ここでインベントリデータは調査し

た電線リサイクル処理事業者の平均値である。

図1　平成15年度の調査研究の対象工程

表1　使用済み電線の解体処理におけるインベントリデータ

（使用済み電線1kgあたりに対する処理データ）

3．今年度（平成16年度）の調査概要
　使用済み電線の廃棄・リサイクルプロセスのインベン

トリデータ収集として前年度の処理・処分プロセスの継

続部分、すなわち解体処理により分別された再生銅、再

生被覆材料（PVC、PE）が電線リサイクル処理事業者から

出荷されてリサイクルされる部分のプロセスについてク

ローズドリサイクルとなる電線に再利用されるものを中

心にインベントリデータの調査を行う。図2に本年度の調

査研究の対象工程を示す。

図2　本年度の調査研究の対象工程

4．調査項目及び調査方法

4.1　調査項目

　本年度調査を予定している使用済み電線の解体処理後

の回収素材のリサイクルにおけるデータとして以下の内

容について調査を行う。各項目についてリサイクルの状

況調査を行い、電線の用途に再利用されるものについて

はインベントリデータの調査を行う。

　1．再生被覆材料を、電線被覆材料へ適用

　2．再生被覆材料を、非電線の用途へ適用。

　3．再生銅を、電線導体材料へ適用。

　4．再生銅を、伸銅等の非電線用途へ適用。

カテゴリ 項目名 平均値

電　力 0.0740kWh

入力データ エネルギー 軽　油 0.0008L

水 0.0037L

再生銅 0.717kg

単位プロセス主製品
再生PE 0.047kg

出力データ
再生PVC 0.039kg

他の再生品 0.078kg

固形廃棄物
埋　立 0.078kg

焼　却 0.041kg

電線の使用 

使用済み電線の撤去、回収 

使用済み電線の解体、分別 

回収素材の廃棄、リサイクル 

対象工程 

電線の使用 

使用済み電線の撤去、回収 

使用済み電線の解体、分別 

回収素材の廃棄、リサイクル 
対象工程 
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4.2　調査方法

調査は以下の2項目に従って行う。

1．電線リサイクル処理事業者からの排出データ

　昨年度調査を行った電線リサイクル処理事業者によっ

て分別された各回収素材（銅、被覆材料）の出荷先、使用

用途についてその処理事業者からの聞き込みにより調査

を行う。また、回収素材の不純物混入量等のレベルや品

質グレードと出荷先、使用用途の関係等の調査も合わせ

て行う。

2．電線会社への回収素材のリサイクルデータ

　使用済み電線の回収素材のリサイクルについてその使

用が予想される電線会社に聞き込み調査を行う。

　回収銅については、電線用導体材料の原料である荒引

銅線の製造時に主原料の電気銅とともに混入している比

率の調査と製造時のエネルギーデータを調べるインベン

トリ調査を行う。

　また、回収被覆材料についてもその材料を電線用被覆

材料へ処理するプロセスの状況調査とインベントリ調査

を行う。

5．廃棄・リサイクルプロセスのLCA
　近年LCAの評価事例が増えてきているが、ほとんどの

ものが原材料の製造から製品の使用までの工程のもので

あり、廃棄・リサイクルの工程までを含んでいるものは

多くない。また廃棄・リサイクル部分のLCA評価は、そ

のクローズドリサイクル、オープンリサイクルの扱いな

どにいまだに充分な評価手法が確立できていないのが現

状であり総合的に評価することが困難なものになってい

る。

　本研究の主目的である3R（リデュース、リユース、リサ

イクル）を考慮したLCA手法の開発は、LCA国家プロジェ

クトとして使用済み製品（電線、プラスチック、家電、自

動車）の廃棄・リサイクル部分のインベントリデータ調査

と、産業技術総合研究所（AIST）を中心に、その評価手法

の開発が進められている。

　使用済み電線については昨年度と今年度の成果で多く

のリサイクル部分のインベントリデータの収集が見込ま

れている。これらのデータを元に2005年1月から産業技術

総合研究所を中心として使用済み電線の廃棄・リサイク

ル部分のLCA評価のケーススタディを行うことが予定さ

れている。

6．LCAデータベースの公開
　最後に参考として今年4月から正式に公開がスタートし

たLCAデータベースについて紹介する。このLCAデータ

ベースはLCAを実施する際に必ず必要になる原材料、素

材、プロセス等の最新のインベントリデータ集であり、

あわせてインパクト評価データや文献データ等も収納さ

れている。

6.1　LCAデータベースの利用について

　LCAデータベースを利用するにはLCA日本フォーラム

（JLCA）への入会が必要である。申し込みは社団法人産業

環境管理協会のホームページ内にある以下のLCA日本

フォーラムのアドレスにアクセスする。ホームページか

らの入会申し込みも可能である。

　LCA日本フォーラム

　http://www.jemai.or.jp/lcaforum/index.cfm

　既に入会されている電線会社もあるが、電線各社の方

の会員区分は「一般企業」になり年会費8万円でIDの発給本

数は6個となる。LCA日本フォーラムに入会すれば認証パ

スワードとIDを使って同時に6人の方がLCAのデータを調

査することができる。

6.2　LCAデータベースの内容

　このLCAデータベースは経済産業省ならびにNEDO技

術開発機構の推進の平成10年度から平成14年度に実施し

た「第1期LCAプロジェクト」の成果であり、平成15年度に

期間限定で会員登録制の試験公開を実施した。

　データベースは、インベントリ分析用データ、インパ

クト評価用データ及び文献データから構成されている。

インベントリデータは電線総合技術センターを含む54の

工業会からデータが提供されている。

（山貝主席研究員）
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平成16年度マルチクライアント研究紹介

1．はじめに
　JECTECリサイクルGrとしては平成16年度は前年度の
継続研究「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」（請負研究）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」（共同研究）を進
めているが、次の3件に関してマルチクライアント研究を
進めることにした。
①廃電線被覆材の分別と再利用技術に係る研究開発
②廃電線塩ビ被覆材の鉛除去技術の調査
③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

2．廃電線被覆材の分別と再利用技術に
係る研究開発

　廃電線被覆材のリサイクルの現状では、その廃棄処理
費用は年間約６～９億円（平成13年度）になっている。
近年EM電線が普及されており、そこに使用されている耐
燃性PEと今まで使用されているPVCとが同時に回収され
てくることが考えられる。問題はこの2つの材料の比重が
非常に近似しており、その分別方策を考えることが必要
で、産業廃棄物の量が増大しないように考えておく。
　ここに、被覆材の分別技術を調査研究しておく必要が
ある。現状の処理技術に加えJIG分別方式他を検討し
PVC,EM材分別への適用を考えていく。各社のEM材に関
して比重のばらつき、粉砕形状の影響も検討して、分別
の問題点、費用、回収率、システムと設備費を調査し実
用化対応を考えていく。

3．廃電線塩ビ(PVC)被覆材の鉛除去技
術の調査

　廃電線塩ビ被覆材のリサイクルの実態から約16千トン
が再生され、約20千トンが廃棄処理されている。
　（社）日本電線工業会の電線環境問題検討委員会で「電
線・ケーブル用塩化ビニル被覆材の鉛系安定剤に関する
調査検討」がなされ、コスト問題が残るが、全面的な非鉛
化の動きに向かっている。
　また、今年の２月にＥＵ官報告示されたWEEE＆RoHS
指令（＊）、これを先取りした国内電機各社のグリーン調
達基準の統一化は、耐燃性ポリエチレン化およびポリ塩
化ビニルの非鉛化を加速させることが予想される。
　しかし、現在回収されている廃電線塩ビ被覆材は、鉛
系安定剤を使用したPVCが主体であり、現状の再生技術
では非鉛系へのマテリアルリサイクルは出来なくなる。
即ち、重視されるマテリアルリサイクルから鉛除去の技
術開発は強く望まれている。また、今後の環境規制（鉛溶
出問題）からも鉛除去は必要と考えられる。

（＊）RoHS指令　電気電子機器に含まれる特定有害６物質と最大許容

濃度(ドラフト)

従い、JECTECで研究実績の有る遠心分離方式、薬品や特
殊樹脂等で沈殿・吸着する技術等現状の鉛除去技術の調
査検討を行い、平成15年度のマルチクライアント調査研
究に引続き、脱鉛技術の調査と必要技術の確認、コスト、
投資額を明確にし、塩ビ処理の方向付けを考えていく。
選択肢として考えられる①マテリアルリサイクル②分解
（超臨界、水酸化ナトリウム中で加熱分解）③燃焼④埋立
て⑤輸出について調査研究を行う。この時コベルコビニ
ループ　イースト社と情報交換を行い、PVC処理の対応
を考えていく。併せて中国、海外の動向に関しても調査
をする。

4．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

　セメント材料、樹脂成形品に使われている高純度品石
英ガラスコアはマテリアルリサイクルとしての付加価値
の高い製品への適用の検討がされ、技術的課題も明確に
なってきた。これをベースにして、今年度はファイバー
の高度製品適用化の調査を行う。
　適用化製品の調査を行い、その仕様と再生溶解シリコ
ンの仕様と特性を検討し、その可能性について調査を行
う。
　製品は半導体製造設備、太陽光発電のセルへの適用、
生化学実験市場、ナノテクノロジー分野での製品、ゲル
マニウムの回収等に関し、適用可能性を調査していく。
また、ファイバー処理における環境問題が出ないような
方策の検討、確認をする。以上のことを調査して、その
ファイバー取り出し法、溶解法についても調査をしてい
く。

5．今後の活動
　これら上記研究は、テーマ毎にクライアント参加社を
募り、調査研究を進めていく。
本年度末までの活動とし、これらのテーマは今後、国等
の委託、補助事業等に公募し、研究開発を進めていく。
また、今後のJECTECの研究テーマについては、リサイク
ルにとらわれず、コストメリットを考えた事業化研究と
社会貢献度の高く、要求度の高い研究を探り、必要な研
究テーマに取り組んでいく。　　　　（江連主管研究員）

物質 最大許容濃度 物質 最大許容濃度
鉛 0.1wt% 6価クロム 0.1wt%
Pb (1000ppm) Cr６＋ (1000ppm)
水銀 0.1wt% ポリ臭化 0.1wt%
Hg (1000ppm) ビフェニル　PBB (1000ppm)

カドミウム 0.01wt% ポリ臭化ジフェニル 0.1wt%
Cd (100ppm) エーテルPBDE (1000ppm)

R
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10GBASE-T LANケーブルの高周波性能評価

1．はじめに
　LANケーブルの10GBASE-Tの標準化がIEEE802.3an委

員会で進められており、2006年頃発行予定となっている。

10Gigabit Ethernet伝送を行うためには、ケーブルで

625MHzないし628MHz程度までの周波数特性が要求され

ている。

　JECTECで保有している、DCM社製のLAN自動測定装

置（JECTEC NEWS No.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）は1GHzまで対応可能

であるが、カテゴリ6などのUTPケーブル用フィクスチャ

は600MHzまでしか対応しておらず、高周波帯域での伝送

特性評価が必要である。

　今回は1GHz対応のISTP用フィクスチャを用いることに

より、UTPケーブルの周波数650MHzまでの伝送特性評価

について検討した。

2．測定実施例
　それぞれのフィクスチャで測定比較を行った。代表例

として近端漏話（NEXT）のデータを図1に示す。

　測定はDCM社製のそれぞれのフィクスチャ及びネット

ワークアナライザと周波数650MHzまで対応のBH040-

0092バランを用いた場合で比較検討を行った。

（a）1GHz用フィクスチャ（DCM）

（b）600MHz用フィクスチャ（DCM）

（c）ネットアナ（HP8753ES）+バラン（BH0092）

図1　Cat6ケーブルのNEXT測定例

　図2は使用した1GHz対応フィクスチャである。今回使

用したケーブルではILやFEXTなど他の特性も含めていず

れの測定でも有意差は見られなかった。

図2　1GHz用フィクスチャ

3．まとめ
　10GBASE-T用の評価には650MHz程度までの測定が必

要になる見通しであるため、1GHz用のフィクスチャを使

用することにより対応していく。今回の測定ではいずれ

の測定でも有意差は見られなかったが、今後、より高性

能化したケーブルの評価には有効と考えられる。

　なお、LCL/LCTL試験に関しては、現在のところ

600MHzまでしか対応していない。

　10GBASE-T伝送システムではケーブル間の漏話である

エイリアンクロストークが重要な課題となっており、

JECTECにおいても規格化動向を注視し、迅速に対応して

いく予定である。

4．おわりに
　一度650MHzまで測定してみてはいかがでしょうか。皆

様のご利用をお待ちしております。　　　　　　　以上

（電気物理G　森下主査研究員）
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温・大気圧下では10-14であるが、250～300℃付近で飽和水

蒸気圧下の高温･高圧の液体水では10-11程度まで増大す

る。このため水自身が解離して酸やアルカリ触媒の役割

をするため、イオン反応、すなわち加水分解を促進する

ようになる。更にイオン積は臨界点では室温・大気圧下

の水程度まで低下するが、超臨界状態では圧力を上げる

と容易に室温・大気圧下の水より一桁以上大きくするこ

とができる。このように超臨界水は温度や圧力を変える

ことにより、単一溶媒で水溶性から非水溶性の特性を示

し、イオン反応場からラジカル反応場までを提供するこ

とができる。

図1　純物質の温度－圧力線図

2．超臨界メタノールによる架橋ポリエ
チレンの熱可塑化

　架橋ポリエチレン（架橋PE）は電力ケーブルの絶縁材料

や水道管として使用されている。架橋PEは加熱しても流

動性が低く、そのままでは溶融成形できないためにマテ

リアルリサイクルはほとんど行われていない。現在は約

47％が固形燃料としてサーマルリサイクルされているが、

残りは埋め立て処理されている。ここでは亜臨界～超臨

界水と超臨界メタノールによる架橋PEの可塑化について

説明する1)。ここではシラン架橋PEをサンプルに用いて、

主鎖のPE部分は分解せず、架橋点であるシロキサン結合

（－Si－O－Si－）のみを選択的に切断することで熱可塑化

●技術レポート

超臨界流体を用いたプラスチックリサイクル

はじめに
　近年、環境保全と資源の有効利用の観点から廃プラス

チックの再資源化技術の開発が強く望まれており、その

中で超臨界流体を用いたリサイクル技術も有望な将来技

術の一つとして活発に研究開発されている。様々な廃プ

ラスチックのケミカルリサイクルやマテリアルリサイク

ルに用いられる超臨界流体は、安価、取り扱いやすい、

化学的に安定、環境への負荷が少ないなどの理由から、

水（臨界温度＝374℃、臨界圧力＝22.1MPa）やメタノール

（臨界温度＝239℃、臨界圧力＝8.09MPa）が主である。こ

こでは、はじめに超臨界流体の特異な性質を簡単に示し

た後、亜臨界（臨界温度より少し低い温度域）～超臨界水

および超臨界メタノールによる廃プラスチックの分解・

再資源化について、私たちの最近の研究成果を説明す

る。

1．超臨界流体とは
　超臨界流体は図１の純物質の温度―圧力線図中の斜線

領域で示されるように、臨界温度と臨界圧力を超えた高

密度の非凝縮性の流体である。この流体は液体と気体の

両方の性質を併せ持っている。例えば密度は液体の1/10

～1/2程度であり、気体に比べて数百倍大きい。一方、粘

度は気体並に低く、自己拡散係数は液体と気体の中間程

度である。つまり、超臨界流体は気体分子と同等の運動

エネルギーを持ち、液体に匹敵する高い分子密度を持っ

た非常にアクティブな流体と言える。また、温度及び圧

力を制御することにより密度や溶解度等のマクロ的な物

性から、流体分子の溶媒和構造などのミクロ的な構造ま

で連続的かつ大幅に制御することができる。

　これらの超臨界流体一般にあてはまる特性に加えて、

超臨界水は誘電率とイオン積という反応場に重要な影響

を与える因子を大幅かつ連続的に制御できるという特徴

を持っている。誘電率は溶媒の極性の尺度であり、溶媒

は誘電率の近い値の物質をよく溶解する。例えば、室

温・大気圧下の液体水の誘電率は約80であり、この時に

は誘電率の低い炭化水素（例：ベンゼンの誘電率＝2.3）は

溶解しない。しかし、超臨界水では2～10程度と極性の弱

い有機溶媒並の値（例：400℃、25MPaの超臨界水の誘電

率＝約3）となるため、ベンゼンのような誘電率の低い有

機物を溶解するようになる。また、水のイオン積は室

静岡大学　工学部　物質工学科　佐古猛、岡島いづみ
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することを試みた。図2にシラン架橋PE分解生成物のゲル

分率と数平均分子量に対する反応温度の影響を示す。亜

臨界～超臨界水を用いた場合、ゲル分率は320℃以上で低

下し、370℃以上で0％、すなわち架橋点がほぼ完全に切

断された。一方、超臨界メタノールを用いた場合は、300

℃以上でゲル分率は0％となった。それぞれ架橋点がちょ

うどなくなった時の温度における分解生成物の数平均分

子量をみると、370℃の亜臨界水では、数平均分子量は架

橋前のベースPEの分子量の約1/3だった。これは架橋点

だけでなくPEの主鎖も同時に切断していることを示す。

しかし、超臨界メタノールの場合、架橋点がなくなった

300～320℃の時の生成物の数平均分子量は架橋前のベー

スPEとほぼ同じであり、GPCで測定した分子量分布も架

橋前ベースPEとほぼ同じであった。このことから、亜臨

界～超臨界水でシラン架橋PEを分解すると架橋点のみの

選択的な切断は難しく、PE主鎖も分解してしまうが、300

～320℃の超臨界メタノールでは主鎖は分解されずに架橋

点のみが切断されることがわかった。この方法でシラン

架橋PEを可塑化できるため、その後、再成形によるマテ

リアルリサイクルが可能である。

図2超臨界流体によるゲル分率（直線）と数平均分子量　
　　（点線）の温度依存性
　　（△、▲：亜臨界～超臨界水、○●：超臨界メタノール）

3．亜臨界水による多層フィルムの分別・
回収

　包装材などに使用されているプラスチック多層フィル

ムは数種類のプラスチックが積層されているため、処理

法としてはそのまま焼却するか、固形燃料とするか、一

旦粉砕・溶融して再利用するかのいずれかに限定されて

いる。ここでは亜臨界水を用いて、多層フィルムを構成

プラスチック成分やそのモノマーに分別・回収する方法

を説明する2)。使用したフィルムはナイロン－6の層を真

ん中にして両側をポリエチレン層で挟んだ構造をしてお

●技術レポート

り、酸素ガスバリヤー性と防湿性に優れているため、乾

燥食品包装などに用いられている。この多層フィルムを、

亜臨界水を用いて反応時間30分で分解した時の結果を図3

に示す。ここで反応圧力は反応温度における飽和水蒸気

圧である。ナイロン－6に関して、330～350℃でモノマー

のε－カプロラクタムとして約95％の収率で回収するこ

とができた。一方、ポリエチレンに関しては280～350℃

の広い温度域で約97％という高い収率が得られた。さら

に得られたポリエチレン中にはナイロン－6由来の窒素分

は含まれておらず、2種類のプラスチック成分は完全に分

別して回収できた。これはε－カプロラクタムが水溶性

であるため、分解に用いた水に溶解し、ポリエチレンと

完全に分離したためである。

図3　多層フィルム分解における各成分の収率の温度依存性
　　　（反応時間＝30分）

4．超臨界水による炭素繊維強化プラス
チックの分解

　炭素繊維強化プラスチック（CFRP）はエポキシ樹脂等の

熱硬化性樹脂と炭素繊維からなる複合材料で、釣竿など

のレジャー用品や宇宙、航空機材料、パソコン外装など

に用いられている。現在は大部分が埋め立て処理されて

いるものの、炭素繊維は高価であることから、回収・再

利用が望まれている。そこで、超臨界水を用いて樹脂の

みを分解し、炭素繊維を回収する方法を検討した3)。

　図4に反応圧力25MPa、反応時間30分におけるCFRP分

解成分の収率の温度依存性を示す。ここで分解対象物の

CFRPに含まれている炭素繊維が40wt％であるため、残渣

の収率40％のラインが、樹脂が完全に分解されたことに

相当する。300℃の亜臨界水の領域では樹脂の分解はほと

んど進行していないが、380℃の超臨界水では残渣量は樹

脂の完全分解ラインの40％となり、樹脂分はメタノール

に可溶なベンゼン環1個を含むモノマー類や低分子量成分

を含むメタノール可溶分まで分解した。この時、有機物
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の付着していないきれいな炭素繊維が回収された。

図4　CFRP分解物の収率に対する温度の影響
　　　（圧力＝25MPa、反応時間＝30分）

5．超臨界水によるガラス繊維強化プラ
スチックの分解

　ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）は不飽和ポリエス

テル樹脂とポリスチレンを架橋させた熱硬化性樹脂とガ

ラス繊維からなる複合材料で、軽量で耐食性や耐水性等

に優れていることから、小型船舶等を中心に大量に使用

されている。しかしGFRPは大量のガラスを含むので、プ

ラスチックの中でも処理が非常に困難なものの一つであ

り、廃GFRPの処理が大きな社会問題になっている。ここ

では、超臨界水を用いてGFRPを分解し、プラスチック成

分の油化とガラス繊維の回収を同時に行う方法を説明す

る。

　分解温度330℃及び380℃で水充填率を0.5としてGFRP

分解を行った時、反応時間に対する収率の変化を図5に示

す4)。330℃の液体水の条件では、シクロヘキサンとTHF

可溶分の比率は時間とともに緩やかに増大しているのに

対して、380℃の超臨界水では5分で固体分はほぼ一定に

なり、大部分の樹脂は完全に分解した。樹脂分解物に関

しては、5分以降ではTHF可溶分が徐々に分解して収率が

下がるにつれて、シクロヘキサン可溶分の収率が増加し

ている。また水充填率が高いほど油化が進行して油分の

収率が増大するとともに、可溶分の着色も少なくチャー

化が抑制されていることがわかった。回収し洗浄した固

体分には有機成分は含まれずガラス繊維のみであり、形

状、表面状態ともにオリジナルのガラス繊維との違いは

認められなかった。

図5　GFRP分解物の収率に対する反応時間の影響
　　　（水充填率＝0.5）

6．超臨界水によるプラスチックのガス
化・水素製造　

　廃プラスチックの中には廃自動車や廃家電製品のシュ

レッダーダスト、廃電線被覆材のナゲットのように、分

別の困難な細かい金属や数種類のプラスチック等が混入

しているケースがよくある。この場合、再利用や焼却処

理が困難なために大部分が埋立て処理されている。ここ

ではポリエチレンとポリエン（ポリ塩化ビニルを脱塩化水

素処理したもの）の超臨界水によるガス化・水素製造につ

いて説明する5)。

　図6に反応温度700℃、反応圧力30MPa、反応時間30分、

水とプラスチック中の炭素のモル比20において、ポリエ

チレンとポリエンを各種触媒を用いてガス化した際のガ

ス生成量を示す。ここで触媒量はプラスチックに対して

20wt%である。またグラフの縦軸はプラスチック1gを仕込

んだ際に生成するガス生成量（25℃、大気圧下での体積）

を示す。ニッケル触媒を用いた場合、ポリエチレン1gか

ら1650 j、全ガス生成量の53%に相当する水素ガスが生成

した。KOHまたはNaOHを用いてガス化した時、それぞ

れ1340 j、1220 jの水素ガスが生成した。一方、ポリエ

ンをニッケル触媒、KOH、NaOHを用いてガス化した場

合、ポリエンの分解率は約70%とほぼ一定で、それぞれ

1500 j、1340 j、1260 jの水素ガスが得られた。この

ことから、超臨界水ガス化による水素生成の触媒活性は、

ニッケル＞KOH＞NaOHの順であることがわかった。こ

の時の生成水素の由来について、例えば図6のガス化条件

で触媒にKOHを用いた場合、生成した水素、メタン、エ

タンガス中に含まれている水素原子に対するプラスチッ

ク由来の水素原子の割合は、ポリエチレンでは56%、ポリ

エンでは47%だった。一方、残りの水素原子（ポリエチレ

ンでは44%、ポリエンでは53%）の生成源は超臨界水である
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ことがわかった。

図6　超臨界水ガス化・水素製造における触媒種の効果　
　　　（700℃、30MPa、30分、H2O/C=20、触媒量　　
　　　20wt%）

　分解温度700℃、分解時間30分、KOH触媒20wt%におい

て、ポリエチレンの超臨界水ガス化でのガス生成量の圧

力依存性を図7に示す。圧力が上昇してもポリエチレンの

分解率はほとんど変化しないが、水素生成量は30MPaか

ら10MPaに下がるにつれて大幅に増加することから、ガ

ス化条件の低圧化が可能なことが示された。

　今回のガス化技術の応用例として、廃自動車処理工程

から排出されるシュレッダーダストの超臨界水ガス化を

行った。シュレッダーダストは炭素、水素原子のほかに

酸素や窒素原子といったヘテロ原子を持つポリウレタン

等のプラスチックも含んでいる。ガス化の際、酸素原子

は水、窒素原子の一部はアンモニアに変換されるために

副生成物への水素消費量が多くなり、ポリエチレンやポ

リエンのような炭化水素系プラスチックに比べて水素生

成量は少なくなるものの、シュレッダーダスト1g当り約

1000 jの水素生成量が得られた。

図7　 ポリエチレンのガス化・水素製造における圧力依存性

　　　（700℃、30分、H2O/C=20、KOH=20wt%）

7．おわりに　
　環境への負荷が少ない亜臨界～超臨界水や超臨界アル

コールは高速で有機物を分解するので、今回紹介した廃

プラスチックのみではなく6～9)、家畜排せつ物などのバイ

オマス系廃棄物の再資源化にも適した溶媒である。今後、

超臨界流体を用いるリサイクル技術に適したターゲット

を見出すとともに、超臨界流体の分解特性や分解メカニ

ズムといった基礎研究を進めていくことが重要である。
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9）岡島いづみ,菅田孟,佐古猛：高分子論文集, 58, 692　　

　（2001）
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「耐火・耐熱電線認定業務」JECTECが登録認定機関に

　消防組織法及び消防法の一部を改正する法律（H15法律

第84号）、消防法施行令の一部を改正する政令（H16政令第

19号）及び消防法施行規則の一部を改正する省令（H16省令

第54号）において、指定機関により実施することとされて

いた認定の事務が登録機関により実施されることになり

ました。

　これは法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、

行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・

中立な第三者機関により認定事務が実施されることにな

るということです。

　登録認定機関制度では、認定機関の役員は当該事業者

に所属する役員又は職員の数の割合が1/2以下、又会長は

過去二年間に当該事業者の役員又は職員であった者で

あってはならないなどの制限があります。

　JECTECでは電気用品第3者認証の絡みで、昨年末に定

款の変更を実施し、事業内容に電線・ケーブルに関する

認証の実施を事業として追加し、これらの体制を既に整

え、今後は認証業務を主業務の一つと位置付け積極的に

取り組んで行く方針です。

　この様な背景も踏まえ（社）日本電線工業会の事業移管

依頼に答え、登録機関となることにしたものです。

　6月に消防庁のヒアリングを受け、7月に申請書類案を、

8月に申請書類を提出し審査を受け9月17日付の総務省令

第百十六号で登録されました（登録第2号）。9月21日には

消防庁にて東尾消防庁次長より登録書の交付が行われま

した。

　認定の形態としてはJECTEC内で耐火・耐熱試験及び認

定業務を行い、認定プロセス等の公正性を外部に設ける

第三者諮問委員会に諮問するということになります。

　いままでの指定機関と異なることは（新認定機関が）自

己責任をベースとして認定を行うということです。ただ

し申請者（メーカー）から見た場合は旧システムとほとん

ど変わらないような形態をとっています。新しい登録認

定機関として、10月から受付を開始しております。

（安全性G　梅田主管研究員）

東尾消防庁次長（左端）より登録証の交付を受ける中谷専務理事（手前後ろ姿）

●認定試験事業
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●一般試験事業

連載コラム－Massy Yamadaの電気教室（その6）

　第6回目の電気教室です。今回は電線を離れて、高圧・

特別高圧の電気を扱っている人のための安全講座です。

参考書として厚生労働省安全課編集になる特別教育用テ

キストを利用しました。

　高圧や特別高圧の電気設備を扱っている人にとって感

電や電気災害の防止は重要な任務ですが、そのためには

電気や電気設備に対する知識及び安全に対する法規制を

知っていなければなりません。

　Massy先生は昔ある電線会社の取締役工場長をしてい

ましたが、工場の電気主任技術者が定年退職してしまう

ということで、自ら電気主任技術者の試験を受けたこと

があります。

1．電圧の種別
　法律（電技省令2条）では電圧を表1に示す低圧、高圧、

特別高圧に区分しています。慣用として直接接地系の

187kV以上の電圧を超高圧と呼ぶことがあります。

表1　電圧の種別

　日本の送配電系統は交流ですが、その周波数は、東は

50Hz、西は60Hzとなっています。

　また、送配電系統の電圧が地域毎にバラバラだと不

便・不経済なので電気学会で表2に示す標準電圧を定めて

います。

表2　標準電圧（JEC-158）

　なお、66kVと77kV、154kVと187kV、220kVと275kVに

ついては一地域ではいずれか一方のみを使用すること、

500kVの最高電圧は、線路毎に525か550kVを使用するこ

とが定められています。公称電圧/1.10を基準電圧と呼ぶ

電圧区分 直流 交流

低　　圧 750V以下 600V以下

高　　圧 750V超7000V以下 600V超7000V以下

特別高圧 7000V超 7000V超

公称電圧kV 最高電圧kV 公称電圧kV 最高電圧kV

3.3 3.45 110 115

6.6 6.9 154 161

11 11.5 187 195.5

22 23 220 230

33 34.5 275 287.5

66 69 500 525又は550

77 80.5

ことがありますが、500kVを別として、この基準電圧の

1.15倍が最高電圧となっています。

2．感電と人体の電気抵抗
　感電の程度は、通電電流の大きさ・時間（注：印加電圧

の大きさは、感電の程度とは直接には関係しない）、交流

か直流か等によって違います。単に電流を感知する程度

から苦痛を伴うショック、筋肉の硬直、心臓がけいれん

を起して死亡するという段階まであります。

（1）感知電流

　人体が感知できる電流の最小値は交流で1mA、直流で

5mA程度とされています。

（2）離脱電流

　筋肉が硬直して、自力で充電部から離脱できなくなる

電流であり、この状態が長く続くと呼吸困難になり窒息

死することがあります。交流で16mA、直流で74mA程度

とされています。

（3）心室細動電流

　心臓がけいれんを起したように微細な動きをして血液

循環機能が失われ、数分以内で死亡する電流です。

　動物での実験等から、この電流は、体重に比例するこ

と、通電時間が長いほど小さな電流でも心室細動が起き

るとされています。

　IECが公表している限界曲線によれば、心室細動の危険

がある電流は、1秒間であれば50mA強、0.1秒間であれば

400mA強とされています。

（4）人体の電気抵抗と火傷

　人体の電気抵抗は皮膚の抵抗と人体内部の抵抗に分け

られます。皮膚の抵抗は印加電圧や濡れ具合で大きく変

化しますが、印加電圧が1000Vを越えると皮膚が破壊さ

れ、その抵抗は0Ω近くに低下します。一方、人体内部の

抵抗は、手足間でほぼ一定で500Ωです。そのため、一般

に最悪状態を考えて500Ωが用いられます。

　なお、感電による火傷は一般の火傷と異なり、人体内

部組織の内、通電経路の壊死を伴い、感電直後より時間

経過後の方が症状が悪くなることがあり、治療に時間を

要します。

3．接近限界距離
　低圧での感電は充電部に直接人体が接触することで生

じますが、高圧以上になると、直接接触しなくても空気
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の絶縁が破れて感電することがあります。

　そのため、安全衛生規則（344条）で接近限界を表3のと

おり定めています。

　作業者が金属製の工具等を使用する場合は、その工具

等が充電電路に最も接近した場合の直線距離となりま

す。

表3　充電電路に対する接近限界距離

4．離間距離
　送配電線の近くで移動式クレーンなどを使用する場合

の離間距離も表4のとおり定められています。（労働基準

局長通達759号）。

表4　離間距離

5．短絡・地絡
　図1の3相電路R、S、T3線において、2線間が電気的に

接触する場合が短絡であり、1線が大地又は中性線Nに接

触する場合が地絡（漏電という場合もあります）です。

図1　短絡と地絡

使用電圧 接近限界 使用電圧 接近限界

kV 距離cm kV 距離cm

22以下 20 110超154以下 120

22超33以下 30 154超187以下 140

33超66以下 50 187超220以下 160

66超77以下 60 220超 200

77超110以下 90

公称電圧 離間距離m 公称電圧 離間距離m

100,200,240,415V 1.0 154kV 4.0

3.3,6.6kV 1.2 187kV 4.6

11,22,33kV 2.0 220kV 5.2

66kV 2.2 275kV 6.4

77kV 2.4 500kV 10.8

110kV 3.0

　短絡の場合、回路の電気抵抗が極めて小さくなるため、

極めて大きな短絡電流が流れ、遮断器の爆発、トランス

や電線の焼損など、大きな設備災害を引き起します。

　地絡の場合、接地抵抗が小さければ短絡同様に大きな

電流が流れ設備災害になったりします。中性点接地のな

い非接地系や中性点高抵抗接地系であれば地絡電流はあ

まり流れませんが、地絡していない2線の対地電圧が√3倍

に上昇して、設備の損傷を起したりします。また地絡電

流により、近接する通信線に誘導障害を起したりします。

そのため地絡継電器を設置して地絡の早期除去が図られ

ています。

6．機器接地と系統接地　
　電動機等の電気機器の金属ケースや電線を収納してい

る金属管と大地との間を導体で接続することを機器接地

といい、高圧／低圧の変圧器の二次側の1線と大地の間を

導体で接続することを系統接地と言います。

　機器接地は、機器が劣化して地絡事故を起したときに

地絡電流が、人体ではなく、接地線を介して大地に流れ、

感電を防止することになります。

　前記の系統接地は変圧器の高圧と低圧が混触した場合

に、低圧側に高圧が加わらないようにするために設けら

れています。

　接地は必ずしも感電防止だけのためにあるのではなく、

電気機器の焼損防止なども兼ねています。

　なお接地は安全面で重要なため、表4のとおりA種～D

種までの接地工事を定めています。（電技解釈20条他）。

表4　各種接地工事

注：接地線のサイズも決められていますが省略しました。

種類

A種

B種

C種

D種

接地箇所

高圧、特別高圧の

機器の外箱

高圧、特別高圧と

低圧を結合する変

圧器の低圧側の中

性点。

低圧が300V以下で

中性点がなければ

低圧側の１線

300Vを超える低圧

機器の外箱or 鉄台

300V以下の低圧の

機器の外箱or 鉄台

接地抵抗地

10Ω以下

150/I Ω以下

（I=線路の1線地絡電流）

300/I Ω以下

（1次側が高圧or 35kV以下の特高で混

触時1秒超2秒以内に自動遮断できる

場合）

600/I Ω以下

（1次側が高圧or 35kV以下の特高で混

触時1秒以内に自動遮断できる場合）

10Ω以下

地絡時0.5秒以内に自動遮断できる場

合は500Ω以下

100Ω以下

地絡時0.5秒以内に自動遮断できる場

合は500Ω以下

負
荷
機
器 

R

S

T

N地絡 

短絡 変圧器 

接地 

●一般試験事業
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●一般試験事業

7．絶縁用保護具等の安全作業用具
　電気工事を業としている場合、高圧活線作業や高圧活

線近接作業が必要となる場合があります。この場合、万

一充電部に触れた場合に感電を防止するため、絶縁用保

護具や絶縁用防具が使用されます。前者は作業者が着用

するもの、後者は充電部に取り付けるものです。

　これらは型式検定に合格したものを使う必要があるほ

か半年に1回は定期自主検査で耐電圧性能を確かめる必要

があります。なお絶縁用保護具等は高圧用であり、特別

高圧用はありません。

（1）絶縁用保護具

　充電電路の点検や修理などの電気工事をする場合は、

感電防止のため、絶縁用保護具を着用します。

　代表的な絶縁用保護具としては、電気用安全帽、電気

用ゴム手袋、電気用ゴム袖・絶縁衣、電気用長靴があり

ます。絶縁用保護具の使用目的等を表5に示します。

表5　絶縁用保護具

（2）絶縁用防具

　電路やその支持物の修理等を行う場合で、高圧充電部

に接触したり一定の距離以内に近接するときは、充電部

を絶縁用防具でカバーする必要があります。（安衛則342

条）。

　絶縁用防具としては、絶縁管、絶縁シート、絶縁カ

バーがありますが、電線メーカーの人がそのような作業

をすることは想定しにくいので、説明を省略します。

品　名

電気用

安全帽

電気用

ゴ　ム

手　袋

電気用

ゴム袖

絶縁衣

電気用

長　靴

使用目的

頭部を感電

機械的衝撃

から保護

手からの感

電防止

腕から肩、

背中からの

感電防止

足元経由の

通電防止

使用範囲

頭部が充電部に

近接する作業

・活線作業

・活線近接作業

・雨天時屋外の

開閉器操作 .

・検電、検相や

高圧カットア

ウト操作、他

・活線作業

・充電部近接作

業

・電気用ゴム手

袋に準ずる

注意点

・使用前損傷チェック

・あご紐はキッチリと

・使用前空気テスト

・袖口折り曲げ禁止

・運搬・保管時工具の

下積み禁止

・損傷防止のため保護

手袋を重ねて着用

・使用前損傷チェック

・運搬・保管時工具の

下積み禁止

・袖口折り曲げ禁止

・ゴム手袋の袖口と重

ねる。

・電気用ゴム手袋に準

ずる。

（3）その他の安全作業用具

　電線メーカーでケーブルの高電圧試験を担当している

人に必須なものとして検電器と短絡接地器具（通称接地

棒）があります。

　表6に検電器と短絡接地器具の使用目的等を示します。

表6　検電器と短絡接地器具

8．安全作業用具の管理
　電気災害を防止するためには、前述の安全作業用具が

常に整備され、作業者がいつでも使用できるようになっ

ている必要があります。

（1）保管

　管理者と保管責任者を定める必要があります。管理者

は安全作業用具の定期点検・検査・整備の責任を負い、

保管責任者は保管と日常点検を行います。

　保管場所は直射日光をさけ、温度、湿度の影響が少な

い場所とすべきです。

（2）点検・検査　

　保管責任者は、外観チェックを主体とした日常点検と

半年毎の定期検査（耐電圧性能試験）を実施します。

（3）点検・検査結果の記録

　定期検査の結果は記録に残します。また日常点検の記

録も必要に応じて残します。

　検査で不良とされたものはすみやかに取り替えます。

（電気物理G　山田主管研究員）

品 名

検電器

短　絡

接　地

器　具

使用目的

機器、設備、電

路等の停電を

確認する。

停電した電路

に取り付け、

・誤通電

・他の電路と

の混触

・他の電路か

らの誘導

による事故防

止

使用範囲

・停電を確認

する場合

・近接部付属

物が充電さ

れていない

ことを確認

する場合

・電路を停電

して作業す

る場合

・誘導電圧に

よって危険

が予想され

る場合

注意点

・使用前に検電機能を

確認する。

・検電器使用時はゴム

手袋を着用する。

・所定の性能のある検

電器を使用する。

・丁寧に使用する。

・使用前に検電器で停

電を確認する。

・原則として電路を解

放した位置に近い負

荷側に取付ける。

・取付けは接地極側を

先として、取外しは

接地極側を最後とす

る。
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3mキューブ燃焼試験
1．試験概要
　3mキューブ燃焼試験とは、アルコール燃料を使用し

1m/条に束ねられたケーブルを試験時間40分のなかでど

の程度の煙が発生するかを測定するものです。

　ケーブルは一般的に、絶縁体・介在・シース等で構成

されている為、それぞれの材料を個別に実施したものと

は異なった、ケーブルとしての発煙性が測定できます。

2．試験規格
・IEC61034

・BS6853

・UITP/APTA E4

3．試験設備

「試験機本体」

安全性グループ試験装置紹介（その2）
（3mキューブ発煙濃度試験、NBS発煙濃度試験、酸素指数試験）

「燃焼状態」

4．試験
・試験時間40分（燃料燃焼時間約30分）

・試料長　　　　100±5cm

・試料数（D：cm）

　IEC61034

　　D＞40　　　　1本

40≧D＞20　　　　2本

20≧D＞10　　　　3本

10≧D＞  5　　　　45/D

  5≧D≧  2　　　　45/3D　※1

　BS6853及びUITP/APTA E4

　　   D＞45　　　1本

45   ≧D＞22.5　　 2本

22.5≧D＞15　　　3本

15   ≧D＞11.2　 　4本

11.2≧D＞9.0　　   5本

9.0  ≧D＞3.0　   　45/3D　※1

3.0  ≧D　　　　　45/3D　※2

※1、2　これは大まかな計算方法ですので規格を参照

されるか、御連絡を頂ければお答えいたします。

以前にも紹介させていただきましたが、試験室をパーテ

ション及び空調設備を設置したことにより、試験周辺の

温度管理を出来るようになりました。夏季・冬季の外気

温により以前は試験をお断りしていた事もありますが、

現在では何時でも規格に基づく試験が出来るようになり

ました。

●一般試験事業
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●一般試験事業

NBS発煙性試験
1．試験概要
　燃焼試験箱内に設置された試験炉により試料表面を一

定輻射熱量で加熱し、発生する煙の量を光学的測定をす

ることにより、材料の発煙性能を評価します。

　試験にはフレミング法とノンフレミング法の2種の試験

方法があります。

　フレミング法は、試験を試験炉と試験バーナにて加熱

し、煙の発生を測定するものです。これは主に、溶融し

やすい試料の評価に適しています。

　ノンフレミング法は、試料を試験炉のみの放射熱源に

より加熱し、煙の発生を測定するものです。

　　

2．試験規格
　ASTM　E662

　JCS7397

　

3．試験設備

「試験機本体」  「ヒータ部」

4．試験
・試験時間　20分
・試料サイズ
　縦76m×横76mm×厚さ0.5mm
・輻射熱量　2.5W/cm2　※3

※3　試料中央部38.1mmの範囲に2.5W/cm2の輻射エネル

ギーとなっており、従来のものから規格に適応した

ものへの変更を致しました。

「変更前」 「変更後」

輻射計の変更

酸素指数試験
1．試験概要
　ゴム・プラスチックなどの有機材料の難燃性を評価す

る最も基本的な試験です。酸素と窒素との混合気流下に

垂直に保持した短冊状試料の上端部に着火し、継続燃焼

するために必要な最低酸素濃度を測定します。

2．試験規格
　JIS K 7201

　ISO4589-2

3．試験設備
　

4．試験
・試料サイズ
　幅6mm×長さ10cm以上×厚さ3mm
・判定方法
　・3分以上又は、5cm以上燃焼と
　　3分以内又は、5cm以下の燃焼かつ
　　自消の境目を求めます。

（安全性G　時田研究員）

38.1mm
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新規導入装置（テープ磨耗&捩り試験機）の紹介

1．はじめに
　材料化学グループでは、各種試験に対応できるように

さまざまな試験装置を導入してきました。この程、自動

車用電線対応のテープ摩耗試験装置と電気用品の技術上

の基準を定める省令第2項対応のねじり試験装置を新たに

導入しました。以下これらの2つの装置について簡単に紹

介致します。

2．テープ摩耗試験装置
　テープ摩耗試験装置は、JIS C 3406自動車用低圧電線に

規定されています。

　試験方法は、長さ約900mmの試料とJIS R 6251研磨布に

規定する摩耗テープを接するように固定し、条件に応じ

た重り（450～1,900g）を加えます。次に、1500mm/minの

速度でテープを移動し、導体とテープが接触するまでの

テープの長さを読みとる仕組みになっています。

　試験では、1試料に対し8個の測定値を読み取り、平均

値を求めます。その後、8個の平均値のうち、平均値以下

の測定値を再平均し、この値を摩耗抵抗値とします。

　150番G摩耗テープを使用。導電部分の幅は約10mmで

導電部分の間隔は150mm。

図1　テープ摩耗試験機

3．ねじり試験装置
　ねじり試験装置は、省令第2項の電線に規定されていま

す。具体的には、ゴム系絶縁電線類の導体断面積が

1.5mm2以下、2心及び3心シース付高可とう性コードに適

用される試験装置です。

　試料の取り付け法は約1mの試料を3回捻った後、上部

金具と下部金具間距離を200mmとなるように固定しま

す。伸長時、試料は約800mmになります。

　試料数は4試料で、2試料は時計方向に捻り、残り2試料

は反時計方向に捻ります。

　重りは試料のサイズ・線心数に応じて30N～100Nの範

囲です。

　通電電流を流し、1分間に9回上下運動させ、これを1サ

イクルとし、3000サイクル行います。ただし、試験中、

電流遮断及び短絡を生じてはならないことが要求されま

す。

　試験終了後に耐電圧試験を行い、導体及び絶縁体の異

常を確認します。

図2　ねじり試験装置

4．おわりに
　ご希望に応じて荷重及び試験回数の変更も可能です。

ご興味のある方は、一度ご相談下さい。

（材料化学G　平田研究員）

●一般試験事業
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平成16年度  研修会（浜松）

　平成16年度の最初の研修会となった浜松研修会は、従来の2

日座学（外部研修センター利用）、2日実習（当センター施設）の

研修プログラムを合体した3日間の研修プログラムで、7月28

日、29日、30日の3日間、当センター施設を会場として開催し

ました。

　研修生3名の方から、研修に参加しての感想を寄稿していた

だきました。研修会の雰囲気を感じとっていただけるのでは

ないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JECTEC研修会感想文

三菱電線工業株式会社総合研究所：大淵　圭太氏

　今回の研修会に参加したことで、電線の規格、認証や製造

方法など、通常業務の中ではあまり接する機会のない分野の

学習ができ、また様々な種類の電線やケーブルがどのような

構造をしており、何に使用されているかも知ることができま

した。

　電線・ケーブルの基礎的内容の講義は思った以上に幅広い

内容のものでしたが、もう少し内容を絞って、個々の講義に

ついてさらに深く学習する方が良いのではと感じました。ま

た電線メーカーはもとより、電力会社、材料メーカーの方も

多数参加されていたので、研修中に異業種の方と議論できる

場を設定いただくとなお良いと思います。

　分析・評価実習では垂直トレイや3mキューブ燃焼試験を体

験できましたし、センター内の様々な機器の説明も大変参考

になりました。引張試験、FT-IRなど普段使用している機器に

ついての知識の再確認もでき、今回得られた知見を今後業務

を遂行していく上で役立てたいと思っています。

　研修初期には戸惑うこともありましたが、講義、実習、見

学共に興味深いプログラムを組んでいただいたお陰で、集中

力を切らすことなく大変有意義な時間を過ごすことができま

した。また他社から参加された方との交流をはかれたことは、

今後仕事をしていく上で非常に良い経験となりました。

JECTEC研修を終えて

　　　　　昭和化成工業株式会社東日本支店：杉本　典子氏

　7月28日から30日までの２泊３日で行われたJECTEC主催の

浜松地区電線研修会に参加してきました。

参加者数は20社26名。初日の懇親会のおかげもあり盛況に研

修は終了しました。くしくも最終日の30日は大風の影響で九

州、四国方面へお帰りの方々が無事に帰宅できたかは心配な

ところでしたが。

　研修内容は、電線の種類や組成、規格等の基礎知識を始め

電線業界のトレンド移行。さらにJECTECにある試験設備の実

習を含めた大変有意義な研修会でした。

　今回参加企業は電線メーカーが大半でしたが、材料メー

カーにもこのような研修に参加する機会をくださりうれしく

思います。私の勤務する昭和化成工業は、電線の絶縁や被覆

に使われるコンパウンドを製造する会社であり、電線メー

カーを顧客にする立場の会社です。顧客である電線メーカー

の要求を理解し、いち早く対応するためにも電線に関する知

識が必要と日頃感じていましたから、今回のように時間をも

らって集中的に聴講できたのはとてもプラスになりました。

　電線のプロによる講義ですから、例えば始めて大学の授業

を聞くような少しの緊張感と期待感を持って聴講させてもら

いました。講義の内容は①JECTECの事業紹介と電線業界の概

要　②電線の規格と認証　③電線の製造方法　④電線・ケー

ブルの種類と用途　⑤電力ケーブルの保守と劣化判断　⑤

QC7つ道具　実習として①電線の特性評価　②材料分析　③

難燃性試験　④LANケーブルの特性評価と盛りだくさんの内

容で、プログラムも午前に講義、午後に実習と受けやすいカ

リキュラムを組んでいただきました。

　電線メーカーの海外進出化、太物線のアライアンスなどで

国内電線メーカーの企業数は減少している事実、また無線化、

軽量化、小容量化といった近年の要求により材料の実質数量

が減少していくことは個人的に大変寂しいですが、エコ電線、

ニューエコ電線を初め新しい素材、機能性素材に変わってい

く分野に大いに期待しています。これらについても単に新し

いものを追求するのではなく、規格の設定や安全性の確認が

必須であり、またこれらの流行の裏側にある、鉛系安定剤使

用のPVC電線のリサイクルプロジェクトが進行中との事でし

た。

　個人的には電線の製造方法や、用途に対する材料選定の理

論を大変興味深く聞かせていただきました。勝手を言えば、

今回クローズアップしていた水トリー以外の電線に起こりう

る不具合内容などについてもっと聞きたかったです。

　実習で一番興味を持ったのはさすがと思わせる大型の燃焼

試験装置です。日本でここにしかないスタイナートンネル燃

焼試験機を初め、実演していただいた垂直トレイ燃焼試験と

発煙性評価試験では３ｍキューブ燃焼試験は試験室レベルの

試験よりはるかに実際の火災検証につながるように思いまし

たし、電線のエネルギーや情報を送る、伝える技術の根底に

は安全の保障が第一であることを再認識しました。電線を取
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り巻く様々な規格が、私にとっては多様化され複雑に感じる

のもこれだけ安全が重要視されているからだと感じました。

　何よりも一度に多くの電線メーカーが集まり、JECTECの講

師の方々含め３日間の時間を共にすごし、交流できたことは

大変うれしく思っています。今回は電線基礎知識という研修

内容でしたが、その他の研修会にも機会があればぜひ参加し

たいと思います。その際の希望としては今後のノンハロゲン

化の動向やそれに伴う諸問題について、更には電線業界の今

や将来について活発に意見交流がされれば、と期待していま

す。

平成16年度JECTEC研修会に参加して

矢崎電線株式会社第2開発部：山下　真司氏

　今回の研修会を通じ、電線・ケーブルの基礎、試験・評価

方法を一通り学ぶ事ができたと思います。特に、入社1年未満

という、これから多くを学ばなければならない私にとっては、

ケーブルの種類や構造、製造方法、規格等基礎を学ぶ時間が

十分に取れ、有意義な研修だったと思います。また、実際に

測定装置や試験風景を見て触れながら行なった試験・実習は、

文面を読んだだけでは分からない試験状況等もよく分かり、

貴重な機会だったと思います。実際に数多くの試験・評価を

されておられる方々の意見も直に聞く事ができた事も良かっ

#55セミナー講演録の紹介

たと思います。また、現在開発という職場上、今後評価・試

験に関わってくる事も多いと思うので、今後の参考にもなり

ました。ただ、これから社会はますます情報化が進み、情

報・通信ケーブルに対する需要は今後も増えるかと思います

が、LANケーブル、光ケーブル等の講義、実習が少なかった

ようにも感じ、もう少し情報・通信ケーブルに関する講義に

時間をとってもよかったのではないかと感じました。初めて

聞く用語等もあり、理解に欠けていた部分も多々あったと思

いますが、研修で頂いたレジュメ等参考にしながら、今後の

業務に生かしていきたいと思います。

研修生26名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清水業務部長）
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海外研修  16年度マレーシアコース

1．はじめに
　10月4日から8日までの5日間、マレーシアの首都クワラ
ルンプールのメリアホテルで“電線製造業における工場管
理技術”というタイトルの現地研修会を開催した。例年通
り（財）海外技術者研修協会（AOTS）の補助金により、開発
途上国の産業基盤整備のための国際貢献的な研修を行っ
たものである。研修実施に先立ってまず、現地実行委員
会を形成して、研修カリキュラムの確定、参加者募集、
会場設定その他必要な役割分担を取り決めた。写真1はそ
の委員会のメンバーである。現地の協力機関として、マ
レーシア電気・電子協会（TEEAM）、マレーシア電線製造
協会（MCMA）が現地の実務を担当し、主催者である
AOTSとAOTS同窓会も参加した。

写真1　現地実行委員会メンバー

新聞広告とダイレクトメールにより、参加者を募り、書
類審査の結果、55名の参加が決った。すべて現地の方々
で工場管理者、技術者、スーパーバイザー等である。

2．事前準備
　電線メーカ及びJECTECからの講師陣は下記の5人であ
る。
日立社　並川　寛　QC室長、
住友社　佐藤全寛　生技部、
エプ・ピー・エス技研　岩辺幸三　常務、
JECTEC　清水　修　業務部長、田中美行　技師
SEI生駒セミナーハウスでのリハーサルを経て、10月2日
に揃って現地の会場へ乗り込んだ。
　会場のメリアホテルは、クワラルンプールの中心近く
に位置しており、モノレールの駅前にあるので、参加者
が出席しやすいという利便がある。アジアの他の国の首
都と同様にクワラルンプールでも通勤時の交通渋滞では
困っており、車での来場は時間が守れない心配があるが、
今回の研修では、他の利のおかげで予想以上に遅刻者が
少なかった。
研修前日の発表機器のチェックでは、パソコンとプロ
ジェクターの調整に多少手こずったものの結果的にはう
まく出来、無事に開講式を迎えることが出来た。

3．研修内容
　研修のはじめには必ず、開講式が行われるが、今回は
特別ゲストとして人材省のDatuk Dr Fong Chan Onn大臣
が出席してくれることになり、翌日の新聞にも掲載され
た。（写真2）

写真2

ところが事実は、急用のため、大臣の代理として事務次
官のTuan Haji Damanhuri Bin Hussin氏が列席され、挨拶
があった。
研修生は54人で比較的ベテラン社員が多く、非常に熱心
に受講してもらった。
当初は気がつかなかったが、「12:00～1:00昼休み」という
時間割に対し、マレーシアでは昼休みは1:00～2:00が普通
といううわさを聞き、研修生にどちらがいいかたずねて
変更を検討することにした。2、3の人に質問するとどち
らでもいい、という答なので変える必要はないかと思っ
たが、念のため全員に挙手してもらったところ何と全員
が1:00～2:00に手を挙げた。講師の方々も支障なく変更に
同意してくれたので、早速変更した。
三日目からは演習も加わり、各グループの発表やピン
ボード実験（写真3）では大いに盛り上った。

写真3

終わってみれば、あっという間の5日間であったが、閉講
式でひとりひとり終了証書を受け、笑顔でカメラに向
かっていた姿が印象に残っている。これから報告書等ま
とめ作業をしていくにつれ、ひとつひとつ思い出しては
懐しむ感じである。
　　　　　　　　　　　　　　　　（業務部　田中技師）
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第57回JECTECセミナー『配電技術開発の動向』

　第57回 JECTECセミナー『配電技術開発の動向』は、そ
の副題を“配電用設備の予防保全技術と配電用資機材の3R
推進”として、平成16年9月16日（木）に、東京都築地のコ
ンワビル6階、（社）日本電線工業会会議室を会場として、
29名の参加者を得て、開催されました。
　
1．セミナーを企画した背景
　平成15年度、浜松、仙台、東京の5ヶ所で実施した
JECTEC研修会の講義プログラムの一つが「配電技術開発
の動向」でした。それぞれ中部電力㈱、東北電力㈱、東京
電力㈱の配電部殿に講師をお願いしました。全般研修と
して、電線業界を取り巻く状況の基礎知識としての講義
の位置付けでしたが、事務局として講義を拝聴し、その
内容は、配電用資機材に直接係わりのある人が興味を持
つことが必至であり、関係する多くの人が聴講できる機
会を作りたいとの思いを強くもったのが、本セミナーを
企画したきっかけでした。（参考：JECTEC NEWS No.40
「研修会」およびJECTEC NEWS No.41「研修会」）
　また、JECTECの配電技術関係のセミナーは、平成5年
12月に開催した第12回 JECTECセミナー『配電技術の現状
と今後の動向』以来となることもまた、本セミナーの開催
を後押ししました。

2．セミナーの趣旨
　「近年の電力需要の鈍化、自由化範囲の拡大という状況
から、低コストへの要求とスピーディな対応が求められ
ている。一方で環境負荷の低減という要求もあり、事故
の未然防止を図りながら、配電設備の取替サイクルを延
伸化させている。そこで、配電設備の保守運用の高度化・
効率化を図るために検討されている、経年劣化判定・余
寿命診断技術、配電設備の長寿命化対策についてご紹介
いただきたい。」と講演のお願いをし、講演者の皆様から
快諾を得られ実現したのが、本セミナーであります。
　昨年度の研修での講義では、「配電線の耐雷対策」、「配
電自動化システム」、「配電線の地中化」、「分散型電源に
対応した技術開発」等、配電線を取り巻く様々な技術課題
の動向についても講義いただいていたが、電線・ケーブ
ルに最も近い課題に特化する内容としました。

3．セミナーの講師、演題、内容
①講師：中部電力㈱販売本部配電部技術グループ課長　

近藤泰吉  様
　演題：中部電力における配電設備の技術課題と対応策
　内容：中部電力の概要と配電設備の技術課題について

説明する。特に、「配電設備の劣化予知・診断」
「配電用資機材のリサイクル事例」についていく
つかの具体例を紹介する。また、配電用資機材

の特徴、昨今の状況を踏まえ、配電用資機材に
関する品質管理のあり方について述べる。

②講師：東北電力㈱お客さま本部配電部（配電技術）副長
　　　　工藤　英明  様
　演題：東北電力における配電技術開発の動向
　　　　（配電設備の予防保全技術の確立と3Rの推進）
　内容：東北電力配電部門における平成16年度技術開発

の重点テーマ（4テーマ）ごとに、具体的な研究
テーマや取り組み内容について説明する。特に、
その中でも重要課題として研究を進めている「配
電設備の予防保全技術の確立」と「3R（リサイク
ル・リユース・リヂュース）の推進」の取り組み
事例として、「引込線（DV電線）の耐候性向上の
ための構造見直し」、「しゃへい銅テープ劣化検
出手法」、「リサイクル被覆低圧線（OW電線）」、
「コンクリート柱の簡易修理手法」について概要
を説明する。

③講師：東京電力㈱配電部配電機材技術センター
　　　　機材技術グループ副長　　内山　滋  様
　演題：東京電力㈱における配電機材技術の動向
　内容：東京電力における配電機材の再使用（リユース）

の取り組みについて説明し、「柱上開閉器の劣化
診断技術の確立」、「変動負荷による柱上変圧器
高利用率運用の検証」、「柱上変圧器の熱劣化寿
命の検討」、「配電用架線電線、ケーブルドラム
のリユース化」について、具体的に紹介する。

④講師：関西電力㈱お客さま本部ネットワーク技術
　　　　運用グループ　　原　英也  様
　演題：関西電力㈱ネットワーク技術部門における配電

用資機材の4R推進および電線・ケーブルのリサ
イクルの現状

　内容：関西電力において取り組んでいる配電用資機材
の4R取り組みスタンスを説明し、「低圧架空電線
のリサイクル」、「ケーブルシースリサイクル」、
「架橋ポリエチレンに代わる非架橋高融点材料の
採用によるリサイクル」について具体的に紹介す
る。

4．セミナーを終えて
　セミナーのテーマを特化したことで電線・ケーブルに
関係した具体的な話を多く聞くことができ良かったと思
う反面、講師の方々を始め総合的に色々な側面から配電
設備取り組んでおられる方には物足りないことは無かっ
たか。終了後、参加者アンケートで寄せられた意見を参
考に電線業界に従事する皆様のためになる、喜ばれるセ
ミナーを今後も企画していきます。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清水業務部長）
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談話室

　今回談話室を担当させて頂くことになりました材料化学グ
ループの平田です。
趣味としてサッカーのサポーターをやっています。今回、サ
ポーターとしての立場としていろいろと書かせて頂きます。

1．サポーターになったきっかけ
元々、サッカーが好きでＪリーグ（以下J）ができた頃から見に
行っていました。サポーターになったきっかけは、2002年日
本と韓国共催のワールドカップです。その時、「2006年ドイツ
に行きたい～」という気持ちが芽生えたので、インターネット
でサポーターチームを探し、浜松のお坊さんが代表をやって
いるチームに入りました。
現在は、代表戦の他に、Jではジュビロ磐田のサポーターを
やっています。

2．サポーターとは‥。
そもそも、サポーターって言えば、「サッカーを見に行ってい
る人」等いろいろという方がいます。私は、サポーターとは12
番目の選手と思っています。選手はピッチ上で相手チームと、
サポーターはスタンドで相手サポーターと闘っています。サ
ポーターの役割としてはスタジアムの雰囲気を優位に持って
いくため応援歌を歌ったり、手拍子やブーイングをしたりし
ます。サッカーはサポーターが作るスタジアムの雰囲気に
よって状況が変わるケースが多いスポーツです。そのため、
サポーターの役割は重要です。サポーターは、球団から遠征
費とかもらっていないので好きでないとやっていけない世界
です。だから、ただ見に行っている人はサポーターと言うよ
りも“ファン”と言った方が良いと思います。

3．サポーター生活
昨年はJ・代表戦含め全部で40試合超、仙台～大分まで行きま
した。今年は昇格した新潟にも行きました。週末は家にいな
いことの方が多いです。いろいろ行ってきた中で私の印象を
書きます。
  1）一番好きなスタジアムは？：国立スタジアム
  2）観戦するのに最高のスタジアムは？：日立柏サッカー場
  3）一番印象に残ったベストゲームは？：

2004.4.24国立での女子代表 vs 北朝鮮戦
　　選手の必死さがサポーターに一番伝わった試合でした。
  4）スタジアムで販売されている中で一番美味しかった食べ

物は？：鹿島スタジアムでの"もつ煮込み"（写真）

  5）親切だったサポーターは？：仙台サポ（駐車場等いろいろ
丁寧に教えてくれた。今では友達となっています。）

  6）遠征した中で一番好きな街は？：仙台
（理由‥地元の牛タン・笹かまぼこ・名菓 萩の月が美味し
い。街も大変きれいだったので･･。）

  7）一番悔しい思いをした試合は？：
2003.4.18ソウルで行われた韓日戦（理由‥懸賞で韓日戦ツ
アーが当選したのに仕事を理由に行けなかった。しかも、
1-0で日本が勝った。）

  8）一番印象に残る相手サポーターは？：
柏レイソルのサポーター（理由‥金だらいを使ったり、い
ろいろするので相手側から見てて楽しそう。対戦するの
が楽しみな相手です。）

  9）今の磐田について･･。：
いろいろと原因があるのですが‥。
磐田のレギュラー平均年齢は29歳と非常に高いです。世
代交代が上手くいかなかった“ツケ”がきている様に思わ
れます。
特に今年は年始からハードスケジュールだったので、ベ
テラン選手がバテているのではないかと思われます。ま
た、相手チームからも磐田サッカーのパターンが読まれ
ている様に思われます。来年以降を考えると、とても不
安です･･｡

10）今年、中国で行われたアジアカップでの中国人サポー
ターの行動に対する感想：政治的な背景よりも、ア
ウェーで行われているので試合中の“ブーイング”は当た
り前です。日本は優勝候補との下馬評も高かったので、
“ブーイング”しない方がおかしいと思います。しかし、
国歌斉唱の時の“ブーイング”は決して良い行動ではあり
ません。反日教育によってブーイングをした最大の原因
だとは思うのですが‥。
ただ、政治家が出て国際問題にするほどの問題ではな
かったと思うのですが‥。
逆に、日本で行われる試合の時に“ブーイング”をする人
間はいませんが、対戦国国歌に合わせて“手拍子”したり、
“喋り続けている”人もいます。だから、中国の事ばかり
言ってはいけません。日本人もマナー向上しないといけ
ません。

それではスタジアムで皆様にお会いできることを楽しみにし
ております。

手書きの幕とサポーター（2004.7.30 国立競技場）
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会員の声

大日精化工業株式会社
専務取締役

戸佐　峰男氏を訪ねて
　フランスの画家ラウル・デュフィの『電気の精』(10枚組
リトグラフィ)の出迎えを受け、東京日本橋馬喰町の大日
精化工業株式会社（以下、大日精化社）本社ビルに、
JECTECの理事に就任していただいている戸佐峰男専務取
締役をお訪ねしました。戸佐専務取締役は、昭和３２年
に大日精化社に入社以来、化学品事業全般を担当され、
多くの事業を成功に導かれています。また、生分解性プ
ラスチック研究会監査役、ポリオレフィン等衛生協議会
監査役、日中経済貿易センター理事等と多くの要職を歴
任されております。
　電線業界との係わりのお話だけでなく、手がけられた
数々の事業にまつわる興味つきないお話を伺うことがで
きました。

会社の生い立ちと電線業界との交流の歴史
　昭和６年に顔料・着色剤の国産化とその販売を目的に
彩華顔料合資会社を設立したのが出発で、昭和19年に現
在の大日精化工業株式会社に改称し、今日にいたってい
ます。電線業界との交流は、戦前のゴム用の着色顔料ま
で遡ることができますが、確固たるお付き合いは、昭和
23年に、国内で始めて開発上市した塩化ビニル用着色剤
「トーナーカラー」から始まりました。顔料を可塑剤に分
散させたこの着色剤は、不純物の混入等の品質を重視し
たことで、絶縁性能が優れているとの評価を得て、塩化
ビニル絶縁電線の色識別用着色剤として多くの電線メー
カーで採用されました
　昭和38年には、千葉県成田市に成田製造所を開設し、
ポリオレフィン用マスターバッチを製造し、各種ケーブ
ル用着色剤として提供してきました。
　微細顔料を樹脂中に綺麗に分散させる、所謂、分散加
工技術の集大成の一つとして超高圧電力ケーブルに使用
される半導電性コンパウンドがあります。クリーンな材
料を、クリーンな環境で卓越した加工技術により製造さ
れるコンパウンドは、各電力会社、電線メーカーから広
く認知されるところのものです。同様に、この分散加工
技術を利用したものに難燃性コンパウンドがあり、ノン
ハロ・エコ材料の提供につながっています。
　全ての電線メーカーと広く、平等にお付き合いする方
針のもと、各社の技術に対する秘密を守ることを徹底し
てきました。それが、現在の信用につながっています。

開発を重視した化学品事業の歩み
　大日精化社の化学品事業への取り組みの経緯を伺うと、
まさに開発の歴史でありました。
　化学繊維のレイヨンに始まり、ビニロン、テトロンの
原液着色剤、建材・ＩＴ及び家電機器に応用されている
ＵＶ・ＥＢ硬化樹脂への取り組み、カラートナー用着色
剤、目詰まりしないインクジェット用超微粒子顔料、液
晶ディスプレーカラーフィルター用着色剤、精密機械用
導電性コンパウンドとその事業分野の広さにあらためて

感心いたしました。
　創業以来の製品開発の歴史によって育てられた「顔料合
成技術」、「分散加工技術」、「機能性付与技術」、「樹脂合
成技術」、「色彩工学技術」、「天然高分子技術」を基盤技術
として、これらの基盤技術の単独・複合化利用で多くの
製品が揃えられています。
　戸佐専務取締役が統括されている化学品事業本部の各
事業部には、開発室が設けられています。「開発」を重要
視されていることが、組織図からも読み取れます。
　さらに、従来のコアビジネスだけでは先細りが目に見
えており、時代を担う柱を育て続けねばならないことは
自明の理であるとし、戸佐専務取締役の下に開発事業部
を設け、天然高分子材料キトサン（殺菌性に着目した空気
清浄機の用途が出てきている）、溶剤を含まない無公害省
資源型の水性コート材（ダイスコート、ローンコート）、
複合化学脱臭剤（ダイムシュー）、生分解性プラスチック
の製品開発が進められています。

海外展開の歴史と上海新工場建設開始
　戸佐専務取締役が手掛けられてきた海外展開は、1989
年に設立したタイとオランダが起点となっております。
タイは家電、IT関連向け製品の工場として、オランダは
自動車向け製品で着実に成長し、それぞれベトナムおよ
び東欧諸国への孫会社での進出を考えるまでになってい
ます。
　またブラジル・フィリピンの他、中国にも既に、深　、
東莞、上海とすでにコンパウンド製造事業を展開してき
ております。さらに、日系電線メーカーへの対応を一つ
のテーマとする「大日精化上海化工有限公司」を中国、上
海にて設立し、2005年秋稼働を目指し工場建設を開始し
ました。各種樹脂用カラーマスターバッチ事業、ＵＶ材
など機能性コート材事業、グラビアインキ事業、これに
加工樹脂事業を加えた４事業を行う計画であり、各種樹
脂用カラーマスターバッチ事業では、将来的には機能性
付与コンパウンドの製造も計画しており、製品設計、配
合、製造方法等の製品に関する知見の機密性を確保でき
る生産システムを検討しています。

おわりに
　戸佐専務取締役の話を伺いながら、事業成功の秘訣は、
指導者の「先見の明」であり、適切な「戦術・戦略」の下、
全社統一した「方針」に従い活動することにより取引先の
「信用・信頼」を得てきたのが大日精化社との感想をもち
ました。
　ご多忙の中、資料を用意してインタビューに応じてい
ただいたことに感謝するとともに、今後のＪＥＣＴＥＣ
へのご指導、ご支援をお願いし、大日精化社を後にいた
しました。

（聞き手：会田センター長、文責：清水業務部長）
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表紙の言葉「一電線人の所感」 
晩秋に訪れた、とあるお寺の境内。 

「白い壁、ねずみ色の瓦、紅葉－モノクロとカラーが交錯する人工物と自然の雅やかな調和」。 

このイメージを大切にしたい。 

「エコ電線、リサイクル、環境－電線という人工物の循環型社会での生かし方」を考えるときに。 

（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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