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　本年6月末に電線工業会にまいりました渡邊でございます。穐田前専務理事同様、宜しくお願い申し上げます。

　さて、当工業会は丁度この時期、毎年中期需要見通しを発表しております。せっかくの機会ですから、これを中心に今回

はお話させて頂きたいと思います。

　当工業会の中期見通しは2009年度銅量で86万6千トンの需要を予測しております。これは5年間の平均伸び率0.9％増、2004

年度比4.7％の需要増を見込んだ予想となっております。2002年度を底に、やや回復基調の気配が感じられます。内需主導

での景気回復が維持されており、雇用や家計所得環境の改善が個人消費を堅調に維持させている上、民間設備投資も企業の

業績改善を背景に好調を維持しています。基礎産業の一翼を担っている当業界としては、この状況が継続されると推測して

います。参考に最近5年間の需要動向の推移をグラフで示します。

　次に、先日2004年度の電線輸出入の通関実績がまとまりましたので、これをお話させて頂きます。

　2004年度は輸出通関実績が2,277億円に対して輸入通関実績は3,422億円となり、1,145億円の入超となりました。2003年度

比では輸出121％、輸入112％と輸出入とも前年度比10％以上増加しています。中国が最大の相手国で、輸入1,568億円、輸

出411億円と大幅な入超で中国依存度は益々多くなっています。　

　当工業会としては、従来の統計や需要予測を充実させることは勿論ですが、業界のグローバル化を考え、今後は輸出入統

計だけでなく、会員会社の海外生産比率や生産量などもデータとして整備していければと考えています。

　電線工業会としてもJECTECの皆様共々業界発展の為、努力したいと思っています。今後共宜しくお願いいたします。

電線需要の最新状況
（やっと底を打ったか？電線需要）

社団法人  日本電線工業会  専務理事

渡 邊 　 茂
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●技術レポート

電線評価へのライフサイクルアセスメント利用

1．はじめに
　2005年の夏はクールビズが流行した。エアコンの設定

温度を通常よりも高く設定するなど様々な活動の結果、

東京電力だけで2万7千トン（6～8月累計）のCO2が削減され

た1）。しかし京都議定書の目標である11.6億トン/年以下

を達成するには、直近が13.4億トン/年（2003年度）である

ため、さらに削減させる必要がある。このような状況の

下、製品製造者は地球温暖化防止に有益な技術、製品を

いち早く市場に提供していくことが求められている。

　そこで、本稿では環境への負荷が少ない社会へ移行す

ることを促進するための評価ツールであるライフサイク

ルアセスメント（以下LCA）の概要について解説したい。

　

2．ライフサイクルアセスメント
　LCAは製品の生涯にわたって発生する環境負荷を定量

化し、その影響を把握するためのツールである。その原

型は1969年にコカコーラ社が米国ミッドウェスト研究所

（現フランクリン研究所）に委託した飲料容器を対象にし

た事例だと言われている。この事例ではリターナブル瓶

とその他の容器のエネルギー消費量が比較対象とされた。

一方、より広範な領域を評価する手法としてテクノロ

ジーアセスメントがある。1975年には国内でもニュータ

ウン計画における廃棄物処理手法、新交通システムとし

てのVTOL（垂直離着陸）機、農薬などがコスト面だけでな

く、大気汚染、騒音、安心感など多面的な視点から総合

的に評価が実施されている2）。

　このような経験を基礎とし、LCAは多面的な環境影響

を評価するツールとして発展してきた。図1に示したのが

その概念図である。評価対象にしたシステムへの資源・

エネルギーの投入、そしてシステムから大気、水域、地

圏への排出を定量化し、次にそれらによる環境影響を評

価するのである。このようなLCAの考え方は、1997年の

ISO14040（LCA－原則及び枠組み－）を端緒とし、IS014041

（目的及び調査範囲の設定並びにインベントリ分析）、

ISO14042（影響評価）、ISO14043（解釈）に規格化された。

また、ISO/TC207では2006年を目処にISO14040～

ISO14043を整理した新しいISO14040と、ISO14044（要求

事項及び指針）の更新・追加が検討されている。以下に、

図2に示すISOの枠組みに従いLCAの実施手順を紹介す

る。

図1　LCAの概念

図2　LCAの枠組

3．目的と調査範囲の設定
　LCAは目的に応じてその調査範囲や要求される精度も

異なってくる。例えば塩化ビニル、ポリエチレン、架橋

ポリエチレンといった絶縁材料の素材選択を検討した事

例3）や、光ファイバとの違いを検討した事例4）では、各素

材製造および電線製造段階の環境影響の違いを示してい

る。また、使用段階（発熱ロス）の大きさとの比較も実施

している。一方、EM電線を対象とした事例5）ではリサイ

クル性向上による環境負荷削減の効果を把握するため、

製造、使用段階だけでなく廃棄・リサイクル段階も調査

範囲に含めている。このようにLCAは目的に応じた適切

な調査範囲を設定し、効率よく実施することができる

ツールである。

4．インベントリ分析
　インベントリ分析では、対象としたシステムと環境と

の入出力を定量的に把握する。データは、まず自社にお

ける実際のプロセスにおける入出力を整理することから

始める。これをフォアグラウンドデータと呼び、LCAを

実施する上で不可欠なデータである。一方、電線であれ

社団法人  産業環境管理協会　LCA開発推進室　中野勝行
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ばPVC、系統電力、電気銅等の製造データは多くは他社

で実施しておりフォアグラウンドデータの入手が困難で

ある。そこで、特殊な素材でない限り文献やLCAソフト

ウェアに整備されているバックグラウンドデータを用い

る。バックグラウンドデータは様々なデータ源が存在す

るが、代表的なデータベースとしてLCA日本フォーラム

のLCAデータベースがある。当データベースは主に国内

54の工業会が作成したものから構成される。（社）電線技

術総合センターには、各種ケーブルの製造データを提供

していただいている。

　このように、自社で収集するフォアグラウンドデータ

と、一般的な数値としてあるバックグラウンドデータを

組み合わせ、その製品システムのライフサイクルにおけ

る環境負荷を積算する。

5．環境影響評価
　環境影響評価ではインベントリ分析で得られた環境と

の入出力が環境にどれぐらい影響を及ぼすかを評価する

（図3）。まずインベントリ分析の結果から影響領域（地球

温暖化、オゾン層の破壊等）に関連する物質を抜粋し（分

類化）、その影響度合いを科学的根拠に基づき評価（特性

化）する。例えば地球温暖化であればCO2等価量で表すモ

デルが一般的である。ここまでをISOでは必須要素と定め

ている。一方、付加的要素として何らかの基準を設定し、

地球温暖化やオゾン層の破壊の影響の数値も一つの指標

にする統合化という手続がある。国内における代表的な

手法として日本版被害算定型環境影響評価手法（LIME）が

提案されている。LIMEは地球温暖化やオゾン層の破壊に

よる被害を様々な自然・社会科学的知見を用いて定量化

する手法であるが、利用者としては各係数とインベントリ

結果を掛け合わせるだけで計算できるシンプルなモデル

であるため、利便性は高い。詳細は書籍7）を御覧頂きたい。

図3　影響評価の手順

6． 解釈
　解釈ではインベントリ結果、影響評価結果から重大な

環境影響を特定する。その際、感度分析として評価の前

提条件とした変数等の影響を把握する。例えば、電線の

評価結果により、使用段階の環境負荷が大部分を占めて

いたとしても、その使用頻度や電流値等が変化した場合

も同様の結論が導き出せるかどうかを確認する。そして、

問題がなければ結論を記述することになる。

7．おわりに
　LCAは製品システムの環境負荷を評価するツールであ

る。その利用目的は部分ベストではなくトータルベスト

を模索することにある。例えばリサイクル材を用いるこ

とで製造段階の環境負荷が低下したとしても、使用段階

での発熱ロスが増加すれば逆効果であろう。また使用段

階での発熱ロスを減少させるために大口径化をしても、

移動体用途であればその重量増による燃費悪化も考慮す

べきであろう。このようなトレードオフの関係を含め、

製品の適材適所を考える一つのツールとして、LCAを活

用していただければ幸いである。

（参考文献）
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●研究開発事業

吸収クランプによる遮蔽付きLANケーブルの遮蔽性能評価

1．はじめに
　遮蔽構造のあるLANケーブル（FTP）の遮蔽特性を評価

するために、吸収クランプ法（JECTEC NEWS No.41｢同軸

ケーブルabsorbing clamp法の感度向上について｣参照）に

よる測定を行った。

2．LANケーブル
　国内では遮蔽構造の無いLANケーブル（UTP）が広く普

及している。LANケーブルはツイストペア線に差動信号

が送られるので、放射ノイズは2本の導体間で打ち消しあ

いキャンセルされる。しかし、実際には完全に平衡な

LANケーブルは存在せず、平衡度のずれから放射ノイズ

が発生する。放射ノイズをより低減させる必要がある用

途では、遮蔽構造のあるLANケーブルが用いられてい

る。

　LANケーブルの遮蔽性能を評価する方法は、現在のと

ころ確立されておらず、今回は吸収クランプ法による評

価方法を検討した。

3．測定実施例
（1）測定回路

　LANケーブルへの入力信号として、差動信号及び同相

信号の2通りの方法で行った。

　一般にLANケーブルは4対のツイストペア線で構成され

るが、今回はその中の1対にのみ信号を入力した。

　UTPの吸収クランプ法による測定例は以前紹介したが

（JECTEC NEWS No.42｢Cat7対応バランの紹介｣参照）、そ

の後の研究で、同相＋差動終端の場合はリターンロスの

影響で放射電力が理論値よりも小さくなることが分かっ

ている。従って今回の測定は、信号を入力しない他の3対

については両端を100Ω終端した。

なお、吸収クランプの回路は近端回路のみとし、SGによ

る入力信号は、117dBμVとした。

図1　LANケーブルの吸収クランプ測定回路

（2）差動信号（differential mode）

　バランを用いてLANケーブルに差動信号を入力した場

合の放射電力を測定した。測定結果を図2に示す。

　同軸ケーブルで見られる波形とほぼ同様な結果である。

また周波数が低いほうが、放射電力が小さい傾向が見ら

れた。

図2　差動信号によるFTPケーブルの測定例

（3）同相信号（common mode）

　続いて同相信号を入力した場合の放射電力を測定した。

結果を図3に示す。

　入力した信号が同相であるため、差動の場合よりも放

射電力が大きいことが分かる。また、差動の場合と異な

り周波数が高いほうが放射電力が小さい傾向が見られた

ので、グラフの順番を逆に示してある。

図3　同相信号によるFTPケーブルの測定例
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（4）全周波帯域による測定

　連続周波数による測定結果の比較を図5に示す。

入力信号は、107dBμVである。各周波数での最大値をプ

ロットしたものである。

図5　全周波によるFTPケーブルの測定例

4．まとめ
　差動モードの場合はFTPケーブルの平衡度及び遮蔽構

造双方の性能の影響を受ける。一方、同相モードの場合

は、LANケーブルの平衡度の影響はうけず、遮蔽性能の

みに影響すると考えられる。

　従って、FTPケーブルから放射される電磁波を評価し

たい場合は差動モードによる評価、遮蔽性能の比較を評

価したい場合は同相モードによる測定が適していると考

えられる。

5．おわりに
　FTPケーブルの遮蔽性能評価方法について、今回の実

験結果が参考になればと思います。

　JECTECでは上述による測定が可能ですので、皆様のご

利用をお待ちしております。

（電気物理G　森下主査研究員）

図4　吸収クランプ測定状況
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1．はじめに
　2006年7月より施行となる欧州有害物質規制（RoHS）指

令は欧米・アジア各国の電気・電子機器メーカーに影響

を及ぼしており、メーカー及び民生用として製品を供給

する電線メーカーにおいてもそれは例外ではない。正会

員・賛助会員をはじめとしたクライアント各社の製品分

析評価へ対応することを前提として現在測定サービスを

準備中である。本稿においては、現在進行中且つ決定へ

と向かいつつある評価方法（これには前処理方法と測定方

法を含む）を当センターにおいて調査した内容及び、当セ

ンターにおける方針・予定について報告する。

2．WEEE指令およびRoHS指令とアメリカ
合衆国・中華人民共和国の情勢について

　本内容については、既にJECTEC NEWS No.40（2003年

11月28日発行）より現況調査を含め紹介したが、あらため

て補足説明を加えたい。

　両指令は2002年10月11日にEU調停委員会にて合意さ

れ、施行決定となった。さらには翌年2月13日に公布され

た。WEEE指令は今年の8月13日には施行されているはず

であるが、現状は新規にEU加盟した10ヶ国を含め、対応

が遅れているというのが欧州全体における現状である*1。

また、前述したようにRoHS指令は2006年7月施行予定で

あるが、その評価に関する規格等含め、未だ検討段階で

ある。

（1）WEEE指令

　指定適用対象製品10種類（表1参照）の廃棄物の量と有害

性を低減することを目的として、分別・回収システムの

構築等を義務付けた欧州における完全リサイクル法であ

る。その製品に含まれる電線・配線類は規制の対象とな

る。

表1　WEEE指令における指定適用対象製品

（2）RoHS指令

　WEEE指令に付随し、電気電子機器類に含まれる特定

有害化学物質の使用（表2参照）を制限することによって、

環境破壊や健康に及ぼす危険を最小化することを意図し

た指令である。現在の規制対象は鉛（以下Pbと略す）、カ

ドミウム（Cd）、水銀（Hg）、六価クロム（Cr（VI））、ポリブ

ロモビフェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル

（TBDE）の6種類である（予定されている規制値は表2参照）

表2　RoHS指令における特定有害化学物質

（3）欧州以外での規制動向

　アメリカ合衆国（以下米国）および中華人民共和国（以下

中国）ではRoHS指令に追従する対応を取っている。

①米国

　米国では、連邦法として有毒物質規制法（Toxic Sub-

stances Control Act：TSCA）がある。またカリフォルニ

ア州ではProposition 65にてPBDE以外の5物質が登録さ

れている*2。何れも米国輸出に先立ち、一定の期間以前

に米国環境省（EPA）登録申請する必要があり、この義

務を怠った場合には遅延日数と台数に応じて多額の罰

金が科せられる。

②中国

　中国においては、中国版RoHS指令とも言うべき有害

物質の規制法「電子情報製品汚染防止管理弁法」がある。

この法律には現在のところ規制値の記載は無いがRoHS

指令の規制6物質を対象とし、施行も同指令とタイミン

グを合わせており、多分にRoHS指令を意識したもので

あるといえる。

3．RoHS指令規制物質の含有量測定方
法に関して（IEC 規格案よりの情報）

　上記ガイドラインについて、今年5月にACEA（Advisory

Committee on Environmental Aspects） ad hoc Working

No. 項目 No. 項目

1 大型家電 6 電動工具

2 小型家電 7 玩具

3 ITおよび遠隔通信機器 8 医療用機器

4 民生用機器 9 監視及び制御機器

5 照明装置 10 自動販売機

規制物質 規制値

鉛：Pb 1000ppm

カドミウム：Cd 100ppm

水銀：Hg 1000ppm

六価クロム：Cr（VI） 1000ppm

ポリブロモビフェニール：PBB 1000ppm

ポリブロモジフェニルエーテル：PBDE 1000ppm

RoHS指令を取巻く情勢と規制物質の含有量測定方法
（IEC規格案の紹介）
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GroupがNormative Documentを、6月にはTC111 Working

Group 3（WG3）がCD文書を発行している。特に後者は製

品中のRoHS指令規制物質を評価するにあたり、規範・規

格となる可能性が極めて高い。

（1）スクリーニング測定

　同文書における評価のフローを図1に示す。TC111

Working Group 3発行のCD文書における特徴としては、

図1に示されるようにスクリーニング手法（蛍光X線スペク

トル分析技術）を積極的に導入し、スクリーニング評価結

果が明確であればこれによって合否判定を行うことが出

来るという点である。この評価結果の明確性においては、

表3に示されるような判断基準を設けることを推奨してい

る。表におけるσは7回のブランク測定における標準偏差

であり、規制値に対し±（30%+3σ）分のグレーゾーンを与

えて、評価値がグレーゾーンを外れたところでは合否判

定を行い、評価値がグレーゾーンに入る不明確な状況に

おいてのみ、詳細な分析を行う事となる。

（2）定量分析の前処理

　定量分析においては、その被測定製品サンプルの前処

理が重要なポイントを占めている。上記文書に記載の

あった前処理方法のまとめを表4に示す。なお、記載され

ている方法はあくまで推奨であり、同等かつ有効な処理

方法があればそちらを選択しても良い。

①Pb･Cd

　被覆材等プラスチックに関しては灰化法、EN 1122類

似の湿式酸分解法、マイクロ波オーブンによる分解法

が推奨されている。表中に記載のある前処理方法の中

で、両元素に共通な、最も簡単かつ迅速と思われる分

解方法はマイクロ波オーブンによる分解である。EN

1122類似の湿式酸分解法はPbに用いると硫酸鉛を発生

図1　IEC TC111CD文書記載の試験手順フロー

表3　スクリーニング定量分析における合否判定の定義例

元素 規制値 ポリマー 金属 電子部品

Cd 100ppm P≦（70－3σ）＜X＜（130＋3σ）≦F P≦（70－3σ）＜X＜（130＋3σ）≦F LOD＜X＜（250＋3σ）≦F

Pb 1000ppm P≦（700－3σ）＜X＜（1300＋3σ）≦F P≦（700－3σ）＜X＜（1300＋3σ）≦F P≦（500－3σ）＜X＜（1500＋3σ）≦F

Hg 1000ppm P≦（700－3σ）＜X＜（1300＋3σ）≦F P≦（700－3σ）＜X＜（1300＋3σ）≦F P≦（500－3σ）＜X＜（1500＋3σ）≦F

Br 1000ppm P≦（300－3σ）＜X P≦（250－3σ）＜X

Cr 1000ppm P≦（700－3σ）＜X P≦（700－3σ）＜X P≦（500－3σ）＜X

P‥Pass　　F‥Fail　　LOD‥検出限界

σ‥ブランクにおける7回以上での標準偏差

表4　TC111CD文書の推奨する各物質における前処理

物質 ポリマー物質 金属物質 電子部品

PBB/PBDE 溶媒抽出

Cr（VI） アルカリ分解（EPA3060A） 熱水抽出 アルカリ分解（EPA3060A）

Hg 酸分解・マイクロ波分解

Pb
灰化法 酸分解

王水分解
マイクロ波分解 （非硫酸）

Cd
酸分解

酸分解 マイクロ波分解
EN1122類似

材料 
金属物質 

ポリマー物質 
電子部品 

（PWB部品） 

均質?

スクリーニング?

非破壊 

メカニカル処理 

メカニカル処理 

スクリーニング 

定性的試験 

規制値内? 準拠物質 

準拠物質 

非準拠物質 

非準拠物質 

規制値内?

追加試験 

Yes

Yes

No

No

Yes
Fail

Pass

Pass

No

Fail

選択 選択基準は 
存在を前提とする。 
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し損失となる為、Pbには推奨されていない。導体等、

金属に関しては、塩酸・硝酸を主とした酸加熱分解が

推奨されている。上記同様Pbについては硫酸を使用し

ないよう推奨している。

②Hg

　プラスチック・金属ともに硝酸を主体とした酸分解、

マイクロ波オーブンによる分解法が推奨されている。

マイクロ波オーブンを用いる方法は簡単かつ迅速であ

るが、ホウフッ化水素酸という作業上の危険を伴う薬

品の使用を推奨しており、取り扱いには注意が必要で

ある。また、測定系が上記溶媒の侵食を受ける危険性

も考慮する必要がある。

③Cr（VI）

　プラスチックにおいてはアルカリによる分解法、金

属（ここではクロムめっき、クロメート処理を想定して

いる。）においてはスポットテスト・熱水抽出を推奨し

ている。Cr（VI）は本来、不安定な物質であり、容易に

価数が変化する為、抽出と維持が非常に困難である。

IECにおいても分析事例によるアップデートがあるもの

と予想される。

④PBB・PBDE

　プラスチックのみの記載である。可溶性成分は溶媒

に溶解し、不溶性成分については念入りに溶媒抽出を

行い、測定サンプルとする。

（2）定量分析（まとめ表5参照）

①Pb･Cd

　3つの測定手段を推奨している。誘導結合プラズマ発光

分析（ICP-AES）、誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）、

原子吸光分析（AAS）である。ICP-AESおよびAASについて

は被測定物質の主要構成物質（マトリクス：はんだにおけ

る錫、電線では導体金属、ネジ釘における鉄等）の影響に

注意する必要がある。これらは定量分析時のスペクトル

ピーク強度を変化させる為、分析値に影響を与えるので、

その影響の程度を調査しておく、また分析の尺度に用い

る標準物質にあらかじめ同等量のマトリクス構成物質を

投入する等の配慮が必要である。

②Hg

　還元気化原子吸光測定法（CV-AAS）、原子蛍光分光法

（AFS）が推奨されている。一般的なフレーム原子吸光

光度法（AAS）は水銀に対する感度が落ちる為、あまり

用いられていない。

③Cr（VI）

　ジフェニルカルバジド試薬発色による紫外可視光吸

光光度法、またクロムめっき、クロメート処理につい

ては（2）定量分析の前処理にて記載したように、処理面

に直接上記試薬を滴下して発色を観察するスポットテ

ストを用いる。いずれも定量分析という意味ではさら

なる検討が必要と思われる。

④PBB･PBDE

　ガスクロマトグラフ質量分析（GC/MS）、高速液体ク

ロマトグラフ（HPLC）と紫外吸光分析（UV）の併用法を

推奨している。GC/MSにおいては対象となる全PBB/

PBDEをカバーするため200-800（960）amuのスキャニン

グ能力が要求される。

4.　JECTECにおける対応
（1）スクリーニング手法

　　（エネルギー分散型蛍光X線分析装置：EDX）

　当センターでは今年度上期にEDXを導入済みである。

被測定対象である製品のサイズと構造によっては非破壊

で測定することも可能であるが、電線・ケーブルの測定

においては機械的に分解して評価を行うことが必要であ

る。EDXの測定値は被測定物の構成物質・表面状態・形

状によって変動するため、定量を含めたスクリーニング

については経験を積み、バックデータを蓄積してゆく必

要がある。従って初期段階ではAAS測定と並行して行い、

測定結果との照合を行ってゆく方針とする。

（2）定量分析手法

①Pb･Cd

　当センターでは、絶縁体・シースの分析を最重要であ

表5　TC111CD文書の推奨する分析手法

物質 ポリマー物質 金属物質 電子部品

Pb/Cd ICP-AES,AAS,ICP-MS

Hg ICP-AES,ICP-MS,CV-AAS,AFS

Cr（VI）
アルカリ分解&比色計 スポットテスト アルカリ分解&比色計

（EPA3060A） （ISO3613）・熱水抽出 （EPA3060A）

PBB/PBDE GC/MS,HPLC/UV GC/MS,HPLC/UV
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ると判断しており、簡便かつ有効なプラスチック中の

有害物質定量分析方法として、SONY規格（SS00-259）*3

に記載されている前処理方法等を参考に標準化の検討

をしてきた。図2 に検量線グラフ例を、表6 に

BCR680*4、BCR681*4および当センターにて調合したサ

ンプルについてPb・Cdの定量分析を行った結果を示

す。この分析方法ではRoHS指令規制値に対して十分な

精度を有していると思われる。但し、IEC TC111 WG3

のCD文書においてはこの方法とは別に推奨されている

前処理方法があり、クライアントよりの指定があった

場合にはこの方法も対応可能である。

図2　検量線：測定元素含有率（ICP値）と測定値

表6　SONY SS00-259に従ったPbとCdの分析結果例

②Hg

　現行AASに還元気化システムオプションを増設して

対応する。

③Cr（VI）

　UV-VISの導入により対応する。また、最も一般的な

方法とされているCr（VI）のジフェニルカルバジド吸光

光度法による定量は困難であることが周知の事実であ

り、上記手法と平行してAASによる全Crの定量も検討

を行う予定である。

④PBB・PBDE

　EDXによる臭素のスクリーニングが可能であり、電線

関連では精密分析ニーズが少ないと予想されることから、

当面定量分析については外注分析を行う。

（3）その他業務について

　RoHS指令対応として当センターの役割は、

・クライアントからの分析受託

・RoHS・WEEE指令関連情報及びソリューションの提供

　であると考えている。ニーズに応じて今後更に分析能

　力の向上を継続的に図ってゆく。

5．まとめ
　来年7月に施行予定となっているRoHS指令に関し、よ

うやく分析に関する手法の詳細が明確になりつつある。

当センターにおいても2005年度末より主なRoHS指令関連

の有害物質について分析サービスを開始予定である。

*1 日本機械輸出組合情報誌 Environment Update Vol.5

No.6

*2 PBDEのリスト欠落については、これを補う形で州

法にて新たな規制がRoHS指令と同じ規制値にて敷か

れつつある。

*3 前処理：硝酸と過酸化水素水による加熱・加圧分解

測　定：AAS（フレーム法）

*4 有害物分析用国際標準試料

（材料化学G　大浦主査研究員）

対象 サンプル AAS結果 ICP-AES値

Pb
JECTEC調合 73ppm 74ppm

BCR680 105ppm 108ppm

JECTEC調合 17ppm 19ppm

Cd BCR680 138ppm 141ppm

BCR681 18ppm 22ppm
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1．はじめに
　第5回目である今回は垂直トレイ試験のIEC60332-3の紹

介です。垂直トレイ試験の紹介は既にNo.42号で別規格と

してIEEE383std.1974-2.5とJIS C 3521を紹介させて頂きま

した。現在では様々な機関によって改良が加えられた試

験方法が存在しますが、IEC60332-3は国際規格にあたる

もので、垂直トレイ試験の改良型と言うことができます。

火源としてのバーナの形状・火源の熱量（約20kW）は各規

格ともほぼ同様のものとなっています。（IEC60332-3 Cat-

egory Aではバーナを2台使用した約40kWの場合がありま

す。）

　他の垂直トレイ試験との主な違いは、IEC60332-3試験

はトレイのサイズが大きく、大掛りな囲いを有している

点です。試験は規定本数のケーブルをはしご状の垂直に

設置されたトレイに規定の方法で布設し、バーナにより

トレイ下方よりケーブルを燃焼させ、上方への延焼性を

評価します。依頼されるケーブルは船舶用電線が多いで

す。

図1　IEC60332-3試験装置

2．装置概要
　試験は、5つのカテゴリーに分類されます。

・Part3-21：Category A F/R

・Part3-22：Category A　・Part3-23：Category B

・Part3-24：Category C　・Part3-25：Category D

以上のカテゴリーは、ケーブル用途などによって決めら

れております。

安全性グループ試験装置紹介（その5）
（IEC60332-3）

1本あたりの試料の長さは3.5mで、取り付け本数はケーブ

ル非金属部分の体積によって決定されます。試験時間は

20分または40分、導体の公称断面積により取り付け方法

が密接または間隔に分かれます。試験中は装置前方のド

アを閉め、試料の下方から上方に向かって8m/s以上の空

気の流れの環境下で実施されます。試験合否基準は、

バーナより上部に250cm以上炭化しないこととなってま

す。表1及び表2にカテゴリーごとの試験条件の一覧を示

します。

表1　カテゴリーA F/R及びA試験方法

表2　カテゴリーB,C,D試験方法

3．おわりに
　お客様より「IEC60332-3試験は他の垂直トレイ試験

（IEEE383、JIS C 3521等）と比較して厳しいか。」という

質問がありますがケーブルの構造や材質等の違いにより

簡単に比較しにくい部分があるのが現状です。

　その他何かIEC60332-3の試験方法等で不明な点等がご

ざいましたらご相談下さい。是非ご活用下さいます様宜

しくお願い致します。

（安全性G　大山主査研究員）

項　　目
カテゴリー

A F/R A

導体公称断面積（mm2） ＞35 ＞35 ≦35

非金属部分体積（R/m） 7 7 7

300mm 取付層数 2  ※ 1 ≧1

幅トレイ バーナ台数 1 1 1

600mm 取付層数 － 1 －

幅トレイ バーナ台数 － 2 －

ケーブル取付方法 間隔 間隔 密接

試験時間（分） 40 40 40

※トレイの表と裏に最低各2本以上取り付ける。

項　　目
カテゴリー

B C D

導体公称断面積（mm2） ＞35 ≦35 ＞35 ≦35 －

非金属部分体積（R/m） 3.5 3.5 1.5 1.5 0.5

300mm 取付層数 1 ≧1 1 ≧1 ≧1

幅トレイ バーナ台数 1 1 1 1 1

600mm 取付層数 － － － － －

幅トレイ バーナ台数 － － － － －

ケーブル取付方法 間隔 密接 間隔 密接 密接

試験時間（分） 40 40 20 20 20

4000

10002000

単位（mm）
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連載コラム－Massy Yamadaの電気教室（その9）

　第9回目の電気教室です。前回「電線に関する法規につ
いて」ということで、主に電気用品安全法（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を紹介しました。
　現在、電気用品の技術基準の改正が進められており、
ポリオレフィン混合物等を絶縁体又は外装とする「エコ
コード」「エコキャブタイヤケーブル」が認められる見込み
です。そのため、電線各社ともエコ材料開発に余念がな
い状況のようです。
　そこで今回は、この改正案の内容を紹介します。
　Massy先生は、電線工業会の低圧ケーブル部会主査と
してこの改正案を審議し、TC20国内委員会に提案したと
いう経緯があります。

1．型式の区分　
　表1に、改正案で追加される型式の区分（施規別表第2）
を示します。なお絶縁体・外装の主材料は「…混合物」と
表記されていますが、以下、省略して記載します。

表１　追加される型式の区分

（a）ゴム系絶縁電線類

（b）合成樹脂系絶縁電線類

改正案の内容を要約すると、表2のようになります。

表２　改正案の要約

　改正案では新たな材料として、
①ポリオレフィン混合物
②耐燃性ポリオレフィン混合物
③耐燃性エチレンゴム混合物

が導入されますが、技術基準の改正案の附表第十四の備
考2、3によれば、

①単心ポリオレフィンコード、その他のポリオレ

フィンコードが導入された。

②キャブタイヤケーブル及び金糸コードの絶縁体・

外装に各種ポリオレフィンが追加された。

③ゴム系では耐燃性エチレンゴムを外装とするキャ

ブタイヤコードが追加された。　

①耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブルが導

入された。

②ビニルキャブタイヤケーブルの絶縁体に各種ポリ

オレフィンが追加された。

③ゴム系では2, 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイ

ヤケーブルが追加された。

コード

キャブタイヤ

ケーブル

品　名
型式の区分

要　素 追　加　区　分

キャブタイヤ 外装の主材料 （3）耐燃性エチレンゴム

コード その他の要素・区分は現行どおり。

1. ゴム 種　別 （11）2種耐燃性エチレンゴム

　キャブタイヤ （ゴムキャブタイヤ 　　キャブタイヤケーブル

　ケーブル   ケーブルに限る）（12）3種耐燃性エチレンゴム

2. ビニル 　　キャブタイヤケーブル

　キャブタイヤ その他の要素・区分は現行どおり。

　ケーブル

品　名
型式の区分

要　素 追　加　区　分

1. 単心 絶縁体の主材料（1）耐燃性ポリオレフィン

　ポリオレフィン（★外装のない （2）耐燃性架橋ポリオレフィン

　コード   コードは耐燃性）（3）その他のもの

2. その他の 導体の種類 （1）A種のもの

　ポリオレフィン （2）その他のもの

　コード 線心の構造 （1）同一のもの

（単心ポリオレフィ（2）異なるもの

新規導入   ンコードを除く）

キャブタイヤ 絶縁体の主材料（7）ポリオレフィン

コード （8）耐燃性ポリオレフィン

（9）架橋ポリオレフィン

（10）耐燃性架橋ポリオレフィン

外装の主材料 （5）耐燃性ポリオレフィン

（6）耐燃性架橋ポリオレフィン

その他の要素・区分は現行どおり。

金糸コード 絶縁体の主材料（3）ポリオレフィン

（4）耐燃性ポリオレフィン

（5）架橋ポリオレフィン

（6）耐燃性架橋ポリオレフィン

外装の主材料 （3）耐燃性ポリオレフィン

（4）耐燃性架橋ポリオレフィン

その他の要素・区分は現行どおり。

ビニル 絶縁体の主材料（7）ポリオレフィン

キャブタイヤ （8）耐燃性ポリオレフィン

ケーブル （9）架橋ポリオレフィン

（10）耐燃性架橋ポリオレフィン

その他の要素・区分は現行どおり。

耐燃性 絶縁体の主材料（1）ポリオレフィン

ポリオレフィン （2）耐燃性ポリオレフィン

キャブタイヤ （3）架橋ポリオレフィン

ケーブル （4）耐燃性架橋ポリオレフィン

（5）その他のもの

新規導入 外装の主材料 （1）耐燃性ポリオレフィン

（2）耐燃性架橋ポリオレフィン

その他の要素・区分は

現行のビニルキャブタイヤケーブルと同じ。
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表3　新規材料の規定

と規定されています。

　従来の技術基準では、材料が特定されていたのですが、
今回の改正案では、複数の材料を包含する材料が導入さ
れることになります。
　そのため、従来の材料であれば、当然のように所定の
要求性能を満たしていたものが、今回の材料では、配合
を工夫しないと所定の要求性能を満たさないという難し
さがあるようです。

2．「（6）コード」の改正内容
　以下、技術基準の項目に沿って改正内容を紹介しま
す。
イ　材料及び構造
　（イ）導体：現行どおり。
　（ロ）絶縁体

・ポリオレフィンを絶縁体とする単心ポリオレ
フィンコード、ポリオレフィンキャブタイヤ
コード、金糸コード、その他のコードが追加。
・ポリオレフィンの絶縁厚は、現行のポリエチレ
ンと同じ。

　（ハ）～（ル）：現行どおり。
　（ヲ）キャブタイヤコードの外装

・ゴムキャブタイヤコードの外装として耐燃性エ
チレンゴムが追加
・ポリオレフィンキャブタイヤコードの外装はポ
リオレフィンと規定。
・ポリオレインの外装厚は現行のポリエチレンと
同じ。

　（ワ）金糸コードの外装
　　　・耐燃性ポリオレフィンが追加。
　（カ）略（実質的には現行どおり）
ロ　定格電圧：現行どおり。（300V以下）
ハ　絶縁耐力：現行どおり。（1000～2000V）
ニ　絶縁抵抗：附表第十一で絶縁抵抗値を規定。

・ポリオレフィンの絶縁抵抗は現行のポリエチレン
と同じ。

①ポリオレフィン混合物は、エチレン、プロピレン、エチレンプ

ロピレン、エチレンビニルアセテート、エチレンエチルアクリ

レートを用いた樹脂混合物（ポリエチレンを除く）とする。

②耐燃性ポリオレフィン混合物は、これらポリオレフィン混合物

に耐燃性を付与した混合物とする。

③耐燃性エチレンゴム混合物には、耐燃性を付与したエチレンプ

ロピレンゴム混合物、エチレンプロピレンジエンゴム混合物

　（EPDM）、エチレンビニルアセテートゴム混合物を含める。

・耐燃性ポリオレフィンの絶縁抵抗は現行の耐燃性
ポリエチレンと同じ。

・絶縁抵抗の温度換算はしない。
ホ　導体加熱変色：ポリオレフィンを絶縁体とする場合、
導体加熱変色の試験は不要。

へ　絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質
　（イ）引張強さ及び伸び
　　　附表第十四で以下のとおり規定。
　　　・引張速度はポリエチレンと同じ50～200mm/分。
　　　・加熱温度・加熱時間はポリエチレンと同じ。

　　　・引張強さ及び伸びの基準値：表4のとおり。
実力値を考慮し、現行のポリエチレンに比べて
若干低い値としています。

表4　引張強さ及び伸びの基準値

　（ロ）巻付加熱：現行どおり。
　（ハ）低温巻付：現行どおり。
（ニ）加熱変形：ポリオレフィンについては75℃（架橋し

たものにあっては120℃）に30分間保った後に測定
する。基準値は表5（附表第十八）のとおり。

表5　加熱変形の基準値

架橋したもの 120℃－96時間

その他のもの 90℃－96時間

絶縁物の種類 電線種類
導体太さ 荷重 減少率

外装外径 N ％

0.75mm2

3
以下

コード
0.75超

4 10（40）

ポリオレフィン
1.25以下

1.25超
5

5.5以下

その他
現行ポリエチレンと

10（40）
同じ区分け

キャブタイヤ 現行ビニルキャブタイ
10（40）

ポリオレフィン
コード ヤコードと同じ区分け

その他
現行ポリエチレン外装

10（40）
と同じ区分け

（注）括弧内の数値は架橋したものに適用する。

区
分

絶
縁
体

外
装

室温値 加熱後残率

TS EL TS EL

絶縁体 ポリオレフィン
架橋 7（8） 200 80 80

他 5（8） 200 80 65

耐燃性エチレンゴム 7 300 80 80

外　装 耐燃性 架橋 8 200 80 80

ポリオレフィン 他 8 200 80 65

単位：左から順にMPa, %, %, %である。　

注：括弧内の数値はコードの値である。
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（ホ）耐燃性：絶縁体又は外装に耐燃性ポリオレフィン
又は耐燃性エチレンゴムを使用するものにあって
は、附表第二十一2の60度傾斜難燃試験を行う。

（ヘ）耐寒性：外装に耐燃性ポリオレフィンを使用する
ものにあっては－15℃で附表第十七の耐寒性試験
を行う。

ト　防湿性：現行どおり。
チ　機械的強度：現行どおり。
リ　石綿繊維の含有量：現行どおり。

3．「（7）キャブタイヤケーブル」の改正
内容

イ　材料及び構造
　（イ）導体

・3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルは
2mm2以上のこと。

・ポリオレフィンを絶縁体とするキャブタイヤ
ケーブルの導体はめっきが不要。

　（ロ）絶縁体
・2種、3種の耐燃性エチレンゴムキャブタイヤ
ケーブルの絶縁体は天然ゴム、ブチルゴム又は
EPRゴムとする。

・その他のキャブタイヤケーブルの絶縁体として
ポリオレフィンを追加。

・ポリオレフィン絶縁体の厚さは現行のポリエチ
レンと同じ。
→3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル
の絶縁厚は括弧内の厚い方を採用する。

　（ハ）外装
・2種、3種の耐燃性エチレンゴムキャブタイヤ
ケーブルの外装は耐燃性エチレンゴムとする。

・その他のキャブタイヤケーブルの外装として、
現行のPVCに加え耐燃性ポリオレフィンを追
加。

・耐燃性エチレンゴム外装、耐燃性ポリオレフィ
ン外装の厚さは、現行の「2種、3種、その他」に
対応した値とする。

ロ　絶縁耐力：現行どおり。（2000～3000V）
ハ　絶縁抵抗：
・ポリオレフィンの絶縁抵抗は現行のポリエチレン
と同じ。

・耐燃性ポリオレフィンの絶縁抵抗は現行の耐燃性
ポリエチレンと同じ。

・絶縁抵抗の温度換算はしない。
ニ　耐食性：現行どおり。
ホ　絶縁体及び外装に使用する絶縁物の性質

　（イ）引張強さ及び伸び（表4参照）
　　　「（6）コード」の項で紹介した内容と同じ。
　（ロ）巻付加熱：現行どおり。
　（ハ）低温巻付：現行どおり。
　（ニ）加熱変形（表5参照）

「（6）コード」の項で紹介した内容と同じであり、表
5の「その他」の電線に該当する。

　（ホ）耐油性
　外装に耐燃性エチレンゴム又は耐燃性ポリオレ
フィンを使用するものにあっては、附表第二十4が
追加された。
　具体的には、70℃－4時間の耐油性試験で引張強
さ及び伸びの残率がいずれも60％以上のこと。

　（ヘ）耐燃性
コードの場合と同じであり、外装に耐燃性エチレ
ンゴム又は耐燃性ポリオレフィンを使用するもの
にあっては、附表第二十一2の60度傾斜難燃性試験
を行う。

　（ト）引裂性：現行どおり。（シリコンゴムのみ該当）
　（チ）耐寒性

コードの場合と同じであり、外装に耐燃性ポリオ
レフィンを使用するものにあっては－15℃で附表
第十七の耐寒性試験を行う。

へ　機械的強度
　（イ）曲げ強度：現行どおり。
（ロ）耐摩耗性：2種、3種の耐燃性エチレンゴムキャブ

タイヤケーブルにあっては、それぞれ2種、3種に
対応した耐磨耗性試験を行う。

（ハ）耐衝撃性：3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤ
ケーブルにあっては、3種の耐衝撃性試験を行う。

　（ニ）耐震性：現行どおり。

4．その他
　附表第27「電気用品の表示の方式」によれば、耐燃性エ
チレンゴム又は耐燃性ポリオレフィンを使用するものに
あってはその旨を電線の表面等に表示することになって
います。
　Massy先生は今回の改正案を取り入れた「電気用品の技
術基準」の電子ファイルを作成しています。図表は要約し
た内容ですが、希望があれば配布します。

5．「溶接用ケーブル」について
　今回の改正案では、溶接用ケーブルについても同様な
案を提案していますが、溶接用ケーブルは「電線類」から
「交流用電気機械器具」の一つである「アーク溶接機」に移
管されたので省略します。

（電気物理G　山田主管研究員）
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ハロゲンフリー電線の欧州規格について

まえがき
　EM電線ケーブル（エコ電線；ハロゲンフリー電線）は、
被覆材料として環境にやさしい材料（ポリエチレン、耐燃
性ポリエチレンなど）を使用しており、鉛やハロゲンを含
まず、火災時の発煙量、腐食性ガスの発生量が少ない、廃
棄処理されたときに環境に与える影響が抑制されるなど
の特長を持っているため、需要が増大してきています。
　EU（欧州連合）では域内市場に流通する製品に対して、
安全と健康に関する基本的要求事項を定めたEC指令に適
合することを要求し、適合製品にCEマーキングを表示さ
せて、市場監視のツールとしています。電線ケーブルには低
電圧指令が適用され、1997年1月から実施されています。
　低電圧指令の要求事項への適合を証明する手段として
は、欧州規格（EN規格又はHD規格）又は国際規格（IEC/
ISO）に製品仕様を適合させることが理解を得られ易く最
良の方法とされています。ハロゲンフリー電線の欧州規
格として、HD 21.14 S1:2003 Cables of rated voltage up to
and including 450/750V and having thermoplastic insula-
tion Part 14: Flexible cables（cords）, insulated and sheathed
with halogen-free thermoplastic compounds
がありますので、その内容をご紹介します。
　なお、HD 21規格は現在次の14部から構成されています：
HD 21.1 S4 General requirements
HD 21.2 S3 Test methods
HD 21.3 S3 Non-sheathed cables for fixed wiring
HD 21.4 S2 Sheathed cables for fixed wiring
HD 21.5 S3 Flexible cables （cords）
HD 21.6 （Spare）
HD 21.7 S2 Single core non-sheathed cables for

internal wiring for a conductor
temperature of 90℃

HD 21.8 S2 Single core non-sheathed cables for
decorative chains

HD 21.9 S2 Single core non-sheathed cables for
installation at low temperatures（-15℃）

HD 21.10 S2 Extensible leads
HD 21.11 S1 Cables for luminaries
HD 21.12 S1 Heat-resistant flexible cables（cords）
HD 21.13 S1 Oil resistant PVC sheathed cables with

two or more conductors
HD 21.14 S1 Flexible cables（cords）, insulated and

sheathed with halogen-free thermoplastic
compounds

HD 21.14 S1 規格の概要
1　適用範囲
　火災にさらされたとき発煙量と腐食性ガスの発生が少

ないハロゲンフリーの熱可塑性コンパウンドで絶縁体と
シースが被覆されている定格電圧300/500V以下の可とう
ケーブル（コード）の仕様を詳細に規定しています。これ
らのケーブルは家電製品を固定電源に接続するために使
用されます。すべてのケーブル（コード）はHD 21.1に記載
されている適切な要求事項とこのHD 21.14の特別の要求
事項に適合しなければなりません。

2　引用規格
　次の規格を引用しています。
EN 50265-2-1　火災条件下のケーブルの共通試験方法－絶
縁電線又はケーブルの一条垂直試験（日本規格協会から
の情報によればこの規格は廃止され、BS EN 60332-1-2:
2004に切り替えられました。IEC 60332-1, JIS C 3665-1
相当）
EN 50267-2-1　火災条件下のケーブルの共通試験方法－
ケーブル燃焼時のハロゲン酸ガス発生量の試験（IEC
60754-1相当）
EN 50267-2-2　火災条件下のケーブルの共通試験方法－
pHと導電率の測定による発生ガスの酸性度試験（IEC
60754-2相当）
EN 50268-2　火災条件下のケーブルの共通試験方法－
ケーブル燃焼時の煙濃度の測定
EN 60684-2　可とう絶縁スリーブ 第2部 試験方法（IEC
60684-2）
EN 60719　定格電圧450/750V以下の丸形銅導体ケーブル
の平均外径の下限と上限の計算（IEC 60719）
EN 60811シリーズ　電気ケーブルの絶縁体及びシース材
料の共通試験方法（IEC 60811シリーズ）
HD 21シリーズ　定格電圧450/750V以下の熱可塑性絶縁
体のケーブル
HD 22シリーズ　架橋した絶縁体の定格電圧450/750V以
下のケーブル
HD 383 S2　絶縁ケーブルの導体－第1版補遺：丸形導体
の寸法限界の指針（IEC 60228 + IEC 60228A, mod.）
HD 605 S1　電気ケーブル－追加の試験方法

3　定格電圧300/300Vの絶縁体及びシースを有する
可とうコード

　下記の項から構成されています。絶縁体とシースに対
して、ハロゲンフリーであることを評価するための試験
項目と要求値が付属書Cを参照する形式で、付属書AとB
の中に規定されています。
3.1 記号
3.2 定格電圧　300/300V
3.3 構造
3.3.1 導体
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3.3.2 絶縁体
3.3.3 線心の集合
3.3.4 シース
3.3.5 仕上外径
3.3.6 表示
3.4 試験
3.5 使用指針

4　定格電圧300/500Vの絶縁体及びシースを有する
可とうコード

　上記3と同様に構成されています。

あとがき
　HD 21.14 S1規格には、次に示す表が記載されています。
Table 1－ General data for types H03Z1Z1-F and

H03Z1Z1H2-F
Table 2－ Tests for types H03Z1Z1-F and H03Z1Z1H2-F
Table 3－ General data for types H05Z1Z1-F and

H05Z1Z1H2-F
Table 4－ Tests for types H05Z1Z1-F and H05Z1Z1H2-F
　また、HD 21.14 S1規格には、つぎの付属書A～Fが付い
ていて、付属書には、下記の表が記載されています。
付属書A（規準文書）
　熱可塑性絶縁体TI 6の非電気的試験の要求事項
　Table A.1－Requirements for the non-electrical

tests for thermoplastic insulation TI 6
付属書B（規準文書）
　熱可塑性シースTM 7の非電気的試験の要求事項
　Table B.1－Requirements for the non-electrical

tests for thermoplastic sheath TM 7
付属書C（規準文書）
　ハロゲンに対する要求事項
　Table C.1－（ハロゲンフリーの要求事項に関する絶縁体

とシース材料の型式試験）
　Table C.2－（ハロゲンフリーの要求事項に関する絶縁体

とシース材料のサンプル試験）
付属書D（規準文書）
　ハロゲンの決定－元素の試験
付属書E（情報文書）
　HD 516 S2の修正提案
付属書F（規準文書）
　シースの水浸試験
　
　規格は著作権保護の対象になっているため、規格の中
の項目のみの羅列で判りにくい説明となりました。詳細
については規格を入手してご参照下さい。
　JECTECは欧州規格に基づく電線の試験とCEマーキン
グに際して必要になる技術文書、適合宣言書の作成支援
を行っておりますので、お気軽にご利用下さい。

（認証試験室　若月室長）

ホームページ旧掲示板に書き込まれたQ&A（3）

　ホームページに書き込まれた電線・ケーブルに関係し
たQ&Aの部分をピックアップして紹介しています。　

Q：「光ケーブルの燃焼規格」
　光ケーブルの燃焼規格には、特別な規格があるのです
か？一般の電線と同じですか（上野：2003/03/05）
A：「RE：光ケーブルの燃焼規格」

　JISではJIS C3005（水平、傾斜試験）、 JIS C3521（垂直ト
レイ試験）、JIS K7228（材料の燃焼ガス、煙濃度測定）等が
ございます。また米国におきましては、VW-1、UL1685
（垂直トレイ試験）に加え、使用場所によっては、さらに
高い難燃性能の要求されるUL1666（ライザー）、NFPA262
（スタイナートンネル）等が要求される場合もまれではあ
りません。従いまして光ケーブルにおきましても、使用
場所によってメタルケーブル同様の燃焼規格が適用され
るとお考えください。（JECTEC研究員）

Q：「通信電線絶縁PE」
　お世話になります。フォーム層とスキン層の意味がい
まいち分かりません。どなたかお教え願います。（原田：

2002/09/20）
A：「RE：通信電線絶縁PE」
　通信ケーブルでは、絶縁層を薄くするために、誘電率
の低い発泡ポリエチレンが使用されますが、発泡ポリエ
チレンは機械的強度が低いため、これを補うために発泡
ポリエチレンの外側に薄いソリッドのポリエチレン層を
設けた構造の絶縁線があります。このような構造の絶縁
体の発泡ポリエチレン部分をフォーム層、外側のソリッ
ドポリエチレン層をスキン層と呼びます。（JECTEC研究
員）

Q：「シースメガーの良否判定値」
　メーカー勤務です。JECTECニュースNo.40を拝見しま
した。掲載コラム（その3）の（6）の、「シースが健全であれ
ば2000Mオーム以上になります」について、ケーブルが冠
水部に置かれている場合（またはそれに近い状態）には、
まったくのケーブルシースそのものの値となるので、
2000Mオームにはなり得ないと思います。
　また、気温によっても大きく変化するものと思います。
接続箇所がある場合には，低くなる傾向です。
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　これらを踏まえた内容を盛り込んでいただければ
Happyです。（JECTEC騰綾　横濱太郎：2004/02/20）
A：「JECTECの山田です。」

　Massy Yamadaの電気教室をご覧いただき光栄に思って
おります。これからも是非ご覧いただきたく御願いしま
す。
　さて、シースメガー2000MΩの件ですが、原稿作成時
に随分迷ったところです。一般的にはシースメガー値は
10MΩもあれば良好であるとされています。シースメ
ガーの良否判定値を1MΩとしているケースも少なくあり
ません。それに対して2000MΩ以上というのは桁外れの
値だということを認識していました。途中数値を変更し
ようとも考えましたが、その直前に10年程度使用した多
数の6kVCVTのシースメガーを測定する機会があり測定し
たのですが、シースが健全なものはすべて2000MΩ以上
でした。そうしたこともあり変更せずに2000MΩとしま
した。
　ただ問題点があるとすれば、・PVCシースの絶縁抵抗
は配合によって差が大きい。・シースメガー値は温度依
存性が高く高温ではかなり低下する。・シースメガーは
ケーブル長さに依存する。という問題があります。
2000MΩ以上となったケーブルは、・電力会社で使用し
ていたケーブルであり性能のいいPVCであった可能性が
ある。 測定時期が冬季で寒かった。・比較的短いケーブ
ルであった。という状況を勘案すると2000MΩ以上との
表現は行き過ぎであったかもしれません。シースメガー
の基準値を10MΩ程度として、「シースメガーを経年的に
測定し、前年より極端に低下した場合は例え100MΩより
大きくても何らかの損傷or異状があると判断した方がよ
い。」とした方が良かったかもしれません。（JECTEC山
田）

Q：「IV電線の保管期間と保管条件」

　照明器具内配線にIV、HIV電線を使用しています。
電線に表示されている製造ロット2000年の電線を使用し
たところ電線のロットが古いと顧客より指摘がありまし
た。当社では電線をまとめて購入し、一台に使用する電
線は数10センチの為、2000年ロットでも在庫として使っ
ています。保管期間、保管条件に規定があるのでしょう
か、顧客が納得できる資料があれば教えて下さい。
（品質保証人：2002/11/27）
A：「IV電線の保管期間の件」
　IV、HIV電線について保管期間、保管条件についての公
的な基準はないと思います。
　高温な環境とか日射があたる環境でなければビニルや
耐熱ビニルは殆ど劣化しません。銅導体はビニルで被覆
されているので、湿気の特に高い環境とか、腐食性のガ
スがある環境でなく、かつ、室温程度であれば、普通は
腐食しません。
　従って技術論だけであれば、キチンと保管してあれば、
3年や5年保管してあった電線でも全く問題なく使用でき

ます。
　ただし、現実論としてユーザーは製造年を気にするこ
とがあり、電線メーカーも在庫品の先入れ・先出しをし
て、古い製造年の電線が残らないようにしているようで
す。ユーザーも「製造年が前年」程度であれば認めてくれ
るようですが、それより古いとクレームがつくことがあ
るようです。（JECTEC研究員）
（質問者からの返信）
「IV電線の保管期間について」
　回答ありがとうございます。保管状態については、問
題ないので自信をもって説明できます。助かりました。

Q：「TPE等ケーブルの適用について」

　こんにちわ、教えて下さい。 TPE等は、どのような
ケーブルに採用されるのでしょうか。 PVCからの代替で
ジャケット等に採用されるのでしょうか。
又、TPEは、TPO、TPS、TPU等御座いますが、電線とし
て、何が主に使用されるのでしょうか。
以上、宜しく御願いします。（学生：2003/12/05）
A：「RE：TPEのケーブルへの適用」　
　もう20年程度前になるのかもしれませんが、TPE（熱可
塑性エラストマー）が、天然ゴム、合成ゴムに続く“第3世
代のゴム”というような冠がついて、色々な用途に検討さ
れた時期があります。電線の用途でも、PVC代替という
よりも加硫ゴム代替が目的に考えられました。特に、
ケーブル線心にPEのように温度の制限がある材料を使用
しているケーブルの外被にTPEが使用できたとすれば、
魅力的でした。熱可塑性の故の燃焼時のドリップ性、対
加硫ゴムで見たときの反発弾性とか永久伸びといったゴ
ム的特性に劣る点があり、従来の加硫ゴムケーブルへの
適用は難しかったのですが、評価、検討結果から現在で
は、TPEの特長が生かせる新しい用途に使用されていま
す。
　スチレン系熱可塑性エラストマー：ゴム的である性質
から、コンクリート直埋ケーブルの緩衝層に使用された
例があるように記憶しています。オレフィン系熱可塑性
エラストマー（TPO）：材料メーカーからの提供された状
態のコンパウンドでそのまま使用されるよりも、難燃コ
ンパウンドのベース樹脂等として電線、ケーブルに使用
されていると思います。ウレタン系エラストマー
（TPU）：引張強度、引裂強度が大きく、耐摩耗性が良い
特長があり、ロボット用ケーブルの外被に使用されてい
ます。耐油、耐溶剤性がPVCよりも優れている点が生か
せる用途のケーブルに使用されている例もあります。ポ
リエステル系エラストマー：光ファイバ心線の2次被覆に
使用されています。以上、思い出すままに書き出してみ
ました。（JECTEC清水）
（質問者からの返信）
　JECTEC清水様、大変参考になります。ありがとう御座
います。又、何か疑問点等がありましたら、教えて下さ
い。以上、ありがとう御座います。
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海外研修　17年度ベトナムコース

1．はじめに
　今回の海外研修は2005年9月26日～30日までの5日間、

ベトナムのホーチミン市にて初めて実施されました。

　開催するに当たり事前に日本国内にて講師の方々と研

修の進め方等の打ち合わせを行いました。その時点では

講義の演習で使用する充分なスペースの有る会場がなか

なか見つからなく又、現地の参加者が希望どおりに集ま

るか不安な報告が有りました。海外主催機関AOTS（海外
技術者研修協会）、海外協力機関IMT（Institute of Manage-
ment and Technology Promotion）のご協力により充分な

広さを持つ会場となるホテルも見つかり又、地元の新聞

に参加者の公募を載せ、希望数をはるかに超える参加者

が集まり開講のはこびとなりました。今回も前回のタイ

コース同様に開発途上国の基盤人材育成の為に実施され

ました。

2．会場、町、食べ物
　研修はベトナム南部、中心都市のホーチミンにあるマ

ルコポーロ・オムニ・サイゴンホテルで行われました。

空港とホテルまでは車で約15分と近く、繁華街と空港の

ほぼ中間地点にあります。会場は充分な広さを持ち（QC

ゲームで紙飛行機を飛ばす場所もホテル裏の駐車場でこ

ちらも広さには問題が無く）予定通りに研修が出来る十分

なスペースが確保されている事を（到着後すぐ）確認し一

安心。

オムニ・サイゴンホテル

オムニ・サイゴンホテルロビー

駐車場

　研修会場となるホテルにもサイゴンと言う名前がつけ

られている様に町の至る所にサイゴンの名前が残ってい

ます。町の交通は、オートバイの量が非常に多く交通事

故が多発しないのがおかしいくらいです。オートバイ以

外に、シクロと呼ばれる自転車の前に座席を付けた人力

車が町を走っています。町の様子は、東洋と西洋の建物

が混じりあっています。又、統一会堂や戦争証跡博物館、

川沿いに立つチャン・フン・ダオの銅像と言った戦争に

まつわる建物から中国、フランス、アメリカの支配や介

入など、戦争の歴史をうかがう事が出来ます。

中国風の寺があればフランスの教会が有る、とても不思

議で活気あふれる町です。

オートバイの群れ

シクロと言う乗物
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聖母マリア教会

統一会堂

上の写真は、ヴィンギエム寺の内部で僧侶が御経をあげ

ている所です。外観を取るのを忘れたので内部だけです

がまるで中国か日本みたいです。

上の写真は、ベンタン市場をバックに取った写真です。

コロニアル様式の黄色で明るい建物で広さ1万m2という敷

地面積をもつ巨大マーケット。

　次にベトナムの料理ですがやはり中国とフランスの影

響を受けた料理や、生野菜や香草を生かした料理が多い。

ベースの味は美味しいがそれに香草や唐辛子を入れると

私の口に合わない物もありました。又、いくつかのつけ

ダレもあり多彩な味を楽しむ事が出来ました。

春巻きと香草、ライム（レモン）の写真です。春巻きは美味

しいです。ライムはかなり小さくカボスに似ています。

米粉から作る麺のフォー（Pho）色々な物が有る、香草が

入った物も有り私は最後まで食べられませんでした。

パイン・セオと言う名前の米粉で作るベトナム風お好み

焼きで皮はパリッとして香ばしく美味しいです。

まだまだ沢山の種類の料理があります。どれを食べても

基本的な味は美味しいです。ただ香草は私には合いませ

んでした。
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3．研修の報告
　カリキュラムを表1に示します。

表1　カリキュラム

　今回の研修テーマは「製造業における、工場管理技術」

と題し、紙飛行機を飛ばし飛行距離を競うQCストー

リー、手法等をより実践的に学ぶ事が出来る内容で激し

い活発な討論や質問も研修生から多く聞く事が出来まし

た。

最後の発表もチームワークを大切にし、すばらしい内容

の物ばかりでした又、設備管理の講義では時折笑いが出

るほど和やかなムードで進められ、巧みに研修生への問

いかけを交えた講義でした。

QCゲームの紙飛行機飛ばし（皆さん真剣です。）

4．おわりに
　今回はベトナムの事を知って頂きたく、町や食べ物の

内容を多く取り入れてみました。ある本に書いてあった

事ですが「現在ベトナムは、あらゆる面でエネルギッシュ

な変化を遂げている段階といえる。」のように5日間と非

常に短い時間でしたが、研修生の皆さんもエネルギッ

シュな変化を遂げている段階で今回の研修でさらにス

テップアップして頂けると思います。今回、研修の事務

局のお手伝いとして参加し誠に貴重な体験をさせて頂き

有難う御座いました。

（安全性G　池田研究員）

題　　目 講師

開講式、研修ガイダンス
清水

第1日目 講義：日本の電線業界とJECTECの役割
松本

　　　工場運営概説

講義：品質管理の基本
松本

第2日目
演習：データのまとめ方

岩辺

清水

講義：良い仕事をするために 松本

第3日目 演習：問題解決演習 岩辺

　　　QCゲーム・特性要因図 清水

講義：設備管理 松本

第4日目 演習：QCストーリー 岩辺

　　　参加者による発表会 清水

講義：QCのおさらいとまとめ
松本

第5日目 　　　設備管理
岩辺

　　　閉講式

開講式後の記念写真
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海外研修協力機関の紹介（タイ国）
Electrical and Electronics Institute（EEI）

平成15、16年度と2年連続でAOTS海外研修のタイコース

で海外協力機関としてお世話になったElectrical and

Electronics Institute（以下EEIといいます）をご紹介しま

す。

　まずAOTS（財団法人海外技術者研修協会）の産業人材支

援育成研修事業の協力機関の説明を簡単にしておきます

と、協力機関とはAOTSに協力して海外研修を実施する企

業又は団体のことでJECTECも協力機関という立場です。

海外で研修を開催するに当たっては現地の企業・団体等

の協力が必要ですが、これら現地の企業・団体を「海外協

力機関」と呼びます。上記のタイコースではEEIの協力に

より研修生の募集、会場準備、教材の翻訳・印刷、通訳

選任その他必要な事項を行いました。

　折しも現在、タイ国政府と日本政府との間で Japanese

Thai Economic Partner Agreement（JTEPA）－日タイ経済

連携協定―の締結の準備が進められていて、EE Iと

JECTECは電気用品安全法に基づく特定電気用品の適合性

検査の相互認証に向けて調整作業中であり、来年に予定

されている協定の調印が無事に済めば、ますます親密な

関係になるものと期待されています。

　EEIは内閣の承認のもと工業省、産業開発機構の傘下に

1998年7月7日に設立された自立した研究所であり、その

目指すところは　電気・電子工業における製造、輸出、

研究開発能力を国内外の標準レベルまで継続的に発展さ

せることです。

　組織的には工業省の傘下、工業規格を取り扱うThai

Industrial Standards Institute（TISI）と横並びのポジション

になります。EEIには三つの部門があり、JECTECに最も

関連が深いOperation and Standards Center（OSC）と管理

部門、IT部門があります。

その使命は、

1. 地元の原材料、部品及びコンポーネントを使った国産

の電気・電子製品に対する付加価値を奨励し継続的に

支援する。

2. 国際規格と合致する国産電気・電子製品規格を奨励、

支援する。

3. 輸出用電気・電子製品の増大を継続的に支援する。

4. 製造、市場、国際貿易協定及び承認に関連する電気・

電子データの収集、分析、研究開発を行うセンターで

あること。

とされています。

主要な活動としては、

1. （OSC）ISO/IEC17025認定を得ている。

－電気・電子製品の試験及び電気・電子工場の検査

2. （ICSC）－電気・電子製造の連携と電子商取引ネット

ワークを介しての製品調達。

3. （ITSC）－研修、セミナー、コンサルティング、アドバ

イザー派遣、その他の情報サービス。

が挙げられます。

場所はバンコックから車で東へ約1時間半位のところで海

にも比較的近い。写真は前列左が、技術担当役員のタナ

サク氏、その右はマネージャーのティーラ氏。

後ろで立っているのは筆者とその隣が電線試験担当の上

級技師のスニーダさんです。

EEIのスタッフは約60名、電線の試験室の規模はまだあま

り大きくはありませんが、電気製品の試験場は広く沢山

の試験をこなしています。タイも日本と同じく国際標準

化を急速に進めており、EEIの背負う役割は重要と思わ

れ、今後の発展が期待されます。

（業務部　田中技師）
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平成17年度　浜松（新人）研修会

　平成17年7月26日（火）から28日（木）の3日間、新人研修

会を、受講生27名の参加を得て、実施しました。

　この研修は、情報とエネルギーを伝達するという電線

が担う使命は重要であり、非常に安定した品質を確実に

するため色々な角度から評価検討が行なわれ製品化され

ていることを講義と当センターの評価設備を通して理解

していただくことを目標にしています。

　受講生5名の方から寄稿していただいた研修に参加して

の感想を紹介し、浜松研修会の報告といたします。

「JECTEC研修会に参加して」

進興電線株式会社品質保証課：吉野　祐樹氏

　今回の研修会に参加した事で電線、ケーブルについて

の基礎・試験・評価方法を一通り学ぶ事ができ、通常業

務ではあまり接する機会のない分野まで学ぶ事ができた

と思います。特に、入社4ヶ月になる私にとって、これか

ら多くの基礎知識・種類や構造・製造方法・規格等を学

ぶ時間が十分に取れ、有意義な研修会となりました。

【講義内容】

①JECTEC事業紹介と電線業界の概要

②電線・ケーブルの製造方法

③電線特性評価（実習）

④電線・ケーブルの種類と用途

⑤材料分析（実習）

⑥難燃性試験（実習）

⑦Massy Yamadaの電気教室

⑧電線・ケーブル用材料

⑨工業標準化法

　今回の講義内容の中で⑥難燃性試験の実習では、

JECTECにしかないスタイナートンネル燃焼試験機を初

め、3mキューブ試験・垂直トレイ燃焼試験を体験でき文

面だけでは分からない試験も体験できました。

　②～④の講義内容により安全の保証が第一であること

を再認識しました。

　品質保証課という職場上、特性試験評価では現在、品

質保証に関わる評価試験が多いと思うなかで、引張試

験・耐電圧試験など普段使用している機器についての知

識の再確認もできました。

　現在では電線メーカの海外進出化となり国内電線メー

カの企業数は減少しているのは事実です。いかにコスト

を削減し無駄な工程をなくせるかが今後の生き残りにか

かってくる中で、エコ電線・光ケーブル等を初め新しい

技術を取り入れ、情報とエネルギーを伝達するという高

付加価値の電線をアピールしていかないといけないと思

いました。

　最後に、今回の研修で理解に欠けていた部分も多々

あったと思いますが、他社からの参加された方との交流

をはかれたことは、今後の仕事をしていく上で非常に良

い経験となりました。

「JECTEC新人研修会に参加して」

カワイ電線株式会社：川井　宏隆氏

　今回の研修会は講義と実習の二つに分けて行われまし

た。講義では、電線・ケーブルの基礎知識、試験・評価

方法、電気・電気設備の基礎知識、JIS法改正の概要等を

学習することができました。通常業務ではあまり携わる

機会がなかった分野などがたくさんあり、また様々な電

線がどのように使用されているかも知ることができ、と

ても有意義でした。その他にも、電線火災の実態では自

分の仕事の重要性、TRIZ演習問題では柔軟に物事を考え

ることの重要性を確認できました。さらに工業標準化法

の講義では、標準化の意味と目的から用語、JIS法改正ま

でを詳しく説明して頂き、電線業界を取り巻く環境の変

化を認識しました。

　また実習では、引張試験機、日本で一つしかないよう

な大型の燃焼試験装置や、熱分析、赤外分析の装置を見

学するだけでなく、実際に操作できたことはとても貴重

な体験になりました。しかし、これらの試験装置から導

かれる試験結果の評価法等について、もっと時間を取っ

ても良かったのではないかと感じました。

　今回の研修では、講義、実習で、実際に多くの経験を

つまれた方々の意見を聞けただけでなく、他社、異業種

の方々と交流できたことはとても良い経験となりました。

今回の研修で得たことを今後の業務に生かしていきたい

と思います。

「JECTEC研修会に参加して良かったこと」

リケンテクノス株式会社材料開発研究所　

応用開発研究東京グループ：齋藤　真一氏

　私がJECTEC研修会に参加して良かったことは、三つあ

りました。

　一つ目は、電線の世界を知ることが出来たことです。
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当社に入社して数ヶ月の私は、電線の製造現場を見たこ

とがなく、電線の種類、用途、特性評価法に関してほと

んど把握していない状態でした。この研修会に参加して

電線に関する多くの知識を得ることができ、ようやく電

線の世界を覗くことが出来るようになりました（まだまだ

知らないことだらけですが…）。また、実習のなかで、垂

直トレイ試験や3mキューブ試験など、電線の大規模な燃

焼試験を見られたことは、電線被覆材料を開発している

私にとって貴重な経験でした。

　そして二つ目は、電線業界の方と知り合いになれたこ

とです。仕事以外の話もできる和やかな雰囲気もあるな

かで、多くの電線業界の方と知り合えた機会は大変貴重

でした。ここで出会えた方とは、今後も仕事で関わりが

持てればと思っています。

　最後の三つ目は、JECTECがある浜松で食べたうなぎが

美味しかったことです。研修の最終日が土用の丑の日で

あり、研修会に参加する前からひそかに楽しみにしてい

ました。

　以上がこの研修会に私が参加して良かったことでし

た。

「JECTEC研修会を振り返って」

昭和化成工業株式会社東日本支店：松下　幸一氏

　去る7月に「JECTEC研修会」に参加させて頂きました。

清水部長をはじめ、多くの講師の皆様にいろいろな事を

御説明頂き、私としても大変有意義な時間を過ごさせて

頂きました。私の現在の仕事は、電線メーカー様等に、

被覆材料として塩ビコンパウンドを販売する営業をさせ

て頂いております。研修会で特に印象に残っているのは、

「電線・ケーブル用材料」「3．PE及びPVC」の御説明の中

で、PVCでは有毒ガスが発生してしまう為、最近ではハ

ロゲンフリーの被覆材料を選定している場面が多々ある

との説明でした。確かにPVCは、有毒ガスは発生してし

まい、環境に優しくないことは理解できましたが、今後

の世の中のリサイクル分野での再利用など、限られた資

源の有効活用にも貢献できると考えており、改めて、塩

ビコンパウンドの販売も重要な仕事だと考えております。

塩ビ材料を使用して頂く事でも多くのメリットが得られ

る事をお客様にも理解して頂けるように、今後も継続し

て塩ビコンパウンドの販売をしてまいります。

　合わせて非塩ビコンパウンドの開発・販売もさせて頂

いておりますので、今後とも皆様の御支援・御鞭撻を頂

戴したくどうぞ宜しく御願い申し上げます。

「浜松研修会の感想」

昭和電線電纜株式会社エネルギーシステムユニット

技術・品質保証課：山口　雅光氏

　実は今回で研修会は2度目の参加となります。1度目は

昭和電線に入社したての頃（約8年前）に受けましたが、後

に光通信関連の部署に異動となり、電線・ケーブルから

離れた業務に就いていました。しかし、5年ぶりにまた電

線・ケーブル事業の関わる部署に異動となりましたので、

再度JECTEC殿の研修会を受けることとなりました。

　今回と8年前の研修会の内容を比較しますと、8年前の

研修会は座学がほとんどでそれ以外は試験設備の見学と

いう形でしたが、今回の研修会は実習に多くの時間が割

かれており、充実していたと思います。実習の内容は分

析、物性試験、燃焼試験など盛りだくさんで特にVW-1の

試験は楽しく学ぶことができました。その半面、講義の

時間が少なくなったため進行スピードが速いと感じまし

たが、何とかついていくことができました。研修会で学

んだことを今後の業務に役に立てたいと思います。あり

がとうございました。

（業務部長　清水　修）

写真：研修修了時の集合写真
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JNLA試験事業者の登録を取得致しました

　JECTECはこのほど、独立行政法人　製品評価技術基盤

機構（NITE）認定センターより、試験事業者登録制度

（JNLA ; Japan National Laboratory Accreditation System）

に基づく、試験事業者として登録を受けました。（登録番

号：050201JP）

　試験事業者登録制度とは、ISO及びIECが定めた試験所

に関する基準（ISO/IEC 17025）の要求事項に適合している

かどうかの審査を行い、NITEが試験事業者として登録す

る制度です。

　JECTECは、本年3月～5月に品質システム、試験施設、

機器などの適切性と運用状況および試験技術能力の審査

を受け、電線および配線器具のJIS対象品目に係る試験を

実施する試験事業者として8月1日付けで登録されまし

た。

対象となる登録範囲を下記に示します。これの試験方法

の区分は、配線器具を表1、電線を表2に示します。

（1）JIS C 3002  電気用銅線及びアルミニウム線試験方法

（2）JIS C 3005  ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法

（3）JIS C 3101  電気用硬銅線

（4）JIS C 3102  電気用軟銅線

（5）JIS C 3301  ゴムコード

（6）JIS C 3306  ビニルコード

（7）JIS C 3307  600V ビニル絶縁電線（IV）

（8）JIS C 3340  屋外用ビニル絶縁電線（OW）

（9）JIS C 3341  引込用ビニル絶縁電線（DV）

（10）JIS C 3342  600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル

（VV）

（11）JIS C 3502  テレビジョン受信用同軸ケーブル

（12）JIS C 8303  配線用差込接続器

（13）JIS C 8306  配線器具の試験方法

　JNLA制度で登録された試験事業者は、図１に示す標章

（ロゴ）の入った試験証明書・成績書を発行できることと

なります。

図1

　JECTECが発行するJNLA標章付の試験証明書は自己適

合宣言の支援文書としてご活用頂けます。

　また、JECTECはJNLA試験所として活動する一方、製

品認証機関としてJIS認証に取り組むことも予定してお

り、この面からもJNLA試験所としての機能を活用してゆ

くことにしております。

表1　JIS試験所の業務範囲（配線器具）

試験方法
C8306

C8303

の区分
試験項目 配線器具

差込接続器
試験方法

外観・構造 構造 3. 6.1

絶縁試験
耐電圧 8. 6.7

絶縁抵抗 7. 6.6

防水 9. 6.21

耐久性・ 開閉 10. 6.5

耐食性試験 コード引出部の強度 13.2.2 6.13

アンモニアガス耐久 18. 6.18

刃取付部強度 6.10

引張荷重 6.20

保持力 6. 6.2

機械的
13.1.1（1）

強度試験
ねじ端子の強度 13.1.1（2） 6.9

13.1.3

コード引止部の強度 13.2.1 6.12

外郭の強度
13.5.2 6.11（1）,（2）,（3）

13.5.3（1）,（2）

温度試験 温度上昇試験 4. 6.3

電気・電子 難燃性 6.22

難燃性試験 耐熱 14. 6.8

ケーブル類
接触抵抗 5.1 6.4

電気特性試験
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表2　JIS試験所の業務範囲（電線）

C3002 C3005 C3101 C3102 C3301 C3306 C3307 C3340 C3341 C3342 C3502

試験の方法
試験項目

銅線・
絶縁電線 電気用 電気用 ゴム ビニル 同軸

の区分 アルミニウム線
試験方法 硬銅線 軟銅線 コード コード

IV OW DV VV
ケーブル

試験方法

外観・構造
外観 3 4.1 7.1 7.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.1

構造 4 4.3 7.2 7.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.2

耐電圧 4.6 a）,b） 6.4

絶縁試験
絶縁抵抗

4.7.1
6.5 6.5.2

4.7.2

耐久性・ 耐油 4.18 6.8 6.8

耐食性試験 耐寒 4.22 6.12 5.11

絶縁体・
4.16 6.7

シースの引張

加熱 4.17 6.8

巻付加熱A法 4.19.1 6.8

低温巻付けA法 4.20.1 6.9

機械的
加熱収縮 4.21 6.11

強度試験
加熱変形 4.23 6.1 6.12 6.1 6.11 6.13

曲げ 4.27 6.1 6.12

より合わせ 4.3 6.11

屈曲 5.13

内部導体と
5.14

絶縁体の密着

導体の引張り 5 6.3

電気・電子 難燃 4.26.
6.9 6.11 6.13 6.12 6.14

難燃性試験 2a）,2b）

導電率 6 7.4 7.4

ケーブル類
導体抵抗 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.3 5.3

電気
特性

5.6

特性試験
インピーダンス

減衰量
5.7, 5.10

加熱後減衰量

ケーブル類
導体加熱変色 4.15 6.6

機械特性試験

（認証試験室　森主管研究員）
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夜のお菓子「うなぎパイ」、真夜中のお菓子「うなぎパイ
VSOP」。うなぎパイに飽きたら他のパイをおみやげに如
何でしょうか？私は春華堂の回し者ではありません。

（5）遊びの宝庫、浜名湖
　夏場の浜名湖はモーターボート、ジェットスキー、
ウェイクボード、ウインドサーフィン、サイクリング、
釣り、海水浴などまさに遊びの宝庫です。マリーナは大
小30数箇所あります。三ヶ日町にビジターでもモーター
ボートやジェットスキーをレンタルしてくれるトヤママ
リンという店を見つけ、早速モーターボートをレンタル
して滑走してみました。舘山寺のロープウェイの下をく
ぐったり、東名に浜名湖SAを湖側から眺めたり、別の景
色が楽しめます。
　浜名湖の平均水深は5m程度で、湖の北半分が遊走区
域。南側は2m前後と浅く、航路を外れると航行できない
ところもあるようです。

　皆様もJECTECにお越しの際は、ひと足伸ばして浜松を
楽しまれては如何でしょうか。

猪鼻湖神社 舘山寺ロープウェイ

（材料化学G　田中主査研究員）

談話室（新たに知った浜松）

1．はじめに
　材料化学グループに所属しております田中と申します。
JECTECに赴任して3ヶ月になります。赴任先へ向かう足
取は重たく感じられがちですが、浜松という街へは観光
に行くような気分になり救われます。それは気候が比較
的安定しているほかに、食べ物や遊びのスポットが充実
していることかも知れません。今回は浜松に住み始めて
私なりに発見したものを紹介させて頂きます。

2．新たに知った浜松
（1）リトル・サンパウロ
　JECTECの寮は高丘（東名 三方原PAと浜松西ICの中間く
らい）にあります。近所へ買物に出かけるとポルトガル語
（おそらく）をよく耳にします。またカラオケ店の看板な
どにブラジル国旗がペイントされていたり、信号待ちを
していると回りが全員ブラジル人であったりすることも
あります。浜松市の人口は今年になって近隣の市町村が
合併して80万人を超えました。その内約1万6千人がブラ
ジル人です。高丘は特に多く、リトル・サンパウロと
言ってもよいかも知れません。

（2）うなぎが美味しい店はどこ
　浜松と言えばやはり「うなぎ」ですが、地元の職員の
方々に尋ねると、意外にここが一番という返事が返って
きません。私が数年前 浜松に遊びにきた時、口コミ情報
で気賀にある清水家を訪れたことがあります。それほど
街中でもないのに30分並んで美味しいうなぎにありつけ
た思い出があります。今でも人気の店で、仕込み量に限
りがあり、終了すると閉店してしまうそうです。
　浜松駅周辺では八百徳（本店）がお薦めだそうです。そ
の他に東部、北部、舘山寺周辺に点在しています。サイ
フと相談しながら、食べ比べしてみたいと思います。

（3）餃子も有名
　浜松は宇都宮の餃子についで第2の餃子の消費量が多い
都市だということを知りました。たしかに餃子専門店を
よく見かけます。浜松餃子はなぜか萌やしが添えてある
のが特徴です。同様に地元の職員の方々からの情報で、
聖隷三方原病院の近くの紀楽へ行ってみました。キャベ
ツや肉などの具のバランスがよく、食べた時に染み出す
ジューシーさは格別です。

（4）朝、昼のお菓子？
　浜松みやげとして夜のお菓子「うなぎパイ」は有名です
が、朝のお菓子、昼のお菓子もあるのをご存知でしょうか。
朝のお菓子「すっぽんの郷」、昼のお菓子「えび汐パイ」、

トヤママリン

JECTEC寮

JECTEC清水家

八百徳

紀楽

5km

●談話室
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会員の声

カワイ電線株式会社
代表取締役社長

小池　定雄氏を訪ねて
　大阪市東淀川区のカワイ電線株式会社本社に小池定雄
代表取締役社長をお訪ねしました。当日は、秋晴れのさ
わやかな風を感じる日でしたので、阪急電鉄京都本線相
川駅から徒歩で向かいました。駅から約15分、小松橋を
渡るとすぐに到着しました。小池社長のお話では、冬に
なると橋の下の川には、鵜や鴨などの水鳥も飛来してく
るそうで、ちょうどこの日の朝に、一羽観察したとのこ
とでした。

会社の生い立ち
　創業者（河合省吾）は弁護士で、綿糸を扱う商社の法律
顧問をしていた縁から電線の需要拡大に着目し、副業と
して、綿絶縁電線の製造販売所「大卯電線」を1915年（大正
4年）に創業したのが、歴史の第一歩です。場所は現在の
大阪駅北側、北区芝田町です。2年後「河合電線製造所」と
商号を変更しました。大正8年には大阪市都島区赤川町に
移転拡充し、電力ケーブル（外線、内線）を製造しました。
　大正14年に後を継いだのが先代社長（小池理）です。創
業者の甥で、現社長の父上になります。先代社長は、中
小企業ながら独自の技術開発を行い、昭和初期から反射
炉と溶銅圧延設備で荒引線から各種被覆線までの一貫生
産体制を展開していました。昭和9年には組織を法人とし
「株式会社河合電線製造所」と称しました。
　先代社長の溶銅圧延、電線製造技術は、朝鮮総督府か
らの要請を受けて始興電線の建設（昭和13年）（のちの朝鮮
製錬株式会社）、またタツタ電線株式会社創業者の辰巳卯
三郎氏に依頼されての工場建設（昭和21年）に活かされ、
電線製造業の発展に寄与しています。
　戦時中は、軍事統制経済のさなか、諸事の問題から休
業しました。戦後、昭和20年から24年の間、先代社長が、
現タツタ電線株式会社の創業時に協力させていただいた
おかげで、敗戦で復員した当社社員だった方々はそこで
働く場を得ることができました。このことで小池社長は
タツタ電線株式会社を当社の分身であるように感じてい
るそうです。その後、昭和26年12月朝鮮動乱の終結後、
不況のさなか、「昔の電線づくり（河合電線）をやろうか」
との先代社長の一言で、小池社長と二人で再開したそう
です。場所は大阪市浪速区稲荷町でした。焼け野原に煙
突と、トタン屋根が広がる、荒れ果てたところで、自転
車と簡単な工具と、後は体ひとつだけで始めた頃が、今
でもとても印象深いそうです。

電線･ケーブルを通じて社会に貢献する
　昭和30年に各種ビニル電線、ビニルケーブルの製造に
着手、昭和42年JIS表示許可工場、昭和46年福知山工場建設
用地取得、昭和62年「カワイ電線株式会社」と改称、平成6
年には、工業標準化実施優良工場として近畿通商産業局
長賞を福知山工場が受賞。また、同年にはISO9002の認証
を取得しました。（平成15年にISO9001（2000年版）に移行）
　この間、福知山工場は随時拡充を行ってきました。ま

た、平成10年には、福知山市の隣の綾部市に京都工場を
建設し、操業を開始しました。
　人類にとっての大動脈としてエネルギーと情報を伝達
するために無くてはならない電線とケーブルを通じて、
社会に貢献する会社でありたいと、着実に歴史と実績を
重ね、歩んできました。

主要製品は屋根の下で使用する電線
　「VVFのカワイ」として、「カラーVVF」「4心VVF」「タフラ
イン」「Gタフライン」「スルータフライン」などVVFシリー
ズとして電気工事に役立つ製品を送りだしてきています
が、それ以外にも“屋根の下で使用されている電線・ケー
ブル”は全て製品にラインアップしているといえるほど多
種の製品を製造しています。

「お待たせしません」を付加価値に
　VVFのように成熟した製品でも更に付加価値をつけよ
うと創意工夫し、少しでもユーザーの方が便利に使って
いただけるものを目指しています。また、「お待たせしま
せん」という表現で、供給責任を果たすメーカーの姿勢を
付加価値としてもたせるようにしています。売っておい
てつくるか、つくっておいて売るかでは後者の考え方を
実行している製品が多いのが現状です。

座右の銘は「立場と均衡」
　「勤勉・誠実・努力」が社是です。社会資本を支える電
線は目につかないところで使われ、目立ちませんが絶対
に必要なものです。縁の下の力持ちの役割です。辛抱強く、
継続して活動していくことが大切ではないでしょうか。
　さらに、「立場と均衡（バランス）」ということが経営理
念であり、究極的には人間尊重に帰着します。

趣味は、ドライブ、旅行、魚釣、…
　小池社長の趣味は、今は、ドライブ、旅行、魚釣と話
を始めていただきましたが、昔は、野球、ゴルフ、楽器の
演奏と“やってみなければわからない”から何にでも取り
組んだと多方面に、それもプロ級で展開していました。
　12進法から10進法に替わった時にイギリスを旅行した
混乱の様子、言葉が通じず水が飲めなかったヨーロッパ
旅行のお話とおもしろいお話をたくさん伺ったのですが、
ここで紹介しきれないのが残念です。

社史の完成が楽しみです
　小池社長から、戦前から現在までの電線製造業の歴史
の話を中心にお話を伺いました。浅学の身で、知らない
ことが多く、また、時代背景の認識も乏しく十分理解で
きなかったのが心残りですが、お話いただいた内容も盛
り込んだ社史を現在編集中とのお話でしたので、完成し
た暁には、勉強させていただきたいと思います。

（聞き手：会田センター長、文責：清水業務部長）
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編集後記 
今回はJECTECのある浜松地方の方言＜遠州弁＞についてお伝えしようと思い

ます。 

遠州弁ではよく、「ばか」を使います。決して頭が悪いという意味ではなく、「す

ごく・すごい」という意味の時に使います。例えば『あの人、ばか頭良いの知

らんだら』となります。もちろん「だら」も遠州弁です。他の土地の方からみ

たら頭が良いのか悪いのかわからないような表現ですが「あの人、すごく頭が

良いこと知らないの」という意味になります。JECTECに来所された際には耳

をこらして遠州弁を使っている人がいるか聞いてみて下さい。 
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〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-4-4　TEL053-428-4681　FAX053-428-4690

ホームページ　http://www.jectec.or.jp/
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センター案内図

［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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