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このところの雇用環境をみると、完全失業率につ
いては2018年度平均2.4％と、9年連続で低下し
ており雇用情勢は改善していましたが、2020年に
は製造業の落ち込みなどで陰りが見えはじめました。
また、最近の世界的な製造業の動向をみると、IoTや
ビッグデータ、人工知能（AI）などを活用した、第4
次産業革命とも称される産業におけるデジタル化が
急速に進展しています。このような情報通信技術の
浸透によって、人々の生活をあらゆる面でより良い
方向に変化させるデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）が進みつつあり、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

みが次々と生まれてくるなかにあっても、われわれ
労働者のより一層の現場力が決定的に重要になって
きています。
一方、環境問題に目を向けると、政府は、パリ協定

に基づく温室効果ガスの低排出型の発展のための長
期的な戦略として、「パリ協定に基づく成長戦略とし
ての長期戦略」を2019年6月11日に地球温暖化対
策推進本部で了承するとともに閣議決定しています。
電線関連産業も革新的な技術開発を担うという点で
は中心的な役割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
て、銅電線出荷量は、特にウエイトの大きい建設・
電販部門が東京五輪後も、首都圏再開や防災・減災、
国家強靭化のための緊急対策に伴うインフラ維持更
新工事向けの需要が堅調に推移するとみられ、出荷
量の増加が期待されています。しかしながら、光ファ
イバを中心とした光製品は、インフラにおいては、
光ネットワーク網が利用者まで行き渡っていること
や海外製品との価格競争激化も相まって、需要環境
がますます厳しい状況にあります。また、電線関連
産業は、インフラ向け以外でも他の産業と大きくか
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製品が多く、関連諸国
の貿易摩擦が長期化すると、関連産業の減速が懸念
され、われわれの産業の企業体質が大きく左右され
るような状況にあり、雇用についても不安定さを増
すことにもなります。
そのような環境のなか全電線は、「生活の安心・安
定をめざす運動」を推進していくため、電線関連産
業の持続的発展に向けた産業政策と働くものが安心
して生活できる環境にすることが重要との認識のも
と、「全電線 政策・制度要求【重点項目】」を策定し
とりまとめました。

はじめに

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。政策実現に向けては、連合やJCMをはじめ、
全電線政策協定締結議員と連携を密にしながら政府、関係省庁への働きかけを行っていきます。また、全電
線の地方協議会においても、地方連合会活動への参画や地方行政への働きかけを行うことで、全国的な政
策の実現を進めていきます。
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1．環境・エネルギー政策

情勢認識

パリ協定やSDGsをきっかけとして「低炭素社会」、
「脱炭素社会」への動きが加速化しています。わが国
では、安全性を最優先とした新規制基準に適合した原
子力発電所の再稼働、再生可能エネルギーの導入、徹
底した省エネルギーの推進など、安全性（Safety）を
大前提とし、自給率（Energy Security）、環境適合
（Environment）、経済効率性（Economic Effi  ciency）

の向上を同時に達成させる方針（3E＋S）のもと取り
組みが進められています。日本のエネルギー政策は、
この方針が基本であり、2050年という長期を見通し
たとしても変わらないとされています。市場経済におい
ては、ESG（環境・社会・企業統治）投資が重要視され、
石炭火力発電を行う電力会社を投資対象から除外する
動きがみられるなど、世界の投資マネーはESG投資へ
向かっています。

（1）環境配慮型電線の普及促進

ECSO（最適導体サイズ）は、経済性と環境を同時
に配慮した技術です。電力損失の低減により、電線の
ライフサイクルコストを最小にし、CO2排出量の削減
に寄与するものです。国際規格化が進められ、国内で
は、メガソーラ発電所内で生じる配電ロスについて、
ECSO理論を参照した独自の導体サイズアップ基準を
作成して実際に活用している企業も出てきており、今
後、各方面で本格的な活用を進めていく段階となって
います。また、ダブル配線化、超電導電力ケーブル、
エコマテリアル（EM）電線なども、従来の電線に比
べCO2削減効果やリサイクル率が高く、ECSOと同様
に経済性と環境に配慮した技術となります。
このように環境配慮型電線は、経済性と環境を同時
に配慮した技術であり、日本のエネルギー政策に貢献
しつつ、付加価値の高い電線の需要が増加することで
電線関連産業の成長にもつながります。

具体的な施策

ECSO（最適導体サイズ）、ダブル配線化、超電導電
力ケーブル、エコマテリアル（EM）電線などの環境
配慮型電線の普及を促進すること。

●  ECSO（最適導体サイズ）
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となります。
このECSOは通電ロスが高い送配電ケーブルや昼夜間
操業の高・中稼働の工場・ビルの低圧CVT、低圧エコ
ケーブルに適用すると、大きな効果につながります。
日本主導のもと国際規格化が進み、2019年9月16
日付で国際規格（IEC62125ED1）が発行されまし
た。

《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
・通電ロスは約1/2（4％ → 2％に低減）
結果として環境にも経済性にも大きな改善となる。

●  ダブル配線化
既設ケーブルを残し同一サイズ・同一長さのケーブ
ルを新たに並列に配線する工法であるダブル配線化は、
省エネとCO2削減および、トータルコストメリットの
ある環境に配慮した取り組みとなります。

●  超電導電力ケーブル
超電導電力ケーブルについては、電力損失を大幅に

具体的な要求

－3－



低減できる高効率な送電線で、スマートグリッドにおい
ては、CO2削減効果の高い電力輸送線路であり、地球
環境にやさしい次世代エネルギー網に必要不可欠であ
るとされ、将来にわたり期待されているケーブルです。

● エコマテリアル（EM）電線
解体時における電線ケーブルの処分については、導
体材料である銅またはアルミは有価物であるため、多
くは回収され再利用されています。それに対し、被覆

材の多くは焼却などにより処分され、被覆材
であるポリ塩化ビニルなどについては、ハロ
ゲン等を含有しているため、燃焼時にハロゲ
ン系ガスや有害なダイオキシンが発生し、少
なからず環境に悪影響を与えています。その
ようなことから、電線が廃棄処理されたとき
に環境に与える影響を抑え、鉛やハロゲンを
含まないリサイクルに適した材料で構成され
たエコマテリアル電線が開発されました。

● ESG（環境・社会・企業統治）投資
ESG投 資 と は、Environment（ 環 境 ）、
Social（社会）、Governance（企業統治）の
3つの観点から企業の将来性や持続性などを分
析・評価した上で、投資先を選別する方法の
ことです。これまでの投資方法では、企業業
績や財務状況といった財務情報が、投資を判
断する上での主要な評価材料とされてきまし

た。しかし、最近では財務情報だけでは企業の持続性
や長期的な収益性を図るのは不十分ではないかと考え
られるようになり、ESGという非財務情報の要素を加
えて投資判断されるようになりつつあります。「環境問
題の改善への取り組み」、「地域社会への貢献」、「従業
員への配慮」、「法律順守の企業活動」などのESG課題
に前向きに取り組んでいる点が評価され、投資先が選
定されています。

（2）環境配慮型都市、次世代送電網の導入促進

「低炭素社会」、「脱炭素社会」の実現に向けて、資源
エネルギー庁から、太陽光や風力など再生可能エネル
ギーを最大限活用する一方で、エネルギーの消費を最
小限に抑えていく環境配慮型都市（スマートシティ・
コミュニティ）が提唱されています。環境配慮型都市
におけるエネルギーは、供給側では自然エネルギーを
利用するため天候によって発電量が変化し、需要側で
もエネルギーの消費量が刻々と変化します。よって、
需要と供給の双方向で無駄なく安定したエネルギーを
活用できる技術である次世代送電網（スマートグリッ
ド）が必要となります。また、構成要素のひとつであ
る蓄電池（住宅用・次世代自動車等）は、電力を一時
的に蓄え、必要な時に取り出すことができるデバイス

であり、電力に対して供給側と需要側で異なっている
ニーズの差を補完するという重要な役割を果たします。
（一社）新エネルギー導入促進協議会では、スマート
コミュニティ導入促進事業により2016～ 2020年度
において「スマートコミュニティ構築事業（福島・国
際研究産業都市復興）」が公募されており、進展がみら
れます。
このように環境配慮型都市は、「低炭素社会」、「脱炭
素社会」を実現させるとともに、次世代送電網の構成要
素である太陽光・風力発電や蓄電池などの需要を増加さ
せることから電線関連産業の成長にもつながります。

具体的な施策

環境配慮型都市（スマートシティ・コミュニティ）、次
世代送電網（スマートグリッド）の導入を促進すること。

出所：（一社）日本電線工業会
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●  次世代送電網（スマートグリッド）
次世代送電網は、電力系
統上の需要側と供給側を通
信システムで結ぶため、不
正操作やウイルス感染など
があった場合、その通信シ
ステム全てが被害を受けて
しまいます。よって、重要
インフラである電力に対す
るサイバーテロなどに備え、
セキュリティ対策の構築が
進められているところです。
また、安定した電力供給
を実現する配電システム
や蓄電システムに加え、あ
らゆる設備、家電、デバイ
スなどの「モノ」に通信機
能を持たせて相互に「イン
ターネットで接続」する、
いわゆるモノのインター
ネット（IoT）技術が活用
されています。

2．無電柱化による防災・減災、地域の活性化

情勢認識

近年、災害の激甚化・頻発化、訪日外国人を始めと
する観光需要の増加、高齢者の増加などにより、無電
柱化の必要性が増しています。また、「無電柱化を推進

する市区町村長の会」の発足や無電柱化条例の制定な
ど、地方公共団体における無電柱化の取り組みが活発
になっていることに加え、無電柱化の推進を目的とした
民間団体が次々と設立されるなど、無電柱化を求める
機運が高まっています。

無電柱化による災害に強い都市整備の推進

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与え、電柱・電線の倒壊
による道路閉塞が、物資輸送や救急車両の通行を妨げ
ることで災害対応の支
障となり、復旧を遅ら
せる要因となります。
また停電は、日常生活
や経済へ深刻な影響を
及ぼします。
このような災害に対

し有効な防災・減災対策である無電柱化により、電線
関連産業が社会的責任を果たすとともに、地中線と関
連製品（電力・通信線を収容する共同溝、保守点検機
器など）の需要が増加することから電線関連産業の成
長にもつながります。

具体的な施策

防災・減災といった観点から都市機能を改善し、災
害に強い都市整備を進めるための無電柱化、避難所な
どへの電力供給を確実にするための架空線と地中線と
の複線化について、普及を促進すること。

出所：経済産業省

スマートコミュニティのイメージ

出所：国土交通省
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● 無電柱化
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
溝などの整備による電線類の地中化や、表通りからみ
えないように軒下などに配線する裏配線などにより、
道路から電柱をなくす取り組みです。

● 無電柱化推進計画
近年の無電柱化については、電力会社が
中心となって推進してきましたが、電力会
社の業績不振と無電柱化のコスト高から無
電柱化延長の着手ペースは鈍化しました。
具体的には、2009年～ 2017年までの
着手ペースは、ピーク時の56％程度まで
減速しました。その後、2018年4月6日
に国土交通省が、無電柱化法第7条の規定
に基づき関係省庁との協議や関係事業者への意見聴取
等を経て、法施行後初めての「無電柱化推進計画」を
策定しています。予算措置として「防災・安全交付金」
や「社会資本整備総合交付金」を活用した支援など、
無電柱化を円滑かつ迅速に推進する観点よりさまざま
な措置が講じられています。

● 無電柱化率
無電柱化整備の対象地域については、主に大規模な
商業地域の通りの整備が進みつつあったものの、ロン
ドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や香港・シン

ガポールなどのアジアの主要都市では無電柱化が既成
しているのに対して、日本の無電柱化率は東京23区で
8％、大阪市で6％と立ち遅れています。

整備延長
（km/年）

過去のピーク時と
同程度を目指し、
約1,400km/3年

目標延長

平均整備延長
［200km/年］

実績整備延長
約1,000km

平均整備延長
［250km/年］

実績整備延長
約1,000km

平均整備延長
［350km/年］

実績整備延長
約1,400km

平均整備延長
［420km/年］

実績整備延長
約2,100km

平均整備延長
［440km/年］

実績整備延長
約2,200km

平均整備延長
［250km/年］

実績整備延長
約2,200km

※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 シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, 
CIRED2001, Singapore, 2001』による2001年の状況（ケーブ
ル延長ベース）

※4 台北は台北市道路管線情報センター資料による台北市区の
2015年の状況（ケーブル延長ベース）

※5  ソウルは韓国電力統計2017による2017年の状況（ケーブ
ル延長ベース）

※6 日本は国土交通省調べによる2017年度末の状況（道路延長
ベース）

出所：経済産業省
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● 電線等の埋設に関する設置
基準
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。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
図ることができます。

出所：国土交通省

3．付加価値の適正循環

情勢認識

バリューチェーンにおける付加価値の適正循環の実
現をめざすには、各分野（資源から物流に至るまでの
企業）で適切に付加価値を確保し分配することが重要
で、そうすることでわれわれの生活の安心・安定をめ
ざすこと、企業競争力を高めていくことや、経済の好

循環（賃金引き上げ、消費拡大、業績改善、投資拡大）
へとつながっていきます。
電線関連産業では、企業努力、コスト競争力をもとに、
個々人が生産性向上をめざし常日頃から付加価値を生
み出し、また、日本や世界のインフラ等を支える重要な
基幹産業であるにも関わらず、公正でかつ適正な評価
がされにくい産業となっています。

取引適正化

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に（取
引適正化ガイドライン）」では、取引の実態を改めて把
握、整理し、取り組むべき課題とその改善等について
とりまとめされており、付加価値の適正循環の実現に
向けた、基本的な考え方が示されています。今後、企
業発展させ、われわれの生活の安心・安定をめざすう
えにおいても、付加価値の適正循環を実現することは、
重要な課題となっています。

具体的な施策

公正な取引環境を実現させるには、バリューチェー
ンにおける、適正な取引が不可欠であり、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に（取引適正
化ガイドライン）」の周知徹底ととりまとめられた課題
を改善すること。
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進展状況

項目 状況 評価

環境・エネルギー政策

環境配慮型電線の普及
促進

ECSOについて2019年9月16
日に国際規格（IEC62125ED1）
が発行された。

前進

環境配慮型都市、次世
代送電網の導入促進

スマートコミュニティ導入促進
事業として、2016 ～ 2020年
度において、「スマートコミュニ
ティ構築事業（福島・国際研究産
業都市復興）」が公募された。

前進

無電柱化による防災・
減災、地域の活性化

無電柱化による災害に
強い都市整備 無電柱化率

東京23区　7％→8％
大阪市　5％→6％

着手ペースは鈍化しつ
つも前進無電柱化による安全・

快適な環境づくり

付加価値の適正循環 取引適正化
（一社）日本電線工業会より、電
線取引適正化ガイドラインフォ
ローアップ活動が実施された。

前進
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