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　社団法人電線総合技術センター（JECTEC：Japan Electric Cable Technology Center Inc.）は、1991年の設立以来、電線・ケー

ブルの安全性・信頼性に関する調査研究、情報サービス、試験、検査認証機関として積極的な事業を展開されています。ま

た、海外における技術分野の人材育成の重要性に早くから着目され、1993年から私共の海外研修制度による海外の技術者・管

理者に対する技術指導を開始されました。以後毎年タイ、マレーシア、インドネシア、中国、ベトナムのいずれかの国で主に

品質管理や設備保全などをテーマとした研修を実施されています。過去14年間でこれらの研修に参加された技術者・管理者は

5カ国700人を超えています。このようにJECTECは海外研修を通じ、現地の産業基盤整備や電線製造業の技術水準向上に多大

な貢献をされたばかりかこれら諸国との協力関係をますます強固にされています。今後更に同分野における専門技術者・管理

者を多数輩出されることを期待致しております。

　次に、JECTECにご活用頂いている私共の団体と研修制度について紹介致します。（財）海外技術者研修協会（AOTS：The

Association for Overseas Technical Scholarship）は、通商産業省（現　経済産業省）の認可を受け1959年に設立されました。以

来46年間にわたり政府の開発途上国に対する技術協力政策の一環として、政府開発援助（ODA）等の補助金の交付を受け、ア

セアン諸国を初めとする開発途上国の産業や経済発展を担う技術者・経営管理者への技術移転を目的に民間ベースによる各種

研修事業を実施して参りました。AOTSの研修事業には、開発途上国の技術者・経営管理者を日本に受け入れて行う「受入研修」

と日本人講師を海外へ派遣して行う「海外研修」そしてテレビ会議システムやインターネットを活用して行う「遠隔研修」があり

ます。AOTSはこれらを有機的に組み合わせ開発途上国への技術移転と友好親善の促進に努めています。

　受入研修は、開発途上国の日系企業等から技術者・経営管理者を日本に受け入れて製造技術などの固有技術や経営管理技術

の研修を行うことができる制度です。AOTSは日本での研修を円滑に進めるため研修計画や生活に関する指導・助言並びに導

入研修として日本語研修や日本の一般事情の紹介を含む一般研修コースを実施します。また、企業経営や工場管理等に必要な

管理技術を研修できる様々な管理研修コースを開設しています。

　海外研修は、JECTECが活用されている現地の公的機関からの要請を受けて実施する研修だけでなく、開発途上国にある日

本の現地法人等の技術者・管理者の人材育成に適用できる制度もあります。

　JECTEC会員企業の皆様には、ぜひAOTSの研修制度をご利用になり、開発途上国への技術協力を推進していただければ幸

いです。

“開発途上国への技術協力”
（財）海外技術者研修協会

審議役　室 井 靖 彦
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●研究開発事業

中部電力（株）殿共研　廃電線被覆材のワックス化技術の実用化研究

1．はじめに
　平成13年度までに、自己燃焼熱分解方式により、カー

ボンを含まない廃電線被覆材および、OC電線のワックス

化技術を確立した。

　平成14年度からは、本技術の実用化に向けて、中部電

力（株）殿との共同研究で超高圧ケーブルを含めたすべて

の種類の廃電線被覆材のワックス化技術の開発を進めて

いる。

　本報では、開発の現状と、2005年10月19～20日に中部

電力（株）殿技術開発本部で開催された「テクノフェア

2005」の内容を主に報告する。

2．開発の現状
（1）超高圧CVケーブルのワックス化

　平成13年度までに開発したワックス化装置では、カー

ボンを多く配合していない廃電線被覆材の高効率での

ワックス化を行った一方、超高圧CVケーブル被覆材のよ

うに多量のカーボンを含む廃電線被覆材は高効率での

ワックス化が困難であった。これは、カーボンを多量に

含有する半導電層が燃焼しにくいため残渣となり、この

残渣により連続しての燃焼（ワックス化）が妨げられるた

めである。

　平成14年度からの中部電力（株）殿との共同研究により、

ワックス化装置の燃焼部分を改良し、超高圧CVケーブル

被覆材のワックス化も効率よく行えるようになった。現

在、その実証を行っている。

（2）各種廃電線被覆材のワックス化

　OC電線、OC-W電線などの架空電線の架橋ポリエチレ

ン被覆材のワックス化も高効率で行える技術を確立して

いる。また、塩害地域からの廃電線、泥や苔などが付着

した廃電線についても、高効率でのワックス化技術を確

立している。

（3） ポリエチレンワックスの改質

　自己燃焼熱分解方式で製造したポリエチレンワックス

は、酸化劣化による着色がある。ポリエチレンワックスの

用途によっては市販品並みの白色度が求められることか

ら、白色化技術の検討を行っている。写真1に、白色化前後

のポリエチレンワックス粉末を示す。市販品並みの白色

度のポリエチレンワックスの作製が可能になっている。

写真1　白色化前後のポリエチレンワックス

　また、多様化の検討も行っている。特に、ユーザーか

らの要求が強い高酸価度のポリエチレンワックスへの改

質技術の検討を行っており、市販品最高レベルの酸価度

を目標に開発を進めている。

　表1にポリエチレンワックスの特性例をまとめる。

表1　ポリエチレンワックスの特性例

3．中部電力（株）殿「テクノフェア2005」への出展
　2005年10月19～20日に中部電力（株）殿技術開発本部で

開催された「テクノフェア2005」において、展示パネル（図

1）およびサンプルを出展し、技術紹介を行った。

写真2　テクノフェア2005会場

試作品

色相 薄黄～薄茶色、黒色

重量平均分子量 6,000～ 15,000

数平均分子量 1,800～ 3,000

密度（g/cm3） 0.93～ 0.94

粘度（mPa･s） 400～3,000

針入度 0～4

全酸価（mgKOH/g） 0.05～ 20

軟化点（℃） 115～120
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●研究開発事業

　「テクノフェア」への来場者は合計2645人で、数々の次

世代技術が紹介されていた。架橋ポリエチレンのワック

ス化技術は、「配電の技術動向」内で紹介され、ワックス

技術に興味を持つ企業もあり、対応を進めている。

写真3　「配電の技術動向」展示会場の様子

4．今後の展開
　ワックス化技術はほぼ確立したため、ポリエチレン

ワックスユーザーへの紹介を進めている。特に、下記に

記す架橋ポリエチレンから製造したポリエチレンワック

スの特徴を活かした用途開発に注力している。

・低コスト

・シラン架橋構造を持つポリエチレンワックス

・カーボンブラックを配合した黒色ポリエチレンワック

ス

　現在、ポリエチレンワックスを使用しているJECTEC会

員各社、賛助会員各社においても、広くご評価いただき

たく、ご連絡をお待ちしております。

（環境技術Gr　馬場主席研究員）

図1　展示パネル
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●研究開発事業

TC20電気ケーブル分野の環境指針（案）

1．はじめに
　IEC TC 20ベルリン会議（2004/11）においてTC20として

Electric Cablesに関する環境指針を、プロジェクトチーム

を構成しで作成することが決定された。日本のメンバー

として筆者も参画してDraftを作成したので、その概要を

紹介する。なおこのDraftは20/783/CD（Committee Draft）

として各国に配布されており、電線工業会の高圧ケーブ

ル部会及び低圧ケーブル部会他で審議した結果、若干の

修正提案をして「賛成」した。

2．Draftの構成
　タイトルは「Environmental Statement specific to IEC

TC20 Electric cables.」であり、

・本文

　（Implementation of the TC20 Environmental Policy）

・Annex A：Check list

・Annex B：Life Cycle Considerations

から構成されている。

　環境問題は複雑なため、つまり一面では正しく見えて

も他面では正しくないということがあるため、強制力を

伴わない「技術資料」として扱うこととしている。

3．本文の概要
（1）一般原則

　製品の設計概念という最初の段階から、その製品のラ

イフサイクルの各段階での環境へのインパクトを考慮し

て設計すべきことを述べている。

（2）ケーブル規格における環境的側面

　IEC Guide109を尊重してケーブル規格を作成すべきこ

と、規格を作成する者は、電力ケーブルに焦点をあてた

チェックリストを作成したので利用すべきことを述べて

いる。

（3）ケーブルのLCA的評価

　現時点では、詳細なLCA評価は求めていないが、LCA

的考慮はすべきこと、電力ケーブルでは使用中のエネル

ギーロス等が大きいことを考慮すべきことを述べてい

る。

4．Annex A：Check listの概要
　チェックリストの概要を表1に示す。前文に「該当する

場合は考慮すべき」としている。

5．Annex B：Life Cycle Considerationsの概要
　ISO/TC207WG1の内容に準拠したものを取り入れてい

る。LCAの入力として素材の入力とエネルギーの入力

表1　チェックリスト

を、また出力は、ケースバイケースなので例示として

・大気汚染：ガス、蒸気、粉塵の排出

　（毒性物質、腐食物質、爆発性物質、酸性物質等）

・水資源汚染：汚染物質の流出

　（養分、毒性物質、難分解性物質、酸素消耗性物質等）

・廃棄物質：液体・固体、製品・材料等

を、また環境面へのインパクトとしては、その製品がど

の環境的側面に最も影響を与えるかを考慮して、優先順

位を決めて取り込むべきとしている。

　Annex Bには

　　　　　「ライフサイクルに関連した

電気ケーブル規格における環境的側面」

が添付されており、LCA的考慮の手順が流れ図として示

してある。

（認証試験室長　山田　正治）

A1

事前検討

A2

設計面の

考慮

A3

製造工程

の考慮

A4

使用終了

時の考慮

・新規規格化にあたってその必要性の考慮

・既存規格の環境的側面の考慮

・素材生産での環境規制の考慮

・製造エネルギーを最少とする導体の選択

・リサイクル材使用の可能性の考慮

・使用原材料Min化の考慮

・規制物質の排除・削減

・原材料採掘、ケーブル製造、使用、廃棄における

有害物質の環境への放出対策

・ケーブル構成材料の分離容易性の考慮

・異なる構成材料の分別容易化

・可能な限り同一素材を使用する考慮

・ISO14000のような環境管理の実施

・エネルギーと資源の効率化の考慮

・排出物、廃棄物の低減の考慮

・設計変更で旧製品の規制事項が生ずる場合、その

情報を市場に伝える手段

・電圧と導体サイズが電力ロスに大きく影響するこ

とを市場に伝えているか

・ケーブルの包材のリサイクルの考慮

・ケーブル配送エネルギー最少化の考慮
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●認定試験事業

タイの試験機関（EEI）と業務協定書を締結

　タイを製造拠点とする製造事業者への便宜を図るため、
JECTECは電気用品安全法に基づいた特定電気用品の適合
性検査及び工場検査に関する業務協定書をタイの代表的
な試験機関であるEEI（Electrical and Electronics Institute）
と締結し、このほど経済産業省への届出手続きが完了し、
EEIと協力してタイの顧客にサービスを提供できることに
なりましたので、内容を紹介致します。

1．提携の目的
　今回の業務協定書は、JECTECとEEIがタイに所在する
製造事業者に対し、特定電気用品の電線の適合性検査及
び省令に規定されている工場検査設備の確認のための工
場調査のサービスを協力して提供することによって、顧
客への便宜を図ることを目的にしております。
　なお、JECTECが平成15、16年度に実施したAOTS海外
研修のタイコースにおいて、EEIは海外研修協力機関とし
て、研修生の募集、会場準備、教材の翻訳・印刷、通訳
の選任その他の協力を行いましたので、今回の提携は両
者の協力関係を一層高めるものです。（2005年11月発行の
JECTECニュースNo.46にEEIの紹介記事が掲載されてい
ます。）
　
2．提携によるサービスの提供
　EEIが実施した電気用品安全法に基づくPSE適合性検査
及び工場調査について、その結果をJECTECが活用するこ
とによって、迅速な認証を得ることができるようになり
ます。但し、EEIが保有していない検査設備による検査が
必要な項目はJECTECが検査しますので、試料の一部は
JECTECにも提出して頂きます。
　進展の著しい経済のグローバル化の中で、日タイ経済
連携を推進している両政府の支援を得て、EEIは外国登録
検査機関を目指して検査設備の整備と検査技術、電気用
品安全法の手続きについて習得を進めることになってお
り、将来的にはEEI単独でサービスの提供が可能になる見
込みです。

3．EEIが実施する検査の範囲
　特定電気用品の区分は電気用品安全法施行規則第19条
で18に区分されていて、特定電気用品として112品目が規
定されていますが、EEIが実施する検査の範囲は、次に示
す2区分に属する22品目とこれらを製造する事業者の工場
の検査設備の調査確認です。
一　電線（電気用品の技術上の基準を定める省令（以下「基
準省令」という。）第1項に係るものに限る。）

二　電線（基準省令第2項に係るものに限る。）

　特定電気用品22品目
qゴム絶縁電線、w合成樹脂絶縁電線、eケーブル（導
体の断面積が22mm2以下のもの） （ゴムのもの）、rケー
ブル（導体の断面積が22mm2以下のもの）（合成樹脂のも
の）、t単心ゴムコード、yより合わせゴムコード、u

袋打ちゴムコード、i丸打ちゴムコード、oその他の
ゴムコード、!0単心ビニルコード、!1より合わせビニ
ルコード、!2袋打ちビニルコード、!3丸打ちビニル
コード、!4その他のビニルコード 、!5単心ポリエチレ
ンコード、!6その他のポリエチレンコード、!7キャブ
タイヤコード（ゴム）、!8キャブタイヤコード（合成樹
脂）、!9金糸コード（合成樹脂）、@0ゴムキャブタイヤ
ケーブル、@1ビニルキャブタイヤケーブル（ゴム）、@2

ビニルキャブタイヤケーブル（合成樹脂）

なお、電線についてのPSE適合性検査の申込はこれまで
基準省令第1項に係るものに限られていましたので、当面
基準省令第1項に係る電線の検査をEEIに委託し、基準省
令第2項に係る電線の検査の委託はEEIの検査員の技術訓
練、検査データの相互比較を実施後に行う予定です。

4．EEIが実施する検査業務の流れ
（1）顧客は製品仕様書、定格、図面等の検査申込に必要な
情報をEEIに提供して頂きます。

（2）EEIは検査に関する情報と質問をJECTECに連絡し、
JECTECはそれらをレビューし、実施される試験プロ
グラム、費用と試料を決定するためにEEIと調整作業
します。JECTECは必要に応じて顧客の検査設備に関
する工場調査を依頼します。

（3）EEIは予想完了期日、試料要求事項と見積書を顧客に
提出します。

（4）顧客は申込書と試料をEEIに提出頂きます。
（5）EEIは受取った申込書、試料の一部をJECTECに送り
ます。分担した試験プログラムに従って双方が検査を
行います。EEIは委託された事項について、結果を
JECTECにレポートします。

（6）JECTECはレポートをレビューし、JECTECの検査結
果と合わせて適合のときは、適合性検査証明書（合格
書）とその写しを発行し、EEIにJECTECの費用の請求
書と一緒に送ります。

（7）EEIは顧客に合格書とその写しを送り、費用の総額を
請求します。

なお、従来通り、EEIを利用せずにJECTECに検査を申込
されることも可能です。

（認証試験室長　山田　正治）
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1．一条燃焼試験概略
　１本の電線を垂直、水平、傾斜に保持し、専用の小型

バーナーで着火させ難燃性を評価する簡便な試験方法で、

中でも垂直試験が最も厳しい試験方法とされています。

評価項目はUL規格では炎の伝播性が要求され、JIS規格で

は自然消火性が要求されるなど試験規格によって様々で

す。

2．試験装置及びバーナー

ドラフトチャンバー

（幅：1600mm、奥行き：1600mm、高さ：1580mm）

（ASTM  D5205-99基づいた試験バーナー）

●一般試験事業

安全性グループ試験装置紹介（その6：一条燃焼試験）

2-1 試験用バナーの校正方法と結果

（125mm炎の場合）

１）校正条件

ガス流量：965±30mL/min､ガス圧力125±25mmH20

外炎125±10mm、内炎40±2mm

２）校正方法

上記の条件で熱電対に取り付けた銅ブロックの温度が

100 ～ 700℃まで上昇する時間を計測します。下に

JECTECでの校正結果の一例を示します。

125mm試験炎校正結果（JECTECでの校正結果）

3．一条燃焼試験の種類
（JECTECで実施している試験例）

　（垂直）

UL1581-1080（VW-1）

（機器用電線及びコード全範囲）

IEC60332-1

（絶縁電線及びケーブル）

CSA C22.2.No03 FT-1

（電線及びケーブル）

　（水平）

UL1581-1090

（機器用電線及びコード全範囲）

CSA C22.2.No03 FT-2

（電線及びケーブル）

JIS C3005（水平）

（ゴム・プラスチック絶縁電線）

W：1,600mm D：1,600mm

H：1,580mm

排気用ブロアー

開閉ダンパー　

100～700℃
規格 １回目 ２回目 ３回目

（54±2秒） 55.16 55.88 55.94
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　（傾斜）

JIS C3005（60度傾斜）

（ゴム・プラスチック絶縁電線）

　　

上記試験以外にもプラスチック材料等の試験も規格に準

拠して試験を行っています。

4．試験条件（例）UL1581-1080 VW-1
　ＶＷ－１試験とは垂直燃焼試験のことであり、試験の

目的は試験品全体への炎の伝播及び、周辺の可燃物に対

する炎の伝播を評価する試験です。

試験容積：4m3以上

試 料 長：455mm

バーナー種類：チリルバナー

　　　　　　　　（ASTM　D5205-99に基づく）

バーナーの校正：（ASTM　D5207-98に基づく）

燃　　料：工業用メタンガス（発熱量37.3MJ/m3）

　　　　　（純度98.0％以上）

ガス流量：965±30ml/min

ガス圧力：125±25mm H2O

炎 内 炎：40±2mm

外　　炎：125±10mm

脱 脂 綿：外科用（6mm以下）

　  旗  　：無強化クラフト紙

　　　　　（W：10mm、L：20mm、T：0.1mm）

接炎時間：15秒（5回）

各回で残炎時間が15秒以上の場合は自己消火

後に接炎

判定基準：各回の燃焼時間が60秒以内であること

各回でクラフト紙が25％以上燃えないこと

脱脂綿への着火が無いこと

　　　　

備考　VW-1試験に類似した方法にCSA C22.2No03におけ

るFT-1試験がありますが、FT-1では15秒以内に消

火しない場合でも自己消火を待たずに接炎するこ

と、規定の囲いを用いること、及び脱脂綿を使用

しない点が異なります。

5．試験配置寸法（UL1581-1080 VW-1）

6．試験風景（UL1581-1080 VW-1試験）

7．おわりに
　VW-1試験について自社とJECTECでの試験データーが

違うのですがという質問がよくあります。試験をやって

る中で接炎方法は機械動作と手動操作が有り、離炎の操

作も規格では迅速に行い、バーナーの動きに伴って空気

の流れが極力生じないことと書かれてます。この辺が個

人的にはデーターのバラツキ原因の一つではないかと感

じています。

（安全性Gr　宮崎浩樹研究員）
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小型耐火炉耐火試験の試験所間比較による技能試験

1．はじめに
　JECTECは現在消防庁告示第10号、11号における耐火試
験、及び耐熱試験に関して、財団法人日本適合性認定協
会（JAB）よりISO/IEC17025（試験所・校正機関の能力に関
する一般要求事項）に適合した試験所として認定されてい
る。このISO/IEC17025では、試験所が実施している試験結
果の有効性を監視することを要求している。この有効性
の監視手段として、よく実施されているものの一つにJAB
等の認証機関が主催する技能試験がある。この技能試験
とは、複数の試験所において同一の試料を試験し、得られ
た試験結果を統計的に分析し、各試験所の技能レベルを
評価するものである。しかしながらJECTECが認定を受け
ている耐火・耐熱試験に関しては、この様が技能試験プロ
グラムは存在しないため、今回耐火炉を所有している電
線メーカ7社及び社団法人日本電線工業会のご協力のもと
ワーキンググループを組織し、耐火試験に関する試験所
間比較試験をJECTEC自らが主催し実施することとした。

2．試験概要
　2004年12月、JECTEC及び電線メーカ7社の試験所にお
いて、4種類の耐火ケーブルに関して、消防庁告示第10号
に規定された耐火試験を露出試料及び電線管試料につい
て各3回ずつ実施し、露出試験については加熱終了直前の
絶縁抵抗測定値及び加熱終了後の試料燃焼長に関して、
また電線管試験に関しては、加熱終了直前の絶縁抵抗値
に関して、JIS Q0043-1（試験所間比較による技能試験）に
従って各試験所のzスコアを算出し、その技能レベルの評
価を実施した。なお試験はJIS Z8402-2 （測定方法及び測定
結果の精確さ（真度及び精度）－第2部：標準測定方法の併
行精度及び再現精度を求めるための基本的方法)に基づい
て計画され、各試験所において、同一試料の繰り返し試験が
できる限り併行条件下で行われるよう配慮して行われた。
　なお耐火試験の詳細は、JECTECのホームページをご参
照頂きたい。
（http://www.jectec.or.jp/taika_nintei/FPHP/method.html）

3．試験試料
　今回の実験に使用した試験試料を以下に示す。

試料1：低圧耐火ケーブル1心×1.2mm

試料2：低圧耐火ケーブル30心×1.2mm
試料3：低圧耐火ケーブル1心×150mm2

試料4：低圧耐火ケーブル3心×150mm2

4．zスコア
　2項に従って試験を実施した測定結果をもとに各試験所
のzスコアをJIS Q0043-1に基づき算出した。なお、zスコ
アの算出にあたっては、標準偏差及び平均値の代わりにそれ
ぞれロバスト法によるNIQR及びメディアンを使用した。
算出結果を表1に示す。
　表1中の空白セルは、その試験所において有効な測定結
果が得られなかった（試験中に絶縁破壊したため試験途中
で試験を中止した等）ことを示す。また電線管試験における
測定水準2及び4に関しては、有効な測定結果が得られなかっ
た試験所が多数存在したため、評価対象から除外した。
　zスコアの値は以下のように評価される。

　  │z│＜2：満足（その試験所の試験に問題なし）
2＜│z│＜3：疑わしい
　  │z│＞3：不満足
　　　　　　  （その試験所の試験に何らかの問題あり）

5．まとめ
　今回の試験においてJECTECはもとより、全ての試験所
おいて算出したzスコアの絶対値が3を越えるものは存在
せず、有効な試験結果の得られた範囲においては、現状
JECTECの耐火試験の有効性に問題のないことが確認され
た。しかし、今回の試験では、試験中の絶縁破壊及び測
定器の測定範囲外となる値が少なからず存在し（JECTEC
の試験では試験中に絶縁破壊したものは無かったが）、サ
ンプルによっては有効な結果が少数しか得られなかった。
今後は得られた貴重なデータが無駄にならないよう、試
験試料の選定を慎重に行う必要があるであろう。
　なお本年度は耐熱試験に関しての試験所間比較試験が
現在進行中である。
　終わりに、今回の実験に際して多大なご負担を頂いた
参加電線メーカ各社、社団法人日本電線工業会及び試験
データのとりまとめにご尽力頂いたワーキンググループ
各位に深甚なる謝意を表します。

（安全性Gr　深谷主席研究員）

表1　各試験所のzスコア（JECTECは試験所G）

試料 電線管試験絶縁抵抗 露出試験絶縁抵抗 露出試験試料燃焼長

試験所 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4

A 1.0 -0.5 0.3 1.1 0.0 -0.9 -1.2 -0.7 -0.4 -0.3

B -1.1 0.3 -0.6 -1.0 -1.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2

C 0.5 0.7 -0.2 0.0 0.5 0.8 -0.1 -0.4 -0.8 -0.3

D -1.9 1.1 1.2 0.3 -0.3 -0.8 -0.6 -0.7

E -0.6 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.2 0.3 0.9 0.7 0.3

F 0.8 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.8 1.7 0.8 0.5 0.8

G 0.4 0.3 1.2 0.6 0.4 2.0 -1.2 -1.0 -0.8 -1.0
H -0.7 -1.3 -1.1 -0.9 -1.1 -0.4 0.7 1.1 1.0 2.1
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1．アムステルダム経由ケープタウン行き
　外務省海外安全ホームページを開く。強盗、麻薬密売、
ギャング等の単語が踊る。今回のTC89会議は、IECの大
会が開催される、この南アフリカ、ケープタウンでの開
催となった。
　日本からケープタウンに入るルートには、東南アジア
経由（シンガポールエア等）及び欧州経由（英国航空、オラ
ンダ航空等）があるが、今回は運賃の関係上アムステルダ
ム経由のKLMオランダ航空を選択した。飛行時間は、成
田→アムステルダムが12時間、アムステルダム→ケープ
タウンが12時間、合計24時間…。私は機内では大抵の場
合殆ど寝て過ごすのであるが、さすがにこれだけの長時
間は寝ていられないだろうと考え、文庫本、雑誌数冊を機
内に持ち込んだ。しかし、今回も行程の殆どを寝て過ごし、
気がついたときには、地球の裏側に降り立っていた。

2．TC89会議
　IECの大会と同時開催ということで会議はCTICC（Cape
Town Internat ional  Convent ion Center  http://
www.capetownconvention.com/）と呼ばれる大規模な国際
会議場の会議室で実施された。会場周辺に散見する世界
各国から訪れた会議参加者が、国際会議の雰囲気を醸し
出していた。

ケープタウンの象徴であるテーブルマウンテン
（CTICCテラスより）

　TC89では、数々の燃焼試験を扱っているが、近年で
は、試験によって得られた結果を火災危険性評価にどの
ように取り込むかがキーポイントとなっている。このた
め火災安全工学を考慮した、火災危険性評価の考え方が
導入され、火災の規模、火災の発生場所等によって考え
られる火災危険性のパラメータを考慮し、その上で製品
のもつ火災危険性を定量的に評価するための試験方法の
要求が高まっている。このようなことから近年の試験方
法は、従来の試験方法はある一定の判定基準に対する合
格、不合格を決定するものから、火災危険性評価のパラ
メータとして定量的にデータを提供し得る試験方法へと
シフトしてきている。これらの試験方法の代表的なもの
として、コーンカロリーメータ試験に代表される、発熱
速度の測定があるが、欧州では、ケーブル試験において
もこの発熱速度測定を導入しそこから火災危険性を評価

ようという試みがなされており、今後IECのケーブル試験
においても、この発熱速度測定が導入される可能性は十
分考えられる。
　またTC89では火災危険性に係る特性に関するガイダン
スの整備がすすめられており、現在までに、燃焼放出物
（IEC TS60695-5-1）発煙性、（IEC TS60695-6-1）、毒性（IEC
TS60695-7-1）、発熱性（IEC TS60695-8-1）、炎伝播（IEC
TS60695-9-1）に関するガイダンス文書を発行している。現
在は着火性に関するガイダンス（IEC TS60695-1-20）が検討
されており、今回の会議においても、活発な意見交換が
なされた。

3．喜望峰へ
　会議終了翌日フライトまでに十分な時間があったため、
他の日本人参加者とともにIEC会議参加者のための喜望峰
行きのバスツアーに参加した。ホテルを出発して、ケー
プ半島先端のケープポイントまでのツアーであったが、
壮大な自然に囲まれたケープポイントに立って、ここが
アフリカ大陸であるということを始めて実感した。ケー
プポイントのとある場所にあった観光客向けの伝言ノー
トにその時の気持ちを一言記入してきたので、もしケー
プポイントに行かれることがあったら、ご覧頂きたい。
　ケープポイントでは、駐車場から灯台までのケーブル
カーがあるのだが、我々がケーブルカーで上っている最
中に停電となり、しばし立ち往生。結局途中下車して歩
いて上ることとなった。チケットは往復分購入していた
ので、お願いして片道分返金してもらった。すこしだけ
前回のシエナ会議帰りの列車でのペナルティーの借りを
返した気分になった（笑）。
　外務省安全ホームページの警告の効果か、ケープタウ
ンでのトラブルはこのケーブルカーの停電だけだった。

灯台跡よりケープポイント先端を望む
ケープポイントはアフリカ大陸最南端ではなく、ケープポイントから南東
へ直線距離で160km程のアグラス岬がアフリカ大陸最南端となる。

4．おわりに
　次回は5月アイスランドのレイキャビクでの開催とな
る。レイキャビクの5月の日の出は4時、日没は23時とか。

（安全性Gr　深谷主席研究員）

IEC TC89 ケープタウン国際会議への参加
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試験装置紹介（エネルギー分散型蛍光X線分析装置）

1．はじめに
　“品質（管理）”は我々試験所員にとり、最重要項目の一

つです。“品質”より、まず連想されるのは、「データの精

度・信頼性・保証」「規格への遵守性」等、評価値の確かさ

に関する言葉ですが、ここでは、“品質”におけるもう一

つの側面、

・迅速性・簡便性

・ローコスト

という言葉が当てはまる試験評価装置、“エネルギー分散

型蛍光X線分析装置（EDX）”について紹介させて頂きま

す。

2．測定原理
（1）分光分析

　EDXはESCA、IR、ICP等、分光分析技術の一つに含ま
れます。いわゆる“もの”には固有波長が有り、その波長

と同じ“なみ（波動）”のエネルギーを吸収して振動や発熱

をしたり、逆に熱や物理的エネルギーを吸収して固有波

長の波動を発生します。身近な例は音叉の共鳴振動や電

子レンジによる水分子の励起・加熱などです。分光分析

では、固有波長と波動エネルギー強度から物質内の原

子・分子・反応基の種類やその状態、含有量などを分析

します。

（2）EDX（〈図〉参照）

　原子の内殻にある電子にX線エネルギーを与えると、こ

の電子が外殻や原子外に放出されます。するとその電子

がいなくなった空孔に高いエネルギー準位にあった電子

が落下（遷移）するため、エネルギー準位の差に相当する

余分なエネルギーを電子は固有（蛍光）X線として放出しま

す。EDXでは、X線照射を検体に行い、検体よりの固有X

線＝蛍光X線を検出し、分析を行います。

〈図〉蛍光X線発生のイメージ図

3．仕様・特徴・用途
　去る2005年9月にJECTECは日本電子製のEDX新機種

“JSX3202EV”を導入いたしました（〈写真〉参照）。

　EDXのメリットはその迅速性と簡便性に有ります。検

体に対して面倒な前処理等行わず、チャンバー内にサン

プルを導入すれば数分～10分で周期表におけるナトリウ

ムからウランまでの元素を検出し、おおまかな含有量を

調査することが可能です。

　現在主用途は2006年7月より施行となるRoHS指令に絡

んだ有害物分析であり、規制5物質（カドミウム・鉛・全

クロム・水銀・臭素）のスクリーニング分析手段として短

時間化・ローコスト化に威力を発揮しています。

4．今後の展望
　本機のもつポテンシャルは現状用途よりも更に高く、

最適化により化学分析に次ぐ精度での定量分析的アプ

ローチ*も可能です。電線材料専用の元素ライブラリが完

成すれば、1回の測定でクライアントに含有元素の大まか

な定量データを提出することができ、使用前後、試験前

後の状態変化調査において非破壊で手掛かりを得ること

が可能となります。

〈写真〉EDX（JSX3202EV）

* 〈EDXにおける定量分析法〉

（1）検量線法

ICP-AES、原子吸光と同じく、測定元素の基準物質を

用いて濃度と蛍光X線強度の関係を求め、検体の蛍光

X線強度から含有量を求める方法。

（2）ファンダメンタルパラメータ（FP）法

理論式に初期的濃度パラメータを当てはめ、化学定量

分析値と比較しながら最適化し、理論値と実測値の誤

差を低減する方法。

（材料化学Gr　大浦主査研究員）
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連載コラムーMassy Yamadaの電気教室 （その10）

　第10回目の電気教室です。回を重ねたこと、Massy先
生のJECTECでの所属も変ったこと（認証試験室に異動）も
あり、今回をもって一先ず筆をおくことにします。
　さて10回目ですが、Massy先生が電気物理Gで実施して
きたエンジニアリングサービス、具体的には、電線・
ケーブルの事故やトラブルについて、その原因を追究し、
対策を講ずるというサービスですが、現実にどのような
事故・トラブルがあったのか、どのような調査や試験を
実施してきたのか等を紹介し、各社における事故・トラ
ブル対策の参考に供したいと思います。

1．導体や金属遮へい層の腐食
　裸線の場合や電線端末の導体剥き出し部は大気暴露さ
れているため腐食が生ずる。また高圧CVケーブルの遮へ
い層は、PVCシースを通して湿気が内部に蓄積して腐食
することがある。

（1）外観写真の記録
　まず写真、顕微鏡写真を撮り、腐食の状況を記録する。

（2）腐食生成物の特定
　EPMA（Electron-Probe Micro Analyzer）や顕微FT-IRで表
層の腐食生成物を特定する。前者は元素としての金属を
網羅的に検出できるが、どのような化合物かは推定する
ことになる。後者は標準チャートと照合することで化合
物を特定することが可能である。図1にEPMAのチャート
（例）を示す。

図1　EPMAのチャート（例）

（3）使用環境の調査と腐食原因の推定
　腐食生成物が特定されたら、電線の使用環境を調査し
て腐食原因を推定する。被覆された銅導体や遮へい銅
テープに塩素がある場合、バイルシュタイン反応を利用
して被覆物に塩素が含まれているかを簡単にチェックで
きる。
　なお推定原因については、再現試験で裏付けることが望
ましいが、再現に長期を要し実際的でないことが多い。

（4）その他の調査
　導体素線や遮へいの腐食程度とそのバラツキ、引張強
度や硬度とそのバラツキを測定し、継続使用の可否等を
判断する。必要なら対策を立案する。

2．架空線や可動電線の導体断線事故
　架空線のように常時張力が加わっている電線や、ロ
ボット用ケーブルのように常時動かして使用する電線の
場合、導体が断線することがある。以下、腐食はないも
のとして説明する。

（1）外観写真の記録
　まず写真、顕微鏡写真を撮り、断線の状況を記録する。

（2）破断面の観察
　素線の破断面を詳細に調べる。素線が延性領域で引張
られて破断した場合は、ネッキングと呼ばれる素線のく
びれと、くびれ部の破断面にディンプルという特徴的な
模様が観察できる。（図2参照）

　一方、繰返し曲げにより疲労破断した場合は、破断面
にストライエーションと呼ばれる縞模様が観察できる。
更には、疲労破断の近傍に、破断までに至らなかった微
小クラックが見つかることもある。
　ただし、断線時に通電電流が遮断される結果、破断面が溶
断して上記の特徴ある状況が把握できないことも多い。

（3）使用状況を模擬した再現試験
　延性破断又は疲労破断と判断した場合は、実使用状態
を模擬した再現試験で検証することが望ましい。この場
合、目的に応じて適当な加速を行う必要がある。

3．電線接続部における発熱・焼損事故
　Massy先生が電気物理Gに在籍した間で最も多かったト
ラブル事例と言える。
　この場合、腐食を伴っていることが多く、発熱により
腐食が進行したのか、腐食があったため発熱したのか判
断が難しいことが多い。以下、腐食がないものとして説
明する。
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（1）ヒートサイクル試験の実施
　発熱状態を再現するため、実際の通電電流でのヒート
サイクル試験を行う。ヒートサイクルの条件は、JIS C
2806「銅線用裸圧着スリーブ」の7.7項「ヒートサイクル試
験」等を参考にして、現場での使用環境（例えば周囲温度
や、換気の有無、隣接発熱体の有無等）を考慮して決める。
　また試料は、
　　・導体表面の研磨の有無
　　・圧着の仕方又はボルト締めのトルク値
　など想定される要因をパラメータにする。

（2）発熱原因の推定
　発熱の原因としては、
　　・施行不良（圧着やボルト締めの不足等）
　　・仕様のミスマッチ（許容以上の通電をした。）
　などが考えられる。
　最近は定格電流一杯で使用することが多いようであり、
「従来は問題がなかった」ものでも、通電電流の増大で問
題となるケースがあると思っている。

4．絶縁破壊事故
　絶縁破壊事故の原因は千差万別であり、一概に言えな
いが、高圧CVケーブルでは、大部分が水トリー劣化であ
り、稀に外傷や遮へい銅テープ切れ等が原因と判断され
るものがある。
　低圧ケーブルの絶縁破壊事故はあまり経験していない
が、概ね「外傷」か「外力＋熱変形」が複合しているケース
が多い。

（1）高圧CVケーブル
　長年使用した高圧CVケーブルが絶縁破壊した場合は、
水トリー劣化を疑ってみる。
①事故点近傍の絶縁体を0.5mm厚程度にスライスする。
スライス片は100枚程度とする。

②スライス片を、染色剤を溶かした溶液（メチレンブルー
0.2％）に入れ、100℃で約10分間煮沸する。

③煮沸染色したスライス片を、20倍程度の倍率で顕微鏡
観察し、水トリーの有無を調べる。

　以上の調査で水トリーが観察された場合は、その大き
さにもよるが、事故原因は水トリー劣化と判断される。

写真１　絶縁体の両面からの水トリー
（写真の水トリーは小さいので絶縁破壊の可能性は少ない）

（2）低圧ケーブル
　低圧ケーブルの場合、絶縁体が0.1mmでも健在であれ
ば絶縁破壊に至らないので、絶縁破壊は、導体が露出し
た場合に限られる。
　導体が露出するケースとしては、構造物のアングル等
で外傷を受ける場合や、熱で絶縁体が軟化している状態
で応力が加わり、絶縁体がへたって導体が露出するよう
な場合がある。
　また、寒冷地でPVC被覆の電線に衝撃を与えたため、
PVCが割れたという事故もときどき起きている。

5．その他の事故
　その他に特殊なケースとして以下のような事例を経験
している。
（1）VVFの短絡事故
　屋内配線のVVFの2導体がショートして火災に至った例
がある。本件に関してNHKから再現試験を依頼されたこ
とがある。なぜショートしたのかについては不明である
が、経年劣化で絶縁体にクラックが生じて導体が露出し、
そこに湿気や埃が溜まって漏電し、その後トラッキング
劣化が進み、最後にショート・発火した可能性が指摘さ
れている。

（2）片端接地の高圧ケーブルの焼損
　片端接地した高圧ケーブルの非接地端近傍でシースが
外傷を受け、外傷点が半接地となり、そこからの漏れ電
流でシースが焼損した事例がある。

（3）高電圧ケーブルの地絡大電流で併架通信ケーブル
の接地線が焼損

　高電圧ケーブルの接地線と通信ケーブルの接地線（いず
れも両端接地）は独立していたが、近傍にあったため、電
磁誘導現象で通信線の遮へい層にも短時間ではあるが大
電流が流れ、電流容量の小さい接地線が焼損したもので
ある。
　カーソン・ポラチェックの式で誘導電圧及び誘導電流
を計算し、また再現実験も試みられ、「通信線接地線は焼
損するが、その電流では通信線遮へい層は焼損しない」こ
とが概ね検証できた。

（4）金属電線管と合成樹脂電線管に収納したIV線の許
容電流

　Massy先生は、金属電線管の方が熱伝導がよいので、
金属管に収納した方が許容電流は多く取れると思ってい
たが、必要があって実測した結果、合成樹脂電線管に収
納した方が「許容電流が多く取れる」ことが分かった。
　原因を調べた結果、熱抵抗の主要部分を占める電線管
からの表面放散熱抵抗が「合成樹脂電線管の方が小さいた
め」であることが判明した。

（認証試験室長　山田　正治）
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　今回は過去に4回AOTS－JECTEC研修を開催し、今年7

月に第5回目の研修開催を予定しているマレーシアの協力

機関を紹介します。

写真1　MCMA事務所

　標記のMCMAは「マレーシア電線製造協会」と言われて

いますが、公式にはMalaysia Electric Cable & Wire asso-

ciation－MECWAとして1980年に設立されています。

JECTECの研修では過去に何度か協力していただいてお

り、次回の研修ではこのMCMAが海外研修協力機関とし

て現地の窓口になってくれます。

　MCMAは我が国の経済産業省や財務省に相当する省

庁、日本規格協会のようなSIRIM（Standard and Industrial

Research Institute）、商工会議所　その他様々な機関と連

携しながらマレーシアの電線業界の向上に一役買ってい

ます。

　その組織は下図の通りです。

海外研修協力機関の紹介（マレーシア）
Malaysia Cable Manufacturers Association（MCMA）

委員会は会員社からの委員で構成されています。会員社

数は日系企業も含めて　20社です。委員会活動は活発で、

必要に応じて開催されているようです。その活動状況は

次ぎに示す通りです。

・方針及び販売　委員会：委員は会員社から選出

・規格、標準　委員会：他機関、大学関係が多い、

・政府、省庁との会合：頻繁に行われている様子

・その他いくつかの委員会

　東南アジア諸国でよく見られることのようですが、実務

上のキーマンは幹部書記のサラさんで、MCMAの専属の

職員として、すべてを取り仕切っている印象を受けます。

写真6　MCMA内部

定例委員会 幹部書記 

技術委員会 販売委員会 

会計担当者 

副 会 長 

会　　長 

（写真4） 

（写真5） 

（写真2） 

（写真3） 

写真2 写真3
MCMA会長 MCMA副会長

Mr. Dr. Abdul Pazak Mr.Lee kok Thiam

写真4 写真5
幹部書記 技術委員会、規格作成機関委員長

Ms. Sara Kong Mr.En Lokman Dahlan
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　当センターのホームページのホスティングサーバーの

変更で、見ることができなくなったサーバー変更前に掲

示板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：「ケーブルの寿命の目安について」

　制御ケーブルの寿命とは何を目安としたらよいでしょ

うか。初期引張強度の50％低下とも言われていますが。

また、加速劣化試験を実施したいと考えていますが、ど

のような試験方法がよいかアドバイスをいただきたくお

願いします。（検査人：2003/02/26）

A：「RE：ケーブルの寿命の目安」

1．寿命判定基準　制御ケーブルというのはCVVのことだ

と思います。したがって塩化ビニル樹脂（通称　塩ビ）

の寿命判定ということになると思います。塩ビを代表

とする電線絶縁材料は劣化（通常は熱劣化）した場合、

硬化し、伸びが低下します。寿命は通常この伸びが50

％に低下したときを採用しています。50％というのは

自己径に曲げられたときの伸びに相当します。すなわ

ち自己径に曲げた時に割れを生ずる場合を寿命と判断

しています。引張り強さで寿命を判定することは、例

外的に以前電線用として使われていたブチルゴムの場

合にあります。これはブチルゴムが、劣化に伴い軟化

していくためです。この場合、引張強さが2MPaまで

低下したときを寿命とするようです。

2．加速劣化試験　電線材料の場合、一般にアレニウスプ

ロットによる寿命判定法が用いられています。電線絶

縁材料の場合、通常4万時間の連続使用温度をとるこ

とが多いですが、このアレニウスプロットから4万時

間の使用できる温度を推定するわけです。

ホームページ旧掲示板に書き込まれたQ&A（4）

この考え方は電気用品技術基準にもありますのでご参

照ください。これには少なくとも1点は寿命が5000時

間以上の温度を含むよう定められています。

JECTECではこの寿命判定試験も承っておりますの

で、ぜひご相談下さい。

（JECTEC研究員）

Q：「定格電圧について」

　「定格電圧」の定義について教えてください。また、電

線の定格電圧を決定するための試験方法または規格など

はあるのでしょうか？よろしくお願いします。（お悩み

人：2003/03/12）

A：「RE：定格電圧について」　

　定格電圧とは、その電圧で使用することを前提に設

計・製造された電気機器の電圧であり、一般にその電圧

で使用すれば効率面・寿命面等で最適になる電圧、と言

えると思います。

　従って定格電圧はメーカーがそれぞれの機器について

決めることになります。ただ日本の送配電系統の電圧（公

称電圧）は

・特別高圧 11、22、33、66、77、110、154、220、

275kV他

・高　　圧　3.3、6.6kV　

・低　　圧　100、200、230、400V　

となっているので（電気学会のJEC規格で規定）、このいず

れかの電圧を定格電圧にするのが普通です。

　電線も同様であり3.3kVケーブルとか22kVケーブルとい

うことになります。ただしAC600V以下（DCなら750V以

下）は法律で「低圧」と定義されているため、低圧用のケー

ブルは「600Vケーブル」として100Vでも200Vでも230Vでも

　例えば、JECTECの研修開催を持ちかける時は、まず幹

部書記に説明しお願いすれば、会長に報告し、技術委員

会に諮ってくれます。技術委員会で議論し承認されれば、

後は研修がうまく行くように調整してくれます。研修を

行うのに必要なスタッフはいませんので、他の機関に協

力を仰いで実務を進めることになりますが、日頃からお

互いに連絡を取り合って協力体制が出来ているようです。

マレーシアの人の英語は独特の発音があるようですが、

サラさんの場合は見事な英語を駆使して国内外との交渉

をこなし、政府や他の機関との連携を上手に活用して物

事を進めているように見えます。

　MCMAの重要な役割として、上記のSIRIMとの提携が

あります。SIRIMはMCMAの経験と専門的技術を評価し

て1997年に規格作成機関に任命しています。

　これからも日本の電線業界との関係が深まっていくこ

とと期待しています。

（業務部　田中　美行技師）
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400Vでも使用できるようにしています。（特別な場合です

が、300Vケーブルなどもあり、400Vには使えないものが

ありますが）（JECTEC　山田正治）

Q：「ハンドホール内で常に水没しているケーブル」

　ケーブル・電線は布設されたハンドホール内が常に水

没。CVT・CV・CVV・CVV-S・IVケーブル電線布設の目

的のために設置されているハンドホールが常に水没して

いるため、ケーブル・電線は、水中にあります。ケーブ

ル・電線の寿命は、通常より短くなると考え、ハンド

ホール内に排水ポンプの設置を検討していますが、必要

性の是非とケーブルの寿命をお聞きしたいのですが宜し

くお願いします。（維持管理職員：2003/09/27）

A：「水没しているハンドホールの件」

　下記理由で排水ポンプは設置したほうが安全です。特

に、高圧ケーブルがあるのであるのであれば、是非とも

排水ポンプは設置すべきです。

（1）ケーブルの絶縁体及びシースの絶縁抵抗は長期浸水に

より吸湿して低下します。ただ、水温が30℃以下と低

ければ致命傷にはならないとは思いますが。

（2）ケーブルの絶縁体及びシースに外傷があれば漏電によ

る感電のおそれがあります。

（3）CVT，CVの中に高圧ケーブルがあるなら水トリー劣

化が進行します。

　ケーブルの寿命ですが、高圧のCVケーブルが常時浸水

した場合、ケーブルの構造・製造方法にもよりますが10

～20年程度になる可能性があります。

　他のPVC系のケーブルについては、20年程度の使用で

「絶縁抵抗低下で絶縁破壊する」ことはありませんが、メ

ンテの時に外傷を与え漏電することが心配です。排水ポ

ンプは必要だと思います。（JECTEC　山田正治）

【質問者からの返信】

　助言ありがとうございました。自分がどうこう言って

も、上司が納得しない職場なので、こういう助言は、と

てもありがたいものです。胸をはって、今年度予算を

とって来年度施工したいと思います。（維持管理職員）

Q：「“4種線に関して”及び“碍子引き綿巻線について”」

　私の勤務している工場は、戦後（S30年頃）に建設された

ものが多く電気設備の老朽化が進んでいます。その中で

工場内低圧の碍子引き配線に、「4種線」と呼ばれる布の外

装被覆電線があります。旧規格で作られたものと思いま

すが、「特性」「現状の使用可否」「何時頃まで製作されてい

たのか」etc何でも結構です。ご存知の方は、お教えくださ

い。（古い工場の主任技術者：2003/10/01）

A：「碍子引き綿巻線について」

　JECTECの山田です。S40年前半には既に屋内配線は

VVFに変わっていました。ただし当時の参考書などの屋

内配線は碍子引き綿巻線のことが記載されています。

VVFは昭和30年代中ごろ中国電気工事と河村電線が海外

調査に行き、便利な電線として国内で実用化したと聞い

ています。従ってS30年代までは碍子引き綿巻線が使われ

ていたハズです。

　いわば裸線扱いであり、対地○cm、線間△cm離すこと

が技術基準で定められており、碍子で離間距離を確保し

ています。現在でも法的にはなんら問題はありません。

　現在はおそらく綿はボロボロで裸線同様と思います。

でも碍子で線間・対地の絶縁をとっているので、電線に

湿気がたまったたり、湿気を含んだホコリをかぶってい

なくて、かつ、導体が腐食していまければ問題はありま

せん。

　ただし、湿気たホコリがあるとトラッキングで漏電火

災が起きるおそれがあるので気をつけて下さい。

（JECTEC　山田正治）

A：「碍子引き綿巻線について」

　昨日の回答で「碍子引き電線は裸線扱い」と申し上げま

したがS42年オーム社発行「送電配電」の4章　配線工事に

よれば「電線は600Vビニル絶縁電線と600V SBR絶縁電線

がある」「碍子引き露出工事は600V IV線と同等以上の絶縁

耐力を有する電線を使用すること」（クリート碍子を使用、

線間3cm、対造営材6mm以上クリート間隔1.5m以下）「碍

子引きいんぺい工事は600V IV線と同等以上の絶縁体力を

有する電線を使用すること」（ノッブ碍子を使用し、線間

6cm、対造営材2.5cm以上、ノッブ間隔2m以下）となって

いました。

　従って、綿巻線は600V IV電線相当ということで裸線扱

いではなく、被覆がボロボロなら問題かもしれません。

（JECTEC　山田正治）

【質問者からの返信】

　JECTEC 山田様、早速の詳しいご説明有難うございま

した。先輩諸氏から何故か「4種電線」と通称されている電

線が「綿巻線」であることも初めて知りました。工場の保

安規定には低圧幹線に関しても定期的な絶縁測定が謳っ

てありますが、現実には全系統を保安規定で定められて

いる周期で測定できていません。その中で「綿巻線」が一

部に残っており、絶縁低下を心配しておりました。現状

で絶縁耐力がどの程度あるのか、一度調べて見ます。又、

何か有れば質問させていただきたく宜しくお願いいたし

ます。有難うございました。（古い工場の主任技術者）



17

●途中下車（去る人　来る人）

去る人　来る人

　平成5年9月～平成17年12月まで12年余り単身赴任しました。カナダ向け電線のCSA認証の試験代
行の立上げ準備が進められていた時期に着任し、CSA規格とUL規格の機器用電線について、ISO/
IEC17025の試験所に対する要求事項への適格化対応とCSA代行試験の推進、UL申請の代行サービス
業務に従事しました。 その後、平成13年に改正施行された電気用品安全法に基づく特定電気用品の
検査機関の認定取得の準備を担当し、法施行後に新設された認証試験室長として特定電気用品の適
合性検査業務を通じて国の安全規制の一端の仕事をさせて頂きました。月例の当局主催の電安法対
象・非対象等会議では遅くまで熱心な審議が行われ大変勉強になりました。また、平成15年2月に工
業標準化法に基づく指定検査機関の指定を受けたことは新JIS登録認証機関への今後の展開につなが
るものと思います。日－タイ経済連携の政府間協議の専門家会合に検査機関からの一員としてバン
コクでの会議に参加したことは良い経験になりました。ご指導頂いた経済産業省、（独）製品評価技
術基盤機構、登録検査機関の関係者の皆様に厚くお礼申しあげます。JECTECが会員会社をはじめ

とする顧客のお役に立つ機関として益々発展することをお祈りします。

　平成18年1月に住友電気工業（株）より出向して参りました。めでたく還暦を迎えられた山田主管の
後任として電気物理グループの主管を命ぜられました。なにしろ博覧強記のMr. Massy Yamada（当
センター認証試験室長にご就任）の後釜ということで実力不足は否めませんが、回りの皆さんに助け
ていただきながらJECTEC発展のため精一杯勤めさせていただく所存です。小職も会社生活30年余
りのうち単身生活がすでに延べ8年強となりますが、しばらくは単身生活が続くことになりそうで
す。浜松は我ふるさとの名古屋にも近く親近感のわく土地柄ではありますが、実際に住むのは初め
てでありしばらくは余暇を利用して近隣各地を探索し、安くておいしいものを食べさせてくれる店
を見つけるのを楽しみにしようと思っております。

若月　氏

成實主管研究員

　依頼試験など電線ケーブルの技術的事項に関するお問い合わせおよび電気用品適合性検査等の認証試験に関するお問い合
わせ窓口は、以下の通りです。お気軽にお問い合わせ下さい。
　
安全性グループ：電線・ケーブルの火災安全性評価。
ゴム・プラスチック等の素材、建築材料、家具および家電製品等の燃焼試験についてもご相談に応じます。
〈連絡先〉　安全性グループ　深谷主席研究員　TEL 053-428-4686　FAX 053-428-4690　tsuka@jectec.or.jp

材料化学グループ：電線・ケーブルの構造検査､機械特性､物理化学特性の調査・試験､新しい試験方法の開発。
電線・ケーブルや被覆材料の促進劣化試験、環境性試験、機器分析や加工技術の調査・研究開発も進めています。
〈連絡先〉　材料化学グループ　森主管研究員　TEL 053-428-4689　FAX 053-428-4690　mori@jectec.or.jp

電気物理グループ：
電線、ケーブルとその付属品、情報通信用ケーブルの電気的・機械的性能評価試験および絶縁材料の電気的特性の測定・評価。
絶縁材料の電気的劣化に関する基礎的研究や電線・ケーブルの絶縁破壊・断線事故等の原因調査に関連する試験研究も
行っています。
〈連絡先〉　電気物理グループ　成實主管研究員　TEL 053-428-4685　FAX 053-428-4690　narumi@jectec.or.jp

認証試験室：特定電気用品適合性検査および電気用品安全法に関わる各種業務に関する総合的なサポート窓口。
「事業の届出」、「型式の区分」、「検査設備」、「表示方法」のご相談にも応じますので、お気軽にご相談下さい。
UL、CSA、IEC規格に基づく試験を実施いたします。UL、CSAでは申請手続きの代行もおこないます。その他の海外規格試
験としてIEEE、ASTM、ISO規格の一部の試験および豪州規格（AS）に基づくフレキシブルコードの試験が実施可能です。
〈連絡先〉　認証試験室　山田室長、平田研究員　TEL 053-428-4687　FAX 053-428-4690　yamada@jectec.or.jp、hirata@jectec.or.jp

依頼試験および認証試験のお問い合わせ窓口

JECTEC NEWS 46号  P18  1. はじめに  7行目内の記載に誤りがありましたのでお詫びすると共に訂正いたします。

誤　海外協力機関AOTS　　　→　　　正　海外主催者機関AOTS
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●談話室

談話室（冬の楽しみ♪）

1．はじめに
　「浜松はねえ～本当に暖かい所でね、雪が滅多に降らな
いんですよ。まず積もったことが無いんだよね～。」こん
な話をタクシーの運転手さんから聞いていたのは去年の
春でした。運転手さんは話好きで、浜松を中心とした産
業の変遷、自慢話などバスガイドさんを髣髴とさせる流
暢さで浜松駅から高丘北の新居まで楽しませてもらった
のを良く憶えています。ですから今冬の寒気と雪には「今
年はちょっと違うな。」と、その運転手さんも感じている
ことでしょう。実は私が浜松に雪を連れてきた"雨男"なら
ぬ"雪男"だったりして…。昨年4月、JECTECに配属と
なった私は「冬」ときたら「滑る」と連想するぐらい頻繁に
雪山に出かけます。今回はそんな私から見た浜松発のス
ノーリゾートを紹介します。

2．近場の雪山探して：静岡・岐阜・愛知
Yeti（静岡）：富士の裾野にあります。出向前にも何回かお
世話になっていましたが最近静岡の有料道路が無料化
したので金銭的にも近くなりました。入り口近所に巨
大な子供用ソリ乗り場が有ります。そうです。文字通
りファミリーゲレンデなのです。斜度もかなり緩めな
ので、ちょっとやんちゃなお子さんのいる御家族に
ぴったりでしょう。リフトを上るとき真向かいに富士
山の火口を拝める特典付きです。
茶臼山（愛知）：愛知内陸部の茶臼山は一般道路で2時間程
度と気軽に行けるところです。1度訪れたときは門前払
いになりました。スノーボーダーなのですが、終日ス
ノーボード禁止なのです。その日は滑らず温泉に浸
かって帰りました。ここもYeti同様、家族連れの人々が
多いのですが、そこそこ斜度も有るので、“近場で軽く
足慣らし”するのにはもってこいの場所です。その周辺
には別のスキー場もいくつか有るので、また時間の有
る時に遠征したいと思います。
めいほう（岐阜）：この年明けに（一部元気過ぎる）所員仲
間と滑りに行って参りました（写真の場所です）。
T氏「今度何処行くの？」
大浦「“めいほう”ですよ。」
T氏「どんな字書くの？」
大浦「ひらがなで“めいほう”です。」

私はひらがなで“めいほう”と豪語しましたがゲレンデ
名です。地名は「明るい宝」で“明宝”です。いつもテニス
でお世話になっているT様、嘘を言ってごめんなさい。
「めいほう」は岐阜県・郡上八幡に所在します。初級者
から上級者まで、天候・雪質さえ良ければかなり楽し
めます。結構広く、ゲレンデ（滑走コース）も沢山有り

ます。人が迷子になるぐらいに…その日2回も「浜松市、
高丘北の○○様、お連れ様がお待ちです」という場内ア
ナウンスをスキー場に流してしまいました。浜松市、
高丘北を一日で有名にしてしまいましたか？

写真は“めいほう”にて　眺めが最高です。

3．ちょっと足を伸ばして長野
　勿論泊まりですが関東と浜松の中間点ということで、
野沢温泉・菅平に出向元仲間と遊びに行きました。関東
からよりは多少近いかも知れません。長野の皆さんも大
変だと思われますが、我々もこの時は多少苦労しました。
ポピュラーなゲレンデなので滑走コースは最高ですが、
油断すると見事に粉雪の中に埋まるのです。宿に入ると
きも仲間のミニバンがスリップして車庫に入れず一苦労
でした。長野在住の皆様、心中お察し申し上げます。リ
フト代と野沢菜（美味しかったです）代で私も僅かですが
長野の経済発展に貢献致します。

4．温泉も楽しめます
　運転手にとっては帰りの運転が辛くなりますが、滑っ
た後の温泉は格別です。上記「めいほう」にはゲレンデ近
所に温泉が有り、立ち寄ったのですが、そこはそれス
キー客の皆さん考えることは同じで、洗い場の前に裸男
の長蛇の列が出来ていました。露天有り、打たせ湯有り、
これもまた楽しい思い出です。また野沢温泉には、かの
有名な13の外湯が有り、無料の温泉を芋洗い状態（？）で
巡り楽しめます。こちらはシャンプー・石鹸の類が無い
ので必携です。また、非常に熱い湯が有るのでご注意下
さい。

5．最後に
　確かに比較的暖かい浜松では有りますが、十分に冬も
雪で遊べます。書ききれない程、浜松より遊びに行ける
スノーエリアは有りますが、関西方面にも足を伸ばして
来シーズンもご報告出来ればと思います。

（材料化学G　大浦主査研究員）
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会員の声

株式会社  三ツ星
代表取締役社長

塚本　洋一氏を訪ねて
　テレビの天気予報も大雪の報道から春一番や花粉情報
に話題が変わり始め、暦の上だけでなく春を間近に感じ
られるようになった日に、大阪市天王寺区の株式会社三
ツ星本社に塚本洋一代表取締役社長をお訪ねしました。
　株式会社三ツ星の本社ビルは近鉄デパート上本町店前
の交差点から、徒歩数分の所にありました。

会社の生い立ち
　昭和22年（1947年）3月24日に現所在地の大阪市天王寺区
上本町5丁目に株式会社三ツ星商会として設立し、来年で
60周年を迎えます。
　前身をたどると大正8年（1919年）に創業し、電線、石炭
やコークスなどの燃料を手広く商っていた合名会社塚本
商店にまで遡ることができます。昭和14年（1939年）に、
合名会社興亜ゴムを設立し、東大阪市小阪で電線・工業
用ゴム製品の製造を開始しました。昭和17年には、企業
統合令により、同業数社と統合され、溶接用ケーブル製造、
工業用ゴム製品製造・販売を主たる業務に、社名を合名会
社日本特殊電線に改め、設立した歴史を持っています。

電線製造工場の集約

　電線の製造は、昭和27年（1952年）に、今里工場を開設
したのが始まりになります。
　昭和36年（1961年）に今里工場を閉鎖し、大阪府羽曳野
市に工場を建設し、ゴムキャブタイヤケーブル、VCT（ビ
ニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）、VVF（ビニル絶
縁ビニルシース平形ケーブル）、VVR（600Vビニル絶縁ビ
ニルシースケーブル）等の製造を本格的に開始しました。
　昭和55年（1980年）には、滋賀県甲賀郡（現、甲賀市）に
滋賀工場を新設し、自社生産体制の一貫した省力化を図
るためゴム電線類の生産ラインを集約しました。さらに、
昭和62年（1987年）には、塩ビ電線工場を増設しました。
この滋賀工場の新設・増設は、当時は大冒険ともいわれ
ましたが、後の官民の設備投資活性化の時代には大いに
力を発揮しました。
　この間、昭和46年（1971年）に、社名を株式会社三ツ星
と改めて、電線以外の商品の製造・販売にも注力し、現
在に至っています。

強靭性と柔軟性を持つゴムの良さを追求
　電線部門の主力製品は、工場、工事現場で使用される
ゴム・ビニルキャブタイヤケーブルで、汎用品からロ
ボット、あるいはクレーン等に使用される特殊移動用
ケーブルまで多種多様に渡っています。
　ゴム電線の需要は減少してきていますが、ご存知のよ

うに、キャブタイヤケーブルの由来である、馬車（Cab）の
タイヤのように、柔軟性と引き裂きに強い強靭性を持ち、
直射日光の当たった鉄板の上でもへたらないゴムの特長
を追求しています。
　種々の用途、場所に使用される移動用機械の動力用あ
るいは制御用ケーブルとして使用されるためには、屈曲
や捻回等の動きが加わっても断線しないことが要求され、
被覆材だけでなく、導体についても力を注いでいます。
多種多様なお客様のニーズに合わした製品作りを目指し
ています。

自社技術を生かした事業領域の拡大
　電線製造の中で培った高分子加工技術、金型技術を
ベースに、異形押出製品やフッ素チューブの成形と事業
領域を拡大しています。耐薬品性に優れ、柔軟性のある
多層フッ素チューブは、新しい分野への展開に期待して
います。

社是は、「誠意・熱意・創意」

　創業以来、「誠意・熱意・創意」を社是としてきました。
特に、「誠意なき熱意・創意は何れ消え去ることにな
る。」として誠心・誠意の行動を第一としています。
　毎年3月に来期の経営計画発表会を役員及び全管理職出
席のもとに開催し、コミュニケーションを深めつつ全社
員に経営計画の浸透を図っています。
　来期からの3ヵ年の中期経営計画を策定し、その基本戦
略を
　1．効率経営に徹し安定化を図る
　2．開発体制を強化し、新製品開発を推進する
　3．新事業の具現化を図る
とし、全社員一丸となり取り組んでいきます。

ヨットでリフレッシュ

　数年前の病の影響で体に不自由な所は残っていますが、
業務に問題はありません。健康の維持のために歩くこと
を心がけています。
　海が大好きで、月に一回は淡路島からヨットで海に出
ています。最高の精神のリフレッシュになっています。

浜松での再会をお願いし帰路に
　JECTECの試験事業を日頃から活用していただいている
お礼を申し上げ、新しい事業のお客様が浜松市にあると
のお話がありましたので、お客様を訪問された折には、
JECTECご視察も計画にいれていただくようお願いし、帰
路につきました。

（聞き手：会田センター長、文責：清水業務部長）
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JECTECは2月8日で15年目を迎えることができました。 

各位におかれましても「JECTECが出来て15年も経ったのか」と思われる方もいれば、「まだ15年しか経ってい

ないのか」と思われる方もいらっしゃると思います。 

15年迎えられたのも皆様のおかげです。 

これからもよりよいJECTECになるため今まで以上にご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

［センターへの交通のご案内］ 

（バス） 13番のりば 

 　　　　 56『市役所・市営グランド萩丘テ

　　　  　クノ都田』行き乗車し「前原」下車  

　　　　（所要時間約45分）徒歩約15分 

（車） 　・浜松駅から約40分（約15㎞） 

 　　　　 ・遠鉄電車「浜北」駅から約20分 

　　　　  ・東名浜松西インターチェンジ  

　　　　  から約25分（約11㎞） 

  ご注意 

（バス）は便数が少ないのでご注意下さい。 
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