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全電線政策レポート
全日本電線関連産業労働組合連合会

海老ヶ瀬 豊

2014年度

全電線
政策･制度課題
重点項目

全電線では、電線関連産業の持続的発展に向け
た産業政策と、電線関連産業に働く者が安心して
生活できる環境にしていくための社会政策を「全
電線

政策・制度課題【重点項目】」としてとりま

とめ、2014年度以降の政策・制度実現に向けた
取り組みに反映させていくこととします。
具体的には、全電線中央・各地協・加盟単組に
おける諸活動において連携を密にしながら取り組
みを強化していくこととします。

柏原 博

産業政策
低炭素・循環型社会の構築に向けた環境整備
世界の二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量は、新興国の進展や経済活動とともに、年々増加し
ています。
日本においては、東日本大震災以降、全ての原子力発電所が稼働を停止し、化石燃料を使
用する火力発電所への依存度が高まったことで、ますます地球温暖化対策は厳しさが増して
きています。また、こうしたことに加え、製造業にとって重要なエネルギー問題について
は、電力供給不足、各電力会社におけるエネルギー調達コストの増加による電気料金の上昇
もあり、安価で安定的な電力の確保が日本経済の最重要課題のひとつとなっています。
このようななか、持続可能な｢低炭素社会｣をめざし、また、限りある資源などを再利用す
る「循環型社会」を形成しながら、日本経済を一層回復させ、長期安定雇用の創出を実現し
ていくためには、中長期的な対策・施策を早急に軌道に乗せていく必要があります。これら
課題克服のひとつとして再生可能エネルギーなどの拡大は重要となっています。

具体的な要求項目
（１）ゼロ・エミッション電源の普及促進
〇太陽光発電、風力発電などは人口ひとりあたり発電

〇蓄電池システムの技術開発やスマートグリッド関連

比率のトップをめざし、一般企業や家庭における設

など、再生可能エネルギーの普及に伴う系統の安定

置のさらなる普及に向け、助成措置をはじめとする

化に向けた技術開発、実用化、設備更新を促進する

施策を一層強化すること。

こと。

（２）環境配慮型電線の普及促進
〇通電ロスを減らすことができる電力ケーブルの導体

率が高い環境配慮型電線となり、張り替えや導入投

サイズの適正化、ダブル配線化および超電導電力

資に関する助成措置など、実用化、普及促進に向け

ケーブルやＥＭ電線・ケーブルなどは、従来の電線

た支援を行うこと。

に比べ二酸化炭素（ＣＯ ２）削減効果やリサイクル

（３）スマートグリッド関連の整備
〇低炭素社会を築きあげるうえで重要なスマートグ

構築ができることから、それに伴う新たな製品の需

リッドは、集中電源から分散電源や消費者も参加す

要喚起を図ることで、雇用の維持・創出を図るこ

る双方向の電力・情報網、再生可能エネルギーへの

と。

（４）無電柱化で安全で快適な都市の整備
〇無電柱化による安全で快適な通行空間を確保し、歩

加えて減災といった観点からも防災機能を改善し、

行空間のバリアフリー化や美しい街並みを形成し、

災害に強い都市整備を進めること。

（５）新技術の実用化や国際標準化
〇省エネや環境に優しい超電導技術などをはじめとす

め、材料・製品の規格化および国際標準化などを積

る新技術については、実用化や普及を推し進めるた

極的に推進すること。
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要求の背景にあるもの
（１）ゼロ・エミッション電源の普及促進
地球温暖化対策とエネルギーの安定供給

【図表 -１】日本国内の自然エネルギーの発電設備の累積設備容量
自然エネルギーの累積設備容量︵万

を両方実現するためには、太陽光、風力、水
力、地熱やバイオマスなどのゼロ・エミッショ
ン電源の推進や、蓄電池と組み合わせたエネ
ルギー利用システムへの転換が重要です。
再生可能エネルギーは、発電時に二酸化炭
素（ＣＯ２）などの温室効果ガスを排出しない
ため、これまでも地球温暖化対策として期待

︶

されてきましたが、その発電量は日本の電力

KW

の約10％に留まっています。
【図表-１】
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資料出所：環境エネルギー政策研究所

とりわけわが国は、海洋や山岳地域において再生可
能エネルギーを推進する大きな潜在力を有しており、

特定の燃料や発電方式に偏ることなくリスクを分散させ、

環境産業を育成する観点からも、再生可能エネルギー

最適な電源構成に努める必要があり、人口あたりゼロ･エ

がわが国の基幹電源としての役割を担えるよう、本腰

ミッション発電比率の世界トップをめざしていく視点から

を入れて施策を展開していかなくてはなりません。ま

も施策の展開が重要です。

た、発電設備容量を拡大させていくことは重要ですが、

（２）環境配慮型電線の普及促進
・環境に配慮した導体サイズ適正化・ダブル

【図表 -2】電力ケーブル導体サイズ適正化概念図

配線化
発電所から需要家端までの配送電ケーブル
の通電ロス（無駄になった電気）および需要
家端から各負荷端の需要家構内の通電ロス
は、併せて約14％もあります。
これらを減らすことにより、省エネ効果や二
酸化炭素（ＣＯ２）削減効果が期待され、その実

資料出所：
（一社）日本電線工業会

現に当たっては、電力ケーブルの導体サイズの
適正化をすることで、その効果が得られます。

ては、ダブル配線化（既設ケーブルを残し同一サイズ・

（一社）日本電線工業会によると、国内の工場や

同一長さのケーブルを新たに並列に配線し断面積の２倍

ビル内の電線全てを適正サイズに置き換えた場合、

化を図る工法）で、電力ケーブルの導体サイズの適正化

需要家構内での通電ロスを７％から3.5％に半減が

と同様の効果が得られ、環境に配慮した導体サイズ適正

でき、その削減電力量は、350億kWhにもなりま

化を実現することができます。

す。また、導入時のコストはあるものの、電力使用

・超電導電力ケーブル

量が抑えられるため、長期的には初期投資を十分に
回収ができると見込まれています。【図表-2】

超電導電力ケーブルについては、大容量、コンパク
ト、低損失、安全性などの特徴を持ち、超電導電力ケー

加えて、電力需給が逼迫するなか、電気を効率よ

ブルの適用により省エネ型で増容量、変電所の省略、総

く送受電するためにも、電力ケーブルの導体サイズ

合経済性という新しいコンセプトの送電線路の実現が可

適正化は重要であり、省エネとＣＯ ２ 削減、および

能といわれています。

トータルコストメリットのある環境に配慮した導体
サイズ適正化を推進していく必要があります。

また、2012年10月末に始まった日本初の実践路に
おける超電導電力ケーブルをつなぐ送電システムの実

また、スペースの限られた既存の工場やビルにおい
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証プロジェクトでは、１年以上にわたり実系統運転を行

い、超電導電力ケーブルの運転性、信頼性の検証を

【図表 -3】EM 電線の出荷実績

行いました。今後においては、超電導電力ケーブルの
実用化とともに普及に向け、国際標準化などを推進し
ていく必要があります。
・ＥＭ電線・ケーブル
ＥＭ電線・ケーブルは、国土交通省より環境調
和型電線・ケーブルの開発と規格作成の要請を
（一社）日本電線工業会が受け、低圧電力用、制
資料出所：
（一社）日本電線工業会のデータをもとに作成

御用および通信用の環境に配慮した各種電線・
ケーブルとして、同会が、日本電線工業会規格

発生しない、⑤塩ビと同等の難燃性がある、⑥耐熱

（ＪＣＳ）を作成し、これらを「ＥＭ電線・ケー

温度が高いため品種によっては許容電流を大きくと

ブル」と称しています。

れる、⑦被覆材をポリエチレン系に統一されている

ＥＭとはエコなマテリアル（Eco-Material）お

ためリサイクル性がよいなどの特徴があります。

よび耐燃性の意味で、この電線・ケーブルは従来

しかしながら、これら環境負荷を軽減するために開発

から使用されている塩ビケーブルに比べ、耐燃性

されたＥＭ電線・ケーブルの需要の大部分は、学校・医

ポリエチレンを使用しているため、①ハロゲン元

療機関・住宅供給公社などの公共施設を中心としてお

素を含まないため有害なハロゲン系ガスを発生し

り、今後その普及においては、民間の住宅・施設にも整

ない、②鉛などの重金属を含まず土壌汚染がな

備していく必要があります。
【図表-3】

い、③燃焼時の発煙量が少ない、④腐食性ガスを

（３）スマートグリッド関連の整備
家庭用太陽電池や燃料電池発電システムなどの分
散型電源の普及に伴い、家庭から電力会社に販売す
る余剰電力量のさらなる増加が見込まれますが、日
本の送電網は、これまで電力会社から家庭への送電

していくためにも国際標準化・規格化を進めていく
必要があると考えます。【図表-4】
【図表 -4】スマートグリッド・スマートコミュニティー概略図

のみに適した構造となっているため、家庭と電力会
社間における双方向の送電が可能となる電線網を整
備していく必要があります。
送電網をＩＴ技術で制御し、再生可能エネルギー
電源、電力会社、各需要家の間における「双方向」送
電の最適化・効率化を可能とする「スマートグリッド
関連」は、新たな分野において、日本の技術力を生か

資料出所：経済産業省

（４）無電柱化で安全で快適な都市の整備
無電柱化は、道路の地下空間を活用して、電力線

したり、電柱・電線の倒壊による道路閉塞が、物

や通信線などをまとめて収容する電線共同溝などの

資輸送や救急車両の通行を妨げることで、災害対

整備による電線類の地中化や、表通りから見えない

応の支障となり、復旧を遅らせる要因となりま

ように軒下などに配線する裏配線などにより、道路
【図表 -5】電線地中化のイメージ図：従来型
電線共同溝と次世代型電線共同講

から電柱をなくすことです。【図表-5】
都市部に立ち並ぶ電柱と電線は、良好な都市景観
を損なうとともに、歩道における電柱は、歩行者を
はじめ、車イスやベビーカーなどの通行の妨げとな
ることもあります。
また、震災・台風等の災害時には、電柱の倒壊
や電線の切断が人命等に直接的な被害を引き起こ

資料出所：東京都建設局
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産業政策
を注視しなければなりません。

す。【図表-6】
国土交通省では2020年開催の東京五輪までに、東

【図表 -6】無電柱化の取り組み

京都内の空港や駅周辺など人が多く集まる
地域の無電柱化の検討に入ったとしていま
す。都心部の「無電柱化率」を今の80％か
ら100％に引き上げ、海外に比べ遅れてい
る無電柱化を進め、
防災の強化や景観の改
善を図る計画もされています。
さらには、政府においても電線の地中
化 を 促 す 新 法 を 制 定 す る 検 討 に 入り
2015年にも議員立法を提出する考えと
しています。内容としては、道路や住宅
地を新たに整備する際、電力会社などに
電柱の設置を認めず、電線を地中に埋め
るように求めるとしており、今後の動向

資料出所：東京都建設局

（５）新技術の実用化や国際標準化
材料・製品の規格化・標準化については、製品の

推進を積極的に推し進めることにより、産業の発展

安全確保、利便性の向上、およびユーザーニーズに

と省エネや環境保護など広く社会に貢献することが

対応するため、製品の仕様や性能の評価方法に基準

できます。

を設けることで、需要家が用途に応じて技術面と経

さらには、新技術の国際標準化は、新たな製品・

済性の両面において、適確な製品を容易に判断でき

サービス等の国際的な需要を喚起し、グローバルな

るようにすることができます。

市場創出・市場拡大の後押しに繋がり、国際市場

また、省エネや環境に優しい超電導技術などをは
じめとする新技術などについては、実用化や普及の

シェアの確保など、産業のグローバル発展を支援す
ることにもなります。

社会政策
『希望のもてる社会をつくる運動』を中心とした、
安心・安定・安全な社会の確立に向け、
社会的セーフティネットの再構築や
安心・安定的な社会保障制度の確立
子どもを安心して産み育て、生きがいや働きがいをもって社会に参画し、生涯にわたり安
心・安定・安全な社会に向け「働くことを軸とした安心社会」をめざして、あらゆる活動を
推進していきます。
そのためには、急速な社会の変化と意識の多様化などを踏まえ、あらゆるライフステージ
にも対応し得る、福祉や社会保障をはじめとした社会的セーフティネットの強化を図る必要
があります。
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社会政策

具体的な要求項目
●子育て世帯が、子育てに希望をもてる環境作りを支援する体制整備を構築すること。
●現役の若い世代と高齢世代・年金受給世代との負担と給付のバランスに留意した、持続可能な信頼できる
制度の確立を図ること。
●安心して暮らせる地域医療供給体制の確立を図ること。
●負担可能な費用で、良質な医療を受けられる体制維持のため、その財源問題を含め医療保険制度の再構築
を図ること。
●介護保険制度は、その認定基準における、公平・透明性などを図り、サービスを受ける立場に立った見直
しを行うこと。

働く者が安心して働ける環境整備
雇用・労働をとりまく環境については、正規・非正規、地域間、企業規模間、世代間、男女間
等における格差の拡大・二極化が大きな問題となっています。
また、どのような雇用・就業形態であっても、誰もが平等に能力を高めながら働き続けられる
よう、格差の拡大・固定化に歯止めをかけ、是正を図る政策に取り組む必要があります。
さらには、人口減少社会において、就業を希望する女性の活躍によって新たな付加価値の創造
に繋がることが期待されていることから、女性就業者数の増加と、均等・均衡な機会を確保し男
女間の格差を縮めていくことが重要です。

具体的な要求項目
（１）良質な雇用の創出と格差是正
●雇用の移動が労働者にとって不利にならない

●期間従業員、契約社員、パートタイマーやアル

「ヒューマンな長期安定雇用」を基本に、仕事

バイト等の雇用は、本人の希望によるものとす

を通じた能力開発・人材育成、勤労者の生活の

る。

安定・充実や社会保険の空洞化防止等の観点も

●性別を問わず男女が共に仕事と生活の両立が可

踏まえ、非正規雇用から正規雇用への転換を促

能な社会の実現に向け、女性の社会進出を推進

進すること。

し、生活の充実や地域への参画を促進するこ

●非正規労働者については、同一価値労働同一賃
金の原則に沿った正規労働者との均等・均衡待

と。
●妊娠・出産、子育てや介護・看護による所得喪

遇を図ること。

失の保障を図ること。

（２）若年者、高齢者、障がい者雇用対策の強化
●若年者等トライアル雇用事業やインターンシッ

く、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生

プ制度の促進を図ること。

できる社会の実現に向け、障がい者の職業を通

●高齢者雇用安定法等の趣旨を踏まえ、就労希望

じた社会参加を進めるための就労支援を促進す

者全員が65歳まで働き続けられる環境の整備
を図ること。

ること。
●精神障がい者を含む障がい者の雇用について

●障がいの有無によって分け隔てられることな

は、法定雇用率を上回る雇用創出を図ること。
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