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2021年度SKY選奨受賞提案の紹介2021年度SKY選奨受賞提案の紹介
情報通信エンジニアリング協会

　2021年度SKY選奨案件について、第358回理事会・運営幹事会（2021.5.13）において
優れた改善提案として選考し、表彰されました。
　情報通信エンジニアリング協会では、これら受賞提案の水平展開を図るため、概要を紹
介しますので、積極的にご活用いただけますようお願いします。

ケーブルカバの統一化による改善
＊提案者：㈱協和エクシオ
　　　　　�NTT事業本部　アクセスエン

ジニアリング本部
　　　　　倉谷�広章
　　　　　☎048-462-3590
【概　要】
　丸型ケーブルのケーブルカバは、つり線
の種別と丸型ケーブルの外径により、３種
類の中から適切なものを選定することに
なっています。特に多条架渉されている場
合は、そのケーブルに対応した幾種もの
ケーブルカバを用意する必要があり、煩雑
であるとの意見が多くありました。
　このことから、架渉した丸型ケーブルを
防護するケーブルカバを統一することによ
り、物品費の削減とともに作業性や物品管
理・保管の向上を図る改善を考えました。

【特　徴】
●ケーブルカバ３種類を、一束化ハンガに
よるケーブル架渉区間の防護に用いる、
φ90mm防護カバで適用（統一）するこ
とにより、コスト削減、作業性や物品管
理・保管の作業軽減を図りました。つり
線、丸ケーブルの種類に関係なく適用で

きるため持ち出し時の作業効率も向上し
ます。
●物品費の安価なケーブルカバを使用する
ことにより、材料費の削減が図れます。
また、統一したことにより１種類にな
り、材料保管・管理が軽減されます。

HH鉄蓋開け工具の改良（MH・HH兼用Ver.2）
＊提案者：㈱協和エクシオ
　　　　　甲信支店　NTT事業部門
　　　　　三枝�良則
　　　　　☎055-288-9112
【概　要】
　これまで、ハンドホール（HH）鉄蓋に
蓋開け工具を少し斜めに挿入し、持ち上げ

ようとすると、鍵穴から工具が外れてHH
鉄蓋が落下し、ケーブル等を損傷する危険
性がありました。
　そこで、HHの蓋落下を防止するため、
工具の先端部分がHH鉄蓋から外れない構
造に改良し、安全に鉄蓋の開閉が可能な本
ツールを開発しました。

【特　徴】
●鉄蓋開け用工具が回らない、抜けない
ロック機能
　（主軸、ロック金具、回し止めの簡易な
３段階方式）
●ロック機能金具は、マンホール用工具に
も適用可能

現行の鉄蓋開け工具は、鍵穴に差し込み、回し持ち上
げようとする時、少し斜めに挿入することがあり、工具
が外れ、HH鉄蓋が落下する恐れがあった。
特に雨天時などは、さらにその危険度が増す。

考案した鉄蓋開け工具は、先端部分にロック機能を設け、
鉄蓋に差し込みロックすることにより、HH 鉄蓋の鍵穴から
抜けることがなくなる。
（本機構はマンホール用工具にも適用可）

【現行】 【提案】



6 Raisers 2021. 9

20212021

接続施工票の廃止

突出し用支持線接続金物の適用拡大

柱間引留箇所への2号シンブル用高耐食巻付グリップの適用拡大

＊提案者：NDS㈱
　　　　　�NTT事業本部　
　　　　　テクノロジー総合センタ
　　　　　技術開発担当
　　　　　☎0568-69-0356
【概　要】
　現場では2009年に導入された、全数写
真検査で品質等を施工者名含めチェックす
るようになりました。
　また地下マンホール等では、マンホール
展開図やケーブル線名札で、ケーブル種別
や建設年度を確認するため、同じ内容が記
載された接続施工票は活用されていないの
が現状です。
　加えて、地下配線クロージャにおいて
は、既に光・メタル共に接続施工票は廃止
されていますが、現場での確認作業に支障
は出ていません。

＊提案者：㈱TOSYS
　　　　　長野通信システム事業部
　　　　　施工部門
　　　　　中澤�光平
　　　　　☎026-251-9507
【概　要】
　2.3、2.6mm（単鋼線）架渉区間の支障
移転工事にて線路直角方向に電柱を移設し
た場合、適用条件（適用フロー）ではケー
ブル張替えになっています。
　そのため支障となる区間以上にケーブル

＊提案者：㈱TOSYS（㈱アルスター）
　　　　　北原�和也
　　　　　☎026-251-9507
【概　要】
　本線と直角方向に分岐ケーブルを引き留
めている中間柱を移設する場合、分岐ケー
ブル側は電柱幅分の支持線が不足するた
め、分岐ケーブルの張替えが必要でした。
既存物品の組合せにより支持線不足長を補
うことでケーブル、つり線新設を抑制する
工法を考案しました。
【特　徴】
・�移設する中間柱が元あった位置にて「Ａ
柱間引留金物」と「２号シンブル用高耐
食巻付グリップ」を組み合わせて使用す

張替えを行う事象が発生してしまっていま
す。端末柱で支持線接続金物L-○号へ単
鋼線の引留めは可能ですが、突出し用支持
線接続金物への単鋼線の引留めは同一のボ
ルトを使用しているにも関わらず現在工法
になっていません。
　そこで突出し用支持線接続金物へ単鋼線
の引留めを可能にする工法を考案しまし
た。
【特　徴】
・�「つり線・支持線接続工法」の適用条件

ることで、「１号シンブル用高耐食巻付
グリップ」よりも約34cm延長が可能に
なります。
・�ケーブル張替工事の抑制により、既設
ケーブルの有効活用が可能になり、材料

（適用フロー）を、突出し用支持線接続
金物で単鋼線の引留めを適用可能としま
した。
・�ケーブル張替工事の抑制により、既設光
ケーブルの有効活用が可能になり、材料
費用の削減ができます。
・�ケーブル新設、切替準備、切替え、撤去で
３～４日程度必要でしたが、移架のみで
施工可能となるため稼働削減ができます。

費用の削減ができます。
・�ケーブル新設、切替準備、切替え、撤去
で３～４日程度必要でしたが、移架のみで
施工可能となるため稼働削減ができます。

【効　果】
◆光６工程､ メタル７工程の接続施工票の
記載が不要となります。記入時間の削減
は､ 以下のとおり。
　1,500件（NDS�2018年度実績）×１分＝
1,500分
◆接続施工票の廃止に伴い紙資源も節約で
きます。

　よって、全数写真検査導入他により、活
用されなくなった「接続施工票」を廃止し
ます。

イメージ図

イメージ図 施工例
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外被把持融着工法における支持線接続の改善
＊提案者：北陸電話工事㈱
　　　　　設備事業本部
　　　　　�テクニカルエンジニアリング�

センタ
　　　　　原田�智樹
　　　　　☎076-240-1844
【概　要】
　一束化区間において、ドロップ光ファイ
バを中間接続する場合、外被把持融着接続
工法にて施工しますが、「支持線の接続作
業」に以下の問題点がありました。
・電工ナイフで外被を剥ぎ取る作業等に時
間がかかる。
・スリーブを捻るため、ペンチ２本の携帯
が必要。
・握力を要するため、接続できない作業員
がいる。
　そこで、取扱いが容易な「Ｃスリーブ」

電磁誘導防護カバーの開発
＊提案者：㈱ミライト・テクノロジーズ
　　　　　HRD本部（人材開発本部）
　　　　　関西ハイパーテクノポート
　　　　　大久保�宗幸（代表者）
　　　　　☎078-940-4610
【概　要】
　電磁誘導絶縁対策に伴う金属露出部分の
防護方法を改善（施工手間の削減）し、施
工時間の短縮を図った提案です。
　現状の問題点は、電磁誘導絶縁対策に伴
う金属露出部分の防護について、現行の施
工方法で実施すると、引留柱用絶縁金物と
巻付グリップの弧の部分やスパイラルス

リーブのテープ巻き作業は、事前準備作業
も含めて時間と手間を要しています。
　その問題点を解決するために、「電磁誘
導防護カバー」を開発し、現状のテープ
（PVCテープ）巻きの一部（引留柱用絶縁
金物と巻付グリップの弧の部分）をカバー
（提案品）に変更しました。
【特　徴】
①テープ巻きによる絶縁対策が簡素化され
たことによる施工性向上（手間が削減）
②容易に取付けが可能となり出来形に差異
を生じさせないことによる品質向上
③金属接触部をすべて覆うため、露出部が

を用いた接続方法を考案し、作業性
の向上・コスト削減等を図りました。
【効　果】
◆施工時間の短縮：約40％短縮（作
業員４名の平均）
◆材料費の削減：約60％削減
◆作業の省力化：握力の小さい作業
員も接続可能
◆必要工具の削減：ペンチ２本→ペ
ンチ１本

なくなったことによる安全確保を実現

考案方法

【設置状況】

②新設時に透明光ファイバに弛みが生じる
場合がある。
　以上の問題を解決するために、「新たな
構造の固定部材」を導入しました。
【特　徴】
①透明光ファイバの撤去や手直し時に、固
定部材を剥がさずに施工が可能になった

透明光ファイバ固定部材の改良
＊提案者：㈱ミライト・テクノロジーズ
　　　　　HRD本部（人材開発本部）
　　　　　関西ハイパーテクノポート
　　　　　高山�武士（代表者）
　　　　　☎078-940-4610
【概　要】
　透明光ファイバの新設および保守時（張
替え作業時）の施工性および品質向上を
図った提案です。
　既存品の両面テープで固定可能な「透明
光ファイバ固定部材」は、新設時に、透明
光ファイバに弛みがないように、張力を掛
けながら固定する必要がありました。
　また、以下のような問題点があります。
①故障時の張替え作業時には、透明光ファ
イバと固定部材も撤去しなければならな
いため、お客様宅の壁面に損傷を与える
恐れが高く、施工効率も悪い。

ことによる施工性向上および、お客様宅
壁面等の損傷防止によるお客様満足度向
上
②透明光ファイバを緩みなく配線すること
が可能になったことによる品質向上を実
現

新たな構造の固定部材

固定部材カバー

固定部材 固定部材

固定部材カバー

単心用 多心用
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ように、２号保護用PVCテープを５cm
幅の半重ね１往復で巻き付けることが困
難となり、工事規格を確保できない
　以上のことより、施工方法を明確に理解
できるようにしました。
【特　徴】
①４号シーリングの切断長を変更したこと
で、使用する材料（４号シーリング）の
削減によるコスト削減

「接続端子函」の施工方法の改善（標準化）
＊提案者：㈱ミライト・テクノロジーズ
　　　　　HRD本部（人材開発本部）
　　　　　関西ハイパーテクノポート
　　　　　浦川�幸司（代表者）
　　　　　☎078-940-4610
【概　要】
　接続端子函の施工方法について、関連技
術資料の記載内容では、側壁部および端末
箇所のシーリングの取付位置や長さの規定
等について解り難い記載となっているため
施工性が悪く、規格を確保できない恐れが
あります。
　現行の施工方法では、以下の問題点があ
りました。
①シーリングを ｢縦向き（５cm幅）｣ で切
断しなければならず、施工性が悪い
②４号シーリングの厚み・幅が明確でない
ため、ノズルになじませることが困難で
あり、防水性が担保できない恐れがある
③巻き付けた４号シーリングがはみ出ない

UOT-Pクロージャ内のテープ心線識別部材取付方法の改善
＊提案者：西部電気工業㈱
　　　　　NTT事業本部　技術センタ
　　　　　澁谷�祐平
　　　　　☎092-418-3197
【概　要】
　WBZケーブルの地下配区間への適用拡
大に伴い、地下配線光クロージャの施工方
法が変更となり、間欠テープ心線の単心分
離時にテープ心線識別部材を取り付けるよ
うになりました。
　UOT-Pクロージャでは、収納されてい
るトレイから心線を取り出し、テープ心線
識別部材取付後に再度、トレイ３枚へ分け
て心線を収納する必要があったため時間が
かかりました。
　また他のクロージャに比べ、テープ心線
識別部材の取付範囲が狭いことから取付け
時に他の心線を過度に曲げてしまう等のリ
スクが大きい状態でした。
　そこで、UOT-P新設時にテープ心線識別
部材の先行取付けを行うこととしました。
【効　果】
⑴施工時間の短縮
　　提案工法により、引き通し箇所では約
240秒、端末箇所では、約190秒の時間

削減につながりました。
⑵作業性の向上
　　UOT-P新設時にテープ心線識別部材
を取り付けることで、クロージャ輻輳前
にテープ心線識別部材取付作業が完了す

②４号シーリングの厚さ・幅を明確にする
ことで、ノズルに沿った成形が容易と
なったことによる施工性向上
③４cm幅の成形により、２号保護用PVC
テープを５cm幅に巻き付けることが容
易となり、４号シーリングがはみ出さな
くなったことで劣化抑制による品質向上
を実現

施工性・品質向上を図った工法

②成形が容易 ③5cm 幅の巻付けが容易に

① 使用材料の削減

るため、施工性が向上します。
　　また心線切断等のリスクを減らすこと
ができます。

図１　地下配線光クロージャの心線識別部材取付範囲

図２　提案工法作業手順
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【効　果】
⑴故障発生の抑制
　　シャトルが切裂き部へ突き刺さる事象
が減りました。

⑵作業時間
　　１カ所当たり31秒の施工時間がかか
りますが、通線作業時の手戻り作業をな
くすことができました。

ケーブル保護用ネットの梱包形態の変更による改善
＊提案者：西部電気工業㈱
　　　　　NTT事業本部　技術センタ
　　　　　岩﨑�拓哉
　　　　　☎092-418-3197
【概　要】
　75㎜管路区間において、ケーブル保護用
可とう管が適用できない箇所に光ケーブル
を多条敷設する場合はケーブル保護用ネッ
トを使用し、管路行き詰りを解消します。
　ケーブル保護用ネットの注文数量により
梱包方法は異なっています。
　段ボールに梱包された保護用ネットを敷
設すると、絡まりや撚りが入りやすく、そ
のつど作業が止まったり、ケーブル保護用
ネットの引き戻しが発生し、作業者の負担
となっていました。
　そこで、注文数量に関わらず、梱包方法
を段ボールからドラム巻きに変更し、作業

の効率化を図りました。
【効　果】
⑴作業時間の短縮
　　当社検証設備を使用し検証を行った結
果、段ボール梱包よりドラム巻きのほう

が作業時間の削減につながりました。
⑵作業性の向上
　　ドラム巻きに変更したことで、絡まり
づらく、撚りが入りづらくなったことに
より作業性が向上しました。

一束化区間における自己支持型ケーブル切裂き部施工方法の改善
＊提案者：西部電気工業㈱　
　　　　　NTT事業本部　技術センタ
　　　　　髙橋�裕平　　
　　　　　☎092-418-3197
【概　要】
　ラッシングロッド取付けのあるSSケー
ブルが一束化される場合は、ラッシング
ロッドを取り外して一束化を行います（図
１）。
　通線作業時にシャトルランナーのシャト
ル先端が、切裂き部に突き刺さることがあ
り通線作業の妨げとなります（図２）。
　SSケーブルの切裂き部長が60cm以下で
等間隔になるように２ホゴにより固定しま
す（図３）。

鉄塔上に設置する屋外装置の絶縁材料のコスト削減
＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　東　康司　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　鉄塔上に設置する屋外無線装置は、雷害
対策の要件を満たす絶縁取付材料としてポ
ストがいしを用いていました。
　ポストがいしが必須となる鉄塔主構造体
への直接取付けと、装置取付架台等を設置
した上で屋外無線装置取付けを行う場合を
区別化することで、後者への絶縁材料を絶
縁ブッシングとすることを考案しました。

【特　徴】【効　果】
◆材料費の削減＜装置１台あたり
4,354円削減＞
　ポストがいし（ハイパーブッシング）
　　￥1,206×４� ￥4,824
　絶縁ブッシング［１組４個］� ￥470
　※�１工事あたり３台程度が標準のた
め13,062円削減

ポストがいしによる設置

絶縁ブッシングによる設置
ブッシング

現状

提案

図１　一束化される場合 図２　シャトル先端が突き刺さった状態

６０ｃｍ ６０ｃｍ

２ホゴ

半重ね１往復巻き

５ｃｍ

図３　切裂き部長120㎝の出来形

図１　梱包方法の統一
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５Ｇ導入時の屋外用分電盤取替のコスト削減
＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　阪井�寛幸　　　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　５Ｇ追加工程においては、既設の光分岐
機能付屋外用分電盤（４心４分岐）より
SRE複合BOX８心６分岐へ取り替える方
針となっています。
　開空間のAC基地局構成として、近年の
計画では、3.5Ｇ＋3.4Ｇ�or�3.5Ｇ＋3.7Ｇが
主流で10Aが最適です。
　そこで既設の光分岐機能付屋外用分電盤
（４心４分岐）を活用しつつ、５Ｇ追加工
程に対応可能なELBへ変更することを考
案しました。

【特　徴】
　SRE屋外複合BOXごとの取替
えから、内部のブレーカ（NFB⇒
ELB）のみの取替えとすること
で、材料費ならびに工程費を大幅
に削減できます。
　１工事あたり：▲133,100円
　また、接続変更もブレーカの１
次・２次側の電力ケーブル
のみとなり、作業時間も短縮でき
ます。

アースウインド増設時の接地線径変更によるコスト削減
＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　島村�大輔　　　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　現在、アースウインドを設置する際の接
地線径は単価契約工程（602IV×１）に基
づき、設置場所や新設・増設に関わらず
602IV×１を設計・施工しています。
　しかし、アースウインドを増設する際
（基準接地点となる箇所へ接続している
アースウインドが既設である場合）は、既
設アースウインドへ接地線を接続すること
となります。
　そこで、アースウインドを増設する際の
接地線径を142IV×１に変更することを考
案しました。

（※雷害対策マニュアル規程編
13.0版3.4.1⑷参考）

「接地バーはポストがいしで絶
縁固定し、IV14以上で地上の
基準接地点となる接地ボックス
もしくは接地バーに接続する。」

【特　徴】
　接地線径を602IVから142IVへ
変更する事により材料費を削減で
きます。
　１工程あたり：▲577円
※今後、５Ｇ導入工程による装置
地上置きが増加することにより
アースウインドを増設する工程
が増加する事が予測されます。

時刻網３分配器の絶縁方法改善によるコスト削減
＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　笠　伸矢　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　時刻網工事で使用する３分配器は、テツ
ガの取付棚上へ設置しています。
　雷害対策として棚板と絶縁する必要があ
り、棚板にベークライト板を設置します
が、取付ビス・３分配器・棚板それぞれが
接触しないよう大きいサイズを使用してい
ます。
　取付ビスを絶縁のレニーねじとすること
で、ベークライト板を小型化することを考
案しました。

【特　徴】【効　果】
◆施工費の削減＜３分配器１台あたり
7,110円削減＞
　（現状）ベークライト板
　　　　（600㎜×200㎜）� ￥9,550
　（提案）ベークライト板
　　　　（50㎜×40㎜）
　　　　　＋レニーねじ� ￥2,440

【既設】
光分岐機能付屋外用分電盤
（ ）

【提案内容】ブレーカ取替
NE52C⇒GE52Cへ取替
※形状サイズは同一

【既設】
光分岐機能付屋外用分電盤内部
（AG-W6862-19-SPJ）
採用ブレーカ︓

× ×

【提 案】

×

×

２ ×

既設 ⇨増設⇨増設

２ ×

既設ｱｰｽｳイﾝﾄﾞ

増設ｱｰｽｳイﾝﾄﾞ

【提案】

【現状】

ベークライト板 ㎜× ㎜

ベークライト板 ㎜× ㎜ ＋レニーねじ

現状

提案

ベークライト板 少し浮かして取付このビス 裏側 が棚板と接触しないよう

絶縁レニーねじで３分配器・ベークライト板・棚板を一括固定
ベークライト板を３分配器と棚が接触する箇所のみで小型化
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５Ｇ導入に伴う伝送装置間の架内光コード開発

５Ｇ導入に伴う共用器用アースバーの作成

＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部　　　　
　　　　　栗原�靖弘　　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　５Ｇ導入に伴い、AR網構成の伝送装置
間配線に使用するGIメガネコード（クロ
ス）0.8ｍを開発しました。
　現状の工程では３ｍの光コードしか仕様
がなく余長処理に苦慮していましたが、開
発品を使用する事で余長処理の削減と、材
料費のコスト削減を図りました。

＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　小原�祐一　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　同軸給電線は外部導体を接地する必要が
あり、アース線接続しています。
　同一装置で複数系統ある場合は１系統に
集約してからアースウインドウまで配線し
ており、５Ｇ導入に伴い設置されるマクロ
共用器では、２系統間をアース線でマルチ
接続して集約していました。　
　マクロ共用器の同軸給電線２系統の距離
間にあわせた専用アースバーを作成するこ
とで、工数および施工稼働を削減すること
を考案しました。

【特　徴】【効　果】
◆施工費の削減＜共用器１台あたり
500円削減＞
　（現状）アース線接続
� 　　¥40,200
　（提案）アースバー接続
� 　¥39,700

収容函内整流器架台の開発
＊提案者：㈱SYSKEN
　　　　　キャリアビジネス本部
　　　　　モバイルビジネス部
　　　　　岡原�好太　　　　
　　　　　☎096-234-7797
【概　要】
　小型収容箱（１Ｃ函）には整流器用架台
があり、その上に整流器を設置していま
す。
　近年の新型整流器へ取替えの際、整流器
のみ撤去し、メーカ取付金物を架台の上に
横渡しし、新型整流器を設置しています。
一部メーカの年式の古い１Ｃ函は現行品と
間隔が違い、メーカ取付金物が収まらず、
整流器用架台をいったん外し、現地で穴あ
け加工していました。
　そこで新型整流器用架台を開発し、既設
整流器用架台と取り替えるだけでスムーズ

な整流器設置とすることを考案しま
した。
【特　徴】【効　果】
◆施工費の削減＜500円削減＞
　（現状）�既設整流器架台�現地穴あ

け施工費� 　￥40,200
　（提案）新型整流器用架台�取替費
（材料込）�   ￥39,700
◆現地穴あけの危険な作業を減ら
し、切替時間も短縮

（提案）メガネコードによる接続

（現状）光コードによる接続
【提案】

アース線による接続

マクロ共用器用アースバーによる接続

現状

提案

アース線による接続

アースバーによる接続

既設整流器架台 現地穴あけ

新型整流器用架台 取替

現状

提案

ドリルによる穴開け加工が必要

メーカ取付
金物
の干渉

架下配線スペースにも
余裕が出る

新型整流器用架台へ取替
現行の 函と等しい穴間で

今後の開発整流器でも穴あけ不要

架下配線のス
ペースが狭い

【効　果】
◆材料費と労務費が削減されます。
　（１工事当たり：－2,000円）
◆余長処理の必要がなくなるため施
工効率も向上します。



12 Raisers 2021. 9

20212021

プラスチックストリッパNEOの開発
＊提案者：㈱TTK
　　　　　NTT事業本部
　　　　　エキスパートセンタ
　　　　　三浦�将希
　　　　　☎022-297-5016
【概　要】
　 従 来 、光 フ ァ イ バ 心 線（ 0 . 2 5 /
0.5/0.9mm）を２つのストリッパを使用し
除去してきましたが現場の声に応え被覆除
去を１つで行える工具を開発しました。
【効　果】
　ストリッパを持ち替えすることがなくな
り、従来と比べて作業時間が約50％短縮
となり、施工性が向上します。

AO・RTB突出し工法の適用拡大
＊提案者：㈱TTK
　　　　　NTT事業本部�福島支店
　　　　　吉澤�康高
　　　　　☎022-297-5016
【概　要】
　「AO・RTB突き出し工法」の適用につ
いて、電柱が線路に対し、垂直方向へ移設
した場合は工法が適用できず、ケーブル張
替えを行っていましたが、使用する材料の
種類を増やすことにより、適用範囲を拡大
する工法を提案しました。
【効　果】
　ケーブル移架が可能となり、ケーブル張
替工事を抑制し、施工コストが大幅に削減
されます。

地下メタルケーブルの端末処理方法の改善
＊提案者：㈱TTK
　　　　　NTT事業本部�福島支店
　　　　　㈲五十嵐通信工業
　　　　　五十嵐�力一
　　　　　☎022-297-5016
【概　要】
　地下メタル下部ケーブル撤去時の端末処
理において、PEスリーブと綿テープを使
用していましたが既設PATコネクタ・PE
スリーブを有効活用する工法を提案しまし
た。
【効　果】
　材料費が削減され、施工性が向上しま
す。

50対あたりで現行と本提案を比較
既設接続形態 材料費（円） 作業時間（分）

①10P-PAT 18.3円の削減 ５分30秒の短縮

②手ひねりはんだ上げ 21.9円の削減 ２分30秒の短縮
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SM型光ファイバHSケーブルにおけるボンド線固定方法の改善
＊提案者：㈱つうけん
　　　　　人材開発部
　　　　　藤井�孝之
　　　　　☎0133-75-1160
【概　要】
　SM型光ファイバHSケーブルの電流を導
通させるアルミテープボンド接続用ボンド
線の引き通し箇所・相互接続箇所における
取付方法は、ケーブル相互のアース接続と
なっており、支持体に対して、２～４カ所
２号保護用PVCテープ３回巻きで固定し
ていました。
　しかし、本工程は
・支持体とフレームの隙間が狭く、固定に
時間を要する。
・心線が保護テープに張り付き、故障リス
クがある。
・雨天時や手の皮脂によりテープの粘着力
が低下する。
といった問題点がありました。

　そこで、ケーブル相互のアース接続か
ら、筐体アース端子の接続に変更すること
で、施工効率の向上、故障リスクの低減等
を図りました。
【特　徴】
・支持体への固定が不要となり、施工効率
が向上

図１　従来の固定方法と提案の固定方法

・「接着樹脂の剥離」「心線の損傷」「現用
回線の瞬断」等のリスクを低減
・固定方法を筐体アース端子への接続に統
一することで、
　現場や検査等での混乱が解消
・西日本の工法に合わせることで、東西工
法差分を解消

光引留め工法のリング中通し工法への適用拡大
＊提案者：㈱TTK
　　　　　NTT事業本部�工事管理部
　　　　　富樫�立
　　　　　☎022-297-5016
【概　要】
　支持線径2.3mmおよび2.6mmの光ケーブ
ルを中通しする際の引留め方法が形態に
よって異なり、引留め物品が違うため、引
留め物品の統一を図り、光ファイバケーブ
ル引留め工法の適用拡大する工法を提案し
ました。
【効　果】
　アースクランプを使用する事で引留め物
品の選定誤りが無くなると共に、材料費が
約１／３に削減されます。


