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会長就任にあたって

　本年6月10日、総会後の理事会において会長にとのご指名があり、松浦前会長の後をお受けすること

になりました。前会長同様、よろしくお願い申し上げます。

　さて、本センター（JECTEC）は、平成3年に設立されて以来、経済産業省のご指導と、会員各社のご

支援、ご協力を頂きながら、電線、ケーブルに関する研究開発、認証試験、一般試験および情報サー

ビスに関する事業を推進してまいりました。今後もこれらの事業を継続・強化するとともに、社会の

ニーズにより的確に対応できるよう経営基盤の一層の強化を図ってまいります。

　研究開発事業では、環境対応技術を中心に電線・ケーブルのリサイクル、廃電線材からの有害物除

去技術、通信ケーブルの電磁波漏れ、難燃性試験に関する研究に継続して取り組むとともに、経済産

業省の3Rシステム化可能性調査等の委託事業も実施する予定です。

　認証事業については、電線及び配線器具の検査業務、耐火・耐熱電線の認定業務等に加え、新JIS法

に基づく試験所及び認証機関やULの認証試験代行等も目標とし、積極的に認証事業の拡大を図ってい

ます。

　一般試験事業では、会員各社の多様なニーズに的確に応えるべく、新技術の調査研究や測定評価技

術の向上に努めております。特に、火災安全性に関する試験、有害化学物質規制への対応、通信ケー

ブルの評価、各種コンサルティングサービス等を強化し、受注の拡大に努めています。

　情報サービス事業では、セミナー・研修会の開催、技術調査、各種広報サービス活動に力を入れ、

会員サービスの強化を図っています。

　以上のように、JECTECは「活動の基本」を「会員の皆様に役立つ存在であること」に置き、定款にある

「新しい技術的課題に適確に対応し、もって我が国産業社会の発展に寄与する」という理念を常に掲げ

て活動を続けて参ります。

　我が国経済の景気回復がままならない中、電線業界としても、経営的には楽観できない状況が続く

ものと懸念されますが、会員各社におかれましては、今後とも、JECTECを積極的にご活用下さり、ま

た、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の会長就任の挨拶とさせていただきます。

（社）電線総合技術センター会長

（名古屋大学名誉教授）　水 谷 照 吉
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●平成16年度事業活動報告

全　　般

1．概況
　平成16年度末の会員数は108社（正会員66社、賛助会員
42社）となった。当期収入382百万円、当期支出376百万
円、収支差額＋6百万円となり、予算をやや上回る結果と
なった。事業収入は前年度より増加したが、これは耐火
耐熱電線認定など新規認証事業がスタートしたことおよ
び電気用品適合性検査の受注回復が大きく貢献している。
また一般試験事業の好調も目立った。研究開発事業およ
び情報サービス事業では、環境技術関連の調査研究を中
心として、幅広く調査活動を実施した。
　常勤役職員は専務理事以下28名、人員は前年度より2名
減としたが、総務部、業務部、試験3グループ（安全性、材料
化学、電気物理）および認証試験室の体制は変わらない。

2．事業
1）研究開発：環境技術関連の基礎・調査研究として、電
力会社との共同研究1件、マルチクライアント研究4件を
実施した。また社団法人産業環境管理協会から電線に係
わる静脈系LCAを受託し実施した。さらにLANケーブル
の電磁波放射特性の評価技術および有害化学物質分析手
法について自主研究をおこなった。
2）試験：大型受託試験の増加等により受注件数、金額と
もに好調であった。安全性グループは受託件数273件と昨
年度比20％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・燃焼試験が増えた。国内試験機関と
してIEC/TC89（耐火性）に代表を派遣し国際標準化活動へ
の貢献を図った。材料化学グループでは受託件数124件と
昨年度比20％増となった。（独）原子力安全基盤機構より
大規模の試験請負があったことなどにより受注金額も伸
ばした。
　電気物理グループでは受託件数69件と前年度並みで
あったが電力会社からの大型試験が多く、受注金額は増
加した。
3）認証：平成15年度に定款変更を行い、「認証」を明確に
事業範囲に位置付けたことを受けて、平成16年度は認証
事業拡大を基本方針として活動を行い次の成果を得た。
1）耐火耐熱電線について、これまでの試験に加えて（社）
日本電線工業会の認定業務移管の意向を受けて、認定機
関として消防庁より登録を受け、認定業務を開始した。

2）特定電気用品適合性検査では、検査機関としての認知
度向上等により昨年度比40％の受注増となった。また、
電線省令第2項および配線器具省令第1項の適合性検査
機関として追加登録を受け業務を開始した。

3）JIS工場に対する公示検査業務を実施したほか、新JIS法
の下で開始される製品認証制度に取り組むべく準備を
開始した。その一環としてJNLA(工業標準化法試験事
業者登録制度)への登録申請をおこなった。
4）ULの正規申請代行機関（CAP Administrative Agent）とし
て認定を受け活動を開始した。
4）情報サービス：会員ニーズの大きいエコ電線に関する
情報サービスのひとつとして、エコ電線調査研究会を主
催し、最新の技術動向の調査をおこなった。また、前年
度に引き続き、物流効率化を目的としてICタグを用いた
物流情報管理システムの基本設計を関東経済産業局の補
助により実施した。その他、情報サービスとして国内研
修4回、海外研修2回、セミナー3回を開催した。

平成16年度の主な活動成果

4．平成17年度事業方針
　第三者試験機関として、また公正中立な認証機関とし
て電線および周辺分野での試験・認証事業の拡大に取り
組む。平成17年度は新JISマーク制度のもと、試験所およ
び製品認証機関としての活動開始を目指す。
　研究開発および情報サービスでは、電線・ケーブルの
環境技術に係わる業界ニーズの調査、要素技術の開発等に
注力し、実用化開発の立ち上げに向けた調査・研究活動を
強化してゆく。

（会田センター長）

事業

研究

開発

事業

試験

事業

認証

事業

情報

サービス

事業

成　　　果

1．電力共研「廃架橋ポリエチレンからの改質剤製造」

2．マルチクライアント研究4件を実施。

「鉛除去」、「高精度分別」、「廃光ファイバリサイク

ル」、「エコ材料用押出ダイス」

3．電線の静脈系LCA（産業環境管理協会請負）

4．LANケーブル性能評価技術（自主研究）

5．有害化学物質分析技術（自主研究）

1．大型試験の受注

2．試験受注件数の増加

3．国際標準化活動（IEC/TC89）

1．耐火耐熱電線認定業務の開始

2．特定電気用品（電線省令第1項）好調

3．特定電気用品検査領域の拡大

4．JIS公示検査の実施

5．新JIS認証機関への準備（JNLAへの取組）

6．UL CAP Agent（Administrative）

1．エコ電線調査研究会活動2年目を実施。

2．受発注輸配送情報ネットワークシステム設計事業

3．海外研修2回、国内研修4回、セミナー3回
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●平成16年度事業活動報告

総務部報告

　平成16年度の正味財産は5百万円増加し、慢性化してい
た正味財産減少を食い止めることができた。今後とも経
費削減、収入増等により正味財産を確保していきたい。
懸案となっていた委託プロジェクトで使用した設備建物
の買取りを完了した。工業標準化法改正を受け、被認証
事業者（電線製造事業者）非該当の水谷、關井理事が年度
途中に選任された。会員が減少しており、会員サービス
の強化を推進し、会員の増強を図りたい。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する。

1．平成16年度決算報告
（1）当期収支（平成16年度収支計算書参照）

　当期収入予算額380百万円に対して、決算額382百万円
でプラス2百万円となった。当期支出予算額380百万円に
対して、決算額376百万円でマイナス4百万円となった。
当期収支差額予算0百万円に対して、決算額はプラス6百
万円となった。予算に予備費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（正味財産増減書参照）

　当期収支差額、固定資産購入、有価証券購入（建物設備
購入保守目的）、退職引当金増加、建物設備購入保守引当
金取崩（委託プロジェクトで使用した設備建物のNEDOか
らの買取り）および退職金引当金取崩等による資産増加62
百万円に対して、固定資産減価償却、固定資産廃却、建
物設備購入保守引当金取崩（委託プロジェクトで使用した
設備建物のNEDOからの買取り）および退職引当金繰入れ
等による56百万円の資産減少があり、正味財産は5百万円
増加した。
　当期収支差額6百万円、有価証券購入10百万円（建物設
備購入保守目的）、委託プロジェクトで使用した設備の
NEDOからの買取りによる資産化15百万円および資産評
価見直し18百万円等により、慢性化していた正味財産減
少を食い止めることができた。今後とも経費削減、収入
増等により正味財産を確保していきたい。
（3）正味財産（貸借対照表参照）

　固定資産は、土地472百万円、建物機械設備関係351百
万円、その他38百万円の計861百万円で、現金預金等の流動
資産179百万円を加えた資産合計は、1,040百万円である。
　流動負債は、未払金等21百万円で建物設備引当金等の
固定負債23百万円を加えた負債合計は44百万円である。
資産合計から負債合計を差し引いた正味財産は、997百万
円である。

2．平成17年度予算（平成17年度収支予算書参照）
　平成16年度とほぼ同規模の当期収入382百万円、同支出
382百万円を計上した。支出の中には建物設備購入保守目
的の公債購入30百万円を予定している。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．総会
　平成16年度通常総会を平成16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15年度事業報告および決算報告に関

する件
　　第2号議案　平成16年度事業計画および収支予算に関

する件
　　第3号議案　理事、監事選任に関する件

4．理事会
　平成16年4月以降、平成17年3月までに理事会を6回開催
し、下記の事項について議決・報告された。
（1）平成16年度通常総会付議事項（審議項目は前記の総会
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（交替者
の承認）

5．役員交替
（1）年度途中に井上 市郎理事が辞任し、後任に中谷 啓吾
理事が選任された。また、理事の互選により中谷 啓吾
専務理事が選任された。

（2）平成16年6月の工業標準化法改正を受け、被認証事業
者（電線製造事業者）非該当の水谷 照吉理事、關井 康
雄 理事が年度途中に選任された。

6．会員状況
　正会員1社、賛助会員2社の入会がある一方、正会員2
社、賛助会員5社の退会があり、年度末で正会員1社、賛
助会員3社が減少した。今後とも、会員サービスの強化を
推進し、会員の増強を図りたい。

H16.3.31現在 入会 退会 H17.3.31現在

正 会 員 67 1 2 66

賛助会員 45 2 5 42



5

●平成16年度事業活動報告

7．JECTEC役職員の陣容

・その他出向職員は5名が交替した。

8．建物設備関係
　委託プロジェクトで使用した設備建物のNEDOからの
買取り、排ガス処理用ダクト工事、耐火耐熱試験用通電
装置購入、電力管理装置設置工事、ねじり強度試験機購
入、磨耗試験機購入、実験棟照明灯・非常灯保守工事、
エレベータ主ロープ保守取替え工事等を実施した。また、
消火器等法定機器・備品の更新を実施した。

9．委員会活動
　運営委員会2回（H16.10.28、H17.3.7)、技術委員会2回
（H16.9.28、H17.2.24)をそれぞれ開催した。

10．情報公開
　経済産業省の指導のもと、「公益法人の設立許可および
指導監督基準」の情報公開に関する資料をホームページ上
で公開している。

11．安全衛生活動
　平成16年度は「継続的なKYによるゼロ災害」をスローガ
ンとして掲げ、月例の安全巡視、センター外への安全講
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。
　さらに消防署、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ストレッチの実技、スポーツク
ラブで体力測定及び浜松市より講師を招いて健康管理に
関する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、人権週間には静岡県人権啓発センターから講師
を招き、人権問題についても意識高揚を図った。

12．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
れれており、またスポーツクラブの利用も盛んである。
　10月の職員旅行、11月のJECTECで採れたサツマイモを
素材としたバーベキュー大会及び豪華景品付新年会には
多数の参加を得た。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、夜桜を楽しみながら、皆

英気を養った。

13．経費削減
　旅費規程見直しによる出張旅費削減、寮賄い費削減、
寮賃借料削減、省エネによる光熱費削減、通信費削減、
電気設備保守点検業者の見直し、各種保険の見直し等に
より約6百万円/年固定費を削減した。センター職員のご
理解・ご協力に感謝する。

（那須総務部長）

H16.4.1現在 H17.4.1現在 増減 備　　考

専務理事 1 1 0

出向・研修研究員 19 18 －1 センター長・部長2を含む

嘱託・所属研究員 5 6 1 契約社員を含む

所属事務員 3 3 0 派遣社員を含む

計 28 28 0

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

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

退職金引当預金

建物装置購入補修引当預金

有価証券購入

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

141,760,000 141,535,000 225,000

0 0 0

128,560,000 128,635,000 -75,000

13,200,000 12,900,000 300,000

210,900,000 200,648,900 10,251,100

6,800,000 13,097,878 -6,297,878

148,000,000 152,130,372 -4,130,372

1,000,000 487,200 512,800

18,000,000 14,683,200 3,316,800

37,100,000 20,250,250 16,849,750

7,000,000 20,134,838 -13,134,838

7,000,000 20,134,838 -13,134,838

0 0 0

0 0 0

19,893,000 18,326,987 1,566,013

2,684,000 2,684,500 -500

17,209,000 15,642,487 1,566,513

0 214,500 -214,500

25,000 36,438 -11,438

130,000 731,364 -601,364

379,708,000 381,628,027 -1,920,027

152,649,975 152,649,975 0

532,357,975 534,278,002 -1,920,027

218,049,000 240,503,019 -22,454,019

25,130,000 53,150,585 -28,020,585

118,543,000 119,937,749 -1,394,749

1,396,000 819,741 576,259

17,694,000 14,527,685 3,166,315

55,286,000 52,067,259 3,218,741

101,603,000 97,477,722 4,125,278

38,614,000 26,437,344 12,176,656

11,292,000 11,034,290 257,710

1,292,000 1,039,290 252,710

0 0 0

10,000,000 9,995,000 5,000

0 200,000 -200,000

10,000,000 0 10,000,000

379,558,000 375,652,375 3,905,625

150,000 5,975,652 -5,825,652

152,799,975 158,625,627 -5,825,652

（注）借入金限度額50,000千円

平成16年度収支計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

単位：円
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平成17年度予算書
（平成17年4月1日から平成18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

耐火耐熱認定

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

研究開発

耐火耐熱認定

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

有価証券購入

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

140,670 141,760 -1,090

0 0 0

128,070 128,560 -490

12,600 13,200 -600

231,452 210,900 20,552

6,570 6,800 -230

159,000 148,000 11,000

32,300 37,100 -4,800

33,582 19,000 14,582

3,000 7,000 -4,000

3,000 7,000 -4,000

0 0 0

1,800 0 1,800

5,000 19,893 -14,893

0 2,684 -2,684

5,000 17,209 -12,209

0 0 0

220 25 195

280 130 150

382,422 379,708 2,714

158,626 152,650 5,976

541,048 532,358 8,690

227,975 218,049 9,926

25,556 25,130 426

122,559 118,543 4,016

53,424 55,286 -1,862

26,436 19,090 7,346

104,221 101,603 2,618

8,200 38,614 -30,414

32,005 11,292 20,713

2,005 1,292 713

0 0 0

30,000 10,000 20,000

0 0 0

10,000 10,000 0

382,401 379,558 2,843

21 150 -129

158,647 152,800 5,847

正味財産増減計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

単位：円
科目 金額

【増加の部】
資産増加額
当期収支差額 5,975,652
建物建設（購入）額 13,345,885
建物付属設備建設額 474,600
機械装置購入額 11,219,106
敷金・保証金増加額 200,000
一括資産購入額 820,253
有価証券購入額 9,995,000
退職給与引当預金増加額 1,039,290
無形固定資産購入額 577,500 43,647,286
負債減少額
退職給与引当金取崩額 2,684,500
建物引当取崩額 15,642,487 18,326,987
増加額合計 61,974,273

【減少の部】
資産減少額
有形固定資産廃却額 5,081,306
建物減価償却額 13,218,770
建物付属設備減価償却額 5,003,923
構築物減価償却額 1,436,499
機械装置減価償却額 9,743,213
工具器具備品減価償却額 1,208,832
共研建物付属設備減価償却額 212,387
共研建物減価償却額 115,978
共研構築物減価償却額 25,132
一括償却資産減価償却額 696,830
無形固定資産減価償却額 166,390
退職給与引当預金取崩額 2,684,500
建物設備引当預金取崩額 15,642,487
敷金・保証金減少額 214,500 55,450,747
負債増加額
退職給与引当金繰入額 1,039,290 1,039,290
  減少額合計 56,490,037
当期正味財産増加額 5,484,236
前期繰越正味財産額 991,240,124
期末正味財産合計額 996,724,360

貸　借　対　照　表
（平成17年3月31日現在）

単位：円
科目 金額

【資産の部】
流動資産
現金預金 120,851,878
未収会費 600,000
未収金 55,802,788
前払金 2,018,524
立替金 109,092
  流動資産合計 179,382,282
固定資産
その他の固定資産
土地 471,900,000
建物 181,771,254
建物附属設備 50,555,411
構築物 7,869,444
機械装置 69,965,494
工具器具備品 3,399,227
車両運搬具 59,225
共研建物 1,522,552
共研建物付属設備 1,283,299
共研構築物 96,871
共研機械装置 32,548,584
共研工具器具備品 51,500
電話加入権 1,049,776
敷金保証金 4,495,475
退職金引当預金 4,349,883
有価証券 9,995,000
一括償却資産 803,036
建物設備引当預金 18,442,513
無形固定資産 732,585
　その他の固定資産合計 860,891,129
　固定資産合計 860,891,129
　資産合計 1,040,273,411

【負債の部】
流動負債
未払金 19,992,838
預り金 763,817
　流動負債合計 20,756,655
固定負債
退職引当金 4,349,883
建物設備引当金 18,442,513
　固定負債合計 22,792,396
　負債合計 43,549,051

【正味財産の部】
正味財産 996,724,360
（うち当期正味財産増加額） 5,484,236
　負債及び正味財産合計 1,040,273,411
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業務部報告

　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、

および広報活動からなる情報サービス事業は、JECTECの

基本4事業の一つであり、業務部が担当している。

　平成16年度の情報サービス事業においては、これまで

実施してきた活動プログラムを継続することを基本とし

ながらも、会員の皆様が参加しやすい活動にしていくこ

とに努力して企画、運営してきた。

1．研修
（1）国内研修

　浜松で開催する新人研修は、これまで、座学2日、実習

2日で会場を換えて実施してきた。平成16年度は、浜名湖

花博の関係で、これまで宿泊して実施してきた座学会場

が確保できにくいこともあり、当センターの試験設備を

活用した、座学と実習を混合した3日間のプログラムで開

催した。（JECTEC NEWS No.43）

　例年、2日間で開催してきた東京での全般研修を1日

コースに変更し、同一プログラムで、関西（大阪）でも開

催することにした。浜松研修、東京研修は、参加者も増

加し、好評であったので、平成17年度も同じ方式での開

催を予定している。

　また、平成16年度の地方開催の全般研修は、九州地区

で開催した。

　なお、東京研修は東日本電線工業協同組合殿、関西研

修は（社）日本電線工業会大阪支部殿、九州研修は大電㈱

殿の支援を得たことに感謝申し上げる。

表1　平成16年度国内研修実績

【浜松（新人）研修の講義及び実習の題目】
「JECTECの事業紹介と電線業界の概要」：清水部長
「電線の規格と認証」：若月室長
「電線の製造方法」：清水部長
「電線･ケーブルの種類と用途」：山田主管
「電力ケーブルの保守と劣化診断」：山田主管
「QC7つ道具」：田中技師
「実習：電線の特性評価」：材料化学G
「実習：材料分析」：材料化学G
「実習：難燃性試験」：安全性G
「実習：LANケーブルの特性評価」：電気物理G　

【全般研修の講義の題目と講師】

全研修共通
「JECTECと電線業界」：清水部長
「新JISマーク制度」：清水部長
「エコ電線（材料）について」：清水部長
「物造りにおける設備保全」：㈱FPS技研　岩辺幸三氏
「勝ち残るための智慧－コストというモノサシ」：千葉工業大学　大田　勉氏
九州研修のみ
「九州電力配電部門の技術開発動向について」：九州電力㈱　古田政数氏
「電線・ケーブルの種類と用途」：山田主管
「電線・ケーブルの製造方法」：清水部長
「高圧CVケーブルの保守と劣化診断」：山田主管

（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

ログラムとしてマレーシア・クワラルンプール（JECTEC

NEWS No.43）とタイ・バンコク（JECTEC NEWS No.44）

の2カ国で開催した。いずれも現地協力機関からの要請を

受けて開催したものであり、2カ国で開催できたのは、こ

れまで継続実施してきたことによる成果といえる。

　表2　平成16年度マレーシア研修実績

　2年連続の開催のタイ研修では、これまでの研修生から

の要望が多くあった“工場見学”を実現した。工場見学を

受け入れてくれたバンコクケーブル社に感謝する。

表3　平成16年度タイ研修実績

2．セミナー
　平成16年度の開催状況を表4に示す。

表4　平成16年度セミナー開催実績

開催地 マレーシア　クワルンプール

開催日 2004年10月4日～8日（5日間）

研修タイトル 電線製造における工場管理技術

講師（敬称略） 岩辺（FPS技研）、並川（日立）、

田中（JECTEC）

研修生数 54名

現地協力機関 マレーシア電気・電子協会（TEEAM）

マレーシア電線製造協会（MCMA）

Persatuan Alumni AOTS Malaysia

開催地 開催日 参加者数

浜松（新人） H16.7.28～ 30 26

東京（全般） H16.9.24 34

関西（全般） H16.11.17 13

九州（全般） H16.10.26～ 27 18

開催地 タイ　バンコク

開催日 2005年1月17日～21日（5日間）

研修タイトル 製造業における工場管理・改善（上級編）

講師（敬称略） 三宅（住友）、並川（日立）、

岩辺（FPS技研）

研修生数 46名

現地協力機関 Electrical and Electronics Institute（EEI）

AOTSタイ同窓会

テーマ 開催日 場　所 参加者数

#55JECTECセミナー
H16.6.3 東京 178名

　エコ材料の最先端

#56JECTECセミナー
H16.7.7 東京 30名

　光ファイバのリサイクル

#56JECTECセミナー
H16.9.16 東京 29名

　配電技術開発の動向
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　#55セミナー「エコ材料の最先端」は、平成15年度の#54

セミナー「エコ電線の最近の動向」の参加者からの継続要

望に応え企画したセミナーで、エコ電線開発担当者への

情報提供の場になるよう主要なコンパウンドメーカー6社

から、講演していただいた。（JECTEC NEWS No.42）

　この講演の内容は、国内研修での「エコ電線（材料）につ

いて」の教材として利用させていただいた。また、

JECTEC講演録②として㈱NTSから出版された。
【#55セミナーの題目と講師】
「植物原料プラスチックの最新動向」：日本電気㈱　位地　正年氏
「エンジニアリングプラスチックの最新動向」：日本GEプラスチックス㈱　糸井　秀行氏
「エコ材料関連のAFTの高分子添加剤」：味の素ファインテクノ㈱　宮地　保好氏
「ノンハロ電線材料の開発状況」：アプコ㈱　八木　敬祐氏
「電線用エコ材料の最新技術」：昭和化成工業㈱　江島　靖和氏
「ポリエチレン系エコ材料」：日本ユニカー　立川　毅氏
「新規トリニティFR」：リケンテクノス㈱　瀬田　寧氏
「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

　#56セミナー「光ファイバのリサイクル」は、過去、約3

年間にわたり実施してきた、廃光ファイバケーブルの再

利用技術に関する調査研究の内容を踏まえて企画したセ

ミナーである。
【#56セミナーの題目と講師】
「NTTグループの廃棄物対策と光ファイバのリサイクル」：日本電信電話㈱　青木　忠一氏
「廃光ファイバの太陽電池用シリコンへのリサイクル」：化学技術振興機構　高橋　宏氏
「合成石英ガラスの高純度化リサイクル」：㈱エーテック　南　眞嗣氏

　#57セミナー「配電技術開発の動向」は、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”として開催

した。（JECTEC NEWS No.43)
【#57セミナーの題目と講師】
「中部電力における配電設備の技術課題と対応策」：中部電力㈱　近藤　泰吉氏
「東北電力における配電技術開発の動向」：東北電力㈱　工藤　英明氏
「東京電力㈱における配電機材技術の動向」：東京電力㈱　内山　滋氏
「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」：関西電力㈱　原　英也氏

3．調査研究会
（1）エコ電線調査研究会

　エコ電線周辺の技術動向、社会動向の変化を注視し続

け、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として、平成15年2月から

平成16年2月にかけて活動した「エコ電線の実態と動向」調

査研究会の継続的活動と位置付け、新たに21名の委員参

加を得て、牧野和夫国士舘大学教授に委員長をお願いし、

8回の委員会開催と家電リサイクル工場（METEC：松下エ

コテクノロジーセンター）見学会（平成16年8月27日）を

行った。

　委員会では、調査研究の主要テーマを「化学物質規制の

動向」、「ユーザーが求める環境調和型電線」、「ハロゲン

フリー難燃化技術」の３項目とし、専門家を招いて講演を

聴講し意見交換を行うことに多くの時間を取ってきた。

難燃化技術では、検索した文献の詳細調査を全委員で分

担して行った。

　なお、環境負荷のより少ない製品への関心は、ますま

す高まっている。製品のライフサイクル全体において環

境負荷を最小化するような取組みが求められ、環境配慮

設計、含有物質開示手順、環境効率、含有有害化学物質

試験方法等いろいろな面から検討が行われており、環境

調和型電線を取り巻く技術動向や社会動向の変化を注視

し続ける活動の重要性は高まっているという認識の下、

平成17年度も活動を継続することを提案し、参加委員の

賛同を得て既に委員会活動を開始している。

（2）16年度物流効率化推進委員会

　平成15年度第二次広域物流効率化推進事業により、電

線業界の物流に関しての課題及び改革・改善方策を明確

にした。（JECTEC NEWS No.42)

　平成16年度の事業では、関東経済産業局産業振興部流

通サービス産業課の平成16年度中小企業エネルギー使用

合理化物流効率化対策費補助金を得て、ICタグとイン

ターネットを活用してON TIME（適時）に受発注・輸配送

を行う情報ネットワークシステム構築のための事業計

画・システム設計に取り組んだ。

　会田委員長（センター長）、業界委員4名、外部委員4名、

専門委員1名、オブザーバ2名で、委員会を構成し、8回の

委員会を開催した。

　活動の成果は、報告書に整理した。また、平成17年3月

11日に18名の参加を得て、活動報告会を開催した。

4．広報活動
（1）ホームページ

　現状、約13,000人/月の訪問者があり、電線に関連した

技術情報の発信をどのようにしていけばよいか、ホーム

ページ委員会を1回/月、開催する中で、継続して審議を

行った。

（2）JECTEC NEWS

　No.42（H16.7）、No.43（H16.11）、No.44（H17.3）と発行した。

　技術レポートの原稿を当センター外の専門家にお願い

し、紙面の充実を図った。

　ニュースレター（No.14～No.18）として、トピックスの

配信を行った。

　　　　　　　　　　

5．平成17年度に向けて
　情報サービス事業として、これまでの活動プログラム

を確実に継続していくことに注力していく中で、特に、

今年度は、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。　　　　　　　　　　　　（清水業務部長）
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●平成16年度事業活動報告

試験研究（安全性グループ）

1．はじめに
　平成16年度の一般試験件数（認定試験を除く）は前年度

の224件に対し239件と微増であったが、収入的には

43%UPと大幅に増加した。

　これは大型耐火炉試験、大規模燃焼室試験が大きく増

えて、コーンカロリーメータ試験が引続き好調であるこ

とによる。この3者で収入の過半数を占める。

　又、当センターは（社）日本電線工業会から移管をうけ

る形で耐火・耐熱電線の登録認定機関となり平成16年10

月から認定業務を開始した。

以下、平成16年度の活動概要を報告する。

2．事業状況と主要成果
（1）依頼試験実施状況

　表1に平成15年度及び平成16年度の種類別試験件数を示

す。　図1に試験件数の推移を示す。

表1　平成15年度及び平成16年度の試験件数

図1　試験件数の推移

（2）一般試験

　通信用防護管やバスダクトの大型耐火炉試験が増えIEC

項　目 H15年度（件） H16年度（件）

耐火耐熱認定試験 4（110型式） 34（65型式）

耐火耐熱一般試験 35 41

一 般 燃 焼 試 験 135 149

その他（建材など） 54 49

合　計 228 273

60332-3や設備使用の大規模燃焼室試験も増えた。

コーンカロリーメータ試験は昨年来、繁忙である。

（3）耐火・耐熱電線の認定

　平成16年9月17日付で消防庁の登録認定機関となり10月

から認定業務を開始した。

（社）日本電線工業会の認定業務委員会からJECTECに移管

するに当たり、使用する規格も認定業務委員会の規格か

らJCS規格（日本電線工業会規格）とした。

又、外部に第三者諮問委員会を設け、認定プロセス等の

公正性を諮問する組織とした。

16年度の認定型式数は、工業会認定分も含め65型式

（JECTEC分は25型式）と少なく、前年度の110型式から大

幅に減少した。

（4）試験所認定

　消防庁告示第十号、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2回サーベイランス（10月）が行われ、指摘

事項4件で処置回答後、合格した。

（5）耐火バスダクト認定委員会

　平成15年3月に（社）電気設備学会より移管された委員会

であるが平成16年度の事業は低調で型式認定0件、認定証

票発行32枚であった。

活動は主に耐火・耐熱電線の登録認定機関として統合す

るための委員会活動に終始した。

（6）IEC/TC89（火災安全性評価）

国内委員会及び国際会議に参加しており、試験認証機関

として知名度の向上にも寄与している。

3．平成17年度に向けて
　昨年からスタートした耐火・耐熱電線認定業務は安定

かつ確実に実施し、申請社、既認定取得社の信頼を得る

ものとしたい。

耐火・耐熱電線専門委員会、一条試験標準化調査研究委

員会、IEC/TC89などの活動も積極的に行いたい。

試験設備老朽化に対する補修工事は毎年続くと思われ今

年も計画している。

（梅田主管研究員）
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●平成16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16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認証代行試験

・UL申請代行
‥・TUV認証代行試験

（2）一般試験

（3）研究開発

　認証関係は平成14と15年度の2年間はかなり落ち込んだ

が、平成17年度はCSAが順調で、一般試験はやや予算を

下回ったが、グループの収支は予算を達成した。

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。証明

試験は昨年が4件に対し、今年度は12件と3倍に増えた。

　リテストはフルテストに変わって3年目を迎え、かなり

慣れ、ようやく軌道に乗った。依頼件数は10％弱増え

た。

（2）UL申請代行

　申請代行は件数が17件と、昨年の19件と比較し、やや

減少した。

　㈱UL Apex のご提案に従い、ULのCAP（Certificated

Agecy Program；申請及び試験代行認証制度）に基づく

Agentとしての資格を取得し、ULの申請及び試験代行の

正式承認機関取得に向けて動き出した。昨年11月にAd-

ministrative Agent（AA）として監査を受審し、CAP AAとし

て承認された。今後、Engineering Agentとしての監査を

受審し、当面㈱UL APEX Engineerの立会のもとでの試験

代行を開始する予定である。㈱UL APEXのEngineerの立

会のもとでの試験実績が累積し、問題なしと評価されれ

ば、早ければ2年後には立会なしでの試験代行が承認され

る見込みである。
‥（3）TUV試験代行

　昨年の2件に対し、1件のみに終わった。

3．一般試験
　依頼件数は124件であり、過去最高であった昨年の108

件をさらに上回ったが、予算を高く設定した関係で若干

予算を下回った。

　大型件名としては昨年に引き続き、原子力安全基盤機

構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。

　また燃焼時発生ガス試験も電線管工業会からまとまっ

た量のご依頼を頂いた。

　耐候性試験は利用しやすいように価格の見直しを行っ

た結果、依頼件数は前年度に比べ、約50％増えた。

　ベース試験のうち燃焼時発生ガス試験は、ここ5年以上

に渡って一般試験のトップの座を占めている。本年はす

べてノンハロゲン材料についての依頼であった。

　分析関係ではRoHSがらみの有害物分析の見積依頼は数

件あったが、依頼には結びつかなかった。異物分析や組

成分析の依頼が数件あったが、金額的には前年と比べか

なり減少した。

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）と共同でH14年度から

5年計画ではじめている。H16年度は、線量計としての

PETフィルムの経時変化を調べた。またJASRIと共同で

Applied Radiation & Isotope（英雑誌）に論文を投稿した。

　また前年度から11社の参加を得て約1年間に渡って継続

していたマルチ研究「エコ材料押出時のダイスかす低減」

を完了し、それなりの成果をあげた。

　またH13年度からはじめた「耐候性」のマルチ研究は材料

化学グループが引継ぎ、推進している。

　超臨界水による水素生成技術の基礎検討を行ったが、

反応管壁の腐食の問題を解決することが出来ず研究を断

念することにした。

5．平成17年度に向けて
（1）一般試験

　RoHS/WEEE 指令による有害物規制に対する分析能力

強化による受注拡大。

（2）　認証試験

　UL試験代行開始（UL APEX立会下）。

（3） 研究開発

　エネルギー依存性のないPETフィルムを用いた線量計

の開発。

（森主管研究員）
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●平成16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

特性試験、撤去送電線や撤去ケーブルの劣化診断、LAN

ケーブルや同軸ケーブルの伝送特性試験等の各種依頼試

験及び電力会社等からの電線に関する委託研究を実施し

ている。

　また、平成16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

にも注力してきた。

　以下平成16年度の活動概要を報告する。

2．事業の状況と主要成果
（1）依頼試験の状況

　表1に依頼試験の件数を示す。平成15年度に比べ、依頼

件数は増加したが、収入の半分を占めてきた電力会社の

大口委託研究案件が減少したことから試験収入は前年度

並みにとどまった。

　LAN・通信ケーブル関係は横ばい、電力ケーブル関係

は若干増加（付属品：2件、撤去架空送電線；3件）という

状況である。

　電力ケーブル関連では、保険会社からの事故原因の鑑

定依頼やトラブル発生に伴う事故原因調査が32件の内の

10件を占めており、当グループが進めてきた「エンジニア

リングサービスの強化」が実を結びつつある。

表1　平成16年度の試験依頼件数

（2）電力会社委託試験研究案件

　配電用CV、送電用CVケーブルの水トリーに関する委託

試験研究3件を実施したほか、撤去送電線の調査も3件実

施した。

（3）エンジニアリングサービスの強化

　会員各社が容易に実施できるルーチン的な試験の受託

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。相談の糸口は電話及び電子メールによる

相談であるが、その具体例を示す。

①「インバーター用ケーブルのシースに高周波電圧が加

わるが、実用上問題ないか、シースの高周波V-t特性

の把握を」との依頼を受け、対応した。

②「各種電線管に多条の電線を入れた場合の電流低減率

の検証を」との依頼を受け、対応した。

③「塩害地かつ工場地帯の架空線断線に関し、原因の特

定を」との依頼を受け、対応した。

④「医療機器用電線の断線事故の原因調査を」との依頼

を受け、立体繰返し曲げ試験や破断面のSEM観察等

の調査を実施した。

（4）情報通信分野での活動

　情報通信分野では、同軸ケーブルやLANケーブルの遮

へい特性や伝送特性の依頼試験を実施してきた。

　平成16年度は「LANケーブルの放射電磁波測定技術の研

究」を実施すべく全国中小企業団体中央会の補助金事業に

応募したが、採用されず、自前で研究を継続してきた。そ

の成果はISOの国際会議（千歳）でJEITAより報告された。

　また、海外（欧州）におけるIT事情を探るため11月には

JEITA主催の海外調査に参加し、英、仏、独、デンマークの試

験機関や企業を訪問し、光を含む通信事情を調査した。

（5）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。今年は関西電気管理技術者協会京都支部の

電気保安セミナーで講師を務める等の活動をした。

　また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等を紹介してきた。

3．平成17年度にむけて
　平成17年度は収入目標を前年比10％程度増やしたが当

グループの収入の柱である電力会社の大口案件の受託試

験を増やすべく、技術提案を通じて新規案件の発掘に努

める。幸い5月末時点で大口案件2件の受託が内定してい

る。あわせてエンジニアリングサービス強化を通じて一

般民需分野での試験依頼の拡大を目指す。

　なお電気学会の電線ケーブル技術委員会他の学会活動

を通じてJECTECの知名度向上に努める。

（山田主管研究員）

区　分 H15年度 H16年度

電力ケーブル（内付属品） 26（1） 32（2）

LAN・通信ケーブル 34 33

撤去架空送電線 1 3

その他 6 4

合　計 67 72
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●平成16年度事業活動報告

共同委託研究（環境技術グループ）

1．はじめに
　リサイクルグループから環境技術グループにグループ
名を変更し、環境関係の技術全般への研究開発推進を行
うことにした。
　平成16年度の主要業務を報告する。
①「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」社団法人産業環境管理協会殿からの請
負。
②「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」中部電力株式会社殿との共同研究
③マルチクライアント研究「廃電線被覆材の分別技術研
究」
④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」
⑤マルチクライアント研究「廃光ファイバケーブルからの
高純度石英ガラスの回収」

2．平成16年度研究概要
①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
　今年度は電線メーカとリサイクル処理事業者の協力を
受けて、（1）回収銅と（2）回収被覆材インベントリデータ
を取った。回収銅の用途は電線53％、銅箔23％、伸銅22
％であった。また回収被覆材は電線被覆材の他にトラフ、
ケーブルドラムにリサイクルされ、プラスチック再生
メーカや商社経由で輸出されているところで、データが
把握できているところで再生率は約44％である。なお本
件のインベントリデータはJECTEC NEWS NO.44号に掲
載している。
②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の半導
電層の樹脂系改質剤の製造と新製造方式を確立し、改質
剤の品質安定化と改質化に関して実用化できることを確
認した。これで、架橋ポリエチレンの絶縁体と半導電層
ともに改質剤として製造、適用できることが検証でき
た。
③廃電線被覆材の分別技術研究
　電線・ケーブルの産業廃棄物削減を目指し、被覆材の
新分別技術を開発して研究に取り組んでいる。EM電線に
使用耐燃PEの比重はPVCの比重に近似または同じものに
なっており、耐燃PEとPVCの分別技術を確立していくこ

とが必要であることから、新分別方式として、ジグ分別
方式の採用を検討している。更に比重選別が出来ない材
料への新方式採用の検討を進め、その可能性を調査して
いる。廃棄物減少、低コスト設備とのシステム検討を進
めている。平成17年度も継続研究していく。
④廃電線塩ビ被覆材の鉛除去技術の調査
　環境社会確立が重視されている中、RoHS指令による規
制（AC10 0 0V、DC1 5 0 0Vまでの使用電圧の電線で
1000ppm）が実施されることになる。電線被覆材の非鉛化
が推進されているが、回収被覆材PVCには鉛含有品が含
まれ、その対応を考えておくことが必要であり、PVCか
らの鉛除去の研究を進め、RoHS規制値である1000ppmと
更なる規制対応への鉛除去について研究を進めている。
鉛除去としては遠心分離法による可能性が検証できた。
今後経済性を考慮した対応策については更なる検討を考
える。
⑤光ファイバケーブルからの高純度石英ガラスの回収
　光ファイバケーブルコアからの石英の高度利用として
半導体製造設備への適用化を研究してきたが、その仕様
にNa、Kaの含有量スペックは0.001ppmという難題があ
り、また太陽光発電のセルへの適用では還元処理が必要
であり、技術面とコスト面で当技術センターとしては研
究継続不可能と判断した。　今回は技術情報と特許調査
を行い、今後の研究は、高度利用でない、汎用活用を含
めたところで、検討を進めることを考える。

3．平成17年度研究予定
　今年度は経済産業省からの委託契約3Ｒシステム化可能
性調査事業として「電線・ケーブルのリサイクル実態調査
とリサイクル率向上」に取り組む。　①電力・通信の電
線・ケーブル（光ファイバケーブルを含む）の実態調査　
②他産業の電線・ケーブルの実態調査③識別、分別技術
と実態　④海外（中国、欧州等）の廃棄に関する規制の実
態と対応技術調査等を行うとともに、リサイクル率向上
に向けて、設計製造からの3Ｒ環境配慮設計への提言と情
報ネットワークの検討を行う。　　
　また、中部電力㈱殿共研「架橋ポリエチレン廃材からの
改質剤製造に関する開発研究」により、品質安定化と改質
化技術の確立を行い、事業化への検討を進める。更に「電
線・ケーブル被覆材の分別技術の研究」と「PVCからの鉛
除去技術の研究」に関しては今年度の継続としてマルチク
ライアント研究で進めていく。

（江連主管研究員）
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認証試験室

まえがき
　認証試験室は特定電気用品の適合性検査を実施してい
る。特定電気用品112品目の中で、当センターの担当範囲
は、省令第1項基準に基づく「電線」に分類される22品目で
あったが、平成16年11月26日に省令第2項基準に基づく
「電線」と省令第1項基準に基づく「配線器具」（42品目）につ
いても国内登録検査機関として登録され、担当範囲が拡
大した。
　平成16年度の省令第1項に基づく「電線」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
　16年度は業務を開始してから4年目であり、受付件数と
収入は前年度を大幅に上回った。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、不適合の内容を次に示す。
（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、4年間で当
センターに申込みした会社の延べ数は142社、正味数(括
弧内)は国内61社、外国13社、計74社である。
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31～40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、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、新規の
割合は年度により異なり、16年度は更新が7割を超えた。

図1　型式の更新と新規の割合（％）

（3）電線の品目別の適合性検査の状況
　16年度検査を実施した電線の品目別の割合を図2に示
す。申込はゴム系絶縁電線類が全体の18.4％、合成樹脂系
絶縁電線類が81.6％であった。品目としては、合成樹脂絶
縁電線が半数近くを占め、合成樹脂系のケーブル、ゴム
絶縁電線、ゴムキャブタイヤケーブル、単心ビニルコー
ド、キャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤケーブル
の順で申込が多かった。

図2　H16年度：品目別割合（％）

（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。16年度の内容としては、絶縁体の引張強
度、伸び、線心のよりピッチにおいて不適合があった。

図3　適合性検査における不適合率（％）

その他
　JISマーク表示認定工場の指定検査機関として、16年度
公示検査対象となった600Vビニル電線のJIS工場に対する
公示検査を実施し、国に報告した。
　省令第2項に基づく電線と省令第1項に基づく配線器具
の適合性検査は12月から開始し、申込はわずかであった
が、17年度に入ってから増加しつつある。
　新JISマーク制度への法改正に伴い、JNLA試験所と新
JISマーク認証機関の登録準備を進め、17年度の登録を目
指している。

（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）

16   25（  5）   6（  2）   31（  7）

計 120（61） 22（13） 142（74）
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RFIDシステムの原理と特徴

はじめに
　JR東日本のSU ICA、料金自動収受システムETC
（Electronic Toll Collection）、公衆電話ICカード電話等、
ICタグを使ったRFIDシステムもようやく人々も目に触れ
る時代になり、今後ますます今まで以上に急速に発展し
そうな勢いである。
　本項ではRFIDシステム原理とその特徴およびその構成
を紹介する。また、ICタグを電線、金属製機器等の金属
に貼り付ける技術の概要および４つの作動原理を解説し、
具体的な金属上で作動するICタグおよびその応用例を紹
介する。

１．RFIDとは
RFID（Radio Frequency Identification）システムは、図１
に示すように①情報入りICカード（タグ）、②質問波を受
け応答波を返す送受信アンテナ、③カード内の情報を処
理してコンピュータに信号を送るためのコントローラ（R/
W：リーダライタ）、④制御･管理･表示を行うコンピュー
タで構成されている。
電池が入っていないカードやタグの場合、内部の共振
回路が交信中に励起されエネルギーを発生し、そのエネ
ルギーでICの情報を読んでR/Wに送り返す。
コンピュータをネットワークに接続広域化し、イン
ターネット等からの情報をタグに送り込む逆方向の情報
の流れも構築できる。新たな情報を格納してタグの情報
の変更（書き換え、追記）が可能な事がバーコードとの基
本的な相違点である。

図1  RFIDシステムの概要

２．用語の解説
RFID、データキャリア、RFタグ（ICタグ）、バーコード
等の使い分けを解説する。
それぞれの定義（JIS）は以下のようになる。

・RFID（Radio Frequency Identification）
　誘導電磁界あるいは電波によって、非接触で半導体メ
モリのデータを読出し、書込みのために近距離通信を
行うものの総称。

・RFタグ（ICタグ、電子タグ、IDタグ、RFIDタグ、非接
触ICタグ）

　半導体メモリを内臓して、誘導電磁界あるいは電波に
よって書込まれたデータを保持し、非接触で読出しで
きる情報媒体。

・データキャリア
　情報を人、動物、又は物に付加し、人、動物、又は物
を特定するために利用する情報担体の総称。RFID、１
次元シンボル、２次元シンボル等を表す。

・非接触ICカード
    リーダライタから発信する電波を介してタグ内の共振
回路を励起し、そのエネルギー（誘導起電力）を電源と
してデータの返送を行う無電池のカード。

　図２は上記の定義をまとめたものである。RFIDはICタ
グと非接触ICカードを含み、ICタグはICタグ、電子タ
グ、IDタグ、RFIDタグ、非接触ICタグ等、種々の呼び
方があるが最近はICタグと呼ばれることが多くなった。
総務省等は電子タグと呼ぶ場合もある。本項ではICタ
グを使用する。

図2  RFID関連用語

　　経済産業省所轄のJAISA（日本自動認識システム協会）
では、非接触ICカード（外部端子無しのICカード）以外
はRFタグ（JIS規格）と呼称する事を提唱している。

　　RFIDとバーコード（２次元バーコードを含む）を総称
してデータキャリアと呼ぶ。

３．RFIDの特徴
１．RFIDと他の自動認識技術との比較
　　自動認識システムはRFIDのほか、バーコードや２

三菱マテリアル株式会社　遠藤　貴則
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次元シンボル、OCR(文字認識)、磁気カード、IC
カード、指紋認証などがあり、さまざまな目的で使
用されている。図３に主な自動認識技術とその特徴
および主な用途を示す。

図3  主な認識技術とその用途

　　RFIDとそれぞれの技術との比較の詳細は他に譲る
として、特に使用方法が似ているバーコードおよび
２次元シンボルとの比較を以下に記す。

２．RFIDとバーコード、２次元シンボルとの比較
　　物流、とりわけ流通の分野では、バーコードが広
く使用されている。そして、さらに多量の情報を記
録することが可能な２次元シンボルの使用例も増加
している。一方、RFIDは物流の最上流にあたる加
工、組み立てなどを中心に導入が進んできた。これ
は単なる印刷物であるバーコードや２次元シンボル
などと、電子機器であるRFIDとの間に、本質的で明
瞭な特性の違いが有ることによる。

　　図４にRFIDとバーコードの特性の比較を示す。

図4  RFIDとバーコードの比較

・ 書込み性
　　バーコードは印刷時に１回書くのみであるのに対
して、RFIDは図に示すようにEEPROMで10万回、
FRAMで10億回書き換えることができる。ここで
EEPROMは通常のメモリに使用されているROMであ
るがFRAMは強誘電体を使用した不揮発性メモリで
ある。

・ 透過性
　　バーコードは光をさえぎると読むことはできない

が、RFIDは金属以外の物（紙、プラスチック、木の
板など）でさえぎっても読むことができる。したがっ
てRFIDは箱の中に入った物を箱の外から読むことが
可能であり、また屋外等その環境に応じて表面を紙
またはプラスッチクで覆うことができる。
・ 同時読み取り性
　　これはRFIDの最大の利点である。バーコードは１
回の読み取りに対して１枚のみであるがRFIDは１回
の読み取りに対して数十から数百個読み取ることが
できる。ただし、導入に際しては100％読める条件を
見出す必要がある。100％以下では意味がない場合も
ある。

４．非接触ICカードの分類
１．ISOにおける非接触ICカード
　　図５はISOにおける非接触ICカードの分類を表した
図である。左端から２つめより右側が非接触ICカー
ドである。ここで注目しなければならないのは
13.56MHz帯に、作動距離の長い（～70㎝）ISO15693と
作動距離の短い（～10㎝） ISO14443の２種類あること
である。
　　前者は入退出管理などセキュリティを重んじられ
る分野に、後者は距離距離が必要なFA分野などに使
用されている。

図5  ISOにおける非接触 ICカードの分類

　

図6  ISO/IEC14443のカードタイプと仕様

OCR:Optical Character Recognition
POS:Point of Sales
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　さらにISO14443は図６に示すようにType AとType B
に分かれる。右端のF e l i c a（ソニー製I C）型は
ISO14443からは除外されたがJR東日本のSuicaなどに
使用されているのでここに載せた。
・ Type A
　　フィリップス社とインフィニオン社がICを供給す
る「マイフェア」（Mifare）とインフィニオン社が供給
するSLE55Rシリーズ（国内ではTN２シリーズ）があ
る。マイフェアは世界的にも認知度が高く、標準的
なICである。
・ Type B
　　ソニー社を除く、国内のほとんどのメーカ（松下電
器産業、富士通、日立製作所、シャープ、吉川RFシ
ステム）がこの型である。国内ではIT整備都市研究事
業カードや住民基本台帳などで普及が期待されてい
る。
・ Felica（ソニー社）
　　国内ではJR東日本のSuicaをはじめ、各交通機関へ
の普及がおよび電子マネー「Edy」への普及が進んでい
る。

５．周波数別RFIDシステムの特徴
　　図７は周波数別RFIDシステムの特徴である。

図7  周波数別RFIDシステムの特徴

１．長波帯（135KHz以下）
　　特徴は指向性が広い、水の影響を受けにくいなど
が挙げられる。金属の影響も他の周波数帯より影響
を受けにくい。デメリットとしては、ノイズ（特に蛍
光灯などの生活ノイズ）の影響を受けやすい。また、
カードおよびタグのアンテナコイル（銅線）を多く巻
かねばならず小型化（ラベル化）、低価格化（量産性）
に難点がある。
　　写真１に125KHzの代表的な非接触ICカードを示
す。

写真1  125kHz非接触 ICカード内面

２．短波帯（13.56MHz）
　　ここでは先ほど述べた通信距離の短いISO14443は
除き、ISO15693（カード）、およびISO18000-3（タグ）
について述べる。海外ではISO15693などとしてすで
に使用されていたが、国内では2002年秋の電波法の
一部改正（規制緩和）により、出力が上げられ通信距
離が長く取れるようになった。金属の影響を受けや
すいところおよび部分では三菱マテリアル社のオン
メタル（金属対応）タグなどで対応している。アンテ
ナコイルは長波帯に比べて巻かなくてよく銅、また
はアルミニウムのエッチングアンテナが多く使用さ
れている。そのため量産性に優れ低価格が図りやす
い。指向性も長波帯とマイクロ波帯の中間で、水分
の影響も比較的受けにくいことから、最も汎用性が
高い周波数帯といえる。また、ラベル化も容易であ
ることから応用分野も広く、各種物流・商品管理、
図書館システム、アクセスコントロールなどに使用
されている。

　　写真２に代表的な13.56MHzのインレットを示す。

写真2  13.56kHzインレット

３．UHF帯（800～950MHz）
　　アメリカでは902MHz～928Mhz帯でヨーロッパで
は869.4MHz～869.65MHz帯で既に開放されている。
国内では950MHz～956MHz帯における従来の携帯電
話のサービス（2003年9月にKDDIの第２世代携帯電話
サービス）が終了したため、この周波数帯をRFID用
途に開放する方針で、総務省が技術用途の検討を開
始し、本年（2005年）４月に開放された。UHF帯の特
徴は、通信距離が他の周波数に比べ最も長く、
2.45GHz帯に比べて電波が物体の陰に回りこみやすい
ため、物陰にあるタグを読み取る能力が高いことで
ある。デメリットとしては13.56MHzと比べて指向性
が強い。通信距離を長くするためにはタグのアンテ
ナを大きくする必要があること。2.45GHz帯同様、誘
電体の影響を受けやすいことである。物に貼たり、
タグの表面を紙またはプラスッチク等で覆った場合、
貼る物の種類、覆うプラスチックの種類によっては
極端に性能(通信距離)が落ちることである。

　　写真３にアメリカの代表的なUHF帯タグを示す。
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写真3  UHF帯タグ（インレイ）

４．マイクロ波（2.45GHz）
　　特徴として小さい割には通信距離が長い。小型化
が容易（コイルオンチップが可能）でICを極小チップ
にできる。価格が安くできる。などが挙げられる。
デメリットとしては指向性が強い（直線の通信に優れ
るが、範囲が広く取れないことと障害物に弱い）、水
分の影響を受けやすい（水を通さない）、金属の反射
を受けやすい、電波の環境から受ける影響がある（同
じ2.45GHｚ帯である無線LAN、ブルートゥース等の
混線）、などが指摘されている。

　　写真４に代表的なマイクロ帯タグを示す。

写真4  マイクロ波帯タグ

６．RFIDシステムの作動原理
　　RFIDシステムに使用される通信方式(伝送方式に
は、次の３つがある。電磁結合方式、電磁誘導方式、
電波方式がある。ここでは、長波帯（135KHz以下）お
よび短波帯（13.56MHz）で最も広く使用されている電
磁誘導方式についてその作動原理（条件）を解説す
る。

１．電磁波による誘導起電力とICタグのICの作動電圧
　　ICタグのICはエネルギー供給源であるリーダライ
タからの電磁波によってICタグのアンテナコイルに
生じる誘導起電力により作動する。これを電磁誘導
と言う。ICタグが作動するためには、この誘導起電
力がICの作動電圧より大きくなければならない。こ
の誘導起電力の大きさはICタグのアンテナコイルに
鎖交する磁束の変化量に比例する。即ち図８の式に
よって表される。

図8  電磁波による誘導起電力

２．電磁波の周波数とICタグの共振周波数
　　リーダライタから送られる電磁波によるエネル
ギーを効率良くICタグに伝えるためにはICタグのア
ンテナコイルの共振周波数が電磁波の周波数に一致
する必要がある。ICタグのアンテナコイルの共振周
波数を電磁波の周波数と一致させるためには、下式
に示すようなコンデンサーを取付ける。このコンデ
ンサーはICタグによってはタグ内のICに内蔵されて
いるものもある。コンデンサー容量とインダクタン
スおよび共振周波数の関係は以下で表される。
　　　　　　2πｆ＝1/√ＬＣ　
　　　　　　ｆ：共振周波数
　　　　　　Ｌ：インダクタンス（コイルの形状と大き
　　　　　　　さによって決まるコイルの特性）
　　　　　　Ｃ：コンデンサー容量

７．RFIDシステムの回路構成と動作
１．ICタグとリーダライタの回路構成
　　ICタグはアンテナ、RF回路（変調・復調）、制御回
路、メモリ等から構成される。金銭等を扱う場合は、
データ暗号処理用にコプロセッサを搭載する場合が
ある。通常、アンテナ以外のすべての回路は、ワン
チップICに搭載される。

図9  RFIDシステムの回路構成

　　リーダライタはアンテナ、RF回路（変調・復調）、
制御回路等から構成される。これらは数種類のICや
個別部品を用いたディスクリート構成である。
　　図９に示すアンテナは、電力供給やデータ送信、
受信を行う。RF回路は、電力供給用RF出力の生成や
データを送るための変調回路、データを復調する復
調回路等から構成される。
　　制御回路は、各回路の制御や、データのプロトコ
ル変換、メモリへの読み書き動作の制御を行う。コ
プロセッサは暗号処理のための数値演算を行う。
２．RFIDシステムの動作
　　図10に示すように、リーダライタとRFIDカード
は、通常次の様なフローで動作する。

　　①起動：リーダライタのRF出力により、RFIDカー
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ドに電力発生、カードが起動する。
　　②ID返信：通常、カードにはユニークなIDを持

つ。リーダライタよりIDリクエストのコマンド
を送り、カードのIDを取り出し、交信を行う
カードを限定する。

　　③読み取り：リーダライタよりデータリクエスト
のコマンドを送り、カードのデータを読み取
る。

　　④書込み：リーダライタより書込みコマンド＋
データを送信し、カードはそれを受けてデータ
をメモリに書込む。

８．ICタグを金属に貼り付ける技術
１．ICタグを金属に貼り付ける技術の概要
　　金属にICタグを貼り付けるには、まずICタグに
リーダライターから送られるエネルギー（磁束）を有
効に利用するため、言い換えればICタグに発生する
誘導起電力を損失なくICタグに保持するために、透
磁率の高い軟磁性コアを対象金属の上に配置する。
その上にICタグのアンテナコイルを形成するか、も
しくはその高透磁率コアにコイルを直接巻き付けて
ICタグのアンテナコイルとする。
　　上述の状態でICタグが所定の周波数で共振するよ
うにアンテナコイルのインダクタンスとアンテナコ
イルに取り付けるコンデンサーを設計する。さらに
貼り付ける対象金属の種類による影響をなくすため
オンメタルタグ（金属上で使用できるICタグ）では上
記の高透磁率コアの下部に良導電性金属（導電性が良
く損失の少ない金属）を配置し、アンテナコイル、高
透磁率コア、良導電性金属を一体としてICタグを形
成している。このようにすると対象金属の種類に関
係なく金属上でICタグを作動させることができる。
　上述のようにICタグを金属に貼り付け、正常に作動
させるには作動周波数等使用条件に応じた最適の軟
磁性材料と良導電性金属を選定する必要がある。
２．オンメタル作動原理１
　　平板状の高透磁率コアにアンテナコイルを巻き、
薄い導電性金属板上に配置し、オンメタルタグを形
成する。導電性金属の表面近傍の表面に平行な磁束
は高透磁率コアを通過するので磁束を有効に利用で
きる。またアンテナコイルから放射される電波の磁
束は導電性金属の面に平行であるため導電性金属の
影響を受けることはない。
　　貼り付けようとする対象金属上にこのオンメタル
タグを設置すれば対象金属の種類を選ばず交信する
ことができる。また、このオンメタルタグは金属上

になくても交信することができる。

図10   オンメタルタグの作動原理1

３．オンメタル作動原理2
　　円柱状の高透磁率コアにアンテナコイルを巻き、
薄い導電性金属板上に配置して、オンメタルタグを
形成する。導電性金属表面に平行な磁束はアンテナ
コイルの下部より高透磁率コアに入り、そのコア中
で垂直方向に方向を変える。貼り付けようとする対
象金属上にこのオンメタルタグを設置すれば対象金
属の種類を選ばず交信することができる。また、こ
のオンメタルタグは金属上になくても交信すること
ができる。

図11  オンメタルタグの作動原理2

４．オンメタル作動原理3
　　板状の高透磁率コア上に平面状のアンテナコイル
を配置し、薄い導電性金属板上に置きオンメタルタ
グを形成する。磁束は高透磁率コアの側面よりこの
コアに入り、コア中でコアの面に垂直に方向を変え
る。貼り付けようとする対象金属上にこのオンメタ
ルタグを設置すれば対象金属の種類を選ばず交信す
ることができる。

　　この方法はエッチング法や導電ペーストを使用し
たスクリーン印刷等によるアンテナコイルを使用で
きるので生産性は高く、薄いオンメタルタグの生産
が可能である。

図12  オンメタルタグの作動原理3
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５．オンメタル作動原理4
　　薄い導電性金属板上に平板状の高透磁率コアを配
置し、平板状のアンテナコイルをその中心が高透磁
率コアの平板の端部になる様に偏芯させて配置し、
オンメタルタグを形成する。アンテナコイルに入っ
た磁束は導電性金属板によりインダクタンスが減少
し、高透磁率コアにより増加する。

　　このインダクタンスの減少と増加を相殺させるよ
うに導電性金属板と高透磁率コアを配置する。この
方法は既存の量産されているICタグをそのまま使用
してオンメタルタグにすることができる。貼り付け
ようとする対象金属上にこのオンメタルタグを設置
すれば対象金属の種類を選ばず交信することができ
る。

図13  オンメタルタグの作動原理4

９．オンメタルICタグの応用例
１．代表的オンメタルタグ
　　オンメタルタグにはカード型、シート型、コイン
型、スティック型、ボックス型等、種々ある。ここ
では代表的なシート型オンメタルタグ図14、とコイ
ン型オンメタルタグ図15を示す。

図14 シート型オンメタルタグ

図15 コイン型オンメタルタグ

２．オンメタルICタグの応用例
　　2-1　映像用リール缶管理
　　図16はシート型オンメタルタグを映画等のフィ
ルムを保管する映像用リール缶にシート型オンメ
タルタグを貼り付けた応用例である。このタグに

題名、撮影場所等の情報を入れ管理する。読み取
り、書き込みはハンディリーダライターで行う。

図16 シート型オンメタルタグ応用例

　　2-2　埋設管、バルブ管理
　　図17は埋設管用オンメタルタグ、およびコイン型
オンメタルタグを水道管、及びバルブ管理に用いた
例である。

図17 埋設管、バルブ管理応用例

　　2-3　自動車生産ライン管理
　　図18はボックス型オンメタルタグを使用した自動
車生産ライン管理に使用した応用例である。組み立
てラインの最初に自動車に取り付けたオンメタルタ
グに、この車をどのように組み立てるかの情報を入
力し、組み立て個所ごとに非接触で情報を読み取
り、取り付ける部品をディスプレイに表示する。

図18 自動車生産管理応用例

参考文献
１．（株）中日社「非接触ICタグ」（2004年版）
２．（社）日本自動認識システム協会「これでわかった
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３．日刊工業新聞社「RFIDハンドブック」（2001年）
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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開発」（3）

1．はじめに
　最近の生活環境への関心の高まりは欧州RoHS指令に代

表される重金属類規制の法律制定などに反映されつつあ

る。これと同時に有限の資源をリサイクルする活動も活

発となっている。現在製造されている電線被覆に使用さ

れるポリ塩化ビニルコンパウンド（塩ビ）には法的規制を

うける物質は、ほぼ全廃されているが、過去に製造され

た電線被覆の中には鉛系化合物を代表とする規制物質が

配合されている場合がある。

　塩ビはリサイクルが容易な材料であり、配合されてい

る鉛を除去できれば、再利用が可能となり、焼却処分に

よる有害物質発生のリスクも低減できる。

　本検討では塩ビから鉛を効率的に除去する方法の開発

を行った。

2．鉛法規制状況
　EU（ヨーロッパ連合）のRoHS指令をターゲットとする

場合、閾値は1000ppmであるがアメリカのプロポジショ

ン65をターゲットとすると300ppmとなる。EU向けでも

家庭用ゲーム機に代表される玩具や日用品に近い製品で

は「日用品条例（ドイツ）」などにより閾値100ppmを要求さ

れる場合がある。

　RoHS指令は2006年7月施行予定だが、施行日に店頭へ

並んでいる製品は規制対象となるため、多くのセット

メーカーは非鉛への調達移行を完了し家電・電子機器向

けについては電線業界も対応済みである。

　しかしながら、高圧ケーブルにおいては信頼性確保お

よび代替物質が見あたらないため、鉛化合物が配合され

ている。これは法制化が先行しているEUでも同様で、

RoHS指令でも規制対象品は使用電圧AC1000V、DC1500V

までであり、高圧ケーブルはRoHS指令の対象外である。

　これらの高圧ケーブルは通常電力会社などにより管理

されており、電線会社などが引き取ってリサイクルされ

ることが多いが、鉛が配合されたままでは用途が限られ

ることは、他の塩ビ廃材と同様である。

3．塩ビリサイクル技術と鉛除去
　平成5年～11年にかけて多くの塩ビリサイクルの研究が

なされた。この多くは塩ビを熱分解して油分と塩素もし

くは塩化水素に分離の上、水酸化ナトリウムで中和する

ものであった。この手法は産業システム上問題がある。

すなわち、水酸化ナトリウムを工業的に必要とし、この

ために岩塩を電気分解して水酸化ナトリウムを得る。こ

の副生成物として塩素が発生し、その固定先のひとつと

して塩ビの存在がある。塩ビの処理のため大量に水酸化

ナトリウムを使用すれば、意図しない量の塩素が生成す

るジレンマに陥ることになる。

　最近の塩ビリサイクル手法には次のようなものがある。

3.1　ビニループ法

　塩ビを特殊溶媒に溶解し、濾過により異物を除去した

うえ乾燥、溶媒は循環使用のうえ再生塩ビを取り出すも

のでソルベイ社（ベルギー）が開発し、イタリアで実規模

プラントが稼働している。日本では神戸製鋼所が実施権

を獲得。日本の国情に合わせた開発を行った上、現在千

葉県富津市に年間1.8万トンの再生塩ビを製造可能なプラ

ントを建設中である。2006年第1四半期に完工し、第2四

半期に稼働開始予定である。

　本法は塩ビに配合されている配合剤を全て回収するこ

とが特徴であり、鉛除去機能はない。

3.2　塩ビ高炉原料化リサイクル

　塩ビを熱により分解し溶鉱炉コークス代替材料と塩化

水素に分解するもので、JFEスチール社（旧日本鋼管）が開

発し、川崎市で実用機が稼働中である。発生した塩化水

素は塩酸などに加工されて製鉄所内で使用される。

3.3　機能性溶媒を利用したリサイクル

　NEDOホームページで紹介されており、三菱化学が開

発を行っている。機能性溶媒を用いて溶解・析出・脱溶

媒・成形の工程を経て塩ビを再生するとしており、ビニ

ループと類似した工程をとる。特許調査をしたところ、

溶媒はピロリドンを使用すると推定される。

　これまで塩ビを製造する会社が塩ビリサイクルを手が

けた例はないため、塩ビに関するノウハウが豊富な企業

によるリサイクル手法の開発が注目される。本法での鉛

除去については不明である。

4．塩ビ中の鉛量測定
　塩ビ中の鉛量測定についてRoHS指令では現在IECにて

標準化検討が進められており、本年12月末までに決定す

るとされている。本手法の見通しとしては予備的なスク
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リーニングに蛍光X線を使用し、結果が明白な場合はこれ

で合否判定とし、そうでない場合はICP発光分析や原子吸

光などによる精密測定で判定を行うと予測されている。

　なお、多くのセットメーカーでは蛍光X線を正規データ

としては認めていないものの、精密測定と蛍光X線のデー

タ相関を取り、測定誤差の大きい蛍光X線のマージンを閾

値から差し引いた形で運用している場合が多い。

　今回の鉛除去検討では、当センターが保有する原子吸

光測定装置を使用して鉛量を測定した。

5．鉛除去技術
　鉛除去技術は、基本的に（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。（a）は前述のように水

酸化ナトリウムを使用する場合は問題がある上、コスト

高となる。

　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最良値200ppmまで低減することが

できた。H16ではマルチクライアント研究を継続し、さら

に処理条件の改良検討を行った。

図1　溶解試験装置

5.1　溶解方法の検討

　溶解試験装置を図1に示す。本溶解試験装置を用いて、

再生塩ビの品質に支障の出ない溶解条件を見いだすこと

ができた。

5.2　遠心分離試験

　小型遠心分離装置を使用し、連続運転可能な加速度で

各種条件にて分離試験を行った。図2に遠心分離を行った

塩ビを示す。白く見えている部分が塩ビおよび炭酸カル

シウムが沈降している。この部分には4～10％の鉛が濃縮

沈降していることが判明した。

　また、塩ビ（図2で黒く見えている部分）では15000ppm

の鉛を含有していたものが実現可能なコスト条件で

1000ppm以下となることが判明した。また、コスト制約

を考えなければ最良値90ppmを達成することが確認でき

た。

図2　沈降の様子

5.3　まとめ

（1）遠心分離法を用いて15000ppmの鉛を含有する塩ビ中

の鉛を実用的なコスト範囲で1000ppmまで低減する条

件を見いだした。

（2）コストの制約を考えなければ最良値は90ppmまで低減

することができた。

（3）今後、処理条件を検討し、最適な処理条件を見いだす

予定である。

（4）遠心分離以外の何らかの手法について検討を行う予定

である。

（後藤主席研究員）
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マルチクライアント研究「廃電線被覆材の分別技術研究」

1．はじめに
循環型社会を迎えて電線・ケーブルのリサイクルを考え

ると、被覆材のリサイクルが課題であり、その中でも被

覆材混合物の分別が重要である。電線では環境型電線と

してEM電線が市場に増加しており、そこに使用している

耐燃性PEが将来的には回収されてくることが予測され

る。この耐燃PEの比重はPVCの比重と近似または同一な

ものであり、廃電線として回収されてくると混合物とし

た場合、分別が難しく、廃棄物増加が懸念される。

そこで、新分別技術の実用化研究に取り組み、リサイク

ル率向上を図る。

2．リサイクル関係の現状分析
2.1　電線被覆材のリサイクル状況

電線・ケーブルの導体はほぼ100％が電線導体と伸銅品に

リサイクルされており、電線被覆材のリサイクルが課題

であり、被覆材の回収割合は図1に示される。（平成13年

度のデータ）混合物は全体の50％強を占めていることが判

る。

図1電線・ケーブル被覆材回収割合

図2に各被覆材の再利用状況を示す。（平成13年度データ）

混合材料として回収される場合は約87％が産業廃棄物と

して埋立て処分されていることが判る。

図2電線・ケーブル被覆材再生利用状況

2.2　電線・ケーブルの被覆材の需給状況

一方、電線・ケーブルにおける被覆材の需給状況は下記

の通りである。

１）塩化ビニル樹脂と低密度PEの需給状況

塩化ビニル樹脂の需給状況を図3に、低密度PEの需給状況

を図4に示す。

図3塩化ビニル樹脂の需要状況

図4低密度ポリエチレンの需要状況

２）EM（Eco　Material）電線の出荷状況

EM電線の出荷状況を図5に示す。

図5EM電線の出荷状況（日本電線工業会データ）

３）電線被覆材使用材料の比重

電線・ケーブル被覆材料の比重を図6に示す。
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図６電線・ケーブル被覆材の比重

EM電線に使用している耐燃PEの比重はPVCの比重と近

似または同一のものが使われている。

3．電線・ケーブルリサイクルの分別の
課題と目標

現状分析から考えると、電線・ケーブル被覆材として今

後EM電線に使用されている耐燃PEの回収増加が予測さ

れる。従い、PVCと耐燃PEの比重差が大きいものは従来

の湿式比重分別方式で分別できるが、比重が近似品の場

合、同一比重の場合は液体サイクロン方式と静電分離装

置の組合せによる分別方式が推奨されているところであ

る。ここで設備コストと運転コストが低減することが必

要であり、ジグ方式の電線被覆材への適用が新分別方式

として考えられた。従い、ジグ分別方式の研究に取り組

むことにし、比重同一品には浮選方式の検討を開始する

ことにした。今年度はジグ分別を中心に実験を行い、浮

選方式の研究は今後の重要課題とした。

4．新分別方式について
ジグ分別方式については　北海道大学　資源工学　恒川

昌美教授のご指導を受けて電線・ケーブル被覆材への適

用化の検討を実施した。

4.1　ジグの原理　

ジグ分別方式の原理を下記に示す。液体中で空気圧で脈

動を与えて、高比重品を下部層に、低比重品を上部層に

分けるものである。

図７ジグ分別装置の原理

図８ジグの調整

4.2　分別実験の結果

本年度は本方式の適用の可能性と更なる改善方式につい

て研究した。

ジグ方式の実験結果

ＰＥ（比重1.327）とＰＶＣ（比重1.409）をジグ分別の実験し

たデータは下記の通り。

波高は低く、サイクル数を少くすることが電線・ケーブ

ル被覆材の分別には適していることが判った。

図９ジグ分別による最適条件実験結果

5．被覆材料への設計製造からの配慮に
対する提言

電線・ケーブルの環境対応とライフサイクルコストを考

えた場合に分別の視点から下記の点が上げられる。

①PVC材料の非鉛品の表示

②被覆材の材質表示

③耐燃PEの比重とPVCの比重の差を大きくする。

6．今後の研究
平成16年度の研究に継続して平成17年度もマルチクライ

アント研究を進めることを考え、新分別方式の研究とし

てジグ分別の分別率を材質比重、形状、汚損度を考慮し

て研究していく。また比重が同一品に対しては静電分離

装置に加えて浮選方式の採用化について研究していくこ

とを考えている。併せて現存しているプラスチック分別

システム、今後事業化されるＰＶＣリサイクルプラント

の活用についても適用化を考え、電線・ケーブルの被覆

線材料のリサイクル率向上の 調査・研究を進めていく。

（江連主管研究員）
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廃光ファイバケーブルの再利用技術に関する調査（3）

1．はじめに
　光ファイバ国内出荷量は2000年の17.3百万kmcをピーク
に2004年7.8百万kmcとピーク時と比較して半分以下と
なっているが、長期的に見ればメタル線からの置き換え
整備のために増加傾向に向かう。従って廃棄される光
ファイバは従来の見通しのように急激な増大はないもの
の、長期的には増加傾向に向かうといえる。
　JECTEC NEWS 42号では廃光ファイバケーブルから石
英ガラスコアを溶解させる手法について概論した。本検
討による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であった。本稿では、再生し
た石英ガラスコアの半導体以外の用途および課題につい
て述べる。

2．光ファイバ再利用の現状
　光ファイバの再利用について表1に示す。現在実施され
ているのは次の例に示すように著しい低次再利用のみで
ある。
（1）セメント焼成燃料
　電線リサイクル業者で粉砕し、セメント会社に焼成燃
料として逆有償にて引き取って貰う。通常の電線（非ハロ
ゲン）は燃料として有価で売却できるが、光ファイバは石
英や鉄が入っているため、一般の燃料として扱えない。
（2）管路BOX

　埋設ケーブルの管路BOX（保護管）成型材料として使
用。（NTT西日本にて実施中）

3．光ファイバ再利用の研究事例
（1）太陽電池への再利用
　東京大学・高橋元教授による研究。光ファイバのコア
を取り出し脱酸素のうえ太陽電池への適用を検討。東大
内では被覆除去技術は超臨界で被覆除去ができるとし開
発済みとの認識となっているが、現実には異物の侵入を
防ぎつつ被覆除去することが難しい。
（2）FRP補強材への適用（1998～2000年：文献）
　東京大学環境海洋工学科による研究。継続した研究は
ない。FRPへの添加効果は認められ、実用化の課題は2次
被覆の除去方法と報告書に記載されている。
（3）超臨界による光ファイバ被覆分解（1998）
　NTT：超臨界による被覆分解の研究。現状、継続した

研究は見あたらない。
（4）プラズマを利用した不純物除去

　東海大学・河村元教授、利根川教授による研究。被覆
をガラス転移点以下に冷却し曲げ力をかけることで除去。
Ge等不純物はプラズマ加熱で分離する（特許3517741）。現
在、本研究は休止中。

4．光ファイバ再利用を阻むもの
　このように光ファイバ再利用技術の検討は低調である。
この原因は次の5項目が挙げられる。
（1）光ファイバケーブル解体が難しい
（2）石英ガラスを不純物レベル0.1ppb以下の超高純度で取
り出すことができれば10万円/㎏の価格となるが、超
高純度品以外では1000円～100円/㎏となり、途中の価
格がない。

（3）超高純度で取り出すためには試験装置だけで数億円の
投資が必要となり、研究開発のハードルが高い

（4）超高純度品の不純物要求水準が年々厳しくなっており
開発ターゲットを設定しづらい

（5）超高純度石英ユーザーがノウハウ漏洩防止のため具体
的な要求品質を公開していない。

5．光ファイバ再利用への取り組み
　以上の問題点に対し、特に光ファイバケーブルの解体
が難しい問題についてはNTTおよび電線各社で易解体構
造の検討に取り組んでおり、特許に反映されつつある。
例えば引き裂き紐を設置して簡単にバラバラにできる、
スロット材への着色を止めて材料リサイクルを容易にす
る等。
　現在でも石英ガラス部分について公開されたリサイク
ル検討は実施されていない。

6．今後の展開
　当センターが経産省委託により検討したレポートはイ
ンターネット上で公開されている。具体的な内容につい
ては公開できないが、この情報をもとにした問い合わせ
が寄せられている。今後はこのような問い合わせに対し
て個別対応して行く予定である。

（後藤主席研究員）

表１　廃光ファイバのリサイクル現状

方　法 テクノロジ保有 実施例 長所・短所

埋立 各処理業者 各処理業者 技術不要、ファイバ粉塵飛散

セメント焼成 セメント会社 NTT西、一部の大手電線メーカー 逆有償にて引き取って貰う

セメント補強剤 NTT NTT（試験のみ） コスト的に引き合わない

樹脂補強剤 アルテック※ 飛灰と樹脂を混合して成形材料 石英ガラスコアが表面に飛び出す

ほか NTT東西（ケーブル防護管）

※ジャパンパスコンから技術もしくは営業権を得た。このほか秋田エコプラッシュ（U字溝）で採用。
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安全性グループ試験装置紹介（その4）（大型耐火炉）

1．はじめに
　今回は大型耐火炉の紹介です。大型耐火炉はJECTECに

て認定試験を実施しております消防庁告示第10号の耐火

電線評価が主目的の試験装置であり、既に紹介しました

小型耐火炉では試験できない大サイズのケーブルや耐火

バスダクト等に使用されます。

写真1　装置全景

2．装置概要
　大型耐火炉は導体サイズ1000mm2超（単心）または

325mm2超（多心）の耐火電線、その他耐火バスダクト等の

性能を評価するために考案された試験炉です。

図1　装置構成

図1　装置概略図

　図1に示します通り、バーナは炉内左右4つずつ有し、

熱電対は制御用として炉内中央の左右に各1本ずつ、その

他に温度測定用として炉内奥と手前の左右に各2本ずつの

合計6本が設置されております。炉内温度は最高1200度の

昇温能力があります。試験体設置は台車挿入式の為、大

型の試験体の挿入・取出しもスムーズに行えます。

　温度制御方法は制御用熱電対の信号をあらかじめ入力

したプログラムにフィードバックして、バーナへのガス

流量及び炉内圧力（空気流入・排気）の調節をすることに

よって行なわれます。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。小型耐火炉で

は制御しにくい急激な温度上昇及び、温度を一定に降下

させるようなパターンの制御も対応可能です。

　以上のような特徴から、耐火電線の加熱曲線であるJIS

A 1304（30分で840度昇温）以外に、最近ではJIS A 1301の

2級加熱曲線（9分で840度昇温－1分保持－20分で150度ま

で下降）や、ドイツ規格のRABT曲線（5分で1200度昇温（注

1）－25分保持－110分で常温まで下降）等に対応した試験

の依頼も頂いております。表1に大型耐火炉の主な仕様を

示します。

注1：実際は8～9分程度かかります。試験体の材質・容積

によってはそれ以上かかる場合もあります。

表1　大型耐火炉の主な仕様

3．おわりに
　大型耐火炉は、耐火電線試験や耐火バスダクト試験が

主目的の設備でありますが、以上の様に様々な温度制御

が可能です。今後、特殊な燃焼試験がございましたら是非

ご活用下さいます様よろしくお願い致します。

（大山主査研究員）

項　　　目 仕　　様

装置寸法
縦 2,100mm

（内寸）
横 1,500mm

高さ 1,300mm

ケーブル引出口寸法 300mm×300mm

バ　　　ー　　　ナ 左右各4箇所（計8箇所）

空　気　流　入　口 左右上部5箇所（計10箇所）

排　　　気　　　口 炉内床面中央1箇所

熱電対
制御用 左右各1本（計2本）

測定用 左右各2本（計4本）

試験体温度測定点数 最大20点

試 験 体 挿 入 方 法 台車挿入式

炉　内　確　認　窓 2箇所（台車側）
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IEC TC89 シエナ国際会議への参加

1．シエナへ
　ゴールデンウィーク前ということか、ミラノ行き
JAL417便の機内は空席が多い。機内に乗り込んだ私は私
の座席の隣に誰も来ないことを祈りつつ、今回IEC TC89
のWG会議の開催されるイタリアシエナのガイドブックを
開いた。
　シエナはイタリア中部のトスカーナ州、三つの丘の上
に広がる人口約7万人の中規模の都市。歴史は大変古く、
ローマ建国の祖として名高いロムルス/レムス兄弟のレム
スの子孫らによって作られたと伝えられている。シエナ
旧市街は、シエナ歴史地区と呼ばれ、世界遺産として登
録されている。
　シエナにはローマまたはボローニャから列車で約2時
間、ミラノからは約3時間である。今回私は、ミラノ経由
でボローニャまで航空機を利用し、ボローニャから、列
車でシエナに入るコースを選択した。後に、ローマから
入った他の日本人メンバーから、新ローマ法王が選出さ
れたばかりのこの時期ローマは非常に混乱していたよう
で、この選択が非常に良いものであったと聞かされた。
　イタリアの列車はインターネットでの予約が可能
（http://www.trenitalia.it/en/）で、往路の列車のチケット
は自宅にて予約をしておいた。一部の列車では、チケッ
ト予約時に送られてくるe-mailを車掌に見せると、チケッ
トを発行してもらえるが、通常は駅構内にある自動発券
機に予約番号と名前を入力することによってチケットの
発券を受けることができる。非常に便利である。これな
ら簡単な英語さえ理解できれば、イタリア国内何処にで
もストレスフリーで出かけられる。
　離陸した417便は程なくして、水平飛行に移り、飲み物
と機内食が提供された。食事を済ませた私はシエナまで
の交通手段、列車の予約確認e-mail等を一通り確認し、魅
力的な機内ビデオプログラムに後ろ髪を引かれつつも眠
りにつくこととした。幸い私の座席列の残り2席に他の乗
客は来なかった。

2．WG会議
　今回の会議はシエナ歴史地区から徒歩20分程のホテル
の会議室にて開催された。イタリアの良好な気候に恵ま
れた非常に開放的な雰囲気の中の…。
　TC89はIECの中で他の製品委員会が担当製品の耐火災
危険性評価に利用できる規格、技術仕様書等の開発を担
当する専門委員会であるが、WG会議ではこういった関連
の製品専門委員会（リエゾンと呼ばれております。）から
出席しているメンバーも何人か存在する。そして、TC89
のWG会議ではこのような関連専門委員会から担当分野の
火災危険性評価に関する情報が提供される場合がある。
電線・ケーブルを担当する専門委員会であるTC20もこの
リエゾンの一つであるが、今回このTC20からケーブル燃

焼時発生ガスの毒性評価試験に関する実験報告があった
ので簡単に紹介したいと思う。
　これはIEC60332-3のチャンバーを使用した、大規模
ケーブル燃焼試験における燃焼生成ガスの毒性評価実験
で、測定方法は、IEC60332-3同様の試験を実施し、排気
ダクト内を流れる燃焼生成ガスをISO/DIS19702に基づい
てFTIRによって分析、定量するというものである。測定
対象はCO, CO2, ハロゲン系ガス等である。実験の目的
は、現在IECで欠落しているケーブルの燃焼生成ガスの毒
性評価試験の検討と、現存する実験室レベルの試験方法
との比較である。
　結果としては、現存する試験と良い相関が得られた模
様である。試験装置はEU規格として規格化する予定との
ことであった。
　このように欧州ではケーブル燃焼時発生ガスの毒性に
関しても規制しようという動きがあるようである。

3．シエナ
　3日間の会期中、半日間の観光の機会に恵まれ、シエナ
歴史地区を散策することができた。どこまでも青く透き
通った空に突き出したマンジャの塔、ゴシック様式の華
麗なドゥオーモ、イタリア一美しいとされるカンポ広場
など数々の歴史的建造物に包まれたシエナの空気は、荘
厳でありまた穏やかで、歴史の街シエナを強く印象付け
るものであった。

4．帰路
　会議を終え、シエナ駅で他のメンバーと別れ、一人ボ
ローニャに向かう。復路の列車チケットは、当日シエナ
駅構内の有人の発券所で購入した。が…、なんとこれが
バスのチケットだったらしく、列車内で検札に来た車掌
に列車のチケット代金に加えペナルティとして5ユーロを
課せられた。
インターネットの恩恵には計り知れないものがある…。

カンポ広場で寛ぐ人々

（深谷主席研究員）
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連載コラム－Massy Yamadaの電気教室（その8）

　第8回目の電気教室です。初回に述べましたがMassy

Yamadaとは、先生がヒューストンに住んでいたときに、

名刺に記載していた名前です。

　さて、今回は電線に関する法規についてお話します。

電線に関する法令としては、

①電気事業法の下位に位置する電気設備技術基準（いわ

ゆる電技）

②電気安全法（従来の電取法）とその下位に位置する電

気用品安全法施行令・施行規則及び電気用品の技術

基準とその取扱細則

等があります。

　①は、国内の電力供給を安全かつ円滑に行うための法

令（経済産業省令）であり、カバーする範囲は発変電所の

電気設備から送電線・配電線～工場・ビル・家庭の配線

まで多岐にわたっています。

　②は、一般家庭で使用する汎用の電気製品の安全を確

保するための法律及び規則であり、低圧電線の多くが規

制対象になっています。

　今回は、②について、その概要をご紹介します。なお

JECTECは②で規制対象となっている「特定電気用品」の認

証を業務の一つとしております。

（1）電気用品安全法

　電気用品安全法は全47条からなる簡素な法律です。読

者が認証事業を予定しておらず、罰則の対象となるよう

なことも考えられないということであれば、前半の1～12

条まで及び27～28条のみ勉強しておけばよいでしょう。

わずか4頁です。（13～26条は削除されています。）

　図1にこの法律の体系を示しますが、以下1～12条及び

27～28条を要約して記載します。

　市場の変化を考慮して電気用品は、法律ではなく、政

令で定められるとしています。

　令別表第1で特定電気用品を定めていますが、電線は以

下のとおりとなっています。

　また、令別表第2で特定電気用品以外の電気用品を定め

ていますが、電線は以下のとおりとなっています。

（注）溶接用ケーブルは溶接機に移行した。

図1　電気用品安全法の体系

【目的】　1条　
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気
用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する
ことにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
を目的とする。

【定義】　2条　
1項 この法律において「電気用品」とは、一般用電気工作物の部

分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材
料であって政令で定めるもの。（＋政令指定の携帯発電機）

2項 「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況
からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用
品であって、政令で定めるものをいう。

一 100V以上600V以下、100mm2以下のゴム絶縁電線及び合成
樹脂絶縁電線

ニ 100V以上600V以下、22mm2以下、線心が7本以下及び外装
がゴム又は合成樹脂のケーブル

三 コード
四 100V以上600V以下、100mm2以下及び線心が7本以下のキャ

ブタイヤケーブル

【事業の届出】　3条　
　電気用品の製造又は輸入の事業を行うものは、経済産業省令で
定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次
の事項（型式の区分他：省略）を経済産業大臣に届け出なければな
らない。

一 蛍光灯電線及びネオン電線
二 100V以上600V以下、22mm2を越え100mm2以下、線心が7
本以下及び外装がゴム又は合成樹脂のケーブル
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　電気用品の区分は、施規2条別表第1で規定しています

が、電線は、ゴム系と合成樹脂系の絶縁電線類の2つに区

分されています。また電気用品の型式の区分ですが、電

線については、施規4条別表第2で規定されています。

　3～6条は、事務手続き関連ですが、8～12条が本法律の

中味と言えます。

　8条は、電気用品を技術基準に適合させる義務を、9条

【型式の区分】　施規4条　
1項 型式の区分は、施規別表第2の品名欄に掲げるそれぞれの

電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素に
よる区分として掲げるとおりとする。この場合において、
要素が2以上ある電気用品については、それぞれの要素に
よる区分として掲げる区分の一をすべての要素について組
み合わせたものごとに一の型式の区分とする。

2項 型式の区分の欄において一の要素について要素による区分
として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項
の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を
適用した場合において同項の規定により型式の区分とされ
るものをすべての区分について組み合わせたものごとに一
の型式の区分とする。

【承継】　4条
　事業の譲渡、相続、合併or分割があったときの法的効果、およ
び承継の届出の義務を規定している。

【変更の届出】　5条　
　届出事業者は、3条各号の事項に変更があったときは、遅滞な
く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経
済産業省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

【廃止の届出】　6条
　届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞な
く、その旨を経済産業大臣に届けなければならない。

は、特定電気用品については、登録検査機関による「適合

性検査」を受け、証明書を得なければならないことを規定

しています。

　28条は【販売の制限】でありPSEマークのない電線は販売

できないこと、29条は【使用の制限】であり、電気工事士

等はPSEマークのない電気用品を使用してはならないこ

と、を規定しています。

　ここで、電線の詳細な構造・仕様及び試験項目・方

法・基準を定めているのは「技術基準とその細則」です。

（2）電気用品の技術基準

　省令の最初に、下記の記載があります。

　2項は、いわゆる「省令2項」と呼ばれるもので、国際約

束を省令に取り込んだものです。

　電線及び電気温床線は前記の「次の表」の別表第一とし

て規定されています。

【基準適合義務等】　8条　
1項 届出事業者は、「届出に係る型式」の電気用品を製造し、又

は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上
の基準（以下「技術基準」という）に適合するようにしなけれ
ばならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入す

る場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき
二 試験的に製造し、又は輸入するとき

2項 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その
製造又は輸入に係る前項の電気用品について検査を行い、
その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

【特定電気用品の適合性検査】　9条　
特定電気用品である場合には、当該電気用品を販売する時まで
に、次の各号のいずれかに掲げるものについて、登録検査機関に
よる「適合性検査」を受け、かつ、証明書の交付を受け、これを保
存しなければならない。ただし、（以下省略）
一 当該特定電気用品
二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出
事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産
業省令で定めるもの

2項 登録検査機関は、前項各号に掲げるものについて検査を行
い、これらが技術基準又は検査設備その他に関する基準に
適合しているときは、その旨を記載した証明書を当該届出
事業者に交付することができる。

【表示】　10条　
1項 技術基準に適合することの検査を実施し、その検査記録を

保管し、かつ、特定電気用品の場合にあっては、登録検査
機関による「適合性検査」を実施し、その証明書を保管した
場合は、当該電気用品に所定の表示を付すことができる。
→施規別表第6及び第7によれば特定電気用品は＜PS＞E
マークを、特定電気用品以外の電気用品では（PS）Eマーク
を付すことができる。

2項 前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、
電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【改善命令】　11条　
経済産業大臣は、届出事業者が基準適合義務に違反していると認
める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検
査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。

【表示の禁止】　12条　
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対
し、1年以内の期間を定めて電気用品にPSEマークを表示するこ
とを禁止することができる。
一 技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発

生を防止するため特に必要があると認めるとき
二 「検査せず、記録保存せず、適合性検査受けず、証明書な

し、証明書保存せず」のとき
三 改善命令に違反したとき

1 電気用品安全法8条1項の「技術基準」は、次の表の左欄に掲げ
る電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる表に定
めるとおりとする。この場合において、電気用品安全法施行
規則別表第2の品名の項に掲げる2以上の電気用品の機能を兼
ねる電気用品にあっては、それぞれの品名に係る技術上の基
準を適用する。

2 経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上
支障がないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、経済
産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。
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（1）別表第一の構成

　電気温床線は省略するものとして、電線は、以下の通

り区分されて記載されています。

（1）共通の事項

（2）絶縁電線

（3）蛍光灯電線

（4）ネオン電線

（5）ケーブル

（6）コード

（7）キャブタイヤケーブル

（8）平形導体合成樹脂絶縁電線

　（9）表示

このうち、（3）、（4）は、特定電気用品以外の電気用品で

す。そして、附表として、導体の規格及び共通的な各種

試験方法及び表示方式が規定されています。

附表の項目

（2）共通事項の内容

　下記に示す共通的な事項を、細則で更に説明する形で

規定しています。

イ　形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度

に耐えること

ロ　導体の表面は、なめらかで、かつ、傷、さび等がな

いこと。

ハ　線心が2本以上のものにあっては、色分けその他の方

法により線心が識別できること。

ニ　導体補強線又は補強索を有するものにあっては、導

体補強線又は補強索は、絶縁体及び外装に損傷を与

えるおそれのないこと。この場合において（以下略）。

ホ　セパレーターを有するものにあっては、セパレー

ターは次に適合すること。（略）

ヘ　遮へいを有するものにあっては、その遮へいはテー

附表第一～附表第九まで：各種導体のサイズ、導体抵抗、引張強
度等

附表第十　　　絶縁耐力試験
附表第十の二　B種コード及びB種金糸コードの絶縁耐力試験
附表第十一　　絶縁抵抗試験
附表第十二　　耐食性試験
附表第十三　　半硬アルミ線の試験
附表第十四　　引張強さ及び伸びの試験
附表第十五　　巻付け加熱試験
附表第十六　　低温巻付け試験
附表第十七　　耐寒性試験　　　附表第二十三　衝撃試験
附表第十八　　加熱変形試験　　附表第二十四　耐震試験
附表第十九　　加熱収縮試験　　附表第二十五　引裂試験
附表第二十　　耐油性試験　　　附表第二十六　移動曲げ試験
附表第二十一　耐燃性試験　　　附表第二十七　電気用品の
附表第二十二　防湿性試験　　　　　　　　　　表示の方式

プ状、被覆状、編組状又は線状のものであって、導

体、絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないも

のであること。

ト　介在物を有するものにあっては、介在物は、紙、天

然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴ

ム混合物、合成ゴムまたは合成樹脂であること。

チ　防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあっては、防

湿剤、防腐剤および塗料は、次に適合すること。（略）

　アンダーライン部は細則で補足説明がある部分です。

例えばハの項で「色分けその他の方法により線心が識別」

とありますが、その細則で以下のように説明されています。

細則　「色分けその他の方法」には、次のような方法によ

り、容易に消えない方法で線心に施されているこ

とを含む。

（1）色分けによる方法　イ 絶縁体の色又は絶縁体の表

面に施す着色

ロ 絶縁体に巻くテープによる

色分け又は絶縁体上に施す

編組に挿入した色糸

ハ 導体上に挿入した色糸又は

色テープ

（2）その他の方法　　　イ 下左図のように、線心の一

部に突起を設ける等、形状

による方法

ロ 表面表示による方法：数字、

記号、マーク等の表示によ

る方法

ハ 下右2図のように、線心の一

部を色分け等で識別したト

レーサー方式による方法

（3）個別項の内容

　絶縁電線、ケーブル、コード、キャブタイヤケーブル

の項に記載されている事項は、概ね共通しており、ケー

ブルの場合で見れば、具体的内容は省略しますが、下記

の構成となっています。

イ　材料及び構造

（イ）導体は、次（略）に適合すること。

（ロ）絶縁体は、次（略）に適合すること。

（ハ）外装は、次（略）に適合すること。
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（ニ）金属製の補強層を設けるケーブルにあっては、

次（略）に適合すること。

（ホ）多心ケーブルにあっては、次（略）に適合すること。

（ヘ）コンクリート直埋用ケーブルにあっては、次

（略）に適合すること。

ロ　絶縁耐力 附表第十の試験に適合すること。

ハ　絶縁抵抗 附表第十一の試験をロの試験の直後に

行ったとき、これに適合すること。

二　耐食性 めっきを施した銅線または鋼線にあって

は、附表十二の試験に適合すること。

ホ　巻付け強度及び曲げ強度

半硬アルミ線にあっては、附表十三の試

験に適合すること。

ヘ　絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質

（イ）引張強度及び伸び

附表十四の試験に適合すること。

（ロ）巻付け加熱

絶縁体または外装にPVCを使用するものにあっ

ては、附表十五の試験に適合すること。

（ハ）低温巻付け

絶縁体にPVCを使用するものにあっては、附表

十六の試験に適合すること。

（ニ）耐寒性

外装にPVCまたはPEを使用するものにあって

は、附表十七の試験に適合すること。

（ホ）加熱変形

絶縁体または外装にPVCまたはPEを使用するも

のにあっては、附表十八の試験に適合すること。

（ヘ）加熱収縮

絶縁体にPVCを使用する単心のビニル外装ケー

ブルにあっては、附表十九の試験に適合すること。

（ト）耐油性

a 外装にクロロプレン又はハイパーロンを使用

するものにあっては、附表二十2の試験に適合

すること。

b 絶縁体または外装にPVCを使用するものに

あっては、附表二十3の試験に適合すること。

（チ）耐燃性

a 外装にクロロプレン又はハイパーロンを使用

するものにあっては、附表二十一1の試験に適

合すること。

b 外装にPVC又は耐燃性PEを使用するものに

あっては、附表二十一2の試験に適合すること。

（リ）耐引裂性

絶縁体及び外装に、機械的に強化したけい素ゴ

ムを使用するものにあっては、附表二十五の試

験に適合すること。

（4）附表の内容

全27項目の附表があり、9項目は導体の規格、残りは各試

験項目の試験方法、試験対象、試験条件、合格基準等及

び表示方式を示しています。例えば附表第二十一では、

以下のとおりとなっています。　

附表第二十一　耐燃性試験

1　クロロプレンゴム混合物およびクロロスルホン化ポリ

エチレンゴム混合物（ハイパーロン）の耐燃性試験

完成品から約300mmの試料を採り、コードにあっては

これを水平面に対して約60°に傾斜させ、その他のも

のにあってはこれを水平に保ち、コードにあってはそ

の下端を、その他のものにあってはその中央部を酸化

炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃

焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に消えること。

2　ビニル混合物及び耐燃性ポリエチレン混合物の耐燃性試験

完成品から長さ約300mmの試料を採り、ネオン電線に

あってはこれを水平に保ち、その他のものにあっては

これを水平面に対して60°に傾斜させ、ネオン電線に

あってはその中央部を、その他のものにあってはその

下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの

還元炎で燃焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に

消えること。

細則 1　「その下端を…燃焼させ」とは、次の図による。

2　「自然に消える」とは、60秒以内で消えることをいう。

3　試験条件は、次による。

（1）電線の断面が円形でないものにあっては、そ

の長径面を接炎するものとする。

（2）燃料は、約37MJ/m3の工業用メタンガス又は

これと同等以上の発熱量を有するものを使用

するものとする。

　電気用品安全法関連法令につき、概要をご紹介しまし

た。これがキッカケで法令を読むようになっていただけ

れば幸いです。 （山田主管研究員）
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新JISマーク表示制度について

1．まえがき
　「グローバル化する経済・社会情勢への対応」、「多様化

する社会的ニーズへの対応」、さらには、「官民の役割分

担及び規制改革」の観点から、国の関与を最小限にすると

いった新たな課題に対応するため、平成16年6月に工業標

準化法が改正され、平成17年10月1日からJISマーク表示制

度が施行されることになりました。JISマーク表示制度

は、昭和24年の工業標準化法制定以来、50年以上の歴史

をもち、我が国の鉱工業製品の品質向上に大きく寄与し

てきました。今回の改正は、制度の基本的仕組みを大幅

に変更する改正となっています。

　

2．新JISマーク表示制度の特徴
（1）JISマーク表示商品は、従来、国が指定商品（電線関係

は13品目）として指定していましたが、新制度では認

証可能な全ての製品JISから、製造業者が自主的に選

択できます。

（2）認証は、国又は国が指定した認定機関が実施していま

したが、国際的な基準（ISO/IECガイド65製品認証機

関に対する一般要求事項）に基づいて国の登録を受け

た民間の第三者認証機関（以下、登録認証機関とい

う。）が、実施することになります。

登録認証機関により認証された製造業者等（認証取得

者）は、製品等に新JISマークを表示することができま

す。

（3）制度の信頼性確保のため、国は登録認証機関に対し、

4年毎に登録の更新手続きに加え、立入り検査等の措

置、必要に応じて適合命令・改善命令等を行います。

〈現行JISマーク制度〉　 〈新JISマーク制度〉

製造事業者（認証取得者）に対しては、国は必要に応じ

て、立入り検査等の措置、表示の除去抹消、販売停止

命令等を行います。但し、認証の取消は、認証を行っ

た登録認証機関が行います。

（4）新JISマーク制度に円滑に移行するために、平成17年10

月1日から3年間の経過措置が設けられています。

3．認証手順
3.1　認証のフロー図

3.2　申請者

　申請者は、製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者、

海外における製造業者、加工業者若しくは輸出業者とな

ります。なお、申請者はどの登録認証機関で認証を取得

するかは、自由に選択することができます。

3.3　認証の区分

　認証の対象となる認証の区分は、JIS規格ごとを原則と

します。なお、申請者は登録認証機関と調整して、次の

いずれか又はJIS規格と次のいずれかの組合せとすること

ができます。

・申請者により識別された製品毎

・特性の共通した製品群で、複数のJIS規格の要求事項に

対し同時に定義できる製品毎

・JIS規格に定める種類、等級等毎

3.4　申請書

　申請者は、次の資料を登録認証機関に提出する必要が

あります。

主　務　大　臣 

製造事業者等 

指定認定機関  

国が独自の 
基準で審査 

認定 
（工場毎の品質 
  管理体制） 

指定 

認定 

主　務　大　臣 

製造事業者等 

登録認証機関  

登録 

認証 
製品試験 
　  ＋ 
品質管理体制 

� 
��
��� 

認　証　契　約 

お　申　込　み 

認　証 
（認証書の交付） 

適合性の評価・決定 
（評価委員会） 

初回工場審査 
（品質管理体制の 
基準による審査） 

初回製品試験 
（サンプル抜き取り） 
（JIS規格による試験） 
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（1）申請書

（2）製品等の製造工場の初回工場審査に係る品質管理状況

説明書

（3）登録認証機関が定める要求事項に適合している書類

3.5　初回適合性評価

　登録認証機関は、初回適合性評価として「製造工場の初

回工場審査」と「製品等の初回製品試験」を実施します。

　「初回工場審査」は、申請者が提出した品質管理状況説

明書について、国が定める「認証指針」及び登録認証機関

が定める「認証手順」に基づき、認証対象の製品に係る品

質管理体制を評価します。なお、「認証指針」はJIS規格と

して発行される予定です。

　「初回製品試験」は、登録認証機関が試験用のサンプル

を抜き取り、登録認証機関の設備を用いて、JIS規格（フル

スペック規格）に基づき試験を行います。

3.6　適合性の評価・決定

　登録認証機関は、初回工場審査の結果及び初回製品試

験の結果が、該当するJIS規格、認証指針、認証機関が定

める認証手順の要求事項の全てに適合するかどうかを評

価し、適合性を決定します。

　登録認証機関は適合性を決定した場合、申請者に通知

すると共に、「認証契約」の締結に合意することを条件に

「認証書」発行します。

3.7　認証契約

　認証取得者は、登録認証機関と認証契約を締結するこ

とにより、製品等に下図に示す認証マークを表示するこ

とができるようになります。

　認証マークの近傍には、どの登録認証機関から認証を

受けたかを示す「名称又は略号」を表示することが必要で

す。また、付記事項については、国が定める「認証指針」

において共通事項を規定し、登録認証機関との認証契約

で決まります。当然、該当JISに規定された表示は行わな

ければなりません。

3.8　認証維持審査

　認証維持審査は、「認証維持工場審査」及び「認証維持製

品試験」で構成され、その頻度は、登録認証機関から認証

された日から3年以内に1回以上行う必要があります。

　「認証維持工場審査」は、製造工場の品質管理体制が初

回工場審査時に確認した内容のとおり維持・運用されて

おり、かつ、効力を有していることを確認します。

　「認証維持製品試験」は、登録認証機関が認証維持工場

審査時に抜き取ったサンプルについて、初回製品試験に

おける項目のうち、必要とする項目について試験しま

す。

4．情報の開示
　次の情報をホームページ等で開示します。

・登録の区分（認証対象JIS）

・認証の区域（国内・海外）

・認証の料金又は算定基準

・認証の手順

5．現行JIS認定工場の留意点
（1）現行JIS認定工場は、平成17年10月から新JISマーク制

度施行後、現行のJISマークの表示を経過措置期間中

に限り、製品等に表示することができます。

経過措置期間は、平成17年10月1日から平成20年9月30

日の3年間です。経過措置期間後は、現行のJISマーク

を表示することは、工業標準化法違反となります。

（2）現行のJISマークの認定取得申請は、平成17年9月30日

まで行うことができます。経過措置期間中に現行JIS

マークの表示をするためには、従来通り、公示検査等

の受検義務が生じます。

（3）新JISマークの認証を取得しても、現行JIS認定工場の

認定を辞退しなければ、現行JIS認定工場としての遵

守義務が継続します。

6．おわりに
　平成17年10月から新JISマーク制度が施行されます。現

在、JECTECはJISの登録認証機関になれるように準備を

進めており、さらに認証業務の充実を図っていきたいと

考えております。

（河合技師）製品特性

登録認証機関名又は略号
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●平成17年度通常総会報告他

平成17年度通常総会報告

　平成17年度通常総会を平成17年6月10日に浜松市のホテ

ルコンコルド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。

第1号議案　平成16年度事業報告及び決算報告に関する件

第2号議案　平成17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74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。水谷照吉氏（名古屋大学名誉教授）が会長に、大

橋一彦氏（株式会社フジクラ代表取締役社長）と宇佐美淳

氏（タツタ電線株式会社代表取締役社長）の2名が副会長

に、中谷啓吾氏（社団法人電線総合技術センター常勤理

事）が専務理事にそれぞれ就任しました。

第1号議案　平成17・18年度会長、副会長、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：ホテルコンコルド浜松）を開催し、

会員各位他のJECTECのさらなるご理解をいただくと共に

親睦を深めました。今年度は、ご来賓や会員各位に多数

ご参加いただき、非常に盛り上がった1日でした。

（那須総務部長）

ホームページ旧掲示板に書き込まれたQ＆A（2）

　昨年、JECTEC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ったので、旧掲示板に書き込まれ

た電線、ケーブルに関するＱ＆ＡをJECTEC NEWSで紹

介していくことにし、前号から掲載を始めました。

Ｑ：「家の近所の鉄塔でビリビリと音がなるのは」

　家の近くの鉄塔でビリビリと音がなっている気がする

んですけど、気のせいでしょうか？また、本当に音が

なっているとしたら身体に影響が無いのか教えて欲しい

のですが。どなたかお願いします。（電気万：2002/07/

22）

Ａ：「高圧送電線から発生する騒音について」

　高い電圧を送る電線の表面からは、電気が空気中に逃

げ出そうとします。空気は良い絶縁体ですが、電圧が高

くなって電線表面の電位が空気の絶縁耐力を越えると電

気が空中に逃げ出します。これをコロナ放電と言い、コ

ロナ放電によって空間に直接放出される可聴音をコロナ

騒音と言います。空気の絶縁特性は空気中にふくまれる

水分によって変わり、水分が多くなれば絶縁性は落ちて

電気が逃げ出し易くなります。天気が悪くなって雨模様

になりかけた時などに送電線の鉄塔の近くを通るとビリ

ビリというような音に気付きやすいのはこのためです。

（気のせいではありません）

　さて、音が出ているのは不自然ではないとして、それ

が身体に影響がないかという点では、例えば電気学会発

行の「電気工学ハンドブック」第６版（2001年2月20日第1刷

発行）1994ページに記載されている４５編「環境と電気工

学」第２章「電磁環境」を読んで頂くとよいのですが、ここ

では書ききれないので1997ページ2.2「電磁界による生体影

響」の一部のみを以下に抜書きしておきます。

　1970年以降、送配電線、変電所作業員、送電線下居住

者を対象にした電界の影響に関する疫学研究が、アメリ

カ、ソ連、スペイン、カナダ、スウェーデン、イギリス

などで行われ、またヒトを直接電界に曝露する実験研究

がドイツの研究者によって行われた。後者のボランティ

アによる直接曝露実験では20ｋV/mまでの電界中で、心

電図、脳波、血液、反応時間などの生理的パラメータに

対する数時間程度の短期曝露を行い、影響のないことが

明らかになっている。また疫学研究からも、電界の影響

はないとされており、この結果は世界保健機関の環境保

健基準に採用されている。（JECTECホームページ事務局）
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●１年の歩み

7月・＃56セミナー（光ファイバのリサイクル、東京）

・浜松新人研修開催

・JECTEC内に品質管理委員会発足

9月・＃57セミナー（配電技術開発の動向、東京）

・東京全般研修開催

・耐火耐熱電線の登録認定機関として総務大臣より

認定証を授与された。

10月・マレーシア海外研修開催

・九州全般研修開催

・耐火耐熱電線の認定業務を開始

・JABより耐火耐熱電線の試験所認定に関する第2回

サーベイランスを受けた。

・全電線安全衛生担当者研修会JECTECご見学（50名）

11月・大阪全般研修開催

・講演「電力ケーブルの劣化診断と保守」（関西電気管

理技術者協会京都支部主催）、100余名が出席した。

・ULのCAP（Certificated Agency Program）制度に基

づいて、正式な申請代行機関として登録された。

・特定電気用品の国内登録検査機関として、電線の

区分（省令第2項）と配線器具（省令第1項）の区分が

追加登録された。

・電子情報技術産業協会主催の情報通信海外（欧州）

先端技術調査に参加

・IEC/TC89国際会議（アメリカ）への参加

・マルチクライアント研究開始（①廃電線被覆材分

別、②PVC鉛除去、③廃光ファイバーケーブルコ

アリサイクル）

１年の歩み

1月・タイ海外研修開催

・ISO/IEC17025に関するULの審査を受審

・静脈系LCA報告書を産業環境管理協会に提出

2月・正式にUL申請代行業務を開始。

3月・新JIS登録認証機関審査員のためのISO/IEC17025研

修を職員受講

・委託プロジェクトで使用した設備のNEDOからの

買取及び廃却処理終了

4月・JNLA試験所に関する登録審査を受審

・IEC/TC89国際会議（イタリア）への参加

・電線の一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究

を開始

・「架橋ポリエチレン廃材からの改質剤製造に関する

開発研究」の電力会社との共同研究を開始した。

6月・総会に合わせ6月10日に成果報告会を開催（表参照）

外部技術発表一覧（平成16年4月1日から平成17年3月31日）

外部技術発表・特許リスト

タイトル 発表機関、場所等
巻、号、頁

発表者
（公演・資料番号）

電線・ケーブルリサイクルの現状と課題 電気評論 2004年6月号 丸山正浩

電線・ケーブルリサイクル技術開発の現状と課題 電気学会誌　解説 Vol.124、No11、2004 江連孝、後藤和彦

電線の環境技術調査報告書 （社）日本電線工業会 技資第137号 江連孝

電線・環境技術小委員会

今年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日）の特許などの公開はなし。

成果報告テーマ 報告者

概要紹介 会田センター長

塩化ビニルからの鉛除去技術開発 後藤主席研究員

電線・ケーブルのリサイクルと被覆材分別技術動向 江連主管研究員

10 G BASE-Tの動向とエイリアンクロストークについて 森下主査研究員

新JISマーク制度の概要とJECTECの対応 河合技師

電線における有害化学物質規制の現状と対応 大浦主査研究員

IEC/TC89（火災安全性評価）における活動報告 深谷主席研究員

「エコ電線調査研究会」（平成16年度）の活動概要 清水部長
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●談話室　途中下車（去る人　来る人）

去る人　来る人

　この程、後任の那須総務部
長と交替することとなりまし
た。
2年4ヶ月と短い期間でした
が、おかげ様で、予算の立
案と決算整理、職員のご理
解・ご協力を得ながら行っ
た旅費交通費・光熱費等の
経費削減、会計ソフト導入
による会計業務の効率向上、
公債購入による正味財産確

保に向けての基盤構築、草刈や廃棄物削減によるセン
ター美化の推進、法令要求事項の整理・対応、朝礼挨拶
の当番化、出向職員の交替管理、電気用品安全法改正に
対応するための定款変更、理事・資産等の各種登記、総会
や運営委員会の開催、冷水給茶機の導入、ハイツスイート
寮の管理、エアコン・照明他の設備保全等の各種の管理、
改善業務で成果をあげることができました。
　センターの皆様と共にしたテニス合宿、秋季慰安旅行、
浜松城の花見、JECTECで採れたサツマイモを素材とした
バーベキュー大会、ストレッチ体操、豪華景品付の新年
会、職員交替の度に開催された歓送会等は、とても楽し
い思い出です。浜松の凧揚げ・祭り、地域のクラブで毎
週土曜日に練習したバドミントンも大変印象に残る思い
出です。赴任した時に購入したミニ白バイク（距離表示1
万2千キロメートル）には感謝です。
　JECTEC在職中は、経済産業省の皆様、日本電線工業会
の皆様、会員の皆様、役員の皆様、職員の皆様他大変お
世話になりどうもありがとうございました。会員の皆様
とセンターの益々のご発展を祈念しております。

森田　氏

談話室（ひとり旅の楽しみ）

　私は、H17年6月10日付け
で三菱電線工業㈱宇都宮工場
から参りました。こちらでは
総務のお仕事をさせて頂きま
すが、業務の内容として総務
よりむしろ経理の色合いが濃
いようで当惑しております。
　当技術センターは社団法人
であり、電線6社他関連企業
だけでなく、経済産業省や電
線工業会更に多くの大学のご

教授のご指導を受けながら運営する必要があり、着任して
まだ2週間ですが、重責を痛感しております。
　不慣れなことが多々あり皆様にご迷惑かけることもある
と思いますが、宜しくお願い致します。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那須総務部長

　今回談話室は一人旅の楽しさを紹介致します。
　小生は独身時代から旅行をするのが好きで全国津々浦
々よく廻りました。今回もひょいと前日に思い立ち、出
かけることにしました。それは伊豆半島一周温泉巡りの
ドライブの旅です。宿は車の中とあって周到に準備しな
ければならなかったのですが、何しろ前日決めたもので
すから朝になって毛布にキャンプ道具を詰め込み浜松を
出発したのは十時前でした。久しぶりの旅行とあってゆ
っくり道すがらの景色を見ていこうと国道１号線とバイ
パスを乗り継いで伊豆半島をめざしました。その日は年
に何回もないくらいの日本晴れで車窓から見える富士山
はとてもすばらしい景色でした。
　沼津から伊豆半島に入り西海岸づたいに南下しました。
 途中オートキャンプ場では家族や若者がワイワイ賑やか
にバーベキューやボール遊びに興じていました。その端
には釣り糸を垂れている人もいればキャンパスに筆を走

らせている人もあり、とてものどかな光景でした。
　さらに車を進め温泉街をいくつも抜けた頃には夕日が
西に傾きかけていました。そこで海岸近くの公営の露天
風呂を見つけ、ひと風呂浴びその近くでの宿としました。
　空には満天の月が出、波しぶきがかかるすぐそばで
バーベキューにビールを飲みながらのひとときは最高で
した。
　こうしてこの旅で５回もの露天風呂を楽しみました。
皆さんも自分なりの旅行をされてはいかがでしょうか。
　旅はとてもいいものですよ！

（富永研究員）



36

●途中下車（去る人　来る人）

平成17年4月1日付けでタツタ
電線より出向してきました。
電気物理グループに所属し、
先輩諸氏が築かれた技術レベ
ルの継続と向上のために努力
していきたいと考えています。
JECTEC着任早々の印象は、
周辺の自然環境の素晴らしさ
でした。毎日、鶯の生の鳴き
声が聞けるというのは初めて

でしたし、5月のJECTECや道路脇のつつじの開花は圧巻
でした。
当地は音楽関連の環境も良いとのこと、大いに楽しみた
いと思っています。

　始めての単身赴任の生活で
苦労もありましたが、平成17
年4月1日付けでタツタ電線に
帰任することになりました。
JECTECのある都田は自然の
豊かな場所で毎日自然に触れ
合いながら通勤できた事が印
象に残っています。春には梅、
桜、つつじと様々な花で目を
楽しませて頂きました。

JECTECでは電気物理Gに在籍し、電力ケ－ブルの劣化で
ある水トリ－の進展特性調査や電線ケ－ブルの撤去品調
査などを主な業務として従事させて頂きました。
帰任後は、JECTECで経験したことを今後の業務に活かし
て行ききたいと思います。
JECTECの皆様2年3ヶ月ではありましたが、ありがとうご
ざいました。

　この4月より株式会社フジク
ラより赴任となりました大浦
と申します。まずはこちらに
来て、気候の穏やかさと自然
の豊かさに感心致しました。
また、センター内外、業務と
オフを問わず、親切な方々の
助けを頂きながら初夏まで過
ごして参りました。センター
内では材料化学Gr.に籍をお

き、電線関連材料の分析評価を中心に依頼試験評価業務
を行っております。経験不足も有り、現在勉強の毎日で
すが、業界の様々な方々にお会いできるのは、技術に携
わる人間として、非常に有り難い事であると感謝致して
おります。赴任期間内に、是非とも礎として残る技術を
築き上げ、ご指導・ご助力頂いた皆様に恩返しが出来る
よう励みたいと存じます。

　JECTECでは主に環境・リ
サイクル関係の仕事をさせて
いただきました。関係した電
線各社の方や学識経験者の方
など、たくさんの方々のご指
導を得て無事に業務を遂行す
ることができました。誌面を
通じてではありますが深く御
礼申し上げます。
　自社に戻ってもこちらで学

んだ経験を生かしていきたいと思います。今後ともよろ
しくお願いします。自然環境に恵まれた浜松のJECTECの
地で業務に携われたことで、公私ともにたいへん楽しく
私の大きな財産になりました。たいへんありがとうござ
いました。

2005年4月1日付で三菱電線工業
㈱から出向してきました。電線
被覆材のリサイクルを担当しま
す。はじめてのリサイクルテー
マ、はじめての電線材料、はじ
めての浜松での生活とはじめて
尽くしで戸惑うことばかりの毎
日ですが、新しい仕事、新しい
生活を充実させたいと思います。

平成12年4月に安全性グループ
に着任し、半年後にリサイクル
技術の研究に業務を変えて、気
が付けば任期延長含めて丸５年。
今振り返り、改めて『光陰矢の
ごとし』と言った心境です。在
任期間中は、多くの方々に公私
にわたり大変お世話になり、本
当にありがとうございました。
また、今後とも宜しくお願い申
し上げます。

大沢　氏 中川主席研究員

山貝　氏 大浦主査研究員

馬場主席研究員本城　氏
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●途中下車（去る人　来る人）

平成14年4月にJECTECにやっ
て参りました。はじめての単
身赴任生活で、不安で胸が
いっぱいでした。でも浜松は
自然環境がとても良く、住人
も 心 優 し い 人 が 多 く 、
JECTECの仲間も同様で、お
陰様で会社生活は楽しく、
あっという間の3年間でした。
仕事の面では会社に入ってか

らずっと研究一筋で、はじめての客商売（材料化学は試験
のご依頼が主な仕事）で慣れないこともあり、会員の皆様
にご迷惑をおかけしたことも多々ありました。この場を
お借りし、お詫び申し上げます。ただ本人の気持ちは、
「ノーと言わないJECTEC（材料化学）」と「困ったときの
JECTEC」をモットーに、ご依頼のあった件名につきまして
は、実施すべく最大限の努力を惜しまず、またご相談にも
応じて来たつもりでおります。この精神は後任の森主管
への最重点の申し送り事項として伝えました。今後とも
JECTECをご愛顧頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
小職はこれまで30年近く過ごした古巣に戻ります。私生
活では娘が小5とまだ小さいので親離れするまでのわずか
な時間を有意義に過ごしたいと思っています。

茨城県日立市と言う地方都市
からJECTECに赴任してきま
した。最近では累積5年の単身
生活にも耐性が付いて来まし
た。ここ浜松では歴史を感じ
させる地名や街道名そして幹
が1mも有ろうと言う松並木に
感動しております。しかし静
岡県内なのに富士山が見えな
いのが残念です。仕事の面で

は経験知識が豊富な諸先輩を見習い微力ながらJECTECの
発展に尽力したいと考えております。

関　氏 森主管研究員

　平成17年6月1日付けで、住
友電装　鈴鹿工場より出向し
てきました。
安全性グループを担当する事
になりました。
住友電装では自動車線の検査
関係を担当しておりましたが、
JECTECでは勉強になる事が
沢山あり、自分の経験してい
ない事を一つでも多く身に付

けたいと思います。
又、早く一人暮らしの生活環境や仕事環境になれてよい
仕事が出来る様に頑張りたいと思います。

池田研究員

　平成15年6月にJECTECへ赴
任し2年間、安全性グループで
燃焼試験業務を担当させてい
ただきました。
不慣れな業務であることから
当初は不安もありましたが、
こうして無事に任期を迎える
ことが出来たのも安全性グ
ループならびに職員皆様のお
蔭と感謝しております。

最期になりましたが、皆様のご健康とJECTECの益々の御
発展を心よりお祈りしております。

梅田　氏

　平成17年7月に昭和電線より
出向して参りました。
JECTECが設立間もないころ
訪問させて頂いたことがあり
ます。その時なぜかこのセン
ターでお世話になるのではな
いか、そのような印象を受け
ました。今回の赴任はやはり
運命的なものだったかも知れ
ません。不束者ではございま

すが、JETECのお役に立てますよう頑張って行く所存で
ございます。
 

田中主査研究員

　JECTECに約３年間勤務し
その間、電気物理グループと
材料化学グループに所属しま
した。そのため高圧の電気試験

から、材料分析まで様々な試
験を経験でき、とても有意義
でした。
　JECTECならびに会員社の
皆様に大変お世話になりまし
たことを心より御礼申し上げ

ます。

依田　氏
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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

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
株式会社道前築炉工業

正会員名簿（平成17年5月27日現在）

株式会社愛国電線工業所
愛知電線株式会社
アクセスケーブル株式会社
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KHD
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
株式会社ビスキャス
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
古河電工産業電線株式会社
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67社

賛助会員名簿（平成17年5月27日現在）

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
宇部丸善ポリエチレン株式会社
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
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・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
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

計40社

●会員名簿
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会員の声

二宮電線工業株式会社
代表取締役社長

二宮　恒夫　氏を訪ねて
　神奈川県川崎市の二宮電線工業株式会社に二宮恒夫代
表取締役社長をお訪ねし、本社事務所で、いろいろと話
を伺いました。
　二宮電線工業株式会社の本社は、JR武蔵小杉駅から徒
歩5分の所にありました。JR武蔵小杉駅周辺は、川崎市の
再開発事業の拠点の一つと位置付けられ、10棟の高層ビ
ルや横須賀線武蔵小杉新駅の開業計画があるとのことで、
元気を感じる街でした。

会社の生い立ち

　1960（昭和35）年8月、川崎市において先代社長が資本金
50万円にて設立、一般電線の加工業務を中心に事業を始
めたのが最初です。特定のお客様があって起業したわけ
ではなく、電線の素人が縁あってというのが実情です。
補償導線の製造を止めた会社の技術者から相談を持ちか
けられたのを機に、1967（昭和42）年に、補償導線、被覆
熱電対線等の特殊電線の製造を開始しました。それ以後、
温度測定関係の電線に特化し、広範囲に製造、販売して
きました。
　現物を付けたカタログを作成し、お客様に配っており
ます。写真よりも現品添付は、お客様の製品理解が得ら
れたようです。そのような地道な活動でお客様を増やし
てきました。最近では、半導体製造装置メーカーからも
注文をいただいております。高温環境だけでなく、製品
からの“ほこり”や“ガス”が問題になる真空環境といった
厳しい使用条件と製品の精度、信頼性に対する厳しい要
求があります。

企業は人なり

　創業以来「企業は人なり」の基本理念から「人を育て」「人
を活かし」精神的、経済的満足を充足し、「社員のゆとり
と家族の幸せを考え」、「お客様と共に成長する企業」であ
りたいと考えて取り組んできました。

お客様第一主義

　経営の基本方針として、（1）お客様第一主義、（2）重点
主義、（3）環境整備の3項目を掲げています。経営計画の
周知徹底を図るため、毎年8月の第1週に全社員を一堂に
集めて経営計画の発表会を行っています。
　半数以上の製品がお客様仕様です。900種類の導体、
600種類の副資材を駆使してお客様の要求に応えていま
す。お客様からお話をいただいたら、半日で見積りを出
す。翌日には、工場に製造指示書を発行することを目標
にしています。

　常に、お客様を見ながら活動ができているのには、営
業、技術、製造が同じ場所にいて、顔を合わせて情報交
換できていることが大きく寄与しています。

国産第１号と国内第１号

　厳しい品質管理とスピーディで確実な納期、高い信頼
とプロフェショナルの技術実績を一つ一つ積み上げてき
ました。
　国産品が無く100％輸入品で賄われていた熱電対専用コ
ネクタ（ツインター）の国内生産を1992（平成4）年に開始し
ました。国産第1号です。お客様からの強い国内生産の要
請に応えるため開発した製品です。
　2003（平成15）年には、補償導線、被覆熱電対線のＵＬ
規格認証を取得しました。この製品の国内第1号です。一
般電線のUL規格認証取得品は豊富にありますが、補償導
線、被覆熱電対線等の特殊電線のUL規格認証取得品は国
内で生産されていませんでした。その為に輸出機械メー
カーから要請を受けていました。市場規模が見えず決断
が中々できませんでしたが、市場規模を精査しながら準
備を進め、国内第1号ということで、約2年かかるという
苦労を経て、UL認証を取得することができました。

JECTECに期待すること

　これまで“電線”のことについて相談する伝（つて）がな
かったのですが、JECTEC会員になって以後は、電線の規
格や電線の使用上の問題点等について、疑問に思ったり、
不安になったりした時、JECTECに問い合わせると適切な
回答をいただけることで非常に助かっています。これか
らもいろいろな点で指導、アドバイスを期待していま
す。
　また、要望としては、JECTECに設備がない試験であっ
ても、外部試験機関等を活用しての対応もお願いしま
す。

元気をいただきました

　新しい特殊な環境で使用する電線の開発、生産にパイ
オニアとして取り組まれる皆様からお話を伺い、元気を
いただきました。皆様の期待を裏切らないように、次の
社長のお言葉を胸に、JECTECも頑張ります。“仕事は、
すべて“やる気”が機関車なのです。やらされると考えず、
どうすれば旨（うま）く楽しくやれるかを自分で考え仕事
を進めることが、自分自身を成長させるコツです。自信
をもって前向きに挑戦することです。”

（聞き手：会田センター長、清水業務部長）
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表紙の写真 
JECTECから車で約30分、浜松市の南西に位置する浜名湖は面積では日本で10番目であるが、入りくみが激しく、

海岸線に沿って一周すると141kmに及ぶという。 

もともと淡水湖であった浜名湖は、1498年の明応地震（今から5回前の東海地震）で大量の海水が流れ込み、淡水

魚と海水魚の両方が生息する現在の汽水湖になったと言われている。 

観光名所でもある浜名湖は、夏になると沿岸の各地で花火が打ち上げられ、表紙の写真を撮った日は、少なくと

も4ヶ所で花火が打ち上げられていた。 

（舘山寺花火大会を東名浜名湖SAから望む） 

森下主査研究員 

［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㎞） 

 　　　　 ・遠州鉄道「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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