第4号 2017.8.17
全日本電線関連産業労働組合連合会

発行責任者：岩本 潮 編集責任者：志波 正隆

2017年度

全電線
政策・制度要求
重点項目
全電線では、電線関連産業の持続的発展、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
めの産業政策を「全電線 政策・制度要求【重点項目】
」
としてとりまとめました。
具体的要求項目の実現に向けては、全電線中央・各
地協・加盟単組における諸活動において、それぞれが
連携を密にしながら取り組みを強化するとともに、関
連省庁および協力議員に対しても、積極的な要請を行っ
ていくこととします。

はじめに
このところの雇用環境をみると、完全失業率につ

こととなりました。そのような世界的に環境問題・

いては2016年度平均で3.0％と、景気の回復など

対策強化に向けて動いているなか、電線関連産業も

を受けて、建設業や介護サービスを中心とした就業

革新的な技術開発を担うという点では中心的な役割

者の増加もあり、また、失業者が減少したことで着

を果たすことが求められています。
このような状況のなか電線関連産業の動向につい

実に改善してきています。しかし、製造業をみると、
グローバルな需要と立地環境に合わせて世界各地に

ては、光ファイバを中心とした光製品は、海外向け

生産拠点を配置している「グローバル最適地生産」

に繁忙を期しているものの、国内向けは、インフラ

が重視されていることや、電力コストの高止まりな

においては、光ネットワーク網が利用者まで行き渡っ

どが大きな影響をおよぼしている状況となり、未だ

ていることや海外製品との価格競争激化も相まって、

に厳しい雇用環境が続いています。また、最近の世

需要環境がますます厳しい状況にあり、銅電線をみ

界的な製造業の動向をみても、モノのインターネッ

ても出荷量については、約45％を占める建設・電販

ト（IoT）やビッグデータ、人工知能（AI）などを活

部門の伸び悩み、通信メタルケーブルにおいては光

用した、第4次産業革命とも称される産業におけるデ

化へのシフトなど、今後、他の部門においても大幅

ジタル化の急速な進展により、産業構造の大きな転

に増加するような特殊な要因もなく、低位な実態の

換期にあり、環境の変化は今後も続くものとみられ、

まま伸び悩んでいる状況が続いています。
また、電線関連産業は、インフラ向け以外でも他

私たちの働き方や生活にも大きく影響していくもの
となっています。
そのような新しい技術、新しい仕事、新しい仕組

の産業と大きくかかわっており、特に自動車産業や
電機産業（電子産業）向けなどにはアッセンブリー

みが次々と生まれてくるなかにあっても、われわれ

製品が多く、他産業の経営状況、経済情勢次第では、

労働者のより一層の現場力が決定的に重要になって

われわれの産業の企業体質が大きく左右されるよう

きています。

な状況にあり、雇用についても不安定さを増すこと

一方、環境問題に目を向けると、世界の二酸化炭

にもなります。
そのような環境のなか全電線は、
「先を見据えた豊

素（CO2）の排出量は、新興国経済の進展に伴い、
年々増加傾向にあるものの、2016年11月、第22

かさと生活の安心・安定をめざす運動」を推進して

回気候変動枠組条約締約国会議（COP22）および

いくため、電線関連産業の持続的発展に向けた産業

第12回京都議定書締約国会合（CMP12）において、

政策と働くものが安心して生活できる環境にするこ

2015年に新しい法的枠組みとして「パリ協定」が

とが重要との認識のもと、
「全電線 政策・制度要求【重

採択され、そのルール作りを無事にスタートさせる

点項目】
」を策定し取りまとめました。

具体的な要求項目
（1）環境配慮型電線の普及促進
電線・ケーブルの最適導体サイズの設計技術（ECSO）

よう促進することを求めていきます。

は、CO2削減効果や省エネルギーを図ることができる、

また、電線・ケーブルのダブル配線化および超電導

経済性と環境を同時に配慮した設計技術です。ECSO

電力ケーブルやエコマテリアル（EM）電線などは、従

は通電ロスが高い送配電ケーブルや昼夜間操業の高・

来の電線に比べCO2削減効果やリサイクル率が高い環

中稼働の工場・ビルの低圧CVT、低圧エコケーブルに

境配慮型電線で、ECSOと同様、経済性や環境に配慮

適用すると、大きな効果につながることから、国内の

した技術となることから、企業または事業所内での張

導入投資に関する助成措置など実用化に向けた普及促

り替えや導入投資に関する助成措置など、実用化に向

進を求めつつ、国際規格化に向け、日本が主導できる

けた積極的な普及促進を求めていきます。
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（2）IoT技術を活用したスマートグリッドの構築
環境と経済の両立が可能な低炭素社会の実現に向け

幹を支える技術のひとつとなることから、早期に実用

ては、次世代送電網（スマートグリッド）の構築が重

化できるための開発支援を促進することを求めていき

要で、安定した電力供給だけでなく、太陽光発電など

ます。

に代表される再生可能エネルギーも重要な構成要素の

モノのインターネット（IoT）

ひとつで、需要側と供給側のバランスを適切にコント

世の中に存在するさまざまな物体（モノ）に通信機能を

ロールする必要があります。そのためには、安定した

持たせ、インターネットに接続し、相互に通信することに

電力供給を実現する配電システムや蓄電システムに加

より、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。

え、あらゆる設備、家電、デバイスなどの「モノ」に

スマートグリッド

通信機能を持たせて相互に「インターネットで接続」

家庭や企業などを結んだ電力網を利用し、双方向に効

する、いわゆるモノのインターネット（IoT）技術の活

率よく電力を流すことができる、次世代エネルギー供給

用が求められております。特に、IoT技術に関しては、

網のこと。

今後急速に進展していく第4次産業革命においても根

（3）無電柱化の整備の拡充
無電柱化の整備の拡充に向けては、安全で快適な通

線等の埋設に関する設置基準」の緩和については、低

行空間を確保し、歩行空間のバリアフリー化や美しい

コスト手法の導入によるコスト縮減をすることで本格

街並み（歴史的街並みの保全）を形成し、加えて減災

的な無電柱化の推進を図るものであることから、各道

といった観点からも防災機能を改善し、災害に強い都

路管理者において実効が確保されるよう各都道府県、

市整備を進め、有効かつ効率的な公共投資の促進を求

各市町村の関係部署に各地域の取り組みを通じ普及促

めていきます。

進を求めていきます。

また、2016年4月に国土交通省から出された、「電

（4）付加価値の適正循環の実現
公正な取引環境を実現させるには、バリューチェー

今後、企業発展させ、われわれの生活の安心・安定

ンにおける、適正な取引が不可欠になってきています。

をめざすうえにおいても、付加価値の適正循環を実現

しかし、電線関連産業では、企業努力、コスト競争力

することは、重要な課題となっていることから、労使

をもとに、個々人が生産性向上をめざし常日頃から付

共通の認識に立ち、われわれの職場（受発注、支払い

加価値を生み出し、また、日本や世界のインフラ等を

条件等）においても、取引環境の改善に向けた点検等

支える重要な基幹産業であるにも関わらず、公正でか

を行い、取引適正化の推進を求めていきます。

つ適正な評価がされにくい産業となっています。

具体的な要求項目に対する背景説明
（1）環境配慮型電線の普及促進
①最適導体サイズの設計技術（ECSO）、ダブル配
線化や超電導電力ケーブルの積極的な普及促進

ていきます。
また、超電導電力ケーブルについては、電力損失を

電力需給が逼迫するなか、電気を効率よく送受電す

大幅に低減できる高効率な送電線で、スマートグリッ

るためにも、ECSOや既設ケーブルを残し同一サイズ・

ドにおいては、CO2削減効果の高い電力輸送線路であ

同一長さのケーブルを新たに並列に配線する工法であ

り、地球環境にやさしい次世代エネルギー網に必要不

るダブル配線化は、省エネとCO2削減および、トータ

可欠であるとされ、今後将来にわたり期待されている

ルコストメリットのある環境に配慮した取り組みとな

ケーブルであることから、早期に実用化できるための

ることから、実用化に向けた積極的な普及促進を求め

開発支援の促進を求めていきます。
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通電ロスは約1/2（4％ → 2％に低減）

【最適導体サイズの設計技術（ECSO）について】

結果として環境にも経済性にも大きな改善となる。

環境やランニングコストに影響がでやすい送配電の
電線ケーブルは、今まで、安全上の規定を満たす範囲
内でイニシャルコストが最小となる、より
細いサイズが選定され、そのことが結果
として、発電所〜需要家間の送配電ロス
（5％）とは別に、需要家構内の各負荷に
つながる低圧ケーブルの事業所内多量使
用で、4％の通電ロスが生じていました。
ECSOは、ライフサイクルコストを最小
にする観点から、最適なサイズ（より太い
サイズ）を選定する設計手法であり、環境
と経済性とを同時に配慮した電線の最適
導体サイズ設計を可能にする技術である
ことから、国内の導入投資に関する助成措
置など実用化に向けた普及促進を求めつ
つ、国際規格化に向け、日本が主導できる
よう促進することを求めていきます。
《ケーブルの導体サイズ（断面積）を約2
倍にすると》
発電時のCO2の排出量も2％削減

出所：
（一社）日本電線工業会

② エコマテリアル（EM）電線などのリサイクル率
が高い環境配慮型電線の積極的な普及促進

シンが発生し、少なからず環境に悪影響を与えていま
す。

解体時における電線ケーブルの処分については、導

そのようなことから、資源の有効活用と廃棄物の削

体材料である銅またはアルミは有価物であるため、多

減などを積極的に推進するため、官公庁等が主体的に

くは回収され再利用されています。それに対し、被覆

行う新設工事などに使う電線ケーブルについては、環

材の多くは焼却などにより処分され、被覆材であるポ

境に配慮した、EM電線の積極的な使用の促進を求め

リ塩化ビニルなどについては、ハロゲン等を含有して

ていきます。

いるため、燃焼時にハロゲン系ガスや有害なダイオキ

（2）IoT技術を活用したスマートグリッドの構築
①IoT技術のさらなる改善

いや信頼度の低い情報をどのように整理するかは課題

IoT技術を活用した通信システムは、スマートグリッ

でもあり、また新たな脅威をもたらすことにもつなが

ドにおいて、送電、配電に至る電力系統や制御機器の

ることから、早急にセキュリティ対策の確立が必要に

分散電源の利用も含めた電力供給の監視と最適化を実

なります。

現します。また、IoT技術は第4次産業革命の根幹をな

そのようなことから、IoT技術における具体的なセ

す技術のひとつでもあることから、今後のさらなる活

キュリティ対策の研究開発や標準化に向けた取り組み

用が求められます。一方で、同時に電力系統上の需要

が、一層強化できるよう推進を求めていきます。

側と供給側の通信システム上のセキュリティ管理の違

②次世代送配電システムの整備の促進
環境と経済の両立が可能な低炭素社会の構築に向け、

安定供給を実現することが必要となります。最近では、
電力小売り自由化で、再生可能エネルギー固定価格買

新エネルギー（太陽光発電や風力発電など）の大幅導

取制度（FIT）も本格化しているなか、一定程度送配電

入やそれにかかわる新たな需要に対応しつつ、電力の

システムの整備が整いつつあるものの、急速に進展す
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るとみられている第4次産業革命にはなくてはならな

において日本主導で開発ができるよう促進を求めてい

いシステムであることから、系統安定化や国際標準化

きます。

③蓄電池システムの開発投資の強化

があることから、開発投資を一層強化できるよう促進

蓄電池については、現下の厳しい電力状況下での需

を求めていきます。

給両面では重要な技術
で あ り、 ま た 大 き な 市
場 拡 大（ 住 宅 用・ 次 世
代自動車等）が想定さ
れ、 今 後 ま す ま す 成 長
を成し遂げようとして
います。
新たなマーケットや
競争力強化の基盤整備
の た め に は、 コ ス ト 低
減等による蓄電池の普
及の加速化に向けた課
題 を 整 理 す る な か で、
新たな技術革新に向け
環境整備を整える必要

出所：経済産業省

（3）無電柱化の整備の拡充
無電柱化は、道路の地下空間を活用して、電力ケー
ブルや通信ケーブルなどをまとめて収容する電線共同

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。

溝などの整備による電線類の地中化や、表通りからみ

また、震災・台風等の災害時には、電柱の倒壊や電

えないように軒下などに配線する裏配線などにより、

線の切断が人命等に直接的な被害を与え、また、電柱・

道路から電柱をなくす取り組みです。

電線の倒壊による道路閉塞が、物資輸送や救急車両の

都市部に立ち並ぶ電柱と電線は、良好な都市景観を

通行を妨げることで災害対応の支障となり、復旧を遅

損なうとともに、特に歩道における電柱は、歩行者を

らせる要因となります。

①無電柱化による安全で快適なまちづくりの推進

ころではあるものの、未だに、ロンドン・パリなどの

無電柱化整備の対象地域については、主に大規模な

ヨーロッパの主要都市や香港・シンガポールなどのア

商業地域の通りの整備が進みつつあったものの、近年

ジアの主要都市では無電柱化が既成しているのに対し

では、地域活性化や高齢化など社会ニーズが多様化し

て、日本の無電柱化率は東京23区で7％、大阪市で5％

てきたことから、中規模商業系地域や住居系地域、主

と立ち遅れています。

要な非幹線道路における実施に加え、歴史的街並みの

そのようなことから、誰もが安心して暮らせ、自然

保全、観光振興、地域文化の復興、地域活性等に資す

災害に強い安全なまちづくりの構築に向け、各都道府

る箇所においても無電柱化になりつつあります。また、

県または各市町村が主体となって取り組めるよう、有

関係省庁では、2020年の東京オリンピック・パラリ

効かつ効率的な公共投資を促進することを求め、各地

ンピックを視野に入れつつ次期計画を検討していると

域の取り組みを通じ周知することとします。
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※1 ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる
2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※2 香港は国際建設技術協会調べによる2004年
の状況（ケーブル延長ベース）
※3 台北は国土交通省調べによる2013年の状況
（道路延長ベース）
シンガポールは海 外電 気 事業 統計による
1998年の状況（ケーブル延長ベース）
※5 ソウルは国土交通省調べによる2011年の状
況（ケーブル延長ベース）
※6 ジャカルタは国土交通省調べによる2014年
の状況（道路延長ベース）
※7 日本は国土交通省調べによる2013年度末の
状況（道路延長ベース）
出所：経済産業省
※4

②「電線等の埋設物に関する設置基準の緩和」を
活用したさらなる整備の周知

まざまな措置が講じられることから、その取り組みを
通じて情報共有を図っていくこととします。

2016年4月から、電線類を従前の基準より浅く埋
設するため、国土交通省におけ
る「電線等の埋設に関する設置
基準」の緩和がされました。
今回の基準の緩和により、浅
層埋設や小型ボックス活用埋
設等の低コスト手法の導入に
よるコスト縮減を図ることが
でき、本格的な無電柱化をめざ
すため、積極的な整備を進める
観点から、各市町村の関係部署
に各地域の取り組みを通じ普
及促進を求めていきます。
ま た、2016年12月 に は、
「無電柱化の推進に関する法
律」が国会で成立したことを受
け、今後、無電柱化を円滑かつ
迅速に推進する観点によりさ
出所：国土交通省

（4）付加価値の適正循環の実現
バリューチェーンにおける付加価値の適正循環の実

に（取引適正化ガイドライン）」では、取引の実態を改

現をめざすには、各分野（資源から物流に至るまでの

めて把握、整理し、取り組むべき課題とその改善等に

企業）で適切に付加価値を確保し分配することが重要

ついて取りまとめされており、付加価値の適正循環の

で、そうすることでわれわれの生活の安心・安定をめ

実現に向けた、基本的な考え方が示されています。

ざすこと、企業競争力を高めていくことや、経済の好

それらガイドラインを参考に、労使共通の問題との

循環（賃金引き上げ、消費拡大、業績改善、投資拡大）

認識に立ち、われわれの職場（受発注、支払い条件等）

へとつながっていきます。

においても、取引環境の改善に向けた点検等を行い、

経済産業省「金属産業取引適正化ガイドライン」や
（一社）日本電線工業会「電線業界の取引適正化のため

また、関連する企業・団体・省庁に対しては、早急に
改善するよう環境整備を求めていきます。
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