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　JECTEC NEWSの40号（’03.11）に掲載された「光ファイバ（ガラスコア）のリサイクル」の記事を見て、まだリサイクル技術が

十分確立されていないことを知ることができ、早期の確立を期待いたしました。

　私が光ファイバケーブルの研究開発に従事することになったのは今から30年ほど前になります。当時は低損失で、実用的に

十分な強度を有する光ファイバケーブルを実現することが最大の研究課題で、リサイクルまで議論されることはなかったと思

います。資源面から見たとき、シリカは無尽蔵かつ無害であり、銅に比べて優れているといわれていました。私も資源の乏し

いわが国にとって、光ファイバケーブルの研究開発は意義のあることに違いないと考えておりました。しかし、実験を進める

うちに不要になった光ファイバの処分が問題であると感じるようになりました。通常のガラスと異なり融点が高いこと、また

細く見えにくいためうっかりすると手や足に刺さる危険があること等が判ってきました。しかし、導体を使用するケーブルに

比べて光ファイバケーブルの多くの優れた特性が実証されると、瞬く間に同軸ケーブルに代わって光ファイバケーブルが導入

されていき、私の頭の中から光ファイバの廃棄に伴う問題も消えていったように思います。

　光ファイバケーブルはその研究開発段階から、これに代わる伝送媒体は今後100年くらいは出現しないといわれていました。

現時点でもその状況は変わっておらず、今後も適用領域が拡大され、光ファイバケーブルの使用量が増大しつづけると考えら

れますから、リサイクル技術の開発はますます重要です。JECTEC NEWSの42号（’04.7）を見ますと、廃棄された光ファイバ

は半導体製造装置への利用が有望と記載されており、心強く思いました。

　研究室レベルで困っていることをこの機会に述べさせていただきますと、まず測定等のためプラスチック被覆を除去した光

ファイバくずの処理です。そのまま他のごみといっしょに捨てることができず、容器に入れて保管していますが年々増えて困

ります。光ファイバくずを入れると粉になって大地に還元できるような簡便な道具はできないものでしょうか。さらに困るの

が光ファイバ心線のくずです。光ファイバとプラスチックの分離が容易にできませんからそのまま保管せざるをえませんが、

光ファイバより嵩ばります。光ファイバの強度を維持するには周知の通り被覆が必要ですが、廃棄にあたって容易に除去でき

る被覆材料はないものでしょうか。

　JECTECの皆様を中心に光ファイバケーブルのリサイクル技術の開発が進められ、その技術が確立されることを心から願っ

ております。

光ファイバケーブルのリサイクル
日本工業大学電気電子工学科教授
（社）電線総合技術センター参与

工学博士　石 田 之 則
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ナノコンポジット難燃化技術

1．まえがき
　難燃材料の研究は、最近特に難燃効率の高い難燃系の

開発が注目されている。その中で粒子系を小さくするこ

とによる難燃確率の向上は、効果的な方法として既に無

機系難燃系で実証されている。それでも粒子径は、三酸

化アンチモン、煙霧質シリカに見られるように0.1μｍ程

度の粒子径を対象としていた。

　ここ数年、ナノフィラー（数nm～100nm）による難燃化

技術が注目され、世界的に研究が増加している。従来、

ポリマー－フィラー系ナノコンポジットは、高剛性材料、

ガスバリアー材料への応用が期待されていた材料であり、

それらの研究が多い。

　ナノコンポジット難燃材料は、環境対応型であること、

少量の添加量で高い難燃性を示すことにより物性、成形

加工性の低下を抑制できること等から新規材料として期

待されている。

　現状までの研究によると、ナノコンポジット単独では、

実用的な難燃性が得られにくく、従来の難燃系との併用

系に高い関心が寄せられているようである。ここでは、

このような最近のナノコンポジット難燃材料の研究動向

について紹介したい。

2．ナノコンポジット難燃材料の研究
2-1　ナノコンポジットの難燃化機構

　ナノコンポジット難燃材料は、ナノフィラーとしてス

メタナイト（モンモリロナイト）、シリカ、カーボンナノ

チューブ等をベースポリマーに対し1～10部程度の少量添

加して分散させナノコンポジット化させることにより製

造されるが、製造法として層間挿入法、直接混練法等が

ある。ナノフィラーの層間にポリマーが挿入され、層間

を開き強固な結合を形成しながらナノコンポジット化さ

れる。ナノコンポジット材料は、燃焼時にカーボン

チャーと酸化ケイ素からなる無機酸化物複合層が形成さ

れ、高い断熱効果、酸素遮断効果を示すと考えられてい

る。難燃性を左右する要因として次の項目が挙げられ

る。

（1）ポリマーとナノフィラーの親和性の向上　

ポリマーの極性の調整（グラフト化）

ナノフィラー層間に挿入する化合物

（2）ナノコンポジット化の条件

製造法の選択（In-situ法、混練法等）

西澤技術研究所　西澤　仁

温度、時間、混練機の構造

In-situ重合条件

　難燃化の機構に関する研究が進められており。現状次

のような研究結果が得られている。

（1）チャー＋金属酸化物層の複合層の形成は不完全分散型

ナノコンポジットのほうが完全分散型ナノコンポジッ

トよりも多く、高い難燃効果が得られる1）。これは不

完全分散のほうが燃焼残渣量が多く、ポリマーとナノ

フィラーとの相互作用が高いことによると推定され

る。

（2）ナノフィラーの形状は、アスペクト比の高い形状のほ

うが難燃効果が高い。2）

（3）チャー＋金属酸化物複合層の組成は、それぞれ20％、

80％を占めている。3）

（4）ナノコンポジットの難燃性は、コーンカロリメーター

による発熱量の抑制効果が高いが、UL-94、垂直試

験、酸素指数法のような試験法ではそれほど高い難燃

性を示さない。4）これは、生成する燃焼残渣層が対流に

よって飛散するのではないかと推定される。そのため

に、燃焼残渣の安定化による固定化が必要であろうと

考えられている。

　難燃化機構の研究の中から上述の（1）に示したナノコン

ポジットの分散性と難燃性の関係について実験した結果

を表1、図1に示す。不完全分散のMM-2のほうが、完全分

散のMM-3よりも難燃性が高く、燃焼残渣も多いことが認

められる。

表1　EVA-MMT難燃性ナノコンポジットの難燃性、分散性

難燃性

発熱量

UL-94、

垂直試験

酸素指数

分散性

燃焼残渣

単位

kW/m2

TEM観察

XRD解析

TGA（%）

EVA

2999

NP

17

無色透明

0

MM-1

EVA

＋MMT

1699

NP

18.5

乳白色

ナノ分散せず

4

MM-2

EV＋

DDA処理

MMT

783

NP

19.0

無色透明

不完全分散

5

MM-3

MAH処理

EVA＋

DDA処理

MMT

1112

NP

19.5

無色透明

完全分散

1

註）　DDA：ドデシールアミン

　　  NAH：無水マレイン酸

　　  NP：不合格
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図1　EVA-MMT難燃性ナノコンポジット材料の燃焼残渣

　尚、MM-1は燃焼残渣量は多いが、ナノコンポジット化

はしておらず燃焼残渣は脆く、壊れやすいことを認めて

いる。

2-2　ナノコンポジット難燃材料の開発

　現在のナノコンポジット難燃材料の研究は、EVA、

PA、PS、PP、PE、エポキシ樹脂、PMMA、ABS等多く

のポリマーを対象に研究されている。取り上げられてい

るナノフィラーとしては、モンモリロナイト、カーボン

ナノチューブ、シリカ、水酸化Mg、水酸化Arが使用さ

れている。最近の研究例をまとめて表2に示す。これらの

データからナノコンポジットの発熱量の低減効果が大き

いことが理解できる。

　しかしながら、多くの研究者は難燃効果を発熱量曲線

から評価しているが、先に触れたように燃焼条件によっ

て燃焼挙動が従来の難燃系と異なるのではとの指摘から

酸素指数、UL-94垂直試験が報告される傾向にある。

　ドイツの研究グループは、4）ナノコンポジット材料の発

熱量の抑制効果を認めながらも実用的な難燃性を得られ

ることに疑問を投げかけ、表3に示すように燃焼時の滴下

現象（ドリップ性）の改良に顕著な効果を示すことを指摘

している。

表2　最近の世界におけるナノコンポジット難燃材料の

　　   研究例（発熱量の抑制効果）

表3　PPベースナノコンポジットの難燃性とドリップ性

　　（融点付近での粘性）

材料組成

EVA

EVA＋MMT（アミン化合物挿入）

ナイロン

ナイロン＋シリカ

ナイロン＋シリカ

PS

PS＋シリカ

PS

PS＋クレイ

PP（無水マレイン酸G）

PP（無水マレイン酸G）＋シリカ

同上

PP＋ナノカーボンチューブ

PP＋ナノカーボンチューブ

エポキシ樹脂DGEBA/MDA

同上＋シリカ

エポキシ樹脂DGEBA/BDMA

同上＋シリカ

PE

PE＋クレイ（アンモンニューム塩）

PMMA

PMMA＋シリカ

ABS

ABS＋MMT（挿入型＋剥離型）

ABS＋MMT（挿入型）

フェノール樹脂

フェノール樹脂＋シリカ

EVA

EVA＋ナノ水酸化AL

添加量%

0

10

1

2

6

0

4

0

5

5

2

4

1

2

0

6

0

6

0

3

0

13

0

5

5

0

40

0

10

平均HRR

（最大HRR）

kW/m2

（2999）

（768）

603

303

304

703

444

755

234

536

322

275

PPの 32%減

PPの 59%減

767（1296）

546（772）

775（1336）

509（759）

（2100）

（1400）

（1400）

（700）

（1078）

（772）

（602）

OI, 32

OI, 37

（2000）

（1550）

単位

PP-MA

PP-Clay

ナノコンポジット

（A）

PP-Clay

ナノコンポジット

（B）

PP-Clay

ナノコンポジット

（C）

UL-94 HB

炎先端燃焼速度

mm/min

16.8±3

8.9±1

7.0±1

9.0±1

コーンカロリ

メーターPHRR

（70kW/m2）

kW/m2

1445±70

794± 40

617± 30

946± 50

コーンカロリ

メーター

燃焼時間

sec.

320±20

435±20

510±20

407±20

融点付近での

粘性

Pa/1.6msec－1

166±2

483±4

1009±6

246±2

燃
焼
残
渣
（
％
）
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　最近エコ電線、ケーブル用に使用されてる水酸化Mg、

水酸化Arのナノフィラータイプの開発が行われており、

Martin Marietta社の粒子径20nm、90nmの水酸化Mg5）、

S.Hashra等が紹介しているナノ水酸化Mg6）ハイブリッド

重合による水酸化Ar7）等が注目される。図2にS.Hashra等

が紹介している粒子径、25nmの水酸化MgのPPに対する

難燃化効果を示す。

図2　PPに対するナノ水酸化Mgの難燃化効果

　　　－定長燃焼時に要する時間の比較－

2-3　他の難燃系との併用による難燃化技術

　ナノコンポジットの難燃性を更に高めることを志向し

て従来の難燃剤のりん化合物、水和金属化合物、シリ

コーン化合物、硼酸亜鉛等との併用の研究が多く進めら

れている。それらの代表例を表4に示す。

　その中の例として、Intumescent難燃系との併用は極め

て高い難燃性を示し将来有望な難燃系と期待されている

（表5）。8）

表4　ナノコンポジットと従来難燃系との併用に関する研究

表5　ナノフィラーとの相乗効果が期待される

Intumescent難燃系との併用効果

3．ナノコンポジット難燃化技術の課題
　ナノコンポジット難燃材料の研究は、解明されていな

い問題が多く、更に多くの課題を究明しなければならな

い。

　今後の課題を挙げる次の通りとなろう。

（1）ナノフィラーの種類と難燃性との関係

種類、粒子径、形状、挿入する有機化合物の種類

（2）製造条件と難燃性との関係

混練り条件（設備、温度、時間等）

ナノコンポジット化の評価技術

（3）難燃化機構の解明

分散性と難燃性、燃焼条件と難燃性

燃焼残渣の構造解析

（4）適正併用難燃剤、難燃助剤の開発

効果的な併用難燃剤、難燃助剤

4．引用文献
1）H.Nishizawa,M.Okoshi,N.Okubo ;AFSC International

Conference,Sept Lasvegas USA  （2004）

2）X.Zhang,T.Kashiwagi; ACS Conference Fire and Poly-

mer ,USA （2004）

3）T.Kashiwagi et al; Polymer 45 88 （2004）

4）M.Bartholmaieal; Polymer for Advanced Technology, 15

355 （2004）

5）J.Innes; ACS Conference,Fire and Polymer, USA （2004）

6）S.Hashra et al; J of Applied polymer Sci 94 116 （2004）

7）H,Niihizawa,M.Okoshi; FRCA Inter Conference,

Neworiens,March （2003）

8）S.Duquisine et al; ACS Conference Fire And Polymer 91

64 （2004）

特性

燃焼時間

（sec.）

ドリップ性

UL-94

LOI

EVA 60%

APP 33.3%

PA6 6.7%

ナノフィラー

0%

60

あり

HB

28

EVA 57.1%

APP 33.3%

PA6 6.4%

ナノフィラーA

3.2%

4

なし

V-0

32

EVA 57.1%

APP 33.3%

PA6 6.4%

ナノフィラーB

3.2%

28

なし

V-2

29

ナノフィラーA：Cloisite 30B、ナノフィラーB：LDH-DS、APP：Exolit AP422

併用系

PVE＋RDP15%

　　＋ナノクレイ（1）

PS＋りん化合物（Diphenyl-4

-Vinyl Phosphate）55%処理

　　ナノクレイ（2）

EVA＋APP33%＋PA66.4%

　　＋ナノクレイ（MMT）（3）

PP80＋ATH20

　　＋ナノクレイ（4）

難燃性

ナノクレイ5%添加

　　最大HRR57%抑制

ナノクレイ10%添加

平均HRR755kW/m2→231kW/m2

ナノクレイ3.2%添加

UL-94HB→V-0

酸素指数28→32

自己消炎時間60秒→4秒

ナノクレイ10%添加

　　（PP70＋ATH20＋ナノクレイ10）

最大HRR 786kW/m2→ 624kWl/m2

注（1）G. Chigawada. et al ; ACS Conference Fire and Polymer 91 158（2004）

（2）X. Zhang, C.A. Wilkie ; Polymer Degradation & Stability 81 539（2003）

（3）S. Duquesne et al ; ACS Conference Fire and Polymer 91 84（2004）

（4）J. Zheng, C.A. Wilkie ; ACS Conference Fire and Polymer 91 37（2004）
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超電導ケーブル開発の現状について

1．はじめに
　高温超電導材料が1986年に発見されて以来、その線材

化開発が進められている。その適用のひとつとして早く

から電力ケーブルが注目され、超電導ケーブルの開発が

並行して進められている。超電導ケーブルはコンパクト

な形状で大容量送電が可能であることから、既設管路の

増容量リプレースが可能である。従来ケーブルを用いて

送電管路を新設する場合よりも、線路建設コストを低減

できると期待されている。

　高温超電導線材の開発では種々の材料の線材化が進め

られているが、機器の製作に適用できるレベルの量産が

可能になっているのはBi系線材のみである。住友電工で

は新たに開発した加圧焼成法を用いて、長尺で高い臨界

電流を有するBi系線材が量産できるようになっている。(1)

　一方、超電導ケーブルの開発では、住友電工は東京電

力との共同研究を中心に、三心一括型超電導ケーブルの

開発を進め、2001年～2002年にかけて、超電導ケーブル

システムとしての実用性能検証を目的とした、長期課通

電試験を実施し、成功裏に終了した。(2)さらに、この成果

を用いて超電導ケーブルの早期実用化を図るべく、米国

における超電導ケーブルデモンストレーション（Albanyプ

ロジェクト）に参画している。加えて韓国電力公社電力研

究所から試験用超電導ケーブルシステムを受注した。

　本稿では、超電導ケーブルのメリットを紹介するとと

もに、現在進められている超電導ケーブル開発について

報告する。

2．超電導ケーブルの構造
　三心一括型超電導ケーブルを写真１に、その構造を図

１に示す。冷却時、昇温時に生じるケーブルコアの熱伸

縮に対して、三心一括型ケーブルでは、室温で三心を緩

ませておくことにより伸縮を吸収する構造として、応力

の発生を低減している。導体はBi系線材を、フォーマの

上にスパイラル状に積層して形成している。電気絶縁体

は、低温での電気絶縁強度と低誘電損失性を考慮して、

PPLP　（Polypropylene Laminated Paper）を採用し、液体窒

素を含浸させた複合絶縁形式を採用している。絶縁層の

外側には、超電導線によるシールド層を構成している。

このシールド層への誘導電流により、ケーブルコア外部

の磁場はほぼ０になる。このケーブルコアを３本撚り合

住友電気工業株式会社　礒嶋茂樹、増田孝人

わせ、SUSコルゲート管の中に収納している。この間隙

に加圧液体窒素を循環させ、ケーブルコアで発生する交

流損失および外部からの侵入熱を冷却している。SUSコ

ルゲート内管と外管との間は、断熱性能を向上させ、熱

侵入を低減させるため、積層断熱材を施した上で、真空

状態を維持している。

写真１　三心一括型超電導ケーブル

（東京電力／住友電工）

図１　三心一括型超電導ケーブルの構造

3．超電導ケーブルのメリットと期待される用途
　（１）　コンパクト、大容量

　超電導線では、実効的な通電電流密度を銅線の100倍以

上（100A/mm2以上）とすることができる。従って、従来の

ケーブルよりもコンパクトな形状で大容量の送電が可能

となる。

　（２）　低損失、対環境性

　超電導線では、直流電気抵抗がゼロである。交流通電

時の損失は交流損失のみであり、非常に小さい。また、

三心一括型超電導ケーブルは超電導シールドを有するの

で、ケーブルコア外部への磁場の漏洩が無い。従って、

R
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その磁場によるシース損失も無い。図２に超電導ケーブ

ルと従来ケーブルの送電損失を示す。超電導ケーブルの

損失は、超電導体自体の磁化損失に相当する交流損失、

絶縁体の誘電損失、断熱管からの侵入熱からなる。また、

これらの熱損失を冷却するための冷凍機動力を損失とし

て加える必要がある。

　66kV・3kAの35万kW級のケーブルで比較すると、図２

に示すように、超電導ケーブルの損失は、従来ケーブル

の約1/2と評価される。

図２　送電損失の比較

　（３）　低インピーダンス、運転性

　超電導シールドを有する超電導ケーブルは、磁場の漏

れがなく、従来ケーブルの約1/3程度にリアクタンスが減

少する。例えば、図３の従来ケーブルで構成されている

線路を増容量するために、新規に線路を併設して位相調

整器で系全体を制御する場合、増設する線路に従来ケー

ブルを用いるよりも超電導ケーブルを用いた方が、位相

調整器の制御性があがり、系全体の運転を容易にするこ

とが可能である。

図３　多重線路を用いた送電系統の例

　また、超電導材料の特性として、運転温度を下げれば

通電可能な電流を増加させることができるため、他の並

列線路に事故が生じた時の緊急的な処置として、その線

路の運転温度を下げて通電電流を増加させることが可能

である。これにより設備の効率的な運用が期待できる。

　（４）　期待される用途

①　増容量リプレース

　例えば、従来ケーブルでは、66kV, 1kA×1回線の電力

を送電するには、通常3つの管路が必要である。この線路

で３倍の送電容量が必要になった場合、新しくケーブル

を布設するために６つの管路が新たに必要になる。しか

し、三心一括型超電導ケーブルを用いれば、新たに管路

を建設することなく、既存の管路を一つ利用するだけで、

３倍の容量を送電することが可能となる。（図４-(a)）管路

建設費用は、東京やNYのような大都市部では高コストで

あり、図４-(b)に示すように超電導ケーブルによる線路建

設コストは、管路を新設する従来ケーブル線路コストと

比べて、大幅に低減される可能性がある。

図４－(a)増容量時のイメージ(1kA→3kA)

図４－(b)超電導ケーブル線路と従来ケーブル線路と

の建設コスト比較

②　低電圧送電

　超電導ケーブルでは従来ケーブルに比べ大電流低電圧

送電が可能である。したがって、都市内での送電電圧を

下げて高コストの高電圧（地中）変電所をコンパクト化す

ることが可能となる。また高電圧（地中）送電線の建設が

難しい場合の代替案となりうる。

4．加圧焼結法によるＢｉ系超電導線材
の開発

　（１）　Bi系超電導線材

　Bi系超電導線材は図５に示すように、原料粉末を銀パ

イプに充填して伸線して製造する。圧延により板状の超

電導材料結晶の配向をそろえ、焼結プロセスにより高電

流密度を得る。

  （２）　加圧焼結線材

　従来の焼結は大気圧で実施され、超電導部分にボイド



8

●技術レポート

が一部存在していた。これを解消するべく、焼結時に外

圧を印加し、従来は超電導部分の密度が約85％であった

のをほぼ100％に向上させた。これにより製造歩留まりの

大幅な向上、機械特性の軟銅線並みへの改良、電流密度

の約30％の向上が実現され、超電導線材の工業製品化が

著しく進展した。

図５　Bi系超電導線材の基本線材プロセス

5．超電導ケーブル開発のこれまでの成果
　（１）　実用性検証試験

　2001年～2002年において住友電工が東京電力と共同で

行った電力中央研究所における実用性検証試験では、

100m長、66kV-1kA級のケーブルが開発され１年間の長期

試験に成功している。

写真２　実用性検証試験

　この成果をまとめると次の通りである。

　・耐電圧特性：66kVクラスの試験電圧をクリア

　・送電容量：200MVA(at 2000A)の送電容量を確認

なお、現在の超電導線を使用すれば、350MVA（3000A級）

を達成できる。

　・ケーブル長：500m級ケーブルの製作が可能

　・熱機械特性：室温と液体窒素温度間の冷却／昇温を

　　４回に渡り実施

　i. ケーブル特性の変化がないことを確認

　ii. Ｘ線によるケーブルコアの挙動観察により、長尺

　　の三心一括型超電導ケーブルの熱機械挙動が設計ど

　　おりであることを確認

  （２）　信頼性

①　超電導特性

　超電導線は外力が加わらなければ、あるいは外力に対

する対策が施されていれば、半永久的に特性が維持され

るものと考えられる。電流リード、マグネットの経験で

は数年の経過を経ても、安定で良好な特性が確認されて

いる。超電導ケーブルは、運転中の温度変化が非常に小

さいことから劣化要因がなく、安定した運転が実現でき

ると予想される。実用性検証試験では、トータル2400時

間の課通電試験に成功しており、この間、超電導線材に

劣化等の変化は認められていない。

②　電気絶縁特性

　超電導ケーブルの電気絶縁はPPLP　に液体窒素を含浸

させた構造を採用している。PPLP　はOFケーブルに採用

されている材料で、低温においても、常温の絶縁油含浸

と同様に、安定した絶縁特性が実証されている。液体窒

素中でのPPLP　絶縁ミニモデルケーブルのV-t試験結果(7)

より、PPLP　絶縁超電導ケーブルの寿命を評価した結果、

66kVケーブルでは30年以上の寿命を有すると推定される(3)

③　冷却システム

　冷却システムは、ポンプ、冷凍機などの機器で構成さ

れ、これらの機器のメンテナンス技術を確立する必要が

ある。

　実用性検証試験では、約6500時間の冷却システム運転

を実施し、問題なく運転できることが実証された。今後

メンテナンス手法、バックアップシステムの最適化の検

討を行う必要がある。

　一方、冷却システムが故障した場合の超電導ケーブル

への影響を、実用性検証試験において検証している。

ケーブルの運転を継続させた状態で、冷凍機を停止させ

た後、ケーブルの運転が継続できなくなるまでの時間は、

約６時間であった。この時間は、システムの構成や運転

条件により異なるが、冷却システムの故障時に、システ

ムを切り替えるための時間的裕度を超電導ケーブルシス

テムは有していることを示している。

④　短絡電流

　電力ケーブルは短絡電流などの事故電流に耐えなけれ

ばならない。超電導ケーブルでは事故電流が遮断される

まで送電機能を維持するとともに、大電流通電による温

度上昇によって超電導ケーブルとしての性能を劣化させ

てはならない。超電導線材に並列に適切な金属導体を設

けることにより、抵抗の低減による発熱量の低減、熱容

量の増加による温度上昇の抑制が実現できることが確認

されている。その最適化が今後の課題である。

R

R

R

R
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6．超電導ケーブルの開発状況
　（１）　内外の状況

　国内外で十指に余る超電導ケーブルプロジェクトが進

んでいる。

　米国においては、エネルギー省により超電導ケーブル

の開発が推進されており、Southwire社の30m級ケーブル

は28000時間以上の運転に成功している。最近では、３つ

の新たなプロジェクトが立ち上がり、超電導ケーブルの

開発が国策として加速されている。その３つのプロジェ

クトとは、Albanyプロジェクト（350m,34.5kV,800A）、

Ohioプロジェクト（300m、15kV、2kA）(4)、LIPAプロジェ

クト（600m,138kV, 2.4kA）(5)であり、それぞれ2005～6年に

かけて運転に入る計画である。

　日本では、Super-GMのプロジェクトとして、電力中央

研究所、古河電工等が、500m、77kV級の単心超電導ケー

ブルを電力中央研究所に布設し、長期試験を行っている。(6)

　韓国においては、国プロとして30m級超電導ケーブル

の開発が進められ、加えて韓国電力公社電力研究所が

100m試験線を建設予定である。中国においては、雲南計

画(7)にて30m級の超電導ケーブルの運転試験が行われるな

ど、複数の計画がある。加えて欧州他でも開発計画が進

展中である。

　このように、世界各地において、超電導ケーブルの開

発が進められている。

  （２）　Albanyプロジェクト

Albanyプロジェクトは、NY州ALBANY市の、２つの変電

所を結ぶ線路の一部に、長さ約350m、電圧34.5kV、電流

800Aの三心一括型超電導ケーブルを布設し、長期運転す

るものである。

　４年計画（2002～2006）の予定で、長尺超電導ケーブル

の世界で初めての実線路への適用となる。総費用は約

26M$の予定であり、エネルギー省、ＮＹ州からファンド

を得ている。

図6　Albanyケーブルシステム構成

図7　KEPRI超電導ケーブルシステム

　本計画の実施体制は、米国SuperPower社（IGC社の子会

社）がメインコントラクターとなり、電力線路を提供する

Niagara Mohawk社（National Grid社の子会社）、冷却を担

当するBOC社、超電導ケーブルの製作、布設、運転を担

当する住友電工で構成される。

　本ケーブルシステムの構成を図６に示す。ケーブルは

320ｍ部と30m部に分かれ、ジョイントにて接続する。

　液体窒素は、冷却ステーションから超電導ケーブルに

圧送され、リターン管を通り、冷却ステーションに戻る

循環冷却システムを採用した。

　ケーブルは新規に地中に建設される管路の中に布設さ

れる予定である。計画では、最初にBi系線材（第一世代）

を用いたケーブルを製作し長期試験を開始する。並行し

てSuperPower社が製作する第二世代薄膜系超電導線材を

用いた30m長ケーブルを製作し、途中で30m部を入れ替え

る予定である。

 （３）　韓国電力公社電力研究所超電導ケーブル

　韓国電力公社電力研究所（KEPRI）は、超電導ケーブル

の運用を研究するために、電圧22.9kV、電流1250A、長さ

100mの超電導ケーブルを建設する予定である。

　住友電工は、本ケーブルの製作、布設を受注しており、

2005年春から夏にかけてテストヤードに布設され運転を

開始する予定である。システム構成図を図７に示す。

7．あとがき
　超電導ケーブルは、世界的に開発が進められており、

現在は実線路での検証を行う段階になっている。これら

の検証試験でそのメリットが確認され、早期に実線路へ

の適用がスタートすることが期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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情報配線システムに関する欧州調査

1．はじめに
　JECTECでは、LANケーブルを始めとする情報配線技術

の最新動向や測定技術の向上を図るべく、JEITA（社団法

人 電子情報技術産業協会）の情報配線システム標準化委員

会のワーキンググループに参加している。

　JEITAでは、情報配線ビジネスを取り巻く生の最新情報

を吸収することを目的に、2年に1度の頻度で情報配線シ

ステムに関する海外調査を実施してきた。今年は10G

BASE-T、FTTH、ワイヤレスLAN、CATV、Power over

Ether、ホームネットワーク、標準化動向、EMC評価方

法、各国の市場動向をテーマにして、欧州企業を訪問す

ることになり、今回JECTECでは、前回の米国調査に引き

続き2度目の参加をした。

　

2．調査団メンバー
　JEITAメンバー（業種：通信事業、電機、電線、コネク

タなど）が参加した。

3．訪問期間
　平成16年11月6日～11月14日

4．訪問企業と所在地
　表1の4ヶ国5社を訪問した。

表1　訪問企業一覧

5．調査内容
5.1　DELTA

　DELTAはデンマークにある第三者試験機関で、ケーブ

ルを始め様々な製品の試験・評価を行っている。この機

関は非営利の中立機関で、デンマーク国家に認定されて

おり、情報配線システムの試験分野では、ヨーロッパで

最も定評がある。

・訪 問 日 時：2004年11月8日　9:00～12:00

・訪問先住所：Venlighedsvej 4 2970 Horsholm Denmark

訪問先 所在地 主な事業

DELTA コペンハーゲン ヨーロッパの公的試験機関

BSI ロンドン 英の標準化機関

Nexans社 パリ ケーブルなどの製造メーカ

Siemens社
ミュンヘン 通信含む様々な事業

Dätwyler社

【調査内容】

・EMC試験方法

・10GBASE-T情報配線システムの動向

・ヨーロッパの情報配線の動向

・研究所施設見学

〈DELTAについて〉

　創業1941年、従業員約250人、主な試験業務はケーブ

ル・EMC・Lighting・耐熱・音響・騒音など。

　LANケーブルの認証業務も行っており、合格すると

「EC VERIFIED」のロゴが与えられる。

〈情報交換〉

　DELTAからは、EMCや10GBASE-Tの試験法について

の紹介があった。日本からは、LANケーブルの平衡度と

放射電力の測定結果について報告した。

　ディスカッション後は、10m電波暗室や表面伝達イン

ピーダンス測定器具などの研究所設備を見学させて頂い

た。

DELTA社にて（本人後列右から5番目）
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5.2　BSI

　BSI（British Standards Institution）は、ISO、IECや欧州

規格の制定に参画するとともに、それらと整合のとれた

各種BS（英国規格）を制定している。

・訪 問 日 時：2004年11月9日　9:00～12:00

・訪問先住所：389 Chiswick High Road, London

【調査内容】

・英国及び日本における標準化組織の現状

・FTTHの状況

〈BSIについて〉

　設立1901年、スタッフは世界中で約4000人、規格開発

部門、認証ビジネス部門、製品認証サービス、試験部門

の4部門からなる。

〈情報交換〉

　BSIからはTCT7委員会の紹介とCENELECやIEC規格と

の関係が紹介された。日本からはJISの概要について報告

した。

　また、FTTHの状況について、英国、日本それぞれの状

況を紹介した。

5.3　Nexans社

　Nexans社は、総合ケーブルメーカであり、欧州を中心

に、幅広い活動を展開している。

・訪 問 日 時：2004年11月10日　13:00～16:00

・訪問先住所：4-10, rue Mozart-92587 Clichy Cedex

【調査内容】

・ホームネットワーク

・POF、工業用配線

〈Nexans社について〉

　設立1897年、従業員約1万7千人、年間売上高5400億円、

エネルギー・電気・通信分野で活動を行っている。

〈情報交換〉

　フランスと日本におけるホームネットワークの状況に

ついて意見交換を行った。

5.4　Siemens社、Dätwyler社

　Siemens社は190カ国以上での事業を展開する世界有数

の電気・電子メーカーである。事業内容は、情報通信、

自動制御、エネルギー、交通、医療等の多岐にわたって

いる。

・訪 問 日 時：2004年11月12日　10:00～16:30

・訪問先住所：

　Siemens…Oskar-von-Miller-Ring 20 80333 München

　Däwyler…Gottfried-von-Cramm-Str.1 85375 Neufahrn

【調査内容】

・ホームネットワーク

・TV分配技術

〈Siemens社について〉

　創業1847年、従業員41万人、年間売り上げ高740億ユー

ロ、事業内容も情報通信の他、多岐にわたっている。

〈Däwyler社について〉

　スイスに本社を持つケーブルメーカでLAN等のシステ

ムを構築している。

〈情報交換〉

　Siemens社からは、ホームネットワークについて、

Däwyler社からは、平衡ケーブルによるTV分配システム

について紹介があった。またSiemens博物館も見学させて

頂いた。ここではSiemens社の創業時から現在までの状況

が展示されている。

6．おわりに
　日本において情報配線、特にメタルケーブルについて

は、米からの情報は比較的入手しやすいのではないかと

思うが、今回欧州の状況や動向の生の声を聞くことがで

き、意見交換できたことは大変有意義でまた勉強になっ

た。この経験を依頼試験やサービスに活かしていく所存

です。最後にJEITAを始め関係者の方々に心よりお礼申し

上げます。

（電気物理G　森下主査研究員）
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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4）

1．はじめに
　使用済み電線の廃棄・リサイクルプロセスのインベン

トリデータの調査を行っている。今年度は使用済み電線

の解体、解体素材の分別後の「使用済み電線の回収素材の

廃棄、リサイクル部分のインベントリ調査」を行った。調

査結果を報告する。

　尚、本研究は社団法人産業環境管理協会からの請負契

約により研究を実施している。

　

2．使用済み電線からの回収素材のゆくえ
　使用済み電線は電線リサイクル処理事業者により解体

され、各素材の種類毎に分別されて回収される。

　この回収素材のゆくえについて平成15年度に解体の調

査を行った電線リサイクル処理事業者3社からの聞き込み

により調査を実施した。

2.1　回収銅

　表1に回収銅のグレードと用途を示す。回収銅は、すべ

てリサイクルされており再利用率は100％である。機器用

電線等の錫メッキ銅線を使用している電線も処理される

ため不純物として錫を含んでいるグレードもでき、これ

らは電線（荒引銅線）や電解銅箔の原料とすることはでき

ず、伸銅や銅精錬の用途に使用される。

表1　使用済み電線からの回収銅のグレードと用途1）

1）電線リサイクル処理事業者3社の平均値（平成13年度）

回収銅のグレード

①銅の純度が99.9％以上のもの

②銅の純度が95～99％で残りが錫等の金属成分の

みのもの

③銅の純度が95～99％で残りが金属成分、プラス

チック成分のもの

計

回収銅の用途

①電線（荒引銅線）

②伸銅品

③電解銅箔

④銅鋳物

⑤銅精錬

⑥その他

計

比率（％）

91

8

1

100

53

22

23

0

1

1

100

2.2　回収被覆材料　

　当センターの調査によれば平成13年度の使用済み電線

からの回収被覆材料の再利用率は44.2％である。再利用さ

れる被覆材料の多くはプラスチック再生品メーカーや商

社（輸出を含む）に販売される。用途先の詳細は不明であ

るが日用雑貨等の成形加工品や特にPVCでは床材などに

も使用されている。

　また電線会社では電線用被覆材料の他に電力用、通信

用電線の工事部品（電設資材）である地中埋設電線管、ト

ラフ、プラスチックドラムなどの電線周辺部品にも使用

している。

3．回収素材のリサイクルにおけるLCI
3.1　荒引銅線のインベントリデータ

　使用済み電線から回収された銅の一部はクローズドリ

サイクルとして再び電気用銅線の材料である電気用荒引

銅線の原料のひとつとして用いられる。この荒引銅線製

造時のインベントリデータの調査を行った。

3.1.1　調査方法

　荒引銅線は一般に電気銅を溶解・鋳造・圧延して製造

される。現在の主流はアメリカ・サウスワイヤ社の開発

したホイール&ベルト形鋳造機を用いた連続鋳造圧延方式

（SCR方式）である。製造会社4社に協力いただきアンケー

トによる聞き込み調査を行った。

3.1.2　調査結果

　表2に電気用荒引銅線の原料データを示す。表からわか

るように使用済み電線からの回収銅（老廃スクラップ銅）

は4％の仕込みの量である。これはこの回収銅が使用済み

電線の粉砕、比重差選別から分別して得られたものであ

り、加工スクラップ銅に比べて不純物の量が多い傾向が

見られるためである。

　表3に電気用荒引銅線の製造におけるインベントリデー

タを示す。対象プロセスは原料となる各素材の受入から

荒引銅線の製造までである。銅素材は非常に高価である

ため製造における埋立、焼却にまわる固形廃棄物の量は

ゼロとの回答であった。銅を溶解するエネルギー源とし

ては製造会社によりLNG、LPG、LBGと違いがあったが

インベントリデータではこれらの平均値を取った。
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表2　電気用荒引銅線の原料データ1）

表3　電気用荒引銅線製造時のインベントリデータ1）

3.2　再生被覆材料のインベントリデータ

　使用済み電線からの回収被覆材料も同様に一部のもの

が電線用被覆材料に再生されている。この電線用再生被

覆材料の製造時のインベントリデータを調査した。

3.2.1　調査方法

　調査は電線用再生被覆材料を製造している混練会社及

び電線会社に協力をいただきデータを集計した。

3.2.2　調査結果

　表4に電線用再生被覆材料の製造におけるインベントリ

データの例として混練会社での製造データを示す。また

図1にこの加工プロセス例を示す。電線用再生被覆材料へ

の加工プロセスは材料から異物を除去することと必要に

応じて樹脂、添加剤等の樹脂配合物を配合して混練する

ことである。

カテゴリ 項目名 平均値

電気銅 0.815kg

素材
加工スクラップ銅 0.120kg

老廃スクラップ銅 0.040kg

市場購入スクラップ銅 0.025kg

入力
IPA 0.0006kg

データ
他の投入物質 圧延潤滑油 0.0001kg

防錆油 0.0001kg

電力 0.088kWh

エネルギー
LNG 0.013m3

LPG 0.012m3

LBG 0.003m3

出力
主製品 電気用荒引銅線 1.000kg

データ 固形廃棄物
埋立 0.000kg

焼却 0.000kg

1）SCR方式製造会社4社の平均値（平成15年度実績）

表4　電線用再生被覆材料製造時のインベントリデータ1）

図1　電線用再生被覆材料の加工プロセス例　

4．まとめ
　使用済み電線の解体、分別後の回収素材について再び

電線にクローズドリサイクルされるプロセスについて電

気用荒引銅線と電線用再生被覆材料の製造時のインベン

トリデータを取ることができた。今後、これらのデータ

を元に廃棄・リサイクル部分のプロセスも考慮した電線

のライフサイクル全体の環境負荷を評価するためのケー

ススタディーを行っていく予定である。

（山貝主席研究員）

カテゴリ 項目名 平均値

使用済み電線からの被覆材 0.429kg

（電線用PVCコンパウンド）

素材
他用途の使用済みPVC 0.286kg

入力
（シート、レザー、フィルム等）

データ
PVC樹脂 0.095kg

DOP 0.190kg

電力 0.2549kWh

エネルギー A重油 0.0266kg

軽油 0.00065kg

主製品
電線用PVCコンパウンド 0.950kg

出力 （PVCペレット）

データ
固形廃棄物

埋立 0.050kg

焼却 0.000kg

1）混練会社の処理データ（平成15年度実績）

1）SCR方式製造会社4社の平均値（平成15年度実績）

2）荒引銅線製造工場、電線製造工場の加工スクラップ銅

3）電線リサイクル処理事業者から解体、分別された使用済み電線

からの回収銅

電気銅

加工スクラップ銅2）

老廃スクラップ銅3）　

市場購入スクラップ銅

計

比率（％）

81.5

12.0

4.0

2.5

100.0
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配線器具の適合性検査のご案内

1．まえがき
　電気用品安全法に基づく特定電気用品の適合性検査に

ついて、平成13年4月から登録検査機関として「電線」区分

の認証を進めてまいりました。事業者から「電線」区分の

他に「配線器具」区分についても適合性検査を実施してほ

しいとのご要望があり、登録区分の追加申請と審査を経

て平成16年11月26日付けで登録され、「配線器具」区分の

適合性検査業務を開始しました。この配線器具について、

概要及び試験装置を紹介します。

　

2．配線器具とは
　特定電気用品の対象品目は112品目あり、その内「配線

器具」区分は43品目占めています。配線器具の品目は、接

続器、点滅器、開閉器、ソケットに分類して次に示しま

す。

開 閉 器（7品目）

①配線用遮断器

②漏電遮断器

③箱開閉器

④フロートスイッチ

⑤圧力スイッチ

⑥ミシン用コントローラー

⑦カットアウト

ソケット（17品目）

①ランプレセプタクル

②セパラプルプラグボディ

③アダプター（ねじ込み）

④その他のねじ込み接続器

⑤蛍光灯用ソケット

⑥蛍光灯用スターターソケット

⑦分岐ソケット

⑧キーレスソケット

⑨防水ソケット

⑩キーソケット

⑪プルソケット

⑫ボタンソケット

⑬その他のソケット

⑭ねじ込みローゼット

⑮引掛けローゼット

⑯その他のローゼット

⑰ジョイントボックス

3．試験装置
　配線器具の試験設備の一部を紹介します。これ以外に、

注水試験装置、雑音強度（雑音電力・端子電圧）測定装置、

絶縁耐力試験装置、衝撃試験機、絶縁抵抗計等がありま

す。

（1）開閉試験装置

　全ての配線器具に適用されます。試料に定格電圧を加

えた状態で定格電流～定格電流×10倍の電流を通電し、

毎分3～20回の速度で5～5000回の開閉を行い、開閉部の

溶着等の異常の有無を試験します。なお、開閉駆動部は

接続器用、点滅器用、光電式自動点滅器用に分かれてい

ます。

（2）温度上昇試験装置

　全ての配線器具に適用され、試料を恒温槽の中に入れ

て周囲温度を30℃に保持した状態で定格電流を流し、各

部の温度上昇値を測定します。

接 続 器（9品目）

①差込みプラグ

②コンセント

③マルチタップ

④コードコネクターボディ

⑤器具用差込みプラグ

⑥アイロンプラグ

⑦アダプター（差込み）

⑧コードリール

⑨その他の差込み接続器

点 滅 器（10品目）

①タンブラースイッチ

②中間スイッチ

③タイムスイッチ

④ロータリースイッチ

⑤押しボタンスイッチ

⑥プルスイッチ

⑦ペンダントスイッチ

⑧街灯スイッチ

⑨光電式自動点滅器

⑩その他の点滅器

接続器用

点滅器用 光電式自動
点 滅 器 用

恒温槽 操作盤
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（3）電線折曲げ試験機

　接続器のコード引出部に適用され、試料に500gの荷重

を加えた状態で、曲げ角度左右60°、毎分40回の速度で

2000回の折曲げを行い、導体の断線率及び各部の異常の

有無を試験します。

（4）コード張力緩和試験装置

　接続器のコード引止部に適用され、試料に90Nの荷重を

1秒間加え、3秒無荷重にする操作を25回行い、引止部の

ズレ及び破損の有無を試験します。

（5）電線巻取試験機

　コードリールに適用され、電線を毎分50mの速度で巻

取り、巻戻しを1000回行い、導体の断線率及び各部の異

常の有無を試験します。

（6）強度試験機・保持力試験機

　強度試験は接続器に適用され、振子式自重落下試験、

鋼球落下試験、単体自重落下試験を行い、破損等の異常

の有無を試験します。

　保持力試験は接続器及び点滅器に適用され、試料に30

～60Nの荷重を1分間加え、破損及び異常の有無を試験し

ます。

4．あとがき
　JECTECは「電線」区分と同様に、「配線器具」区分の登録

認証機関として、公正中立を旨とし、高い水準の検査サー

ビスを提供するため、検査の品質確保、費用の低減、迅速

な納期を目標に努力してまいりますので、当センターを

ご利用頂けますように宜しくお願い申しあげます。

（認証試験室　河合主席研究員）

強度試験機 保持力試験機
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まえがき
　電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和37年8月14
日、通商産業省令第85号；最近の改正：平成16年10月27日
経済産業省令第103号）には第1項と第2項があり、第1項基
準は電気用品安全法第8条第1項に従い経済産業省令で定め
られた日本独自の基準で、第2項基準は国際規格（IEC規格）
に基づいて定められ、経済産業大臣が認めた基準です。
　国内の電線は従来第1項基準に従って製造され、第2項
基準に基づく電線はほとんど製造されてきませんでした
が、WTO/TBT協定に基づくIEC規格への整合化が推進さ
れており、今後準備期間、移行期間を経て省令第2項基準
に移行する方向に進んでいます。
　電気用品の認証は第1項基準又は第2項基準のいずれか
に従って実施され、適合性検査証明書の検査の方法の欄
に記載されます。電気用品の型式の区分は第1項基準と第
2項基準で共通していますが、第2項基準に基づいた製品
を出荷される場合　第2項基準で実施された適合性検査証
明書を保有されることをお奨めします。欧州、アジア諸
国ではIEC規格を国内規格に採用している国が多く、第2
項基準に基づく製品に〈PS〉Eマークを付けますと輸出促進
効果を期待できます。
　ここでは、電線の第2項基準をご紹介し、第1項基準と
の相違点について若干触れます。

1．電線の第2項基準
　電線の第2項基準は国際規格IEC60227, IEC60228,
IEC60245, IEC60332-1に基づいて、J60227（H14）：定格電
圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル, J60228
（H14）： 絶縁ケーブルの導体（JIS C 3664:1998）、J60245
（H14）：定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル、
J60332-1（H14）：電気ケーブルの難燃試験－第1部：絶縁
電線又はケーブルの一条垂直試験（JIS C 3665-1:1998）とし
て定められています。
　第2項基準は経済産業省のホームページにpdf fileで掲載
されており、下記にアクセスし、印刷してご覧いただけ
ます。
次のアドレスが経済産業省のホームページの電気用品安
全法のページです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
index.htm
このページのリンクの欄に、○電気用品の技術上の基準
を定める省令（電気用品技術基準）の見出しがあり、下
に・第2項基準という項がありますので、ここをクリック
し、｢電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定
に基づく基準の制定について」を開いて下さい。このペー
ジの5．電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規
定に基づく基準について（別紙）の中の別紙の部分をク
リックして下さい。表1．電気安全に関する基準のページ

が開きます。この表の中の別紙7～12がJ60227-1,-2,-3,-4,-5,-
7、別紙14～20がJ60245-1,-2,-3,-4,-6,-7,-8の基準ですので、
各番号の別紙をクリックしてpdf fileにアクセスして印刷
できます。

2．第1項基準と第2項基準の相違点に
ついて

（1）基準が適用される製品の範囲
　第1項基準は広範な製品を対象にしています。第2項基
準にはポリエチレン、架橋ポリエチレン、ふつ素樹脂を
絶縁体に使用する電線の基準は含まれていません。その
他、2個よりビニルコード、ゴム絶縁よりコード、ゴム絶
縁袋打コード、ゴム絶縁丸打コード、ゴム絶縁キャブタ
イヤコード､ゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイ
ヤコード、クロロプレンゴム絶縁袋打コード、クロロプ
レンゴム絶縁丸打コード、クロロプレンゴム絶縁平形
コード、クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁袋打
コード、クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁丸打
コード、クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁平形
コード、SBR絶縁単心コード、SBR絶縁よりコード、SBR
絶縁袋打コード、SBR絶縁丸打コード、SBR絶縁平形コー
ド、大部分のゴムキャブタイヤケーブルは第2項基準の中
に対応する規定がありません。従って、これらの製品の
検査は第1項基準で実施されます。

（2）導体サイズ系列
　一例として、第1項基準の軟銅同心より線（附表第四）の
導体系列は、0.9,1.25,2.0,3.5,5.5,8,10,14,22,30,38,50,60,80,
100SQに対して、第2項基準の固定配線用シースなしケー
ブル（J60227-3）のタイプ60227IEC01の導体系列は、1.5,
2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400SQと
なっており、異なる汎用導体サイズ部分があります。な
お、第2項基準には100SQを超えるサイズも記載されてい
ますが、電気用品の対象は100SQ以下のサイズです。
　他に、第1項基準では、単心ビニルコード､ビニル平形
コードのサイズ範囲は0.5以上2SQ以下に対応できます
が、第2項基準では0.5以上1SQ以下（60227IEC06）のみが規
定されています。

（3）試験項目と試験方法
　第2項基準には、ビニル絶縁体とビニル外装に対して加
熱減量試験があり、ケーブルの仕上外径が低温巻付試験
の規定範囲を超えた場合ビニルシースの低温伸び試験が
適用されます。同様な試験項目であっても、加熱変形試
験のように第1項基準、第2項基準で大幅に試験方法が異
なるものがあります。
 　第1項基準では、試験方法としてIEC60332-1（JIS C 3661-
1）、IEC60811（JIS C 3660）等が引用されます。

省令第2項基準に基づく特定電気用品（電線）の認証
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「耐火・耐熱電線認定業務」を開始

　前号（No.43）にて消防法及び関連規則の改正により耐
火・耐熱電線認定の事務が指定認定機関から登録認定機
関により実施されることになった経緯を説明しました。

　昨年9月に消防庁の登録を受け、新しい登録認定機関と
して、10月から受付を開始しています。
11月には第一回目の耐火・耐熱電線認定委員会を開き最
初の認定を行いました。
その後、毎月受付を行い、毎月、耐火・耐熱試験及び認
定業務を行っています（従来、JECTEC内で自主認定を
行っていた耐火バスダクトも統合）。

受付窓口は旧認定機関の（社）日本電線工業会が担当し申
請者から見た場合、窓口は変わっていません。

その上で毎月受付、毎月、認定委員会を行うということ
で申請者の利便性が高くなっています（試験を要する認定
の場合、受付月の翌月に試験、その翌月に認定委員会、
認定証発行となります）。

　また認定プロセス等の公正性を諮問する第三者諮問委
員会を外部に設置しました。

　耐火・耐熱試験については試験設備、測定機を更新中
です。
いろいろと設備費用がかかりますが試験を含む認証業務
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。

（安全性G　梅田主管研究員）

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の認証試験に関す
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
家電製品等の燃焼試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・ケーブルや被覆材料の促進劣化試験、環境性試
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・断線事故等の原因調査に関連す
る試験研究も行っています。
＜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」の
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 053-428-4687　FAX 053-428-4690
　　　　　　waka@jectec.or.jp ､hirata@jectec.or.jp

あとがき
　今後IEC規格への整合化の進捗に伴って、第2項基準の
追加改正が行われ、第2項基準に基づく製品に移行して行
くことが予想されます。JECTECでは従来の第1項基準に

基づく電線の適合性検査を継続するとともに、第2項基準
に基づく適合性検査のお申込みにも対応いたします。

（認証試験室　若月室長）
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「JECTECがULのCAP AAとして認定されました」

　UL（Underwriters Laboratories Inc.）は世界的な認証機関

として、米国、日本をはじめ世界各国で製品の安全認証

のサービスを提供しています。

　認証を受ける製造事業者等の顧客へのサービス向上を

図り、よりお手軽により広くULをご利用頂くために、UL

ではUL CAP（Certificated Agency Program）という制度の

下に、ULの定める基準を満たした各国の試験所を認定し

て、ULの製品試験業務の一部をULに代わって行うことを

承認しています。

　JECTECはUL CAPの下で、UL758規格に基づくAWM製

品のカテゴリーコード：AVLV2、AVLV3、AVLV8と

AVLV9について、ULの日本法人である（株）UL Apexの

Initial Assessmentを経てこの度UL CAP AA（Administrative

Agent）として認定されました。

　JECTECはULへの申請代行サービスを以前から行って

きましたが、今回正式な申請代行機関となりましたので、

顧客の満足度を高めるようにさらにきめの細かいサービ

スを心がけてまいります。

　UL CAPの次のステップとして、JECTECはULの試験代

行を行うEA（Engineering Agent）を目指して、技術審査を

受審し、（株）UL Apexのエンジニアのお立会下でのUL規

格試験をまもなく開始する予定です。立会試験の実績が

蓄積して、立会なしでも問題ない状況になりますと、EA

として認定され、立会なしで試験データが認められる試

験代行機関となります。

　AWM製品のUL認証試験はすべて海外のUL試験所で実

施されており、国内のJECTECでの試験でUL認証を取得

できるようになりますと、認証取得に要する期間が短縮

される等の効果が期待されます。

　（株）UL Apexのエンジニアのお立会下でのUL試験が開

始可能な状況になり次第、ご案内させて頂きますので、

AWM製品の認証取得に際して、お気軽にJECTECをご利

用下さるようにお願い申し上げます。

　本件に関する問合せ先：

〒431-2103 静岡県浜松市新都田1-4-4

電線総合技術センター（JECTEC）

認証試験室　若月

（TEL 053-428-4687　FAX 053-428-4690

  E-mail：waka@jectec.or.jp）

写真　CAP AA認定書授与式における（株）UL Apex  上島社長（左）とJECTEC  中谷専務理事
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1．はじめに
　年2回春と秋に開催されるIEC TC89（火災安全性評価試

験関連の技術委員会）の国際会議だが、本年の秋は、11月

1日から4日、米国ニュー・メキシコ州アルバカーキ市郊

外のホテルでの会議となった。

　アルバカーキはネイティブ・アメリカンやスペイン文

化の影響が今でも色濃く残っているニュー・メキシコ州

の中で最大の都市で、西をリオ・グランデ川、東を標高

約3,000メートルのサンディア山に挟まれている砂漠の中

の都市である。標高は都市部で1,300m程と比較的高い

が、米国内では避寒地として人気の高い場所であるとの

ことだった。また原子力やロケット等のハイテク研究施

設の存在する最先端の都市という一面も併せ持ってい

る。

2．審議概要
　現在TC89のWGにはWG10（ガイダンス、ハザード・ア

セスメント、火災安全技術及び用語）、WG11（燃焼放出

物）、WG12（試験炎及び耐熱、加熱・火炎試験方法）の

3WGがあるが、今回の会議での電線・ケーブルに関わる

試験規格に関する主なトピックは以下のとおり。

①米国が提案していたVW-1試験に関しては、TS（技術仕

様書）という形で発行されることとなった。TSとは将来

的に国際規格として合意される可能性はあるが、現時

点では、国際規格として承認されるための必要な支援

が得られていない、コンセンサスの形式が疑わしい等

の理由で、国際規格になりえない文書を示すが、今後

この文書が必要な支援を得ることができるかどうかは

不透明である。

②IEC60695-9-2（表面燃焼試験方法の概要）に含まれる各国

に垂直トレイ試験の一覧表の改正の審議において、

IEEE383の最新版（IEEE Std 383 2003）から垂直トレイ

試験方法は削除されたとのコメントがカナダの委員か

らあった。現在IEEE383では、Flame Test Qualification

として、IEEE1 2 0 2（垂直トレイ燃焼試験）または

NFPA262（スタイナートンネル試験）を要求している。

③垂直トレイ試験一覧表中に、UL1581が含まれている

が、現在UL1581はUL1685を参照しているのみであるた

め、これに関してコメントし、ULが1581の試験と1685

の試験に違いがあるのかを確認して報告することと

なった。

　現在TC89では従来規格の見直し、改訂作業に加え多く

の新規規格案を審議しており、このところ数回のWG会議

では非常に活発な審議が行われている反面、1つの文書の

審議に費やす時間が長くなってしまい、審議できない文

書が出てきてしまうようなことが多々ある。今回の会議

でも状況は同様で、各国委員の思惑が絡み合って、議論

が停滞することがしばしばあった。このような状況をま

とめあげる議長及び各WGの主査には感服するばかりであ

る。

3．おわりに
　IEC TC89において審議・作成されるIEC60695シリーズ

には、燃焼試験方法の原理等を解説したガイダンス、試

験方法の概要、種類等の解説、火災安全工学など燃焼試

験、火災安全等に関する知見を深める上で大変有益な文

書が多数存在する。またこれらの文書はTC89国内委員会

にて順次JIS化が進められていので、皆様にも幅広くご活

用いただければと考えている。

最終日会議終了後訪れたサンタフェにて

レンガ色の壁と空の色とのコントラストが印象的。

サンタフェには、アルバカーキより車で約1時間半

（安全性G　深谷主席研究員）

IEC TC89アルバカーキ国際会議への参加
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1．原理
　コーンカロリーメーターは、火災危険度を予測する重
要な要因である発熱速度を測定します。
　その原理は、有機物質（高分子）は燃焼する際、一様に
酸素1kg当たりにつき発生する熱量が、13.1MJで有ること
を利用したもので、燃焼ガス中の酸素濃度と流速を高精
度に測定し、酸素消費量から単位面積当たりの発熱量で
ある発熱速度を算出します。また質量減少、煙濃度、発
生ガス等も同時に測定します。
　よって従来の燃焼測定装置にみられるオペレーターの
目視によって判断するなどの主観的要素に依存するとい
う問題点を排除できます。
　ちなみに、コーンの名前は試料を均一に加熱するため
に使われるヒーターの円錐形状型に由来します。

図1　装置全景

2．装置構成
　コーンカロリーメーターは、試験サンプルを燃焼させ
る燃焼チャンバ、燃焼に使われる空気を供給しすべての
発生ガスを収集する排気装置、発生ガスを正確にサンプ
リングして酸素消費量を測定するガス分析装置、発熱量
を校正する装置及び装置全体の制御とデータ処理を行う
コンピューターで構成されています。

図2　システム構成

3．試験概要
　試料は試験中その質量を常時測定するロードセル上に
おかれ、高電圧スパークを使って加熱された試料から発
生したガスに点火します。

図3　試験状況

　点火後、燃焼ガスは密閉システム内をある特定速度で
流れ収集され、ガス分析装置を用いて酸素濃度を測定し
酸素消費量より発熱速度（HRR）を、ロードセル上で質量
減少（Mass Loss）を測定します。
　煙の発生量は煙道管内で、レーザー光を使用して煙濃
度（Ext Coeff）、比減光面積（SEA）を測定します。
　これらの試験中に得られた各パラメーター用データは、
コンピューターによって演算処理されパラメーターを算
出し経時変化などから、材料の燃焼性や発煙性を総合的
に評価します。

4．試験規格
　試験規格としては、ISO5 6 6 0 - 1、ASTM1 3 5 4、
NFPA264A、及び建築材料の発熱性試験（不燃・準不燃・
難燃性）である建築基準法第2条第9号等が有ります。

　では、代表的な規格であるISO5660-1での測定項目一覧
（表1）を紹介します。

安全性グループ試験装置紹介（その3）（コーンカロリーメーター）
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表1　ISO5660-1試験測定項目

試　験　規　格 ISO5660-1

測　定　対　象 材料と製品

試 料 サ イ ズ
縦（95～100）×横（95～100）mm

厚さ≦50mm

輻　射　熱　量 0～100kW/m2（通常50kW/m2）

試　験　時　間 消火するまで（最長60分）

試験体ホルダーカバー 任意

ワイヤーグリッド 任意

総　発　熱　量
試験開始から終了までの発熱量の

合計（単位MJ/m2）

発　熱　速　度 1秒単位の発熱速度（kJ/m2 ）曲線

最 大 発 熱 速 度
試験開始から終了までの発熱量の

最大値（PHRR）

200kW/m2
200kW/m2を超過した継続時間

超 過 継 続 時 間

200kW/m2
200kW/m2を超過した合計時間

超 過 総 時 間

着　火　時　間 試験開始から点火するまでの時間

燃　焼　時　間 着火から消火（終了）までの時間

質　量　損　失 平均質量減少率（MLR）

比 減 光 面 積 平均比減光面積（SEA）

ガ　ス　分　析 CO、CO2 発生率とその曲線

煤　　収　　率 煤量×（流量比 /質量減少）kg/kg

試
　
験
　
条
　
件

測
　
　
定
　
　
項
　
　
目

　これらの測定項目データを試験終了後直ちに演算処理
し試験データとグラフ（図4）をプリントアウトする事が出
来ます。

図4　データ処理例

　又、試験データをテキスト形式（エクセル）に変換し保
存できますので、その後の分析・加工をもって、難燃性
能の評価及び用途に応じた材料設計にご活用頂けます。

（安全性グループ　梅田研究員）

ホームページ旧掲示板に書き込まれたＱ＆Ａ（１）

　当センターのホームページでは、「掲示板」に自由に書
き込みをしていただいております。書き込まれる主たる
内容は、電線に関する質問になっています。回答も自由
に書き込まれることを期待していますが、回答の書き込
みが無い場合には、当センターの研究員が対応しています。
　昨年、当センターのホームページのホスティングサー
バを変更し、それ以前の掲示板に書き込まれたデータを
参照することができなくなりました。そこで、JECTEC　
NEWSで旧掲示板に書き込まれた電線、ケーブルに関す
るＱ＆Ａを紹介していくことにします。

Ｑ：「AC100Vで100ｍ延長したいのですが」

　先頃、少年野球でピッチングマシーンを購入しました。
グランドフェンスにＦケーブルで100ｍ配線しておき、使
う時に建物外部のコンセントから延長コード（約20ｍ）で
Ｆケーブルにつなぎ、その先のＦケーブルからグラント
にと考えております。Ｆケーブルの種類（太さ）もいろい
ろあり、1.6でいいものでしょうか。機械の規格電流等よ
くわかりません。現在はホームセンターで市販されてい
る電工ドラム（30ｍ）を２個で届く範囲で使っています。
どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。（デンキ素
人：2003/06/09）

Ａ：Ｆケーブル1.6mmの導体抵抗は100ｍで約１Ωです。

２本往復なので計約２Ωになります。ピッチングマシー
ンがどのくらいの負荷電流になるのか銘盤をチェックし

てください。仮に負荷電流５Aとか定格500VA 又は500W
とあれば電流は５A流れます。そうすると導体抵抗のた
め、電圧が５A×２Ω＝10V低下して100Vのつもりが90V
になってしまいます。多くの機器は80～90Vくらいになっ
ても動きますが動きが遅くなるような不都合が生ずるこ
とがあります。
とりあえず試してみて不都合があれば、再度ご相談下さ
い。(JECTEC山田)　

Ｑ：早速のご回答ありがとうございました。機械の負荷

電流を調べて試してみます。もし電圧が下がりすぎる場
合は2.0mmを使えばいいのでしょうか？お手数ですが再
度お願いします。

Ａ：F1.6をF2.0にすれば導体抵抗は２本往復で約２Ωが約

1.3Ωに低下します。この場合、負荷電流５Aと仮定して
電圧降下は６×1.3＝7.8Vになります。電圧降下は少なく
なりますが、どの程度の電圧降下までその機器が許容す
るかは、何とも言えません。
ただ10%近くの電圧降下はよくあることであり10%未満の
電圧降下なら正常に作動する機器が多いと思います。な
お電線を太くして電圧降下を少なくする方法とは別に、
スライダックというトランスを用いて、AC1 0 0Vを
AC110Vくらいに上げておき、機器の受電点でAC100Vく
らいにする方法もあります。
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連載コラム－Massy Yamadaの電気教室（その7）

　第7回目の電気教室です。JECTECは各種電線・ケーブ

ルの試験を事業として実施しておりますが、最も頻繁に

利用する準拠規格の一つにJIS C 3005 「ゴム・プラスチッ

ク絶縁電線試験方法（1993）」があります。

　この規格は、各種ゴム・プラスチック電線・ケーブル

で必要とされる主要な試験法を網羅的に記載しておりま

すが、例えばJIS C 3606「高圧架橋ポリエチレンケーブル」

であれば、JIS C 3606に必要な試験項目と試験条件が記載

されていて「試験法はJIS C 3005による」という構成をとっ

ています。

　今回はJIS C 3005 「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方

法（1993）」に記載された各試験方法につき、その目的や測

定上の注意点などを紹介します。

　国際規格との整合化のため、JIS規格をIEC規格に置換

えようという動きがあり、将来的にはJIS C 3005もIEC規

格の翻訳JISであるJIS C 3660シリーズ「電気・光ケーブル

の絶縁体及びシース材料の共通試験方法」やJIS C 3661シ

リーズ「電気ケーブルの電気試験方法」他に置き換わって

いく可能性があると思いますが、当面は国内の電線ケー

ブルはJIS C 3005に準拠して実施されることになると思い

ます。

（1）試験の種類

規格本文の表1にJIS C 3005でカバーしている試験項目（30

種類）がすべてリストされていますが、今回は電気に関連

する部分を中心に14項目を説明します。

表1　試験項目

（2）外観・条長・構造

　これらの試験項目は説明の余地がありません。しかし

集合撚導体の外径測定などは簡単なようで難しく、また

ノギス、マイクロメーターでの寸法測定では押し圧に

よって値が異なってくる等の問題があります。

　Massy先生は親指と人差指の間隔を10cm、歩幅を90cm

に調整して試料の長さを確認したりしています。また、

構造試験で3，4心の包絡円の外径を求める係数2.16と

4.1　外観 4.8　静電容量

4.2　条長 4.9　誘電正接

4.3　構造 4.10　商用周波長時間耐電圧　

4.4　導体抵抗 4.11　雷インパルス耐電圧

4.5　導通 4.12　沿面耐電圧　　　　　

4.6　耐電圧 4.13　耐トラッキング

4.7　絶縁抵抗 4.14　表面漏れ抵抗

2.414も暗記していると便利です。

図1　包絡円の外径

（3）導体抵抗と導通

　導体抵抗は、実質的には導体のサイズが規定値である

ことを確認する試験であり、導通は金属シールド、ドレ

インワイヤや弱電線等の導体が断線していないかを

チェックする試験です。コストダウンのため、通常、導

体は規格ギリギリのサイズで製造することが少なくなく、

余裕がないことがあります。この場合、導体の温度を正

しく測定しておくことが重要です。長尺のドラム巻き

ケーブルでは、気温と導体温度が一致しないおそれがあ

るので注意が必要です。

　導体抵抗はほぼ全ての製品規格で引用されていますが、

導体抵抗を測る必要のない金属線の場合は導通試験で代

用することがあります。

　実測導体抵抗rを20℃の導体抵抗r20に換算するには次式
を用います。ここでtは実測温度（℃）、αは抵抗温度係数

で銅では0.00393、アルミでは0.00403です。

r＝r20【（1+α（t-20）】
なお、20℃の導体抵抗r20の計算式（規格値を決める式）は
以下のとおりです。

（4）耐電圧と絶縁抵抗

　耐電圧及び絶縁抵抗は、絶縁体に欠陥がないか、長期

の使用で電気的に劣化することがないかを調べる試験で

す。

　まず耐電圧試験ですが、金属遮へいのない電線は水中

で導体～水間に、金属遮へいのある電線は気中で導体～

遮へい間に交流電圧を加えます。また多心ケーブルや層

撚りのケーブルでは複数回の課電を行い、すべての隣接

r20＝　　　　K1・K2・K3・K4（Ω/km） 103
58Aηc

ここで 
 A：導体計算断面積（mm2） 
ηc：導電率（銅ではほぼ1.00、アルミでは0.61） 
 K1・K2・K3・K4は素線撚込率・集合撚込率・加工硬化係数・ 
最大導体抵抗係数。それぞれ1.00～1.03程度である。 
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導体間、導体～アース間に電圧が加わるようにします。

なおスパークテスターによる方法は、多くは製造過程の

インライン検査として行われます。

　次に絶縁抵抗ですが、多くの場合耐電圧試験に引き続

いて、同じ電極構成で実施します。常温で測定する場合

と常温・高温の両者で測定する場合があります。

　絶縁抵抗は温度係数があるので、通常は測定温度を記

録して20℃の値に換算します。ただしPEや架橋PEのよう

に極端に絶縁抵抗の高い電線は、JR規格の車両用電線等

は例外として、温度換算しません。また試料長が短いと

誤差が大きくなるので、ある程度の長さ（例えば５ｍ）が

必要です。

　なお、絶縁抵抗の計算式（規格値を決める式）は以下の

とおりです。

　Massy先生は常用対数のLog2＝0.3010とLog3＝0.4771を

暗記しており、計算機や数表がないときに概略計算に利

用しています。Log4＝2Log2、Log5＝Log10－Log2

（Log10＝1）、Log6＝Log2＋Log3。Log7≒0.5×（Log50）＝

0.5（1+Log5）、Log8=3Log2、Log9=2Log3と暗記していま

す。自然対数の底であるeは2.718です。

（4）静電容量

　情報通信系の電線では静電容量が大きいと信号の鈍り

が大きくなるため規格最大値を決めるケースがあります。

また高電圧ケーブルでは静電容量が大きいと、充電電流

が大きくなるため規格最大値を決めるケースがありま

す。

　しかし低圧の電力ケーブルでは静電容量が問題となる

ことは殆どなく、静電容量を測定することはあまりあり

ません。各種の測定器がありますが、静電ブリッジか携

帯式直読静電容量計（例えばHIOKI製のキャパシタンス

ハイメーター）などが便利です。

　高電圧ケーブルでは導体～金属遮へい間で測定します

が、金属遮へいのない電線では、水中に浸漬して測定し

ます。静電ブリッジで測定する場合の測定周波数は通常

1000Hzとします。

R20＝　　　loge　　×10－5（MΩ・km） 
ρ 
2π 

D
d

ここで 
ρ：絶縁体固有絶縁抵抗（MΩ・cm） 
 D：絶縁外径（mm）、d：絶縁内径（mm） 
ρはPE：2.5×10 9　PVC：5×10 7　難燃PE：5×10 7 
　　EPR：電力用等で5×10 8　引下線用等で1×10 8 
　　　　　　　　　　　　（例外があるので注意） 

e＝Iim（1＋　　）＝2.7181
n
n

n→∞ 

　なお、静電容量の計算式は次式のとおりです。

　ここで、高電圧ケーブルでは、内部・外部半導電層は

絶縁体とは見なせませんので、dは内部半導電層の外径、

Dは外部半導電層の内径になります。

　情報通信系のケーブルでは好んでPEが用いられます

が、これはε（比誘電率）が小さく、静電容量が小さくな

るためです。

（5）誘電正接

　高電圧の電力ケーブルの絶縁体に交流電圧を加えると

静電容量に基づく充電電流がながれます。この電流は、

交流電圧より位相が90度進んだ無効電流であり、発熱は

しません。

　しかしその他にも交流電圧と同位相の損失電流が流れ、

ケーブル絶縁体発熱の原因となります。そのため、高電圧

のケーブルでは誘電正接の規格最大値を定めています。

　次図に示す角度をδとしたとき、誘電正接＝Tanδとな

ります。通常％で表示します。CVケーブルのTanδは通

常0.1％未満になります。

図2　誘電正接Tanδ

　測定は、通常Working Voltageで測定しますが、必要に

よりそれより高い電圧でも測定することがあります。

（6）商用周波長時間耐電圧と雷インパルス耐電圧

　電力会社で使用するような高電圧の地中送電ケーブル

では、単に耐電圧試験を実施しただけでは十分な性能保

証が困難なこと、雷サージに対する性能も確認する必要

があることから、試料を用いて、高い電圧で試験を行い

品質保証することになります。

　まず商用周波長時間耐電圧ですが、昔クロイガーさん

という人が「ケーブルの部分放電劣化はInverse Power Law

に従う。ポリエチレンではそのPowerは9である。」という

説を主張し、それが日本でも採用されたようです。

　Inverse Power Lawとは「逆べき乗則」とでも訳したらよ

いと思いますが、ケーブルの寿命tは印加電圧Vのべき乗

C＝　　　　　（μF/km） 
ε 

18loge Dd
ここで 
ε：比誘電率、D、d：絶縁外径と絶縁内径（mm） 
ε：PE&架橋PE：2.3　EPR：4.0　PVC：7.0
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の逆数に比例する、つまりt∝V-nという法則です。CVケー

ブルではこのnが9ということで、日本では「9乗則」として

有名です。その後日本では、CVケーブルのnは水トリー

劣化を考慮しなくてよい条件であれば9より大きく12くら

いであるorもっと大きい、という議論があります。また

水トリー劣化を考慮する場合、nは9より小さいという議

論もあります。

　商用周波長時間耐電圧試験の印加電圧・印加時間の根

拠はこのInverse Power Lawがベースとなっています。

　例えばWorking Voltage（V0）で30年の寿命があるかを1時

間の試験で確認しようという場合、9乗則を採用すれば、

その印加電圧VTは次式より求めます。

　次に雷インパルス耐電圧ですが、基準衝撃絶縁強度

（Basic Insulation Level：BIL）という値がベースとなって

います。BILとは、電力系統の雷インパルス耐電圧レベル

であり、電力系統に加わる雷インパルス電圧を避雷器で

BILより低い値に抑えるとともに、系統の機器の絶縁強度

をBIL値に設定して、系統を保護するものです。BIL値は

表2の通りです。

　Massy先生はBIL＝5E＋50（kV）と暗記しています。

ここでEは基準電圧＝公称電圧／1.1です。ただし6kVや

500kVではこの式は当てはまらなかったと思います。

表2　BILの値

　さて、実際の雷インパルス耐電圧値ですが、CVケーブ

ルでは、

BIL×K1×K2×K3　

としています。

です。77kV CVケーブルなら、400×1.25×1.1×1.1＝

605kV or 切り上げて610kVが試験電圧になります。

（7）沿面耐電圧、耐トラッキング、表面漏れ抵抗

　これらの試験は、ケーブルではなく、主に高圧（6kV）の

絶縁電線（例えばKIC、KIP、PDC、PDP、OC、OPなど）

が対象になります。高電圧の絶縁電線は碍子等で支持し

ますが、雨や煤煙等で碍子等が濡れたり汚損したりする

ここで、K1=1.25：温度係数
　　　　K2=1.1  ：劣化係数
　　　　K3=1.1  ：不確定要素に対する裕度

公称電圧 BIL 公称電圧 BIL

22kV 150kV 110kV  550kV

33kV 200kV 154kV  750kV

66kV 350kV 220kV 1050kV

77kV 400kV 275kV 1300kV

と絶縁体表面の電線長さ方向に電圧が加わり、漏れ電流

が流れるため、沿面耐電圧、耐トラッキング、表面漏れ

抵抗を測定して性能確認をします。

図3　柱上トランス引下線の場合

　上の図はかなりいい加減ですが、碍子支持部はアース

になり、高圧露出部から電線表面を伝って漏れ電流が流

れます。好天の時は漏れ電流は極めて小さいのであまり

問題はないのですが、電線表面が濡れた場合は問題にな

ります。特に電線表面が汚損されている状態で濡れた場

合は漏れ電流で電線表面が焼損する場合があります。

　なお漏れ電流は、絶縁電線の静電容量と表面抵抗から

なる分布常数回路に流れることになります。

図4　漏れ電流と分布常数回路

　ただしOCのように電線長が長い場合は分布常数回路とし

て扱うことがありますがKIC、KIP、PDCやPDPのように短

い場合は、静電容量は無視しても差し支えありません。

　ここで沿面耐電圧は、電線表面に電圧が加わったとき

に電線表面でフラッシオーバー（電線表面の絶縁破壊）が

生じないかを確認する試験です。

　耐トラッキングは、電線表面に流れる漏れ電流により

絶縁体が焼損しないかを確認する試験です。

　Massy先生は、昔、ヒレつきの難着雪OC（SN-OC）の耐

トラッキング試験で、ヒレの形状とOCのXLPE絶縁体に

混ぜるカーボンの量が試験結果を左右することを知り、

いろいろと試作を繰り返した経験があります。（XLPEは

耐候性に劣るため、屋外で使用するOCのXLPE絶縁体に

は微量のカーボンを混ぜて耐候性を良くします。）

　表面漏れ抵抗は、漏れ電流のパスとなる電線表面の抵

抗を確認する試験です。 （電気物理G　山田主管研究員）

＝ ∴VT＝4V0
1時間 －9

30×364×24時間 
VT
V0（ （ ） ） 
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海外研修　16年度タイコース

1．はじめに
　今回の海外研修は2005年1月17～21日までの5日間、タ
イの首都バンコクにて実施された。
　開催前に日本国内で講師の方々と研修の進め方等を打
ち合わせしたが、当初は現地の参加者を公募する手続き
が遅れたため申込み者が少なく研修が成り立つか否かの
心配があった。しかし開催日までには予定定員を大幅に
超える受講生が集まる結果となった。今回の研修も以前
のタイ研修同様、タイの検査機関Electrical and Electron-
ics institute（EEI）の要請を受けて、（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
めに実施されたプログラムである。

2．会場
　研修会場はタイの首都バンコクにあるモンティエンホ
テルでおこなわれた。バンコクは渋滞で有名な都市であ
るが近年急激に発展し1999年にはスカイ･トレイン（BTS）
（写真1）が開通し渋滞を気にせず移動が可能となった。モ
ンティエンホテルも最寄のサラディーン駅から徒歩5分程
度と便利な場所にある。ホテル前にはパッポン通り（写真
2）という、にぎやかな市場があり活気に満ち溢れてい
た。

　  写真 1．スカイ・トレイン（BTS）　 写真2．パッポン通り

3．研修の報告
カリキュラムを表1に示す。

表1．カリキュラム

第1日目

第2日目

第3日目

第4日目

第5日目

題　目

開校式、研修ガイダンス

講義：工場管理･改善活動（上級編）の概要実

践的工場管理手法

講義：日本に於ける活動状況紹介と新QC7つ道

具の紹介。演習：QCストーリーとQC7つ道具

講義：TPM「設備管理のポイント、考え方、

日本の事例紹介。設備保全の大切さの説明」

工場見学：講義･演習に照らし合わせて、実際

の工場の管理手法及び改善の実施状況を見学

演習：工場見学のまとめ

研修発表会

講　師

田中氏

三宅講師

並川講師

岩辺講師

全員

全員

　今回の研修テーマは「工場経営と改善手法（上級コー
ス）」と題し、工場見学を含めたより実践的な研修会とし
て開催した。日本の企業での実例紹介を併せてTQC、
TPM等の手法がより具体的に学べる内容である。講義は
日本語で行い現地の通訳の方がタイ語で説明した。工場
見学は海外研修において初の試みであり今回の中心的な
ものとなった。見学先はバンコクケーブル社で、バンコ
クケーブル会長のご好意により実現したものである。

写真3．バンコクケーブル工場見学

工場見学を終えた受講生は、工場見学前の講義・演習で
学んだ内容と照らし合わせ、質問時に活発なディスカッ
ションを交わしていたのが印象的である。（写真4）

写真4．受講生と工場担当者のディスカッション風景

4．おわりに
　今回、研修の事務局
として参加させて頂き
貴重な経験が出来たと
感じている。受講生か
らの講義に関するアン
ケートでは「もっと深い
内容にしてもらいたい」
など、厳しい意見も頂
いた。今後、事務局･講
師の課題としてより良い研修が実施できる様、努力して
ゆきたい。

（大山主査研究員）

写真５．講師団一同
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談話室（「エスよ！」いつまでも元気で）

1．1日の始まり
　朝目をさまし一階に下りていくと外から「クークー」と
呼ばれます。お散歩袋とリードを持って、玄関を出ると、
ストレッチを入念に行い待っています。袋を渡すと口で
くわえ頭を何度も振ります。リードを取り付けると準備
完了、いよいよお散歩です。お散歩中は、こちらを見向
くこともなく、全くのgoing her wayです。お散歩が終わ
ると朝食、こうしてエスと我が家の1日が始まります。

2．出会い
　もう9年程前になりますが、テレビでコリー犬のラッ
シーのアニメが流行ったとき、愚息にねだられ犬を飼う
こととなりました。千葉県の「動物達を救う会」より生後
2ヶ月でもらったのが出会いです。家に着くなりいきなり
私の顔をペロリとなめるや床の上でおしっこをしました。
母親はテリア、父親は柴犬の茶色の雑種の女の子で、ア
クセサリーのアガタ パリの犬マークの雰囲気がありま
す。名前は、いつの間にか、私の家が子供の頃飼ってい
た犬の名前と同じエスになっていました。2代目エスの誕
生です。

3．鳴き声
　エスは、7色の鳴き声を持っています。人が来たとき
（家族に連絡）：ワワワワン、お腹をさすったとき（気持ち
いい）：ウーウー、怒った時：ヴーヴー、足を踏みつけた

とき：キャン、散歩連れて行け：クークー、帰ったとき
（寂しかったよう）：ワウワウ、遊ぶとき：ハーハーとそ
れぞれの感情表現をします。

4．くせ
　エスは、武蔵野市→尼崎市、尼崎市→浜松市と2回の引
越しを経験しています。積み込むときは、しっぽは下
がったままで、踏ん張って動こうとせず、また寂しげな
目でこちらを見つめます。しかし、引越しが終わると直
ぐその地に馴染んでくれており適応性大です。
　以前猫に鼻を引掻かれたせいでしょうか、猫を見ると
必死に追っかけようとします。食べ物が欲しいときなど
はこちらを見つめますが、叱ろうとしてにらみつけると
目をそらします。見知らぬ人が来ると吠える一方、家の
中の様子を常に窺っており、番犬としての才能は豊かで
す。雷の時は、非常に怖がるため、なだめるのに寝不足
になることがあります。芝生が好きで、公園などに行く
と体を芝生にこすりつけて遊びます。

5．「エスよ！」いつまでも元気で
　朝夕のお散歩と食事、これらがないと1日が進行しませ
ん。ただし、雨の日は、お散歩の要求はしないお利口さ
んです。おやつのおねだり、おやすみジャーキーも欠か
すことはできません。
　1日会わないと1週間振りのような大いなる歓迎をして
くれます。時々、仲間に入れてくれとばかりに、窓を手
でたたきます。また、話かけたら鼻で返事してくれると
ころは癒し系で、もう別れることのできない家族の一員
です。「エスよ！」いつまでも元気でいてほしいと願って
おります。

（総務部長　森田幸男）

●談話室・途中下車（去る人　来る人）

去る人　来る人

平成15年10月から1年間、安全
性グループに所属し燃焼試験関
係の業務を担当させていただき
ました。その間皆様方に公私と
もにお世話になりましたことを、
心よりお礼申し上げます。
出向元に戻りましても、こちら
での貴重な経験を今後に生かし
て行けるよう頑張りたいと思い
ます。本当にありがとうござい
ました。

時田　氏

平成16年12月16日付けで古河電
気工業（株）千葉事業所の環境エ
ネルギー研究所から出向してき
ました。出向元では各種ケーブ
ル、送水管等の機械試験を担当
してました。安全性Grの仕事内
容は初めてやる事なのでGr員の
みなさんには苦労をかけると思
いますがよろしくおねがいます。宮崎研究員
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会員の声

別所電線株式会社
代表取締役社長

別處　泰治氏を訪ねて
　兵庫県尼崎市の別所電線株式会社本社事務所に別處泰

治代表取締役社長を訪ねました。前日に日本列島を襲っ

た寒波による大雪で、浜松からの移動の途中の米原、京

都付近では、新幹線も真っ白な雪景色を見ながらの徐行

運転でしたが、到着した尼崎には、明るい冬の日差しが

差し込んでいました。

　JR尼崎駅から、まっすぐな道を歩いて約5分の所に別所

電線株式会社本社事務所があります。本社事務所2階の応

接室で、別處社長から、会社の生い立ちから社長ご自身

の趣味、健康法までいろいろと話を伺いました。

会社の生い立ちと歴史

　別所電線株式会社の創業は、昭和5年に先代社長が大阪

でゴム絶縁電線､可とう紐線、銅編組線、特殊銅撚線の製

造、販売を開始したのが始まりで、75年の歴史を重ねて

きています。

　昭和20年の終戦直前に、戦禍により大阪工場、福井工

場を焼失しましたが、昭和20年9月に尼崎市長洲本通1丁

目において、綿巻線、塩化ビニル線の製造を開始しまし

た。また、昭和32年には、業績の拡大に伴い尼崎市西長

洲通1丁目へ本社工場を移転し、従来品に加え、ポリエチレ

ン、シリコンゴム絶縁電線の製造を開始しています。昭

和35年には、ワイヤーハーネスの製造を開始しました。

　平成8年1月の阪神・淡路大震災で、尼崎本社工場も痛

手を受け、2年強のがまんの時を強いられましたが、平成

10年11月に香川県に生産を移管し現在の体制の基礎がで

きました。

　香川県高瀬町の高瀬工場が電線工場で、丸亀市の川西

工場、郡家工場ではワイヤーハーネスを行っています。

ワイヤーハーネス事業では、徳島県池田町、中国大連市

にも共同出資ですが会社を設立しています。

　電線を売るための端末加工から始めたワイヤーハーネ

ス事業ですが、現在では、そのウエートが大きくなって

きて、電線35％、ワイヤーハーネス65％の売上比率に

なっています。また、小規模でも拠点の数を多くするこ

とによって人材の確保を図っています。

　　

マネージメントシステムの認証取得に向けキックオフ

　今年の1月には、ISO9001の認証を今年の10月までに全

社で取得するとキックオフ宣言したところです。特に顧

客から要求されたからということではなく、従業員教育

の目的で、コンサルタントを入れてシステム構築に取り

組んでいます。また、ISO9001の認証取得10ケ月後の来年

夏にはISO14000の認証を取得する計画でおります。

出来ないとは言うな…創意・工夫・智慧

　ワイヤーハーネスは、産業機械、建設機械用が主力製

品で小ロット品になります。ビニル編組外装ハーネスな

ど特殊な加工を得意としています。電線も特殊品に特化

しています。ワイヤーハーネスに使用する電線でも一般

品は購入しています。

　電線製造においては、多品種少量生産ですから、必然

的に色替え、サイズ替えが多くなります。しかし、どの

ようにしてロスを少なくするか、毎日改善に取り組んで

います。また、全て受注生産の中で、製品在庫を持たず

に「納期」の厳守を実施しています。

　「激しい環境変化への対応として、素早い、積極的な顧

客対応」を経営方針として、まずお客さまの所へ行き、要

望を聞くことを大切にしています。また日頃から、“出来

ないとは言うな”と指導しています。旧い設備でも、創

意、工夫、智慧で、設備を改造すれば、お客様の要望に

応えられます。設備は丈夫です。

社長の健康法はお酒

　社長の健康法をお聞きすると、“ストレスをためないこ

と”そのために、“お酒を適当に飲むこと”が健康法とにこ

やかに話されました。

　また、趣味をお聞きすると、今年は、ゴルフを頑張っ

てみようとのお言葉がありました。社長の奥様もゴルフ

のレッスンを始められたとのことですので、近いうちに、

ご夫婦一緒のラウンドが実現するのではないでしょう

か。

　別處社長は、まだ建物のない、更地の頃の浜松市新都

田を見学されたとのことですが、現在の姿も是非一度ご

覧になっていただきたいとお願いをし、インタービュー

を終了いたしました。

（聞き手：会田センター長、文責：清水業務部長）



編集者／業務部長　清水　修

JECTECニュース  No.４４  MARCH  2005

浜松西IC

浜北細江 
方面へ 

バイパス 

浜北 

東名高速道路 

浜松IC

東海道新幹線 

至東京 

至名古屋 

レストラン神戸屋 

バスターミナル 
JR東
海道
線 

市役所 

（
テ
ク
ノ
ロ
ー
ド
） 

（
住
吉
バ
イ
パ
ス
） 

スズキ 住宅地 

シンボルタワー 
北都橋 

調整池 

ジェクテック 

河合 
楽器 

歩道 

オムロン 

県浜松 
工業技術センター 

えんしん 
酒
屋 

館
山
寺
 

静大工学部 

257

257

65

261

152

257 152
257

前原 
バス停 

前原 
バス停 

標識 
（天竜・浜北） 

（細江 
　都田テクノ） 
　　方面へ 

（磐田） 

浜松
駅 

都田総合公園 

都田テクノポリス 
ミヤコダ 

工技センター 

都田テクノ南 赤松坂 

JECTEC

センター案内図

都田総合公園 

表紙の言葉「年度が変わる頃」 
　なだらかな山並みを背に、桃の花と菜の花が平野部をピンクと黄色に染め分ける。遠くへ広がる桃畑は人呼ん

で「桃源郷」という。 

　年度末、事業の総括と反省を終え、ここに憩う。頬をなでる春風が心地よい。身も心も魂もリセットされ、新

しい年度を迎える。 

（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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