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表紙の写真　「レンゲショウマ」 
はずかしげにうつむく白い頬がほんのりとうす紫色に染まるこの花に惹かれ毎年撮り続けて何年になるだろう。 

気ままな方向に咲くこの花は意外に構図をとりにくい。やっとイメージどおりのカットを撮れたのが3年前、その

後この写真を越えるものが撮れずにいる。 

JECTEC元センター長　関口　昌弘氏 
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産学官における研究開発を振り返って

　私と、電線総合技術センター（JECTEC）との接点は少なくありません。JECTECの第三者認証諮問
委員会の委員長を4年続けていること、東京大学工学系研究科教授として、光ファイバーの廃材及び
工場で発生する不良の光ファイバー中間製品などをリサイクルして太陽電池用シリコンを安価に製造
する研究をしていた頃、JECTECと共に関連企業約20社による研究会を組織し委員長を2年間務めた
こと、その前の約25年間古河電工でウラン核燃料及び光ファイバーの開発製造に従事し、その間何度
かJECTECを訪問させて頂いたこと、そして、JECTECの所在する浜松は高校卒業まで住んでいた私
の故郷であることなどです。
　こうした電線業界（産）及び大学（学）における経験と、米仏でNASAのアポロプロジェクト（学と官）
に3年弱参加し、また中国の西安で2年間光ファイバーケーブルの工場立ち上げの責任者を務めた経
験、などを背景として、現在、科学技術振興機構（官）における文部科学省系の競争的研究資金のマネ
ジメント業務に従事していますが、日々接している科学技術の最新動向にも思いをはせつつ最近目に
した一つの新聞記事の所感を述べさせて頂こうと思います。
　2006年5月9日の日経新聞に光ファイバーを使用した「統合警備システム」の採用を防衛庁が決定した
との記事が出ています。光ファイバーは、光通信のみならず、各種のセンサー応用への研究が長らく
続いており、私自身、ロンドン駐在中は研究開発会社の社長として、オックスフォード大学の研究者
を採用して開発に取り組んでいたのが、まさに新聞報道された光ファイバーセンサーシステムです。
　ところで、光通信システムにおいては、約10年前に一本の光ファイバーに波長の異なる多数の信号
を伝送して通信容量を飛躍的に増大するWDM（Wavelength division multiplex）技術が生まれ、瞬く間
に実用化され、米国を中心にWDMブームとも呼べる現象が出現しました。米国には、新技術を実用
化するに当り、優れたリーダーがベンチャーキャピタルから資金を集め、その技術の実用化に必要な
最高の人材をヘッドハンティングで集めて強力な開発ベンチャー会社を興し、一気に実用化まで持っ
ていき、創業者と社員が大金持ちになるというメカニズムがあります。WDM技術の実用化は、この
メカニズムが見事に成功した典型例の一つです。私自身8年前まで、シリコンバレーで4年、ロンドン
で2年、5つのベンチャー会社の経営に参画していたわけですが、WDMの成功で大金持ちになった人
物が、次のターゲットとして狙ったのが光ファイバーセンサーシステムで、私もロンドンで、いわば
競い合っていたわけです。私が、その後帰国し、東京大学教授として環境問題に取り組み、また、我
が国の科学技術政策に関わる仕事をしている間に、光ファイバーセンサーはついに他者によって実用
化されたことになります。
　我が国において、基礎的な研究開発の成果を、如何にして実用化していくか、即ち、大学（学）の基
礎研究と企業（産）における実用化研究との間に横たわるDeath Valley（死の谷）をいかにして橋渡しす
るかが大きな課題になっています。
　私の「産」「学」における経験を活かし「官」の立場で、少しでも我が国の研究開発の仕組みの改善にお
役に立てればとの思いで仕事をしております。

独立行政法人・科学技術振興機構

プログラム主管　高 橋 　 宏
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●平成17年度事業活動報告

全　　般

1．概況
　平成17年度末の会員数は106社（正会員67社、賛助会員

39社）で、平成16年度から正会員1社増、賛助会員3社減で

ある。平成17年度の収支は、収入382百万円、支出380百

万円、収支差額＋2百万円となり、平成16年度とほぼ同レ

ベルであった。この中で、事業収入は平成16年度より約

15％増加し、232百万円となった。これは（社）日本電線工

業会（JCMA）から移管された耐火耐熱電線認定業務が1年

間を通した実績となった他、一般試験事業も好調に推移

した結果である。

　平成17年度末の常勤役職員は専務理事以下32名で、こ

の1年間で3名増加している。認証関連事業の拡大に伴い、

認証試験室を正式に独立させ、人員を増強した結果であ

る。その他の体制（総務部、業務部、安全性G、材料化学

G、電気物理G、環境技術G）は変わらない。

2．各事業の主な活動成果
（1）研究開発：電力会社との共同研究「架橋PE廃材からの

改質剤製造」は、これまでの基礎検討段階から実用化開発

に移行した。マルチクライアント研究も2テーマ「廃電線

PVCの鉛除去技術」「廃電線被覆材の分別技術」を平成16年

度に引き続き実施した。経産省から2件の調査研究「3Rシ

ステム化可能性調査」と「一条燃焼試験の標準化調査研究」

を受託し、実施・報告した。また自主研究として、RoHS

指令に対応した分析技術の検討を行い、依頼試験を受け

る体制が整った。

（2）試験：電力会社や（独）原子力安全基盤機構等より大型

委託試験を受注するとともに、各グループとも依頼試験

の件数が増加し、順調に推移している。

　また、IEC/TC89委員会（耐火性）に幹事として代表を派

遣し、国際標準化活動に取り組んだ。

（3）認証：

①新JIS法での製品認証事業に参入するため、体制を整え

るとともに、まず試験事業者（JNLA）としての登録が認

可された。また認証機関としての登録申請を行った。

②タイの代表的な試験機関であるEEIと、特定電気用品の

適合性検査に関する業務協定を締結した。

③JCMAから耐火耐熱電線の認定業務の移管を受け、平成

16年10月から業務を開始しているが、平成17年度は年

間を通しての実績となり、事業拡大にフルに寄与した。

④特定電気用品（電線）は、平成16年度比18％の受注増と

なり、順調に拡大している。

平成17年度の主な活動成果

⑤UL認証の試験代行機関になることをめざし、予備監査

を受審した。

（4）情報サービス：会員ニーズの大きい「エコ電線調査研

究会」を平成16年度に引き続き主催し、21社の参加があっ

た。平成18年度も継続の要望が多く、29社の参加でス

タートした。また海外研修2件、国内研修3件、セミナー4

件を開催し、多数のご参加をいただいた。

3．平成18年度事業方針
1）試験・認証事業の更なる拡大発展：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・ケーブル

および周辺分野での試験・認証事業の拡大に取り組む。

新JIS法での製品認証機関としての登録認定の実現と業務

の開始を最重点課題にするとともに、UL認証の試験代行

機関をめざした活動などに注力する。

2）環境技術を中心とした社会への貢献：社会への貢献を

念頭に、電線・ケーブル分野の環境技術を中心とした研

究開発、調査、情報サービスに取り組む。

3）顧客満足度の向上：信用・信頼を第一に取り組むとと

もに、技術の向上、品質管理の充実化などに努め、会員

様を中心としたお客様にご満足いただくことで、受注の

拡大につなげたい。

（葛下センター長）

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「架橋PE廃材からの改質剤製造」

2．マルチクライアント研究2件を実施。

「廃電線PVCの鉛除去技術」

「廃電線被覆材の分別技術」

3．経産省委託「3Rシステム化可能性調査」

4．経産省委託「一条燃焼試験の標準化調査」

5．RoHS指令対応分析技術（自主研究）

1．電力会社からの大型委託試験を実施

2．依頼試験の受注件数が各Gとも増加

3．国際標準化活動（IEC/TC89）

1．新JIS試験事業者（JNLA）として登録認可

2．新JIS認証機関への登録申請

3．タイEEIとの業務提携を締結

4．耐火耐熱電線認定業務の本格化

5．特定電気用品（電線）の受注好調

6．UL認証　試験代行機関をめざした取組

1．エコ電線調査研究会活動を継続実施

2．海外研修2件（インドネシア、ベトナム）

3．国内研修3件、セミナー4件開催

4．JECTEC NEWS 3回、ニュースレター2回発行
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●平成17年度事業活動報告

総務部報告

　平成17年度は、H18年4月1日から適用される公益法人新
会計規準に則る会計への切り替え準備、当センターにも
少なからず波及する公益法人制度改革関連法案がH18年5
月に国会を通過したことなど大きなインフラ変革の年で
あった。当センターに関しては、収支は予算を若干上回
り、正味財産も0.2百万円の微減にとどまり、今年度も慢
性化していた正味財産減少を食い止めることができた。
　今後は、収支も予算達成し、適切な設備投資、経費削
減、収入増等により正味財産を確保していきたい。尚賛
助会員が減少しており、環境技術に係わる技術サービス
の強化を推進し、会員の増強を図りたい。本年度総務部
を支えて頂いたスタッフ、菅谷、青嶋、松本の3名のご尽
力に大いに感謝します。

1．平成17年度決算報告
（1）当期収支（平成17年度収支計算書参照）

　当期収入予算額382.4百万円に対して、決算額382.2百万
円となった。各部門で増減あったが、合計ではほぼ予算
通りであった。
　当期支出予算額382.4百万円に対して、決算額380.3百万
円となった。各部門で増減あったが、合計ではほぼ予算
通りであった。
　当期収支差額予算0百万円に対して、決算額プラス1.9百
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（正味財産増減計算書参照）

　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）、建物設備引当金取崩等による資産増加
41.9百万円に対して、固定資産減価償却、固定資産廃棄除
却、建物設備引当預金取崩等による42.1百万円の資産減少
があり、正味財産は0.2百万円の減少であった。
　有価証券購入（建物設備購入保守目的）による資産化に
より、減少額は昨年度額19.6百万円より大幅に減少した。

（3）正味財産

　固定資産は、土地472百万円、建物関係169百万円、機
械設備関係91百万円、有価証券40百万円、その他83百万
円の計855百万円で、現金預金等の流動資産181百万円を
加えた資産合計は、1,036百万円である。　
　流動負債は、未払金等20百万円で建物設備引当金等の
固定負債19百万円を加えた負債合計は40百万円である。
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18年度予算（平成18年度収支予算書参照）
　平成17年度とほぼ同規模の当期収入400百万円、同支出
397百万円を計上した。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17年度通常総会を平成17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

4．理事会
　平成17年4月以降、平成18年3月までに理事会を5回開催
し、下記の事項について議決・報告された。
（1）平成17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）組織規程改定の件

5．役員交代
（1）平成17年6月の総会・理事会にて岡山紀男、小林憲正、
岡本洋、篠崎萬富、木下昌　各理事が退任され、松本
正義、幸山孝之、大橋一彦、宇佐美淳、城島敬氏が新
理事に選任された。
又　任期満了に伴い水谷照吉氏が会長に、大橋一彦、
宇佐美淳氏が副会長に選任された。

（2）年度途中に説田義暉監事が辞任し、後任に内田健監事
が選任された。

6．会員状況
　正会員1社、賛助会員3社の入会がある一方、賛助会員6
社の退会があり、本年度は正会員1社増、賛助会員3社減
となった。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。

H17.3.31現在 入会 退会 H18.3.31現在

正 会 員 66 1 0 67

賛助会員 42 3 6 39
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（正会員入会） （株）ビスキャス
（賛助会員入会） 塩ビ工業・環境協会、エヌ・ティ・ティ・イ

ンフラネット（株）、（社）日本電力ケーブル接続技術協会
（正会員退会） なし
（賛助会員退会） ティーエムジー（株）、ロングウェル・

ジャパン（株）、（株）協和エクシオ、（有）ビジネスコー
ディネイト、（株）エーテック、日本コムシス（株）

7．JECTEC役職員の陣容

・その他出向職員は、11名が交替し、また1名増員となった。

8．委員会活動
・運営委員会　2回（H17.11.10、H18.3.15）
・技術委員会　2回（H17.9.29、H18.2.22）
をそれぞれ開催した。

9．情報公開
　経済産業省の指導のもと、「公益法人の設立許可及び指
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。

10．建物設備関係
　RoHS規制の有害物質分析能力向上対応として、エネル
ギー分散型蛍光Ｘ線分析装置（EDX）、可視紫外分光光度
計（UV-VIS）、水銀還元気化装置などを導入した。その他
予防保全として設置後15年経過した館内のエアコン整備
や排ガス処理装置の整備もおこなった。

11．安全衛生活動
　平成17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。

H17.4.1現在 H18.4.1現在 増減 備　　考

専 務 理 事 1 1 0

出向・研修研究員 18 18 0 センター長・部長2を含む

嘱託・所属研究員 7 9 ＋2 派遣・契約社員を含む

所 属 事 務 員 3 4 ＋1 派遣社員を含む

計 29 32 ＋3

12．福祉関係
　早朝及び昼休みのテニス、他卓球も引続き行われている。
　10月の伊良湖岬（日間賀島）方面への職員旅行、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
　寮賄いの廃止、省エネによる光熱費削減、IP電話導入
や不要回線休止による通信費削減、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3百万円/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。 （成實総務部長）

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

建物設備引当

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

退職引当預金支出

建物設備引当預金支出

有価証券支出

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

140,670,000 139,445,000 1,225,000

0 0 0

128,070,000 128,970,000 -900,000

12,600,000 10,475,000 2,125,000

231,452,000 231,851,309 -399,309

6,570,000 7,751,852 -1,181,852

159,000,000 156,956,818 2,043,182

32,300,000 32,943,128 -643,128

33,582,000 34,199,511 -617,511

3,000,000 7,092,314 -4,092,314

3,000,000 7,092,314 -4,092,314

0 0 0

1,800,000 399,000 1,401,000

5,000,000 2,698,500 2,301,500

0 0 0

5,000,000 2,698,500 2,301,500

0 0 0

220,000 146,009 73,991

280,000 534,882 -254,882

382,422,000 382,167,014 254,986

158,625,627 158,625,627 0

541,047,627 540,792,641 254,986

227,975,000 249,096,351 -21,121,351

25,556,000 28,618,644 -3,062,644

122,559,000 131,284,627 -8,725,627

53,424,000 58,799,201 -5,375,201

26,436,000 30,393,879 0

104,221,000 95,830,731 8,390,269

8,200,000 5,398,890 2,801,110

32,005,000 29,940,097 2,064,903

2,005,000 19 2,004,981

0 78 -78

30,000,000 29,940,000 60,000

0 0 0

10,000,000 0 10,000,000

382,401,000 380,266,069 2,134,931

21,000 1,900,945 -1,879,945

158,646,627 160,526,572 -1,879,945

（注）借入金限度額50,000千円

平成17年度収支計算書
（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

単位：円
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平成18年度予算書
（平成18年4月1日から平成19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

139,570 140,670 -1,100

0 0 0

128,070 128,070 0

11,500 12,600 -1,100

251,114 231,452 19,662

6,785 6,570 215

179,000 159,000 20,000

31,655 32,300 -645

33,674 33,582 92

8,650 3,000 5,650

8,650 3,000 5,650

0 0 0

0 1,800 -1,800

0 5,000 -5,000

0 0 0

0 5,000 -5,000

0 0 0

200 220 -20

264 280 -16

399,798 382,422 17,376

160,527 158,647 1,880

560,325 541,069 19,256

251,077 227,974 23,103

29,000 25,555 3,445

134,700 122,559 12,141

61,146 53,424 7,722

26,231 26,436 -205

107,589 104,221 3,368

26,110 8,200 17,910

2,000 32,005 -30,005

2,000 2,005 -5

0 0 0

0 30,000 -30,000

0 0 0

10,000 10,000 0

396,776 382,400 14,376

3,022 22 3,000

163,549 158,647 4,902

正味財産増減計算書
（平成17年4月1日から平成18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 1,900,945
外貨建積立保険増加額 1,062,200
機械装置購入額 4,875,990
工具器具備品購入額 256,200
一括資産購入額 140,700
有価証券購入額 29,940,000
退職給与引当預金増加額 19
建物設備引当預金増加額 78
無形固定資産購入額 126,000 38,302,132
負債減少額
退職給与引当金取崩額 883,550
建物引当取崩額 2,698,500 3,582,050
増加額合計 41,884,182

【減少の部】
資産減少額
固定資産売却額 210,000
固定資産除却額 913,839
建物減価償却額 12,645,560
建物付属設備減価償却額 7,284,905
構築物減価償却額 581,103
機械装置減価償却額 15,744,389
工具器具備品減価償却額 984,756
共研建物付属設備減価償却額 182,228
共研建物減価償却額 107,761
共研構築物減価償却額 19,955
一括償却資産減価償却額 518,350
無形固定資産減価償却額 191,940
建物設備引当預金取崩額 2,698,500 42,083,286
負債増加額
建物設備引当金繰入額 78
退職給与引当金繰入額 19 97
  減少額合計 42,083,383
当期正味財産減少額 199,201
前期繰越正味財産額 996,724,360
期末正味財産合計額 996,525,159

貸　借　対　照　表
（平成18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 107,335,671
未収金 71,920,169
前払金 1,540,688
立替金 35,550
　流動資産合計 180,832,078
固定資産
その他の固定資産

      土地 471,900,000
      建物 169,125,694
      建物附属設備 42,970,890
      構築物 7,288,341
      機械装置 58,599,133
      工具器具備品 2,460,745
      車両運搬具 59,225
      共研建物 1,414,791
      共研建物付属設備 1,101,071
      共研構築物 76,916
      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 4,349,902
      有価証券 39,935,000
      外貨建積立保険（1000USドル） 1,062,200
      一括償却資産 309,051
      建物設備引当預金 15,744,091
      無形固定資産 666,645
　その他の固定資産合計 855,209,030
　固定資産合計 855,209,030
　　  資産合計 1,036,041,108
【負債の部】
流動負債
未払金 19,223,838
預り金 1,081,668

　　  流動負債合計 20,305,506
固定負債
退職引当金 3,466,352
建物設備引当金 15,744,091
　固定負債合計 19,210,443
　  負債合計 39,515,949

【正味財産の部】
正味財産 996,525,159
（うち当期正味財産減少額） 199,201
　負債及び正味財産合計額 1,036,041,108
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業務部報告

　業務部は、JECTECの基本4事業の一つである情報サー

ビス事業を担当している。JECTECで実施してきた情報

サービス事業は、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、共通の課題について調

査研究を行う委員会活動、JECTEC NEWSの発行及び

ホームページ等の広報活動からなる。

　平成17年度は、これまでの活動を継続する中で、参加

しやすい運営、喜んでいただける企画を念頭に事業を進

めた。

1．研修
（1）国内研修

　平成17年度の国内研修は、浜松、仙台、東京の3会場で

実施した。昨年度と同様に、浜松3日、仙台2日、東京1日

と研修日数を変えて行った。開催日、参加者数は表1の通

りである。

表1　平成17年度国内研修　開催日と参加者

　研修後のアンケートでは、講義の難易度、講義数とも

大半の参加者からは“丁度良い”との評価をいただいてい

る。また、同時に、要望意見も多数いただいており、今

後の研修に反映させていきたい。

　平成17年度に実施した研修の題目と講師を表2～表4に

示す。

表2　平成17年度浜松研修　題目と講師

表3　平成17年度仙台研修　題目と講師

表4　平成17年度東京研修　題目と講師

（2）海外研修

　現地協力機関からの研修開催要請を受けて、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

してベトナムとインドネシアの2カ国で開催した。ベトナ

ムでの開催は、JECTECとしては初めての開催であり、参

加者募集に苦労するのではないかと心配しながら準備を

進めたが、逆に予定以上の参加希望者があり参加者を調

整して開催した。また、実施した研修は非常に好評で、

平成18年度の開催を強く要請された。

　平成17年度の海外研修開催実績を表5、表6に示す。ベト

ナム研修では、カリキュラムに紙飛行機作成のQCゲーム

を組み入れた。インドネシア研修は、現地の要望を取り入

れたテーマで開催し、講義後の質疑も非常に活発であった。

表5　平成17年度ベトナム研修実績

開催地 開催日 参加者数

浜　　松 H17.7.26～ 28 27

仙　　台 H17.11.8～ 9 17

東　　京 H18.1.24 30

題　　目 講　　師

JECTECの事業紹介と電線業界の概要 清水（業務部長）

電線・ケーブルの製造方法 森（主管研究員）

電線・ケーブルの種類と用途 山田（主管研究員）

電線の特性評価（実習） 材料化学グループ

材料分析（実習） 材料化学グループ

難燃性試験（実習） 安全性グループ

Massy Yamadaの電気教室 山田（主管研究員）

電線・ケーブル用材料 清水（業務部長）

工業標準化法 清水（業務部長）

題　　目 講　　師

JECTECと電線業界 清水（業務部長）

Massy Yamadaの電気教室 山田（主管研究員）

モノづくりにおける設備保全 （株）エフ･ピー･エス技研

岩辺（常務取締役）

配電技術開発の動向 東北電力（株）

関澤（配電部副長）

光ファイバ通信の基礎知識 昭和電線電纜（株）

小阪（通信技術G）

電線・ケーブル用材料 清水（業務部長）

工業標準化法 清水（業務部長）

題　　目 講　　師

JECTECと電線業界 清水（業務部長）

ムダ取りと改善 （株）エフ･ピー･エス技研

岩辺（常務取締役）

光ファイバ通信の基礎知識 昭和電線電纜（株）

町田（通信技術G長）

電力ケーブルの基礎知識 山田（主管研究員）

開催地 ベトナム　ホーチミン

開催日 2005年9月26日～30日（5日間）

研修タイトル 製造業における工場管理技術

講師（敬称略） 岩辺　幸三（（株）エフ･ピー･エス技研）

松本　隆（（財）日本規格協会）

清水　修（JECTEC）　

研修生数 60名

現地協力機関 Institute of Management and

Technology Promotion（IMT）

CFT VITA COPPER CO.,LTD

NISSEI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD
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表 6　平成17年度インドネシア研修実績

（3）IT経営者研修

　独立行政法人情報処理推進機構の平成17年度「IT経営応

援隊経営者研修会事業」の実施機関となり、『電線製造業

の経営戦略及び情報化戦略の策定』のテーマで研修会を8

社、11名の参加を得て、JECTEC大セミナー室で実施した。

表7　研修会開催日時とテーマ

2．セミナー
　平成17年度は、表8に示す4回のセミナーを開催した。

表8　平成17年度セミナー開催実績

●平成17年度事業活動報告

開催地 インドネシア　ジャカルタ

開催日 2006年3月13日～15日（3日間）

研修タイトル 電線製造線引用ダイスの設計・加工工程

の解説と管理

講師（敬称略） 住本　繁俊（（株）アライドマテリアル）

田中　美行（JECTEC）

研修生数 24名

現地協力機関 インドネシア電線工業会（APKABEL）

日　時 テーマ

8月25日 経営課題と IT活用

9月   7日 経営戦略企画書の作成

9月   8日 情報化企画書の作成

9月21日 企業毎の経営戦略企画書、情報化企画書

の発表とブラッシュアップ

（コーディネータ：北村勝利、田中美行、三橋博）

3．調査研究会
（1）エコ電線調査研究会

　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、昨年度から継続して活動した。H17年

度は、21社から委員の参加を得て、牧野大宮法科大学院

大学教授を委員長に8回の委員会を開催した。

　委員が分担しての調査は、前半では、昨年度から継続

して難燃化技術についての調査を行い、『難燃技術に関す

る文献調査結果』として報告書にまとめた。後半では、環

境配慮への検討が進んでいる業界の環境適合設計への取

組みと環境適合設計に関する標準を調査した。

　委員会では、委員が分担して調査した内容の報告、審

議だけでなく、専門家を招いての講演と意見交換の時間

を持つように運営した。

　委員の調査結果及び委員会での講演内容を『「H17年度エ

コ電線調査研究会」活動報告書』に整理した。　

（2）電線の一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究

　（財）日本規格協会が経済産業省から委託を受けた平成

17年度工業標準化推進事業等（社会基盤創成調査標準化調

査）の一部として再委託を受けた。関井康雄千葉工業大学

教授を委員長とした調査研究委員会の事務局として5回の

委員会を開催した。

4．広報活動
　セミナーや研修会参加者へのアンケートを実施して、

ホームページ及びJECTEC NEWSのへの要望の把握に努

めた。

（1）ホームページ

　ホームページの記事を見ての試験依頼が多いことが確

認されており、関連コンテンツの充実を図る活動を行っ

ていく。

（2）JECTEC NEWS

　No.45（H17.7：年報）、No.46（H17.11）、No.47（H18.3）を

発行した。

　ニュースレター（No.19、No.20）として、トピックスの

配信を行った。

5．平成18年度に向けて
　平成18年度もこれまでの情報・サービス事業を確実に

継続していく中で、多くの会員に参加いただける事業を

企画していく。 （萬業務部長）

『セミナーのタイトル』 開催日
参加者数

（「講演の題目」） （場所）

#58『技術者として必要な法律知識』 H17.6.27 35名

　「職務発明、著作権、転職と企業秘密」 （東京）

　「電線と法令：電気設備基準と電気用品技術基準」

　「環境法：資源生産性の向上と有害物質の拡散防止」

#59『ハロゲンフリー電源コード等の検討状況』 H17.7.21 97名

　「電気用品技術改正（要望）への取組み」 （東京）

　「柔軟性ハロゲンフリー電線用難燃材料の現状と課

　  題」

　「エコマテリアル電線用押出機の現状と課題」

　「ポリ塩化ビニルフリー電源コードの安全性評価」

　「火災と煙の問題について」

#60『知識の体系化と問題解決』 H17.12.9 15名

　「オントロジー工学に基づく知識の体系化について」 （東京）

　「住友電工におけるオントロジー工学を用いた知識・

　  技術の体系化の取組とその成果」

　「機能分解木記述ツール：書き方、実践例、今後の

　  展開」

#61『製造物責任（PL）と製品安全』 H18.2.24 21名

　「製造物責任制度とは？」

　「PL法と企業実務」

　「誤使用事故防止に向けた考え方」
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●平成17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17年度の一般試験件数（認定試験を除く）は前年度

の293件に対し304件と微増であったが、収入的には16％

減となった。これは一条燃焼試験が110件と小型試験が増

えた一方、大型耐火炉試験、大規模燃焼室試験が減少し

たことによる。ただしコーンカロリーメータ試験が引続

き増加していることとスタイナー、ライザー試験が増加

傾向にある。

　又、平成16年10月から認定業務を開始した耐火・耐熱

電線の認定業務は2年目となり、初めて年間実績が出た。

合計した収入は昨年度比9％の増収となった。

2．事業状況と主要成果
（1）依頼試験実施状況

　表1に平成16年度及び平成17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16年度及び平成17年の試験件数

図1　試験件数の推移

（2）一般試験

　通信用防護管の大型耐火炉試験が少し減少し、設備使

用の大規模燃焼室試験は休止状態にある。

コーンカロリーメータ試験は数年来、増加が続いている。

又、海外からの試験依頼がくるようになった。

（3）耐火・耐熱電線の認定

　平成16年度の認定型式数65型式（工業会認定分を含む）

から平成17年度の認定型式数76型式と幾分増加したが工

業会認定の頃の年間100型式からすれば大きく減少してい

る。これは共同事業会社、共同製造会社等設立による場

合も単独の会社の場合もケーブル型式の整理、統合によ

る型式の絞り込みが影響している。

（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3回定期サーベイランス（8月書類審査）が

行われ、指摘事項なしで合格した。平成18年度は4年毎の

更新年でありISO/IEC17025：2005年版での審査が予定さ

れている。

（5）電線の一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究

　この事業は、経済産業省の平成17年度工業標準化推進

事業を（財）日本規格協会から再委託を受けて行った。

　千葉工大・関井教授を委員長とした「調査研究委員会」

とJECTECでの「試験グループ」の体制で実施した。平成18

年度は社会ニーズ対応型基準創生調査研究事業として

（株）三菱総合研究所から再委託を受けて継続実施する。

（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18年度に向けて
　耐火・耐熱電線認定業務はデータベースシステムを補

強し、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、電線の一条燃焼試験方法

に関する標準化調査研究、IEC/TC89などの活動も積極的

に行いたい。

　排気ガス設備、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）

項　目 H16年度（件） H17年度（件）

耐火耐熱一般試験 41 33

一 般 燃 焼 試 験 203 215

その他（建材など） 49 56

小　　　　　　計 293（件） 304（件）

耐火耐熱認定試験 65（型式） 76（型式）

一般燃焼試験 

耐火・耐熱一般試験 

UL・CSA認定試験 

その他（建材等） 
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●平成17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17年度は、次の3つの事業活動を行った。

（1）証明試験関係
・CSA証明試験

‥・TUV証明試験

（2）一般試験

（3）研究開発
‥　証明試験関係のCSAは、峠を越し、TUVの今後に期待

‥を繋いだ年と言える。TUVの証明試験と一般試験が共に
予算を上回り、グループ全体で、予算比で＋184万円、前
年度比では＋584万円と増加した。

2．証明試験
（1）CSA証明試験
　これは証明試験（新規）とリテストに別れている。証明
試験は平成16年度が12件に対し、平成17年度は9件と25％
減少した。
　またリテストは平成16年度が155件に対し、平成17年度
は133件と15％減少し、CSAが峠を越えた事を現してい
る。現実には、証明試験は、純然たる新規の試験では無
く、現場審査において配合の変更等が指摘され、リテス
トの適応が出来ず証明試験となったものが多いと考えら
れる。ケーブルメーカの海外移転に伴い日本国内での申
請は、さらに減少していく事が予想されている。金額で
は、対前年度比－225万円と大きく減少した。

‥
（2）TUV証明試験
　平成16年度の1件に対し、平成16年度は、3件と増加に
転じた。前年度比で件数では、3倍であるが、金額では、
10倍とCSAの減少を補う形と成った。試験の内容的にも
複雑なものも有り、試験の意図を充分に理解した試験手
法が要求される。受注量的には、見積依頼も多くあり、
さらなる増加が期待出来る。

3．一般試験
　依頼件数は平成15年度108件、平成16年度124件そして
平成17年度は、161件で37件増と、＋30％の大幅増加と
成った。件数増加の割に金額が少なかったのは、新規顧
客の開拓に努力し、まだ小型案件のみであり、また大型
件名の依頼試験に結びついていない状況の為である。今
後安定的な顧客となっていただける様に信頼と顧客満足
度の向上に努める所存である。
　大型年間契約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。この1件で一般試験全体の27％を占める超大
型件名であるが、今後は、減少していくと予想される。
　一部の試験項目に関しては単価が消耗備品＋電力コス
トの負担も出来ない様な設定になっているものもあり、
適正化、公平化を進めて顧客の納得を得る努力が必要と
考えている。
　RoHS 指令に伴う有害物分析もほぼ体制が整ったが、顧
客への浸透が不十分であり、今後どの様に受注拡大と採
算向上を図っていくかが課題と考えている。
　電線メーカーの川上、川下を顧客に取り込む努力を進
めているが、短期間で良い材料が開発され、そして電線
の顧客ニーズに有った製品が供給出来るように協力出来
れば、電線業界（材料供給から顧客まで）に対し電線総合
技術センターの責務の一端は、果たせるものと考えてい
る。

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）と共同で平成14年度か
ら5年計画ではじめている。平成17年度は、JASRIで予算
措置が取れなかった事もあり、改良型のPETフィルムの
経時変化を調べた以外大きな進展は無かった。
　また平成13年度からはじめた「耐候性」のマルチクライ
アント研究は材料化学グループが引継ぎ2年目と成った
が、平成18年度の中間報告に向け脆化試験、熱安定性試
験等一部準備を始めている。

5．平成18年度に向けて
（1）証明試験
　CSA関連の減少は、より深刻化するであろう。新たな

‥市場確保のため、活発化しつつあるTUVとは情報交換を
密にして、対応を間違わない様に進める。

（2）一般試験
　超大型件名の原子力安全基盤機構からの受注が、60％
減少し、その穴埋めが急務となる。平成17年度より進め
ているケーブルメーカ以外の顧客開拓をより進めていく
考えである。またRoHS 指令による有害物分析の赤字幅縮
小と会員各社及び電線業界に広く受け入れていただける
方向性を打ち出す事も急務となっている。

（3）研究開発
　平成18年度は、耐候性マルチクライアント研究の中間
報告の年で有り、昨年より準備を進めて来たが、精力的
に取り纏めるよう努めたい。

（森主管研究員）
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●平成17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、情報

通信ケーブルの伝送特性試験等の各種依頼試験及び電力

会社等からの電力ケーブルに関する委託試験研究を実施

している。

　また、平成17年度は、前年度に引き続き、電線・ケー

ブル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17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16年度に比べ、依頼

件数、試験収入とも増加した。その理由は、電力会社の大口

委託試験研究案件を受注できたことによるものである。

　電力会社委託試験研究以外の電力ケーブル関係および

情報通信ケーブル関係は横ばいという状況である。

　電力ケーブル関連では、トラブル発生に伴う事故原因

調査が5件あり、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」の成果が定着してきた。

表1　平成17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6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依頼

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「接続部で絶縁破壊したCVケーブルの健全性につき、

評価してほしい」との依頼を受け、対応した。

②「水中モーター線の絶縁劣化について評価してほし

い」との依頼を受け、対応した。

③「腐食が発生して撤去された架空地線に関し、劣化状

況の調査をしてほしい」との依頼を受け、対応した。

④「ワイヤーハーネスのコネクター部の発熱現象を解明

してほしい」との依頼を受け、対応した。

（4）情報通信分野での活動

　情報通信分野では、LANケーブルや同軸ケーブルの遮

へい特性や伝送特性の依頼試験を実施してきた。

　平成17年度は平成16年度に不採択となった「LANケーブ

ルの放射電磁波測定技術の研究」につき再度全国中小企業

団体中央会の補助金事業に応募するも採択されず、自前

で研究を継続してきた。その成果として「遮蔽付きLAN

ケーブルの遮蔽性能評価」をJECTEC NEWSに発表、更に

「吸収クランプ法による電磁波漏洩調査結果」をIECの国際

会議（ブエノスアイレス）で電子情報技術産業協会（JEITA）

より報告された。

（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。平成17年度は電気学会の研究会でJECTECの

研究開発の取組みを紹介した他、仙台研修会での電線技

術の紹介、JECTEC NEWS「Massy Yamadaの電気教室」で

の電線に関する様々な技術課題の紹介等を実施した。

3．平成18年度にむけて
　平成18年度は収入目標を前年度実績比で約10％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委託

試験研究案件を増やすべく、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3件の受託が

決定している。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。

（荻原主管研究員）

区　分 Ｈ16年度 Ｈ17年度

電力会社委託 6 9

電力ケーブル 高圧CV、付属品 5 5

その他 28 29

情報通信ケーブル 33 33

合　計 72 76
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1．はじめに
　環境技術グループは、環境関係の技術全般に関する研
究開発を行っている。
　平成17年度に実施した主要な研究テーマは以下の4テー
マになる。
①平成17年度経済産業省委託調査「平成17年度環境問題対
策調査等　3Rシステム化可能性調査事業－電線・ケー
ブル（光ファイバを含む）リサイクルシステム化可能性
調査事業」
②中部電力株式会社殿との共同研究「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」
③マルチクライアント研究「廃電線被覆材の分別技術と再
利用技術に関わる研究」
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」

2．平成17年度研究の概要
（1）3Rシステム化可能性調査事業－電線・ケーブル（光

ファイバを含む）リサイクルシステム化可能性調査

　経済産業省からのこの委託業務は、電線・ケーブル（光
ファイバケーブルを含む）のリサイクルの実態の調査とそ
の実態を定期的かつ定量的に把握できる効率的な情報
ネットワーク構築の可能性に関して調査することを目的
として実施した。実態調査を踏まえてリサイクルの問題
点・課題の抽出、リサイクル技術の確立や易リサイクル
型の電線・ケーブルの開発のための調査・検討を行った。
　検討の方向づけと最終調査結果の審議を行う調査研究
委員会のもと、廃電線・ケーブルのリサイクル処理の実
態調査を行うWG1、電線被覆材のリサイクル技術の現状
を調査するWG2, 3R（リデュース、リユース、リサイクル）
の視点で環境配慮電線・ケーブルの設計について検討を
行うWG3の3グループの体制で活動を行った。
　実態調査としては、廃電線リサイクル処理事業者への
アンケート調査と海外（中国・欧州）での電線・ケーブル
のリサイクル実態調査を行った。廃電線リサイクル処理
事業者から得たアンケートの回答をもとに、平成14年度、
平成15年度、平成16年度の廃電線の回収量・再生利用
量・廃棄処分量等を集計した。また、建設部門、自動車、家
電関係からの電線排出量は過去の出荷量から推定した。
　電線被覆材のリサイクル技術の現状調査では、平成14
年度廃棄物等処理再資源化推進委託事業「廃電線リサイク
ル処理の副産物として発生する被覆材モデル循環システ
ムの調査研究」における調査結果をアップデートする形で
整理した。また、塩ビ代替材料（EM材）、光ファイバのリ

共同委託研究（環境技術グループ）

サイクル、塩ビの扱いの現状と問題点についてまとめた。
　電線・ケーブル（光ファイバケーブルを含む）の3Rおよ
びLCAの観点から見た環境配慮設計について、廃電線リ
サイクル処理事業者の要望事項に基づき検討し、環境配
慮型電線の提案とその提案を実現するための課題を提示
した。

（2）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

　この研究は、自己燃焼熱分解方式による廃電線被覆材
のワックス化技術の実用化に向けて平成14年度から実施
している中部電力（株）殿との共同研究である。
　平成17年10月19日～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」に出展し、技術紹介
を行った。
　この出展の内容と開発の現状について、JECTEC
NEWS（No.47）にて、紹介した。

（3）廃電線被覆材の分別技術研究

　廃電線被覆材の再利用率を向上させるためには、廃電
線被覆材混合物の分別する技術が重要である。比重が水
より重く、かつ近似している耐燃PEとPVCを分別する技
術として、18世紀後半から鉱山にて鉱石を土砂から分別
するために開発された浮選法を検討した。浮選法は物質
の濡れ性により表面に付着する気泡に差が出ることを利
用した分別法である。ジグ分別方式の実験装置も作製し
ており、ジグ分別と浮選法を組み合わせた分別方式の検
討など、平成18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

　平成15年度、平成16年度の検討により、遠心分離法に
より、RoHS指令の規制値である1000ppmまでの鉛除去が
可能性が検証できた。平成17年度は、経済性も考慮し、実
用化に向けた鉛除去技術に関する詳細実験を継続した。

3．平成18年度研究予定
　機械振興協会からの委託事業で、「中国・台湾での電
線・ケーブル製造メーカーおよびリサイクル動向調査」を
実施する。
　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」では、技術開発に加えて実
用化が見える開発を計画している。
　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。

（久米主管研究員）
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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中の電線と配線器具の適
合性試験を担当している。その他にはJISの公示検査やUL
のAA（Administrative Agent）としてAWM（Appliance Wir-
ing Material）の手続代行業務等を担当している。

特定電気用品の適合性検査
　H13年度に適合性試験の業務を開始して以来5年が経過
する。当初は省令第1項の電線のみが業務範囲であった
が、H16年11月に省令第2項の電線及び省令第1項の配線器
具を業務範囲に加えた。
　受付件数と事業収入は、前年度が高水準であったこと
もあり、前年度並みとなった。以下、申込事業者数、国
内・海外の申込み数、型式の新規取得と更新の数、検査
をした品目別の割合、不適合の内容を以下に示す。

（1）申込事業者数

　表1に過去5年間で当センターに申込みをした会社の数
を示す。17年度の括弧内は配線器具での申込事業者数（内
数）である。

表1　申込み事業者数の推移

（2）更新と新規申込の割合

　表2に更新と新規申込の割合を示す。型式の有効期間は
7年であり、7年毎に適合性試験を受けて有効期間を更新
する。新規に製造販売する場合は新規に適合性試験を受
け、型式の証明書の発行を受けることになる。
　H17年度は更新が74％となっている。

表2　型式の更新と新規の割合

　なお、H18年度中には電気用品の技術基準の改正で（耐
燃性）ポリオレフィン混合物を絶縁材料としたエココー

ド、エコキャブタイヤコード等が新規型式の電気用品と
して認められる見込みであり、これが施行されれば新規
の割合が増加すると思われる。

（3）電線の品目別適合検査の割合

　H17年度に実施した電線の品目別適合検査の割合を表3
に示す。なお配線器具は差込プラグが約60％である。

表3　電線の品目別適合検査の割合

（4）電線の不適合率

　過去5年間の電線の不適合率の推移を表4に示す。

表4　電線の不適合率の推移

その他
（1）新JIS認証機関登録申請の件

　JECTECは電線及び配線器具に関し、新JIS登録認証機
関になるべくH17年度に関東経済産業極に登録申請を行っ
ている。それに先立ち（独）行政法人製品評価技術基盤機構
（NITE）に「JIS試験所」の登録申請を行い、登録を得た。
　JIS認証機関への登録はまだ完了していないが、H18年
度中には登録が得られるものと期待している。

（2）電気用品適合性試験につきタイ・EEIとの業務提

携の件

　JECTEC NEWS No.47号で紹介したが、JECTECはタイ
の代表的な試験機関であるEEI（Electrical and Electronics
Institute）と電気用品（電線、省令第1項）の適合性試験及び
工場審査に関し、EEIと業務提携した。
　実働はこれからになるが、タイの日系電線メーカーに
とって、手続の迅速化が図れるものと期待している。

（3）UL AA業務の件

　UL規格758「Appliance Wiring Material」（機器用配線材
料）のUL.AA（手続代行）業務を開始して3年になる。国内
電線メーカーの中にはJECTECがUL規格の試験も代行し
て欲しいとのニーズがあることから、近い将来、試験代
行ができる機関になるべくトライしている。

（山田認証試験室長）

年　度
申込事業者数

計
国　内 外　国

13 28 6 34

14 36 4 40

15 31 6 37

16 25 6 31

17 29（3） 11（3） 40（6）

計 148 23 171

年　度 更新 （％） 新規 （％）

13 58 42

14 67 33

15 54 46

16 71 29

17 74 26

合成樹脂系 ゴム系

絶縁電線 33.3 3.5

ケーブル 36.3 0.0

キャブタイヤケーブル 5.5 4.5

コード（含むキャブタイヤコード） 13.4 3.5

年度 13 14 15 16 17

不適合率 ％ 3.0 1.5 4.5 2.2 2.1
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金城学院大学　教授　山口　正久

1．はじめに
　数ある企業リスクの一つにPLリスクがある。PLリスク

は、火災、爆発、労働災害…など、他の企業リスクの多

くと異なり、事故が企業内で発生するのではなく、製品

として企業の手もとを離れたのちに発生するため、みず

からコントロールしにくい嫌いがある。しかも、同種類

の製品が多数、市場に出回っているため、一度欠陥製品

を出すと、同様の事故があちこちで多発し、その発生場

所もときに全世界にまたがるなど、極めて広域に及ぶ可

能性がある。また、その多くは人身事故を伴い、賠償額

も巨額に上がりやすい。

　欧米では、このPLリスクが近年著しく増大し、一つ間

違うと企業経営の根幹を揺るがしかねない重大な問題と

なっているが、日本国内もPLの法制化によって、これに

近い法的環境下に置かれたことになる。

　かくして、このPLリスクを的確にコントロールし、企

業を破綻から守るための方策としてのPLP（製造物責任予

防対策）の重要性は、いくら強調しても、し過ぎることは

ないと言える。

2．PL法施行後の状況
（1）あれから11年

　日本でPL法が施行されたのは平成7年7月1日であった。

当時、世論は大変な盛り上がりを見せ、「安全性」に対す

る社会の関心は大いに高まった。それを受けて、企業の

側の対策も進み、社内組織から、設計、製造、品質保証、

警告・表示、苦情処理対応、広告宣伝の在り方に至るま

で、製品の安全性向上に向けた体制は、それなりに整備

された筈であった。

　あれから11年。しかし、これまでに提起されたPL法訴

訟は、当初に予想された数を大幅に下回っている。判決

にまで至ったものとなるとさらに少ない。そのせいか、

企業の側もここへ来て、一時ほどの緊張感が薄れてきて

いるように感じられる。消費者の側も法律は出来たこと

で安心しきってしまったのか、このところマスコミ等で

も、PL法が取り上げられる機会はめっきり減り、今や同

法はすっかり忘れ去られたかの如き感がある。

（2）最近のマスコミを賑わした安全問題

　では、同法の施行後、日本企業の製品は、本当に期待

PLリスクと企業の対応について
－最近の事例に学ぶ－

されただけの安全性を実現し得たであろうか？残念なが

ら答えは「否」である。安全絡みの事故はその後も絶える

ことなく起き、相変わらずマスコミを賑わし続けている。

以下に、この数年間の主な安全問題を振り返ってみよ

う。

A．雪印乳業食中毒事件（平成12年7月）

　同社製造の低脂肪乳による集団食中毒事件は、発症者1

万3,000人を超える大規模な食中毒事件に発展した。製造

ライン内のバルブが黄色ブドウ球菌に汚染されていたの

が原因とされた。当時の工場長と製造課主任に有罪判決

が下されたほか（平成15年6月）、民事訴訟も一部、今なお

係属している。

B． 三菱自動車のリコール隠し事件（平成12年8月および

同16年3月）

　二度にわたる欠陥隠しと幾多の関連事故の存在が明る

みに出て以来、同社は激しい世論の追及に遭い、一時は、

存続すら危ぶまれる危機に立たされた。裁判でも刑事・

民事の両面にわたり、その責任が厳しく追及されてき

た。

C．六本木ヒルズ自動回転ドア事故（平成16年3月）

　大阪府の小1の児童が春休みに東京の新名所六本木ヒル

ズを訪れた際、大型の自動回転ドアに挟まれて死亡した。

調査したところ、回転ドアによる同じような事故が、全

国で多数起きていながら、何の対策も採られていなかっ

たことが明らかになった。

　回転ドアのメーカーとビル管理会社の元幹部に対して

は、刑事責任が追及され、ともに有罪の判決が下されて

いる（平成17年9月）。

D． 松下製石油温風機による一酸化炭素中毒事故

（平成7年1月～12月）

　昭和60年～平成4年製造の石油温風機のホース外れ事故

が、計10件発生し、死者5名・負傷者5名を出す深刻な事

態となった。平成17年4月、同社は製品リコールを開始。

同年11月には、経産省も消費生活用製品安全法に基づく

初の緊急命令を発動した。同型製品の引取り措置（1台5万

円）も発表されたが、回収率は思うように上がらず、今年

1月同社は、全国のすべての家庭・宿泊施設にハガキを郵

送し、回収・修理を促した（それでも、本年5月末現在で

回収率は約65％どまりと言われる）。報道によれば、この

事件による同社の損害は約240億円に上る。
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　実は、これと類似した、サンヨー・ファンヒーターに

よる中毒事故（死者4名・負傷者41名）が22年前にも起きて

いた。にもかかわらずその時の教訓が、十分に活かされ

ていなかったことが悔やまれる。

　さらに、現在のPL法では適用対象とされていないもの

の、共通点の多い安全絡みの事件として、以下のような

ものを挙げることができる。

E．JR西日本列車転覆事故（平成17年4月）

　JR宝塚線（福知山線）の列車転覆事故で、犠牲者107人を

出した。同社は14年前にも同様の事故を起こしており、

安全軽視の企業体質と社員のモラル低下が厳しく問われ

ている。

　事故原因については、国交省事故調査委員会の報告が

年内に出される予定であるが、原因の一つに、新型列車

自動停止装置（ATS-P）の設置の遅れが指摘されている。

F．建築耐震強度偽装事件（平成17年～）

　マンション・ホテルの耐震強度計算の偽装問題で、建

築士、開発・施行会社、コンサルタント会社等の責任が

激しく追及されている。

　背景に法制度の不備が指摘され、政府は、罰則強化や

第三者機関の再チェックなどを盛込んだ建築関連4法の改

正を進めつつある。

G．アスベスト災害（平成17年12月クボタ発表が発端）

　クボタの発表を機に、全国で同様の健康被害の実態が

明らかになった。米国では20年も前からアスベストに係

わる訴訟が頻発し、2000年の時点で50万件の訴訟が提起

されていた。また、2004年までに総額700億ドル（8兆円）

の費用がアスベスト訴訟に費やされてきたと言われてい

る。そうした情報はわが国にも伝えられていながら、何

の対策もとられておらず、わが国の対応の遅れが指摘さ

れている。このため、この5月には、国の責任を問う集団

訴訟も提起されている。

H．米国産牛肉問題（平成15年12月～）

　周知のように、BSE-ヤコブ病感染の恐れが指摘され、

長らく、米国産牛肉の輸入は全面ストップされてきた。

　ちなみに、被害の救済の問題に関して、欧州では、

1999年5月のPLのEU指令改正（第一次農産物もPL法の適用

対象に含める）で対応しているが、わが国のPL法は、「加

工」されていない自然産品を「製造物」から除外したままで

ある。

 I ．東京証券取引所でのコンピューター入力ミス事件

（平成17年12月）

　みずほ証券が、東証の新興企業向け市場、マザーズに

新規上場のジェイコム株につき、「61万円1株」と入力すべ

きところを、担当者がうっかり、「1円61万株」の売り注文

を出してしまった。誤りに気づき、発注を取り消そうと

したが、東証のシステムが取り消し指示を受け付けず、

市場は大混乱に陥った。これによるみずほ証券の損失は

400億円超と言われ、異常注文を排除できなかった東証の

システム（開発は富士通）の欠陥が指摘されている。

 J．列車踏み切り事故（平成17年10月東京［京浜東北線］・

同18年3月愛知県蒲郡市［東海道線］）

　JRの踏み切りで、連続した列車の往来により15分以上

遮断機が降りた状態が続くと、「こしょう」の表示が出る

仕組みになっていることを知らず、列車が来ないものと信

じて遮断機をくぐって踏み切り内に入ったお年寄りが跳

ねられて死亡する事故が、東京と愛知県とで、連続して2

件発生した。遮断機が一定時間降りたままであると「こ

しょう」と表示される警報機は、全国で1万8,300箇所もあ

ると言われる。

　この表示は「列車が来ない」との誤解を招きかねないと

して、平成18年3月、国交省は「こしょう」表示の中止を指

示。JR各社もやっとこれに従い、表示の変更作業を進め

ている。

　

3．PLの視点からの検討の必要性
　最後のJ.の事例だけはやや別としても、上に挙げた各事

件は、いずれもPL法と密接に関連する出来事であった。

ところが、世間ではそのことが十分認識されず、した

がって、PLの視点からの検討・追究がこれまで十分に行

われて来なかったのは、残念なことである。

　他方、そうした相次ぐ事故の発生にもかかわらず、企

業の側では、競争の激化に伴う安全性軽視の姿勢、さら

には世代交替によるベテラン担当者の異動・退職等の事

情もあって、製品安全に向けた技術力は、かつてのPL法

成立当時よりも却って低下しているのではないか、との

声も聞かれる。

　これを機に、われわれは今一度、PL法制化当時に立ち

返って、同法成立の趣旨を噛み締めるとともに、安全性

の徹底に向け、社内体制を見直すべき時期にきているよ

うに思われる。

（1）PLP対策の基本

　以下に、PLP対策の中心となるべき製品安全のポイント

について、もう一度、しっかりと確認をしておきたい。

①トップによる認識とリーダーシップ

　PLP対策は、何よりも安全に向けた企業トップの確固

たる決意と強いリーダーシップがなければ、成り立ち得
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ない。

②PLP推進のための社内組織と全社的な一致協力体制の確立

　PLP活動には、開発、設計、実験、製造、検査、品質保

証、販売、購買、経理、サービス、広報・宣伝、お客様

相談、法務…等々、実に多くの部門が関係する。そのど

れか1箇所でも弛んでいて水が漏れたら、PLPは破綻する。

③PLPマインド醸成のための社内教育の徹底

　要は、あらゆる機会を捉えてPLPの必要性を叩き込み、

企業内、そしてグループ内に、PLPのマインドを充満させ

ることである。

（2）具体的な製品安全対策

①適切な安全レベルの設定

　法令で定められた安全基準は、製品を製造販売するに

当たっての最低限度の要求に過ぎず、PLPの観点からは、

むしろそれ「プラス・アルファ」が求められることを忘れ

てはならない。

②多様な使用実態の把握とそれに基づくきめ細やかな配慮

　消費者は素人であるから、専門家であるメーカーの側

は思っても見なかったような使い方をする場合も少なく

ない。むしろ、多少の誤使用はつきものと考えて、そう

した誤使用にも耐える安全設計を心掛ける必要がある。

③徹底した製造品質の確保

　とくに、社外から調達した原材料・部品の中に、思い

がけない不良品が混在している恐れもある。また、最近

のハイテク化にともなう新たな問題の出現も懸念され

る。

④製品の危険性の解消

　そのための方策としては、下記の3点が考えられるが、

検討すべき順番はあくまで i）～iii）の順序であること。殊

に、警告表示は、他にとるべき方法がない場合の最後の

手段であることを忘れてはならない。

　¡）製品本体の安全化

　™）安全装置の付加

　£）行き届いた警告表示

（3）各事例の検討と学ぶべき教訓

　以下では、先に挙げた最近の事例を中心に、事故の原

因と見直しのポイントについて考えてみたい。

★社内で製品の設計に際し、徹底的に安全性を追求・吟

味する仕組みになっているか？

→前記C.の事例では、もともと欧州で開発された自動回

転ドアの技術が、当初は「安全性」を強く配慮した設計

になっていたにもかかわらず、それが日本に輸入され、

やがて設計の改変が重ねられて行く過程で、次第に「効

率性」が優先され、肝心の「安全性」は次第に忘れ去られ

て行ったのであった。その結果、我々のごくごく身近

なところに、人知れず実は恐るべき危険性を内包した

構造物が出現してしまったことになる。

★競争から来るコスト削減圧力の前に、社内で安全性が

軽視される風潮はないか？

→前記E.の事例はまさにこれに当たる。そのことを物語

る事実として、JR西日本が2004年度に投じた安全対策

費は460億円で、JR東日本の1,112億円、JR東海の893億

円と比べても格段に少なかったことが指摘できる。

★誤使用による事故発生の防止に向けた十分な対策が忘

れられていないか？

　前記E.の事例では、たとえ運転士が制限速度を超えて

カーブに差し掛っても、もし、新型の列車自動停止装

置（ATS-P）が福知山線に取り付けられていれば、事故

は防げたと見られている。

　また、前記I.の事例でも、担当者の誤発注を防げなかっ

た東証のシステム自体に欠陥があったと見られても仕

方がない。みずほ証券の教訓が生かされず、実はその

後も類似の事が相次いでいるのは残念なことである。

★製造面での品質管理に緻密さを欠くところはないか？

→前記A.やD.の事例はこれに当たるし、F.の事例も手抜き

工事の関係はまさにこれである。

★警告・表示の仕方が各業界ないし企業により不統一で、

混乱を招いてはいないか？

→前記J.はこれに該当する事例である。遮断機が一定時間

降りたままになると「こしょう」と表示されること自体、

不思議といわざるを得ず、お年寄りたちが文字どおり

機器の故障と勘違いしたのも無理からぬところがある

ように思われる。

★事故情報が非公開のまま社内に隠蔽されたりしていな

いか？

→前記B.はこの典型的な事例である。伝統ある名門企業

が、しかも一度ならず二度にわたって社会を欺くとは、

まさに許しがたい背信行為と言わざるをえない。

★販売後に発見された危険や事故に、迅速、的確に対応

する体制はとられているか？

→前記B.及びC.は、この点で著しく欠けるところのあっ

た事例である。

　また、前記C.の事例では、同じ六本木ヒルズ内の回

転ドアだけで、開業して1年の間に身体や足を挟まれる

事故が32件も発生していたほか、全国でも同種の回転

ドアの事故が頻発していた。にもかかわらず、そうし
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た情報がドアのメーカー、ビルの管理会社のいずれに

おいても、しっかり把握されておらず、したがって有

効な対策も採られていなかった。

　逆に、前記D.の事例は、この点の対策を誤らなかっ

たため、重大事故を引き起こしたにもかかわらず、企

業のブランドは傷つかず、却って顧客の信頼を高める

のに成功した例である。勿論、企業にとって、問題を

起こさないに越したことはなく、まずはそのために全

力を挙げるべきことは当然である。しかし、不幸にし

て失敗を犯してしまった場合には、下手にそのことを

隠蔽しようなどと考えず、問題をありのまま公表する

とともに、素早く的確な回復措置を講ずることが肝要

である。社会は、問題を起こした後の企業の行動にこ

そ、より注目していることを忘れてはならない。その

ためには、事故情報をできる限り早期にキャッチする

とともに、該当の種類・型式の製品の顧客と素早く連

絡をとれるような関係（トレーサビリティ）を、構築し

ておくことが重要であろう。

　前記G.の事例でも、クボタでは、今年4月、工場周辺

の患者・遺族に対する、最高4,600万円の救済策を進ん

で発表している。アスベスト問題をここまで放置して

いた行政や企業の責任の問題は残るものの、遅ればせ

ながら事態を公表し、被害者の救済に努めようとした

昨年末以降の同社の対応は、評価に値しよう。

　ほかに、次のような諸点からの見直しも大切である。

★本来、設計で対応すべき問題まで、何でも安易に警

告・表示でかわそうとしていないか？

★分かり切った危険までこまごまと表示しすぎて、警

告・表示が氾濫し、却って本当の危険が見えにくく

なってはいないか？

★アウトソーシングの進行等から、企業内の安全管理・

安全教育が追い付かず、同じ失敗が繰り返されたりし

ていないか？

4．おわりに
　何事によらず、これまで日本では、たとえ企業が不祥

事を引き起こしても、訴えられるということは稀であっ

た。企業トップにとって、恐ろしいのは裁判よりも、む

しろマスコミ等で広く事件が報道され、製品の売れ行き

が減退したり、企業のイメージが低下するといった事態

であった。端的に、国内では、司法はどちらかと言えば、

脇役的存在でしかなかったと言ってもよい。

　しかし、ここへ来て状況は急速に変わりつつある。欠

陥製品事故に即して言えば、PL法の制定以降、例えば、

民事訴訟法が改正され（平成10年1月施行）、被害者である

原告が被告企業から関連の情報を入手することがこれま

でより容易になった。また、情報公開法の成立（平成13年

4月施行）によって、関係省庁から得た情報をもとに、被

告企業の責任を追及する道も開かれた。本年4月1日から

は、公益通報者保護法が施行され、企業の法令違反行為

等を従業員が外部に通報することも、従来より易しく

なった。そのほか、司法制度改革の進行にともない、こ

れまで諸外国に比し少なかった弁護士の人数も、大幅に

増員されつつある。そして何よりも、いよいよ日本でも、

米国の陪審裁判に似た裁判員制度が平成21年5月までにス

タートすることになっている。当面、対象とされるのは

重大な刑事事件に限られるものの、これによって一般市

民と裁判所との間の距離が飛躍的に縮まり、国民の訴訟

に対する見方、考え方に大きな変化がもたらされること

が予想される。

　以上、要は日本も、一歩一歩確実に、米国流の訴訟社

会に近付きつつあると言えるのであって、このことは、

製品事故における企業責任の追及の局面においても、企

業を取り巻く環境はこれまでよりも格段に厳しいものに

なるであろうことを意味する。今から、十分心してかか

る必要がある。

　ところで、よく、企業にとって「安全」はやる気の出な

い目標であると評される。安全は努力した成果が見えに

くいとも言われる（平成18年2月4日付読売新聞社説）。

　確かに、安全性の高い製品を作り出そうとすれば、そ

の分、余計にコストがかかることが多く、「多少、安全を

犠牲にしても、価格の安い製品を出した方が得だ」と考え

る経営者が出てもおかしくない。なればこそ、「安全」が

売り物になるような社会の仕組みづくりが必要であろう。

そして、真に安全に力を入れた企業が報われるようなシ

ステムこそ、今、求められているのではないだろうか？

　その意味で、例えば、ホテルの業界などに見られる「4

つ星」、「5つ星」のような、「安全の格付け」の仕組みが、

広く産業界に普及することが望まれる。実は、この発想

は、現に建物に関しては、既に住宅品質確保促進法（平成

12年4月施行）による住宅性能評価制度の中に取り入れら

れているのである。それ以外のさまざまな製品について

もこれに似たシステムが創設され、広く活用されて行く

ことが望まれる。併せて、消費者に対しても、多少値段

が高くても安全度の高い製品を選んで買わせるような、

積極的な消費者教育の機会が確保されることを切に期待

したい。
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況の変動（35％）の順となった。廃電線の入手難や廃棄物

処理コストの増加等の傾向は前年度から継続しており国

内リサイクル処理量の減少要因となっている。

（2）中国での調査結果

　中国では行政（国家､地方自治体）が特区（資源加工園区

と称される）を設置し、種々の優遇策を掲げ、海外からの

投資を呼び込んでいる。また、海外から廃電線を調達し

中国国内での再資源化に取組んでいる企業が増加し､売上

げの増加が著しい。安い労働力の存在も大きい。しかし

有害物質の排出規制等、環境対応の実行は今後の課題に

留まっている。図2は中国のリサイクル工場の様子であ

る。

図2　人海戦術による電線の皮剥作業（寧波にて）

●研究開発事業

「3Rシステム化可能性調査事業」（1）
－電線リサイクルの現状と課題－

1．はじめに
　「3Rシステム化可能性調査事業」は平成17年度経済産業

省委託調査として行われた。

　現在の使用済み電線・ケーブルのリサイクル状況を見

ると電気導体（銅・アルミニウム）は有価物としてほぼ100

％回収・再利用されている。一方、電気導体から分離回

収された被覆材の再利用率は40％前後である。残りの回

収被覆材は海外輸出されているか、産業廃棄物として埋

立処分されていると考えられる。資源の節約や環境負荷

の低減、最終処分場の逼迫等を背景に廃電線被覆材の資

源再利用率の向上が大きな課題となっている。本調査で

は3R（リデュース、リユース、リサイクル）の視点から廃

電線・ケーブルの3Rについて現状を把握し、3R促進に向

けての提言を行った。ここでは電線リサイクルの現状と

課題について紹介する。

2．調査内容と結果
　電線リサイクル状況を把握し課題を明らかにするため、

電線リサイクル事業者を対象にアンケートと海外調査（中

国・欧州）を実施した。

（1）電線リサイクル事業者へのアンケート結果

　図1に電線リサイクルフローをまとめた。アンケートは

図1の一次問屋を対象に実施した。その結果、電線リサイ

クル事業者の抱えている問題と事業者の比率は、廃電線

の入手難（70％）、廃棄物処理コストの高騰（51％）、銅市

図1　電線リサイクルフロー
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電力会社 
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（電線会社代行） 

発生工場 
（非鉄金属） 
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注）①ルート：電線被覆材のリサイクルルートで量を増加したい流通ルート 
　　②ルート：廃棄ルートで量を減少したい流通ルート 
　　＊ナゲット加工は一次問屋のみである。 

プラスチック 
再生業者 

一次問屋 
（廃電線リサイクル処理事業者） 
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（3）欧州での調査結果

　欧州において廃電線は原則シュレッダー処理にまわさ

れる。廃電線からのリサイクル資源は塩ビ・ポリエチレ

ン・銅と割切っている。シュレッダー不能な外装装着品

や構造が複雑なものは中国へ輸出している。図3はパワー

ショベルで廃電線をシュレッダー装置へ投入している様

子である。

図3　廃電線のシュレッダー装置投入（スペインにて）

3．まとめ
　図4に廃電線の被覆材を中心にリサイクル技術の現状と

課題をまとめた。要約すると以下のようになる。

（1）現状

①現時点で実用化しているリサイクル技術

・非塩ビ（PE等）の燃料化

・塩ビでは再モールド技術とビニループ技術

②国内リサイクル事業の採算性

　廃電線の回収、解体・分別に手間がかかり海外、特に

中国へのリサイクル資源流出が増加しつつある。

（2）課題　

①廃電線の回収、解体・分別を容易にする仕組みや安価

で効率的な処理設備の構築を進めること。

②環境配慮設計の推進

・解体容易な電線構造や被覆材への識別・分別が容易な

素材の使用を促進すること。

・環境配慮設計に対応した法的規制の緩和や安全性の再

確認等、新たな負荷へ取組むこと。

（環境技術G　小山主席研究員）

図4　電線リサイクル技術の現状と課題
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　再利用。 
・耐食性・耐熱性のプラント建設はコストが高い。 

・種類が多く、混合すると元の材料に戻らないためリサイクルが難しい。 
・塩ビとEM材料を分離する有望な手段が現状では見当たらない。 
・識別方法の統一や廃材分離ルール作りが必要。 
・生分解性材料は長寿命を要求される電線にそぐわない。 
・価格が塩ビの10倍以上と高価。 

・有価の高品位燃料とするには純度等の条件が厳しい。 
・燃料としての規格がない。 

・含塩素物質（ダイオキシン等有害物質）が発生し処理コストとエネルギー 
　がかかる。 

・脱塩素が未発生の塩ビなら再モールドが可能である。ただし、高品質品の 
　実用化には課題が残る。 
・需要が飽和しており販売先が限られる場合がある。 

・塩ビのみを溶解させ、ろ過後、蒸気で再析出させるため塩ビ以外が多いと 
　効率が低下する。 
・混入物質の事前除去、高純度化が必要と予想される。 

比重が重複し 
ており比重を 
利用する分離 
方法の適用が 
使えない 

この部分のコス 
トダウンが中国 
との競争の鍵 
→大規模化（物 
流の広域化）・ 
自動化への対応 

分離後の高純 
度化も課題 

（サーマルリサイクル） 

（マテリアルリサイクル） 

（ケミカルリサイ 
  クル） 

（メカニカルリサ 
  イクル）→神戸製 
  鋼所が4月にプラ 
  ント稼動予定 
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電線の一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究

1．はじめに
　電線の一条燃焼試験方法を調査研究の対象として、試

験方法の規格と電線の製品規格に採用されている試験方

法の実態を整理することから調査を開始し、代表的な電

線試料を各種試験方法で評価することにより、試験方法

による相違や問題点を明確にし、電線種類、用途ごとに

難燃性を評価するのに適した一条燃焼試験方法をJIS規格

として提案するための基礎データを取得する、特に、今

後、増加していくことが予想される環境配慮型難燃電線

の難燃性を評価するのに適した方法について検討するこ

とを目的に、（財）日本規格協会が経済産業大臣から委託

を受けた平成17年度工業標準化推進事業等（社会基盤創成

標準化調査）の一部として、再委託を受けて行った事業で

ある。

　この調査研究は、当センター内に安全性Gを中心に組織

した「試験グループ」による評価試験の実施と千葉工業大

学の関井教授を委員長とした「調査研究委員会」での審議

という体制で進めた。

　なお、平成18年度は、社会ニーズ対応型基準創生調査

研究事業として（株）三菱総合研究所から再委託を受けて

継続実施する。

2．調査研究に取り組んだ背景
・電線の難燃性は、火災の発生、拡大の防止に関わる特

性として製品安全上、重要な評価項目となっている。

・1本の電線に小型バーナーで着火し自己消火性や延焼性

を評価する一条燃焼試験が広く普及している。

・実際に使用されている一条燃焼試験方法にはJISに規定

されていない試験方法もあり、多数の試験方法が存在

している。

・従来のPVC被覆電線と燃焼挙動が異なる耐燃性ポリエ

チレン樹脂被覆の環境配慮型難燃電線の増加が予想さ

れる。

3．平成17年度に実施した調査研究の内容
（1）『調査』

・各種一条燃焼試験方法を比較できるように整理した。

・製品規格に難燃性評価試験方法として採用されている

試験方法を整理した。

（2）『実験』

・現在市販されているPVC被覆電線（7品種13試料）および

耐燃PE被覆電線（6品種17試料）をIEC法、UL法、JIS法

で試験を行った

・試験方法による合否判定結果の比較、PVC被覆電線と

耐燃PE被覆電線の燃焼挙動の比較を行った。

・JIS法で接炎時間を変化させた時の試験結果への影響を

実験で確認した。　

4．『実験』結果の詳細
（1）試験方法による合否判定結果の相違

・試験した電線はJIS法での判定は、すべて合格した。

・JIS法で合格する電線であっても、IEC法あるいはUL法

では不合格になる場合があった。

・IEC法で合格、UL法では不合格になる場合と、反対に、

IEC法で不合格、UL法では合格になる場合があった。

表1　各種試験方法による合否判定結果

【合格試料数 /試験試料数】

（2）PVC被覆電線と耐燃PE被覆電線の試験中の燃

焼挙動の相違

・PVC被覆電線は、接炎後、1～2秒で燃焼が認められる

のに対し、耐燃PE被覆電線は接炎後、着火を確認でき

るまで、3秒以上かかっている場合が多い。

・燃焼を開始した後の火炎の高さの測定結果では、PVC

被覆電線の試験で火炎が大きく、耐燃PE被覆電線の試

験で火炎が小さい傾向が認められる。

UL法 IEC法 JIS法

PVC被覆電線 9/13 12/13 13/13

耐燃PE被覆電線 7/17 8/17 17/17

IEC法：IEC60332-1

UL法：UL1581規格1080（VW-1）

JIS法：C3005傾斜試験
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図1　JIS傾斜試験時の接炎時間

図2　JIS傾斜試験時の最大火炎高さ

（3）JIS法での接炎時間の影響

　耐燃PE被覆電線は、着火後の火炎高さが小さく、着火

したことの確認に難しいことが確認されたことから、“30

秒以内で燃焼するまでの”JIS法の規定に従って試験を行っ

た時、試験者によって接炎時間が異なってくることが想

定されたので、接炎時間が変化した時の試験結果に与え

る影響を実験により調査した。

・PVC被覆電線では、接炎時間が30秒、60秒でも不合格

となる試料は出てこなかったが、耐燃PE被覆電線で

は、15秒接炎でも不合格となる試料が出てきた。

・30秒接炎では3回すべて不合格であったが、60秒接炎

で、3回中2回合格となる試料（IE/F 1.6mm）があった。

また、同じ品種で、接炎30秒の方が接炎60秒での消火

時間及び炭化距離より長い結果が得られた試料もあっ

た。

・接炎時間が60秒のIEC法とJIS法接炎60秒の試験での合

否判定結果を比較すると、IEC法で不合格になる電線

は、JIS法接炎60秒の試験でも不合格になる確率が高

い。

・JIS法接炎15秒の試験での消火時間の方がUL法での接炎

1回目（15秒）の消火時間より長くなっている場合が多

い。バーナーを電線試料の下にセットするJIS法の方

が、斜めに接炎するUL法よりも確実に電線試料を燃焼

していると考えることができる。

　一般に、60度傾斜で試料を把持するJIS法に対して垂

直に試料を把持するIEC法やUL法が厳しい試験方法と

されているが、試料の把持方法だけでなく、接炎時間

による影響が大きいことが確認された。

表2　JIS法で接炎時間による合否判定結果の比較

【合格試料数 /試験試料数】

5．平成18年度の計画
　難燃レベルの異なる標準材料を用いて、可燃物として

の被覆材の量を変化させた、すなわち外径の異なる電線

を作成し試料とする。JIS C3005傾斜試験での接炎時間と

消火時間（バーナーを離した後消火するまでの時間）およ

び炭化距離（燃焼により損傷した距離）の関係を実験で調

査する。

　JIS C3005傾斜試験において試験者によるばらつきをな

くすためには接炎時間を決める必要があるが、前記した

調査結果を基に、電線構造の関係で接炎時間の規定方法

の案を作成する。

　さらに、難燃レベルの異なる材料で作製した電線の試

験結果を基に難燃グレードを区別するための試験方法、

試験条件について検討し、難燃レベルに応じた一条燃焼

試験方法案を作成する。

（梅田主管研究員）

燃焼する
15秒接炎 30秒接炎 60秒接炎

IEC

まで接炎 （60秒）

PVC
8/8 ― 8/8 8/8 7/8

被覆電線

耐燃PE
12/12 9/12 8/12 5/12 5/12

被覆電線
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エイリアンクロストークの測定例

1．はじめに
　IEEE802.3委員会では伝送速度10GB/Sの標準化が検討

されており、TIAでは10GBASE-T用のLANケーブルであ

るAugmented Cat6の規格の審議が進められている。

　その中でエイリアンクロストークの抑制が重要な課題

となっている。

　JECTECでは、DCM社製のLANケーブル自動測定装置

を用いてAlien NEXT及びAlien ELFEXTの測定を行ったの

で、ここではその測定実施例を示すこととする。

2．LANケーブル
　海外メーカなどで10GB/S対応のLANケーブルが一部検

討されてはいるが、入手困難であることから、今回の測

定は一般に市販されている現行のCat6のLANケーブル（た

だしケーブル長は100mよりも短いものを使用）を用いて

エイリアンクロストークの測定を行った。

　図1に示すようにLANケーブルを7本束ねて、周囲の6本

から中心のLANケーブルへの漏話を測定した（6 around

1：TIAで標準化予定の測定方法）。測定状況を図2に示

す。

図1　6 around 1構造

図2　エイリアンクロストーク測定状況

3．測定実施例
（1）PSANEXT（Power-Sum Alien NEXT）

　周囲6本のLANケーブルから、中心のLANケーブルへの

近端漏話を測定した結果を図3に示す。6本それぞれの

ケーブルからのPSANEXTである。リップルはあるが値は

ほぼ同等である。　

図3　各LANケーブルからのAlien NEXT測定例

　図3の6本のデータをすべて加算した6 around 1の場合の

結果を図4に示す。比較のため任意の1本（外周6本のうち

の1本）の値を6倍したものも示す。後者の場合はリップル

が大きくなる。

　なお、TIAで審議中の規格では、この6 around 1の状態

で測定することとなっている。

図4　Alien NEXTの1本と6本の場合の比較
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（2）PSAELFEXT（Power-Sum Alien ELFEXT）

　続いて遠端漏話の場合の測定例である。

周囲6本のLANケーブルから、中心のLANケーブルへの遠

端漏話を測定した結果を図5に示す。最大の場合と最小の

場合で15dB程度の差があることがわかる。

図5　各LANケーブルからのAlien ELFEXT測定例

図6　Alien ELFEXTの1本と6本の場合の比較

外周6本のLANケーブルすべてから中心のケーブルへの漏

話（6 around 1）の結果を図6に示す。比較のため任意の1本

の値を6倍したものも示す。今回のケースでは両者の差は

あまり無かったが、図5で示す通りケーブルによって15dB

程度の差があるので、選択するケーブルによっては大き

く異なってくることがある。

4．まとめ
　今年中にTIA規格のAugmented Cat6の標準化が行われ

る予定であるが、標準化前でありLANケーブル自動測定

装置にもエイリアンクロストークの測定プログラムはま

だ組み込まれていない。そのため今回は手動でデータ解

析を行った。

　エイリアンクロストークの測定例をいくつか示した。

その結果から次のことが分かった。

・LANケーブル2本（外周6本のうちの1本と中心の1本）で

測定した場合は、TIAで標準化が予定されている6

around 1の7本束ねて測定した場合に比べてバラツキや

誤差が大きくなる。（ただし、6 around 1の測定の前に、

簡易的に傾向を見るには有効と思われる）

5．おわりに
　TIA規格の標準化前ですが、JECTECでは上述による測

定が可能です。今後も規格化動向を注視し迅速に対応し

ていく予定ですので、皆様のご利用をお待ちしておりま

す。

以上

（電気物理G　森下主査研究員）

JECTEC NEWS 47号  P11  2. 測定原理（1）  分光分析1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　ESKA　　　→　　　正　ESCA
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2．ケーブル試験
・試験時間　20分

・試料長　　7.32m±152mm

・ケーブル取り付け本数（D：ケーブル外径mm）

　　ケーブル本数＝286/D

　　＊小数点以下は切り捨て。

・試験条件

　　　試験室温度　　　　　23±3（℃）

　　　試験室湿度　　　　　50±5（％）

　　　試験開始時炉内温度　41±3（℃）

　　　炉内風速　　　　　　1.22±0.025（m/s）

・判定基準

　　　炎の最大伸び長さ　152cm（5ft）未満

　　　最大煙濃度　　　　0.50以下

　　　平均煙濃度　　　　0.15以下

図1　スタイナートンネル燃焼試験装置概要

図2　JECTECのスタイナートンネル燃焼試験装置

●一般試験事業

安全性グループ試験装置紹介（その6）
（スタイナートンネル燃焼試験装置）

1．はじめに
　スタイナートンネル燃焼試験は、UL910として知られ

ていますが、米国では2001年1月、同様の規格である

NFPA262に統合され、UL910はUL規格より削除されまし

た。米国においては1970年代に規格化されています。現

状においてもっとも高度な難燃性能を要求される試験で

あり、従来UL910対応のケーブル被覆にはフッ素樹脂が

使用されてきましたが、現在では絶縁材料にフッ素樹脂

を使用し、シース材料に高難燃低発煙PVCを使用したも

のが一般的であります。ビル内の天井裏、床下等の空間

（プレナム）に布設されるケーブルを対象とした試験であ

りますが、これらの空間は空調のリターンダクトとして

使用される場合が多く、常に空気が循環しているため、

この空間に存在するケーブル等の可燃物質に着火した場

合、この空気の流れに沿って延焼し、大規模火災となる

可能性が非常に高いと考えられております。近年の高度

情報化によりこれらの空間にLAN配線等の多量のケーブ

ルが布設されるようになり、欧州においてもこれらの火

災に対するリスクがクローズアップされ、この試験が規

格化されることとなりました。欧州規格ではこの試験は

HIFT（Horizontal Integrated Fire Test）と呼ばれています。

　試験は温度、湿度、室内圧のコントロールされた試験

室内に設置された全長約8mの試験炉内に長さ約7m幅約

0.3mのケーブルトレイを設置し、そのトレイ全長に渡っ

てケーブル試料を敷き詰め、メタンガスバーナを用いて

試料に点火し、延焼性および発煙性を評価するものです。

試験中は炉内圧力を常に一定に保つよう換気が行われま

す。このような大型の試験装置であるが、試験結果の再

現性は比較的高い。

バーナ

試験資料
（約7.3m）

煙濃度測定部
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3．床材、壁紙等の建築材料燃焼試験
　NFPA262と同様の試験装置（スタイナートンネル燃焼試

験装置）を使用した、建築材料の表面燃焼特性評価試験で

す。試験は温度、湿度、炉内圧のコントロールされた試

験室内に設置された全長約8mの試験炉内に長さ約7m、幅

0.5mの試験試料を設置し、メタンガスバーナを用いて試

料に点火し、延焼性および発煙性を評価するものです。

　試験中は炉内圧力を常に一定に保つよう換気が行われ

ます。

試験概要

・試験規格

ASTM E 84

NFPA 255

UL 723

・試験時間　10分

・試料サイズ　

長さ　7.32m±13mm

幅　　550mm

厚さ　最大50mm

・試験条件

試験室温度　　　　　23±2.8（℃）

試験室湿度　　　　　50±5（％）

試験開始時炉内温度　40.5±2.8（℃）

炉内風速　　　　　　1.22±0.025（m/s）

・評価方法

FSI（Flame Spread Index）：

試験中の炎の広がり長さとその速さから算出する。

SDI（Smoke Developed Index） ：

試験中の試験試料からの発煙量と試験装置の校正に

使用するレッドオーク材の発煙量とを比較し、算出

する。

FSIの値が低いほど、炎の伝播が遅いことを示し、ま

たSDIの値は低いほど発煙量が低いことを示します。

あくまでも、これらの指数を算出するのが目的で、

合格不合格の判定基準はありません。

図3　建築材料試験

図4　バーナ部

（安全性G　林研究員）
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連載コラムーMassy Yamadaの認証教室

　今回から連載で認証教室を担当するJECTECの山田セン
セーです。Massy Yamadaとは1年程ヒューストンにいた
ときの、センセーの名前です。
　センセーは認証試験室にきてから半年程度の「新人」で
すので、連載を続けられるか不安がありますが、とにか
くスタートさせることにしました。
　現在の話題としては新JIS認証制度が適当と思われます
が、現時点でJECTECはJIS認証機関登録申請中であり登
録が完了していないので、このテーマは次回以降に譲り、
今回は欧州のCEマーキング制度をレビューすることにし
ます。

1．CEマーキング制度
　欧州で流通させる製品に対して、その使用者と消費者
の健康及び安全を保護すること等を目的に、欧州委員会
が発したニューアプローチ指令を遵守することを条件に、
EC域内での製品の自由流通を確保する制度といえます。
　該当製品に関する各指令の必須要求事項をすべて満た
したら、CEマーキングに関するEU指令に適合したことに
なります。

2．電気機器に関する欧州指令
　電気機器に関するニューアプローチ指令は次の4つで
す。
①低電圧（LVD）指令、
②電磁両立性（EMC）指令、
③機械指令、
④無線機器及び通信端末機器（RTTE）指令

　多くの場合、4つの指令の内一つか二つの指令に適合す
れば、その分野のEU技術規則のすべての要求事項を通常
は十分満足することになると言われています。目に見え
る適合の印としてCEマーキングが使用されます。
　電線・ケーブルの場合ですが、情報通信ケーブルの場
合は、②の電磁両立性（EMC）指令も該当する可能性があ
りますが、電源コードや固定配線の電線・ケーブルは低
電圧指令のみが該当すると考えられます。
　低電圧指令の適用範囲は「AC50～1000V、DC75～1500V
で動作する電気製品」となっています。
　必須要求事項は、以下の「人身・家畜・財物に対する危
険防護がなされている」ことです。
①人身・家畜が直接又は間接に接触しても感電等の危害
から適切に防護されること。
②危険な温度・放電・放射線を発生しないこと

③人身・家畜・財物が経験上判断できる非電気的危険か
ら適切に防護されること。

④予知できる異常状態に対して絶縁が適切であること。
⑤人身・家畜・財物に危険を及ぼさないよう機械的強度
を有すること。

⑥人身・家畜・財物に危険を及ぼさないよう予測される
環境下で耐久性を有すること。

⑦人身・家畜・財物に危険を及ぼさないよう予測される
過負荷条件に耐えること。

　現実問題として、具体的にどうしたら必須要求事項に
適合したと言えるのかが重要になります。

3．適用規格
　ニューアプローチ指令の最も重要な特徴は、整合規格
（HD規格）の使用が、法的に強制ではないものの、使用に
より、法的に有効に、該当指令の必須安全要求事項他の
要求事項に適合すると見做されることです。
　HD規格でなく

①ISO、IEC等の国際規格、
②UL、JIS等の国内規格、
③業界規格や社内規格

を使用する場合、下位になるほど指令に適合することを
立証することが難しくなります。なおHD規格は、CENや
CENELECが作成するEN規格が、EC官報に公示されて初
めて正式な整合規格（HD規格）になります。
　以下に、電線に関する整合規格の概要を示します。
・HD21.1 S3 450/750V PVC絶縁ケーブル

Part1：General requirements
・HD21.1 S4 450/750V thermoplastic絶縁ケーブル

Part1：General requirements
・HD21.2 S3 Part2：試験方法
・HD21.2 S3/A Part2：試験方法
・HD21.3 S3 Part3：固定配線用シースなしケーブル
・HD21.4 S2 Part4：固定配線用シースありケーブル
・HD21.5 S3 Part5：フレキシブルケーブル（コード）
・HD21.7 S2 Part7：90℃機器内配線用単心シースなしケーブル
・HD21.8 S2 Part8：デコレーションチェイン用単心

シースなしケーブル
・HD21.9 S2 Part9：低温用単心シースなしケーブル
・HD21.10 S2 Part10：延長リード
・HD21.11 S1 Part11：ルミナリエ用ケーブル
・HD21.12 S1 Part12：耐熱性フレキシブルケーブル（コード）
・HD21.13 S1 Part13：耐油PVCシースつき多心ケーブル
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・HD22.1 S3：450/750Vゴム絶縁ケーブル
Part1：General requirements

・HD22.1 S4 450/750V 架橋ポリマー絶縁ケーブル
Part1：General requirements

・HD22.2 S3 Part2：試験方法
・HD22.3 S3 Part3：耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
・HD22.4 S3 Part4：コードとフレキシブルケーブル
・HD22.6 S2 Part6：アーク溶接ケーブル
・HD22.7 S2 Part7：110℃高耐熱機器内配線用ケーブル
・HD22.8 S2 Part8：デコレーションチェイン用クロロプ

レンor同等合成ゴムシースケーブル
・HD22.9 S2 Part9：低煙低腐食ガスの固定配線用単心

シースなしケーブル
・HD22.10 S1 Part10：EPR絶縁ポリウレタンシース固

定配線用ケーブル
・HD22.11 S1 Part11：EVAのコードとフレキシブルケーブル
・HD22.12 S1 Part12：耐熱EPRコードとフレキシブルケーブル
・HD22.13 S1 Part13：低煙低腐食ガスの架橋ポリマー

で絶縁・シースされた単心及び
多心のフレキシブルケーブル

・HD22.14 S1 Part14：高可とう性用途のコード
・HD22.14 S2 Part14：高可とう性用途のコード
・HD22.15 S1 Part15：耐熱性シリコンゴムで絶縁・

シースされた多心ケーブル
・HD22.16 S1 Part16：耐水性のクロロプレンor同等合

成ゴムシースケーブル

4．CEマーキングの基本
　CEマーキングの基本は、自ら判断する「自己適合」の世
界です。日本に限らず、欧州でも「規格より安全」と言う
世界です。整合規格があっても、よりよい方法があれば、
その妥当性を説明できるようにしていれば対応してもよ
いことになっています。例外的に試験機関関与を義務つ
けている製品の場合（電線は対象外ですが）でも、最終保
証責任は製造業者です。

5．CEマーキング貼付まで
　CEマーキング貼付までの手順は、以下のとおりです。

①対象製品の特定
②適用すべきニューアプローチ指令の決定
③整合規格等の活用
④適合性評価モジュールの選択（指令に規定）
　A：自己適合評価
　Aa, BC, BD, BE, BF, G, H：Notified Body等による
　　　　　　　　　　　　　適合証明
⑤技術文書／技術構造ファイルの作成及び保管

⑥適合宣言書の作成及び保管
⑦CEマーキング貼付
⑧製品輸出

　電線について言えば、①は電線、②は低電圧指令、③
は整合規格（HD規格）のHD21とHD22ということになりま
す。ただしHD21、HD22に該当する電線規格がない場合
であってIEC規格があれば、一般的には、IEC規格という
ことになります。それもないという場合は、その都度最
適と判断する準拠規格を自らの責任で決めることになり
ます。
　④の適合性評価モジュールの選択ですが、電線の場合
は「モジュールA：自己適合評価」でよいとされています。
モジュールAは「生産の内部管理」であり、製造業者は、
a. 技術文書を作成、保管する。
EC指令への適合性を立証するための文書です。
欧州公用語の一つの言語で作成し、製造終了後10
年間は保管し、規制当局の要求があれば提出する。
b.生産品適合管理をする。
c. 必須要求事項への適合を宣言する。
d. CEマークを製品に表示する。

ことになります。
　なお、製品によっては自己適合宣言だけでは不足で、
第三者検査機関である
・Notified Body（N/B）や
・Competent Body（C/B）
に型式試験を依頼して証明書等を得なければならないこ
ともあります。
　N/Bは、当該国家当局が能力を審査して指名、欧州委
員会とEC各国に通告されます。
　C/Bは、国家当局の指名は要件とされませんが、他は
N/Bと同じ要件です。
　なお、電線では「自己適合宣言」でよいとされています
が、事故発生後の訴訟に備え、N/BやC/Bではないが、
日本国内の第三者試験機関に適合性試験を依頼し、その
データを保有することも一つの手段とされています。

6．CEマーキングの範囲
　低電圧指令の対象品の範囲ですが、原則として部品や
半製品はCEマーキングの対象外とされています。しかし
低電圧指令ガイドラインの8項によれは、「規定の電圧限
度内で動作するように設計された消費者製品及び生産用
機材、特に電気器具、手持ち電動工具、電気安全抵抗を
含む照明器具、電気開閉器、制御装置、電気配線、連結
器具及びコードセット、電気架設機器等」は適用範囲とさ
れています。

（山田認証試験室長）
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海外研修協力機関の紹介（ベトナム）
The Institute of Management and Technology Promotion（IMT）

　今回紹介しますのはベトナムのIMTです。JECTECが
行うAOTS海外研修の現地における協力機関です。まず
はIMTの社長のMr. Pham Xuan MaiさんのIMT紹介文か
ら、どの様な団体なのかを想像していただきたいと思い
ます。

写真1.　Mr. Pham Xuan Mai

　「The Institute of Management and Technology Pro-
motion （略称IMT）はベトナムの科学技術法に基づいて運
営されている非営利団体です。設立は2005年で、AOTS
の研修制度によって、日本で学んだことのある人や元留
学生によって設立されたものです。本部はホーチミン市
にありますが首都ハノイとベトナムの中央部に位置する
ダナン市にも支部をつくることになっています。
　設立は新しいですが、IMTはベトナムの企業がアジア
や全世界で競争力を発揮することができるように産業人
材開発を使命として積極的に活動しています。初年度は
地元の企業を中心に、ビジネスコンサルタントやカウン
セリングサービスを行い、需要を喚起するための全般研
修や社内研修開催でスタートしました。翌年はサービス
の幅を拡げて技術・管理研修プログラムに加えて、出版、
語学教育、文化活動、その他のサービスを展開します。
何千人というAOTS研修の修了者と日本に住み、学んだ
ことのあるベトナム人が中心であり、IMTのトレーナー、
インストラクター、コンサルタントの貴重な供給源に
なっています。ベトナムのAOTS同窓会（AVAS）もIMTを
強力にバックアップし、AOTS会員やビジネス団体と親密
な関係を築いています。
　又、ベトナムでの産業人材開発活動を組織するに当
たっては日本の機関の協力と支援も得ています。これら
のことからIMTは高度の実用主義と最新の情報を得て特
別なプログラムを行うことができるのです。事実、ベト

ナムと日本の文化には多くの共通点があり、日本の技術
や経営手法はベトナム企業にとっても親しみが持て、且
つ応用しやすいものです。そのため、IMTは日本から適
切な技術や管理方法をベトナムに応用、流布することに
焦点を当てた活動を行っています。地元企業の小企業や
中規模の会社が国際競争に勝てるまでに成長するには、
人材開発が一番大切と信じています。

　2005年9月には、AOTS、JECTEC、IMTによる5日間研
修が行われ強烈なインパクトがありました。参加した会
社には、多くの日本の投資がありましたし、その研修会
にマネージャーを送り込んだ会社はその内容の適切さと
実用性に感謝し、研修の再開を希望し、ホーチミン市だ
けでなく首都ハノイやベトナムの他の地域でも広く行う
よう提案しています。品質管理、設備管理、工程管理、
改善、5Sなどはベトナムにおける大多数の製造会社の強
い要望です。今年もAOTSとJECTECがIMTと協力して
ホーチミン市でこのような研修会を行ってくれるので、
嬉しく、有難く思っています。
　これからもベトナムと日本の経済協力と友情のために、
このように実用的なプログラムがもっと度々行われるこ
とを期待しています。」

写真2.　集合写真

　写真は2005年の研修会の時に会場となったホテルの前
で全員で記念撮影したものです。
　IMTはまだ、自前の事務所はなく、7人の設立有志の1
人の会社の事務所の一部を借りて、数人のスタッフが頑
張っている状態です。JECTECとしてもその志と意欲に応
えてこれからも協力出来たらと願わずにはおられません。
　　　　　　　　　　　　　（業務部　田中技師）
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「エコマテリアルケーブル」の品質性能評価機関として業務開始

　独立行政法人都市再生機構（以下、都市機構）殿では、

平成16年度に改正された「機材の品質判定基準」において、

共同住宅等の電気設備に使用される機材として新たに「エ

コマテリアルケーブル」（種別として「屋内配線用EMユ

ニットケーブル」及び「600VEM分岐付ケーブル」の2種類）

が制定された。（注：EMはエコマテリアルの略称）

　当該機材の使用にあたって、請負業者は｢品質確認申請

書｣を提出しなければならないが、使用の都度メーカーか

らデータを取り寄せる必要があり、業務が煩雑であった。

この手続きの簡素化、迅速化を図るため、都市機構殿が

承認した第三者試験機関による「評価書」が認められるこ

ととなった。なお、本年5月1日以降に図渡しを行う工事

より｢評価書｣に一本化されている。

　JECTECは、この様な動きに対応すべく準備を進めてい

たが、5月24日付けで「エコマテリアルケーブル」の品質性

能評価機関として都市機構殿の承認が得られたため、評

価業務を開始した。

平成18年度通常総会報告

　平成18年度通常総会を平成18年6月9日（金）に浜松市の

グランドホテル浜松に於いて開催し、下記の議案がいづ

れも原案通り可決されました。

第1号議案　平成17年度事業報告及び決算報告に関する件

第2号議案　平成18年度事業報告及び収支予算に関する件

第3号議案　監事承認に関する件

　また　通常総会に併せて成果報告会と施設見学会（於：

JECTEC）及び懇親パーティ（於：グランドホテル浜松）を

開催し、成果報告会においては活発な質疑応答も交わさ

れ会員他参加者各位に当センターの更なるご理解を深め

て頂くと共にまた懇親パーティでは参加者間の親睦を高

めることができました。今年度もご来賓や会員他各位に

多数ご参加いただき、非常に盛り上がった1日となりまし

た。
　　　　　　　　　　　　　（総務部　成實部長）
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1年の歩み

7月・第59回セミナー（ハロゲンフリー電源コード等の検

討状況、東京）開催

・浜松新人研修開催

8月・IT経営者研修会（電線製造業の経営戦略及び情報化

戦略策定）開催

・JABよりISO/IEC17025に関する定期サーベイラン

スを受け適合の認証取得。

9月・ベトナム海外研修開催

10月・RoHS規制への対応として、エネルギー分散蛍光X

線分析装置（EDX）、可視紫外分光光度計（UV-VIS）

を導入。RoHS関連有害化学物質の定量分析方法を

確立した。

・JNLA試験所の登録完了。

11月・仙台全般研修開催

・IEC/TC89国際会議（南アフリカ）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）

12月・第60回セミナー（知識の体系化と問題解決、東京）

開催

1月・東京全般研修開催

・ISO/IEC17025に関するULのAA監査を受審、合

格。

・ULの試験代行機関になるべくULのWTDP監査を受

審した。

2月・第61回セミナー（製造物責任（PL）と製品安全、東

京）開催

・タイEEIと業務提携締結（電気用品の「検査」を分

担。適合性の認証は、当センター。

3月・インドネシア海外研修開催

・「電線の一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究

会」成果報告書を取り纏め発表。

・電力会社との共同研究「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」に関する報告書を

取り纏め報告。

・電力会社からの委託「ケーブル水トリー加速試験」

他とりまとめ年度報告実施。

・経済産業省委託事業3Rシステム化可能性調査事業

として受託した「電線・ケーブルのリサイクル実態

調査及びリサイクル率向上調査」の報告書を取り纏

め発表。

4月・「H17年度エコ電線調査研究会（化学物質規制の動

向・ユーザが求める環境配慮型電線・ハロゲンフ

リー難燃化技術）」成果報告書を発表。

・IEC/TC89国際会議（アイスランド）への参加。

5月・第62回セミナー（電線へのＩＣタグ活用に関する最

新技術動向について、東京）開催

6月・新JISマーク登録認証機関の申請METI継続審査

中。

・総会及び成果報告会を6月9日に開催（報告会テーマ

は一覧表参照）

外部技術発表一覧（平成17年4月1日から平成18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）

塩ビのリサイクル及び塩ビ中の鉛除去技術 （社）日本電線工業会 2005年6月 後藤和彦

技術研究会

製品別リサイクル技術 最新プラスチック 2005年6月 江連孝

第9章　電線被覆材 リサイクル総合技術 他2名

The relation of signal balance and electromagnetic 電気学会誌　解説 ISO/IEC  JTC1/SC25 森下滋宏

radiation of the UTPcable（Ⅱ） 2006年2月 他4名

今年度（平成17年4月1日から平成18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 葛下センター長

耐熱電線に係わる試験精度と試験所能力の検討 林研究員

一条燃焼試験方法に関する標準化調査研究 宮崎研究員

3Rシステム化可能性調査事業 小山主席研究員

新JIS制度の概要とJECTECの対応 山田認証試験室長

RoHS指令対応分析技術の確立 大浦主査研究員



31

●途中下車（去る人　来る人）

去る人　来る人

　平成15年4月から本年3月
末までの3年間、センター長
として勤務させていただき
ました。会員各社、監督官庁、
関連団体、会長はじめ役員、
委員、職員の皆様のご指導並
びにご支援により大任を全
うすることができましたこ
とを深く感謝申し上げます。
　さて、この3年間を振り返

りますと、一連の構造改革の仕上げの時期にあたり、電
線分野においても電気用品、耐火耐熱電線、新JISマーク
等、認証業務の民間移行が実施された時期でした。着任
当時のJECTECはこれらの新しい民間認証の受け皿となる
べきか否かという喫緊の課題を抱えておりました。関係
各位のご支援により、平成15年11月の臨時総会で「認証」
を事業として明記した新定款をご承認いただき、会員の
総意として本格的に「認証」への取り組みを開始いたしま
した。以後、配線器具等の用品検査開始、消防用電線の
認定業務開始、UL CAPエージェント取得、JNLA試験所
への登録、タイEEIとの業務提携など認証拡大に向けて
チャレンジを続けながら今日に至りました。
　一方、研究事業では、環境関連分野においてリサイク
ル技術開発、電線リサイクル動向調査など、リサイクル
推進に取り組む一方、ケーブルの漏洩電磁波測定技術開
発、電線の一条燃焼試験の調査研究など、幅広い分野で
成果を上げることができました。試験事業においては、
試験の守備範囲の拡大を目指すとともに顧客の課題に応
じて独自の試験方法を提案実施するなど「よろず相談所」
としてのサービスも定着してまいりました。情報サービ
ス事業でも、物流改善、エコ電線など、会員ニーズに合っ
た調査研究やセミナーを積極的に企画、実現しました。
　総務部は業務の合理化、経費節減など地道な努力を続
け実績を残していただきました。結果としてこの3年間は
拡大基調で推移し、今後の「持続可能な発展」に向けた手
ごたえを感じることができました。ご支援くださった会
員はじめ関係各位に感謝申し上げるとともにチャレンジ
を続けた職員の皆さんに心から敬意を表します。今後も、
グローバル化対応など難問山積ですが、積極的な挑戦を
続けていただきたいと思います。
　私にとっては初めての単身赴任でしたが、良き仲間と
豊かな自然に囲まれて楽しく過ごすことができました。
ただ、交代直前に起きた交通災害は大変悲しい思い出と
なりました。犠牲となって尊い命を奪われた故江連孝主
管のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。
　JECTECは設立15年を迎え、その存在意義は益々大きく
なっています。今後も一層の社会貢献、業界貢献を目指
して、発展を続けられることを祈念してやみません。

　今年（2006年）4月1日付で、

会田前センター長から引継

ぎ、センター長を務めてい

る葛下（くずした）です。何

卒よろしくお願いいたしま

す。

　出身は三菱電線工業で、

JECTECとのお付き合いは、

平成15年に技術委員として

参加させていただいて以来続いています。私の専門分野

は材料（化学）で、非電線の新製品開発を中心に歩んでき

ましたが、後半では、電線ケーブル用材料の研究開発も

担当しましたので、JECTECの基本事業である研究開発や

材料試験、調査研究などは馴染みがあります。また環境

計量士の資格も持っていますので、環境技術も専門分野

に近いといえます。一方、認証や品質管理、経理などは

新鮮な分野で、今後勉強してマスターしていきたいと

思っています。

　JECTECは、平成3年に設立され、今年で丁度15周年と

なりますが、センター長も、住友電工ご出身の初代三井

氏から3年毎の交代で、私で6代目となります。この間、

国内唯一の電線・ケーブル技術に関する総合研究機関と

して、循環型社会の構築に向けた環境技術を中心に確固

たる地位を築いてこられ、基本4事業（研究開発、一般試

験、認証試験、情報サービス）が定着してきました。ま

た、状況の変化に合わせ、試験・認証事業の拡大が図ら

れてきました。

　一方、公益法人改革法案が国会で成立し、平成20年か

ら新たな公益法人制度に移行します。そして、「有識者委

員会」による公益性の認定が行われます。JECTECは「公益

社団法人」に相応しい存在であり、この制度に対応した取

り組みが必要となってきます。

　私としましては、先輩方が築いてこられた基盤、路線

を引き継ぎ、さらに足場を固めるとともに、今後の将来

ビジョンを策定し、それに向けた課題に対処していく所

存です。特に、新公益法人制度に対応した取り組みが重

要と認識しています。

　「社会に貢献すること」、「お客さまに満足していただく

こと」を念頭に取り組んで参りますので、会員各社殿を始

め、経済産業省殿、工業会殿、また大学の先生方などの

ご指導・ご支援を心よりお願いする次第です。　　以上

会田前センター長 葛下センター長
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●途中下車（去る人　来る人）

　JECTECでは燃焼試験を主
とした様々な貴重な経験を
し、また良い職員の方々に
恵まれて快適に仕事をする
ことが出来ました。過ぎて
みればあっという間の3年で
あり、この間で得た人脈は
私の財産であると感じてお
ります。
　赴任時は独身で、少しの

着替えと布団を車に積み込むだけの引越しでしたが、在
任中に結婚したことで、帰任時には妻と3ヶ月の娘と一緒
に、多くの家具や家電品を積んでの引越しとなり、浜松
は私にとって思い出深い土地となりました。
　最後にJECTECならびに会員会社の皆様、大変お世話に
なりました。

　平成18年3月21日付けで矢

崎電線株式会社より出向し

てきました。出向元では電

線技術開発センターに所属

し、主に電力ケーブルの測

定装置の開発業務に携わっ

ていました。

　こちらでは安全性Gに所属

し、ケーブルの燃焼試験を

担当しています。まだ、試験作業では不慣れで勉強する

ことの多い毎日ですが、皆さんのご指導をいただきなが

ら頑張りたいと思います。宜しくお願いします。

　三方原の菜の花、雉、烏。

電車道のハクモクレン。鳳

来のコブシ。歌が上手に

なっていくウグイス。満州

街道の桜トンネル。年に二

度咲くテクノロードの桜。

都田川の鴫、鵜、鴨。設楽

のキセキレイ。浜名湖のア

ジサシ、千鳥、ヒヨドリ。

　夕日の三方原を自転車で帰りながら移りゆく季節を実

感する生活に名残惜しさを感じつつ、喧噪の現実へ復帰

することとします。

2006年4月1日付けで株式会

社フジクラから出向してき

ました。

こちらでは環境技術グルー

プに所属し、廃電線被覆の

リサイクル技術開発に取組

みます。これまで光機器の

品質保証業務に長く従事し

てきたため、電線に関して

は全くの素人です。そのため途方にくれることもありま

すが、仕事に必要な知識を吸収し1日でも早くお役に立て

るよう頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

　JECTECに来て3年間、研

修やセミナー等を担当し、

諸先輩がスタートさせた活

動を継続させることに注力

してきました。5月31日を

もって業務部長の職を解か

れ、浜松を去ることになり

ましたが、職にある間、講

演等のお願いに快く応じて

いただいた先生方、企画、運営に協力いただいた関係者

の皆様、また、実際の活動に参加していただいた多くの

方々にお礼申し上げます。

　6月1日付けで昭和電線デ

バイステクノロジー（株）か

ら出向して参りました荻原

と申します。

　JECTECに付いては会田前

センター長に概要を伺って

居りましたが、小職自身入

社以来、弱電部品関係の仕

事を主体に活動して来た関

係で電線・ケーブルに付いては初めての経験となります。

この度JECTEC出向を機に改めて電線・ケーブルに関して

勉強し先輩諸兄にご迷惑の掛からないよう精一杯努めて

ゆく所存です。JECTECの益々の発展の為全職員と協力し

成果を上げて行きたいと願っています。

大山　氏 下山副主席研究員

後藤　氏 小山主席研究員

清水　氏 萩原主管研究員
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●途中下車（去る人　来る人）

　平成18年3月16日付けで住

友電気工業（株）大阪製作所

からきました。出向元では

原子力発電所むけ電線貫通

部（ペネトレーション）や電

力ケーブル用機器の設計を

主に担当してきました。一

応、電気工学科卒ですが経

歴は「部品屋」として機械の

方になじみが深いです。今までに2回の単身赴任の経験が

あり、最初は38歳から3年間東海村で原子力設備の建設関

係で、次は45歳から4年間台北駐在で電力ケーブルの工事

関係でした。いずれも自社内にいては体験できない仕事

や言葉の習得、何よりも生涯の友と言える人達との出会

いがあり秘蔵の財産と思っています。3度目の浜松もきっ

と素晴しいものになると期待しています。抱負はJECTEC

が電線試験のコンビニになるのではなく超一流のブラン

ドとして評価を得て世界中から依頼･相談がくるようであ

りたいと思います。

　約2年間の派遣社員期間を

経て、平成18年4月1日付で

正式にJECTECの一員となり

ました菅沼です。新たに認

証試験室に配属となり、新

しい試験を覚えたり、様々

な規格に対する理解を深め

たりと、日々頑張っており

ます。

　通い慣れた職場のため仕事を覚えることだけに集中で

き有り難いという思いと、正規の職員になったという責

任と、早く一人前にならなければという焦りを感じつつ、

毎日を過ごしております。

　一日も早く仕事を覚え、JECTECの戦力となれるよう努

力致しますので、宜しくご指導頂きます様、お願いいた

します。

　平成18年6月1日付けで古

河電気工業から出向してき

ました。環境・リサイクル

を担当します。祖父が浜松

の出身で曽祖父の墓があり

ます。住んだことはありま

せんが親近感を覚えます。

銅価の高騰、プラスチック

原材料の値上がり、CO2の排

出問題など環境・リサイクルは業界全体で解決せねばな

らない課題が多く、諸先輩を見習いながらJECTECの発展

に尽力したいと考えております。

　平成18年6月1日付で三菱

電線工業（株）からの出向で

す。

浜松は5ヶ所目の勤務地です

が、気候温暖風光明媚、加

えて食彩豊かで、恵まれた

環境に感謝しています。

業務部は、研修事業と情報

事業と言う二つの事業活動

の遂行が主たる業務内容です。

当センターは開所以来、15年の歴史と共に、これらの事

業活動の実績を卓実に積み上げています。

近年のグローバル化の波の中、これら事業活動の拡充、

拡大に向けて、前向きに取組みたいと、考えています。

　H17年6月にJECTECに赴

任し1年間総務部長を仰せつ

かりました。30年有余の宮

仕えの中でも公益性を必要

とする社団法人への勤務は

始めてでありましたし、特

にH17年度は公益法人の新会

計規準への移行や公益法人

制度改革関連法案がH18年5

月に国会を通過するなど大きなインフラ変革に遭遇し、

対応に追われた1年間でした。H18年6月末で職務を解かれ

出向元に帰任致しますが、在職中にお世話になった職員

の皆様、会員の方々、経済産業省や大学の教授の皆様の

ご指導、ご支援、ご高配に心から感謝申し上げます。

花田主席研究員

菅沼研究員

久米主管研究員

萬業務部長那須　氏
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●会員名簿

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

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
株式会社関電工
株式会社九電工
ダイキン工業株式会社
株式会社テクノプラス
社団法人日本電力ケーブル接続技術協会
株式会社道前築炉工業

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
昭和電線ホールディングス株式会社

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18年5月26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
塩ビ工業・環境協会
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
日立電線メクテック株式会社

（グループ別五十音順）
計40社

正会員名簿（平成18年5月26日現在）
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会員の声

日本電線工業株式会社
代表取締役社長

植村　剛嗣氏を訪ねて
　大阪府大東市の日本電線工業株式会社に植村剛嗣代表
取締役社長をお訪ねしました。ホームページの地図を参
考に、JR学研都市線住道駅から歩いてみると、徒歩約15
分、汗がようやく出始めた頃、周辺まできれいに清掃さ
れた工場につきました。

会社の生い立ち

　会社創業のきっかけは、“人生50年の時代であったか
ら”。創業者　植村博会長が勤務し、「生産」ということに
ついて勉強した神戸製鋼所の工場が地方へ移転すること
になり、定年50歳を目前にした40代半ばで、定住の地と
した神戸を離れることへの抵抗から、地方転勤の話が出る
前に辞表を提出したのが会社創業のきっかけになります。
　いわゆる脱サラ後は、血縁者の行っていた電線会社の
共同経営に参加、さらに「植村精密工作所」の創業、撤退
を経て、昭和40年（1965年）3月、日本電線工業株式会社を
設立、大阪府大東市に工場を建設し、通信用屋内電線の
製造を開始したのが会社の生い立ちになります。

オイルショックの時に基盤ができた

　昭和48年（1973年）OPECの原油価格の大幅な引き上げに
よって、オイルショックと呼ばれる経済危機が発生しま
した。主婦たちの間に、トイレットペーパーが買えないと
パニックになったこの時、電線の需要も激増し、かって
ない高業績をあげることができました。この時得た利益
によって、それまで工場は、すべて借工場でしたが、初
めて自社工場を取得でき、会社の基盤が確立しました。
　まさに、ボトルネックこそ最大のビジネスチャンスで
あったといえます。
　その後も順調に業績を拡大することができ、昭和62年
（1987年）12月店頭登録により、東京並びに大阪両地区に
おいて株式を公開、平成元年（1989年）2月大阪証券取引所
市場第二部特別指定銘柄（通称、新2部）として株式を上
場、平成8年（1996年）には、第二部銘柄となっています。

防災用電線、音楽放送用同軸ケーブルからオープン

フィールドネットワーク用ケーブルへ

　設立当初は、インターホンケーブルやテレビ用フィー
ダー線などの製造をしていました。「大手電線メーカーが
手がけないもの」、「小さな設備で生産が可能なもの」を模
索し、経営者が先頭にたって製品開発にあたり、製品の
範囲を拡大してきました。
　昭和45年（1970年）10月に、警報用電線の消防庁認定を
取得するなど、逸速く防災用電線に取組み、実績を積み

重ねてきています。
　現在では、お客さまが衛星放送の利用に変わったこと
もあり、製造量は激減していますが、昭和62年（1987年）
頃には、音楽放送用同軸ケーブルが主力製品として活躍
してくれました。
　最近では、LAN用ケーブルの商品化を始め、CC-Link、
デバスネット等のオープンフィールドネットワーク用
ケーブルの品ぞろえ、交通信号用ケーブルと製品を拡大
してきています。

走りながら勉強してきた

　独立独歩でスタートし、電線製造について走りながら
勉強してきたといえます。タツタ社、フジクラ社、昭和
社等からのOEM受注によって、定期的に指導、審査を受
けることができ、電線屋としての力をつけさせていただ
いた事も業容拡大に貢献しています。

よりよい製品を、より安く、より早く

　『我らは産業人である。良い製品を廉価に、早く、社会
に送り出さねばならない責任がある。そのためには日夜
心血を注ぐことが我らの最大の努めであり、喜びだ。さ
すれば世間も我らに生きる道を与えてくれるだろう』を社
是としています。
　一般に電線の納期が3ケ月であった時代に長くて10日の
納期で対応してきたことにより“短納期の日本電線”の地
位を得ています。
　
快適な職場環境の実現を目指す

　環境問題への対応ということでは、製品への使用材料
のRoHS指令に対する対応は完了しています。また、環境
管理システムでは、グリーン調達の壁に対応するためISO
の認証取得は必要と考えています。取得に向けた準備と
して、分別、リユース・リサイクルへの取組みを始めて
います。
　また、押出機等の熱源のない職場には空調を行い、押
出職場では局所排気やスポットクーラーにより、快適な
職場環境を目指した努力を続けています。
　
会長の自分史『つれづれなるままに』

　最後に創業者植村博会長が書かれた『つれづれなるまま
に』をいただきました。戦争体験を含めた波乱万丈の歴史
から経営理念まで興味深く読ませていただきました。な
お、この本はJECTECの資料室に保管いたしました。
（聞き手：葛下センター長、文責：清水前業務部長）
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表紙の写真　「レンゲショウマ」 
はずかしげにうつむく白い頬がほんのりとうす紫色に染まるこの花に惹かれ毎年撮り続けて何年になるだろう。 

気ままな方向に咲くこの花は意外に構図をとりにくい。やっとイメージどおりのカットを撮れたのが3年前、その

後この写真を越えるものが撮れずにいる。 

JECTEC元センター長　関口　昌弘氏 

 


