2022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
2022年度SKY選奨案件について、第364回理事会・運営幹事会（2022.5.11）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。
細径鋼管柱用２Ｂバンドの開発
【特

＊提案者：エクシオグループ㈱

徴】

②フック可動部を広くしたことで、細径鋼
管柱におけるフックが調整穴に届くよう

①バンド部に調整穴を増やしたことで、バ

安全品質管理本部
技術開発センタ

ンドそのものを曲がりやすく改良を施し

富田哲也

ました。

に改良を施しました。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-5778-1303
【概

要】

現行の２号Ｂ自在バンドは細径鋼管柱に
取り付ける際に、①ベルト部が曲がりにく
い、②フック可動域が狭く、調整穴に届か
ないなどの問題があるため、①ベルト部に
穴を増やし曲がりやすくし、②フック可動
域を増やすことで調節穴にフックがかから
ない問題を解決し、作業性を向上させまし
た。

ドリリング不要アルミ二重床へのステップ取付金物の考案
＊提案者：エクシオグループ㈱

ト調査も必須でした。アスベストの調査に

ネットワークエンジニアリング

よるコスト増加、施工期間増加等が生じて

本部

いました。

【特

スト調査も不要となり、作業時間の短縮
を図ることも可能としました。

さらに、ステップの未設置期間も発生し

松島良平
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

徴】

●ドリリングを不要とすることで、アスベ

昇降時の安全性に課題がありました。

●アルミ二重床の手摺取付レールを利用し

本工法では、アルミ二重床側面への取付

Ｌ型金物の取付けをすることで、使用す

けが容易で、かつドリリングが不要なこと

る工具類もドライバー・スパナの２種類

これまでアルミ二重床へステップを設置

から、アルミ二重床側面に、どこでも取付

のみとし、特別な作業技術が不要で手慣

する工事では、ステップを固定させるた

けが可能となり、誰でも昇降用ステップが

れていない方でも取付け可能としまし

め、床へのドリリングが必要で、アスベス

容易に設置できます。

た。

☎03-5778-1303
【概

要】

これまでアルミ二重床へステップを設置する工事では、
ステップを固定させるため、床へのドリリングが必要で、
アスベスト調査も必須でした。
アスベストの再調査によるコストの増加、施工期間増加等
が生じていました。

本工法では、アルミ二重床側面への取付けが容易で、かつドリ
リングが不要なことから、アルミ二重床側面に、どこでも取付け
が可能となり、誰でも昇降用ステップが容易に設置できます。
・施工期間及び費用を大幅に削減
・本金具は、スチール製ステップにも取付可能
Step1

Step2

Step3

アンカーボルト用に
ドリリングが必要

【Step1】：アルミステップにＬ型金物を取付け
【Step2】：アルミステップ（Ｌ型金物付）を手摺取付レーンに取付け・固定
【Step3】：テープ等により注意喚起等、安全対策を実施し完了

現
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行

提

案

GPL用無線装置側面設置取付金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱

類を用意しました。
【特

ドコモ事業本部

に装置２台設置、または取付時は装置１台
で将来用に１台分のスペース確保）を使用

従来から使用されているRREの他、最

していましたが、１台設置用を設けた事

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

新の35G-RRE装置等も取付可能になって

で、基地局状況に応じた多様なパターンに

☎03-6275-1407

います。

対応可能になりました。

足立直樹

【概

徴】

今までは２台設置用の取付金物（取付時

要】

GPL柱に無線装置を取り付ける場合、
コンサルマニュアルに従いフルバンド局で
は側面設置で取り付けています。
取り付ける装置は従来から使用されてい
る２Ｇ等のRRE装置から35G-RRE装置ま
で、現在は多種多様な無線装置があり弊社
では取り付ける装置に応じた金物製作をそ
の都度メーカに依頼し購入していました。
開発品は１種類の金物で従来より使用さ
れている装置から最新装置まで取付けでき

開発品

る構造で、１台設置用と２台設置用の２種

装置を取付した状態

給電線アースキット（SKE）の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
田村

誠

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

バーを使用できるので作業が行い易くな

ています。
・編組線の巻付け終端側の爪の向きを外側

ります。
・端子取付部をやや下向き方向にした構造
により、アース線が膨らみ難いようにし

にした構造により、巻付け終了時の固定
が引っ掛け易くなります。

☎03-6275-1411
【概

要】

給 電 線 ア ー ス 接 続 材 料 と し て 、主 に
UEK2アースキット（LC10～LC20用）を
使用しています。
電気的性能は変わらず、小型で安価な給
電線アースキットを㈱サンコーシャおよび
㈱敬相と共同開発しました。
【特

提案品

徴】

多数の給電線が敷設されている同じ位置
でアースキットを取り付けると占有場所が
広がります。提案品は現行品と比較して小

現行品

現行品のアースキット

型なので占有場所を縮小できます。
・端 子取付ねじの締付は通常の＋ドライ

GPL用結合器取付金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱

方法より、柱に対し結合器を一方向に集

・１つのベース金物に取付けできる結合器

ドコモ事業本部

められるようになり、昇降時の支障が低

が増えるので、IBTバンド・ベース金物

品川太陽

減でき、昇降時の人身転落事故や結合

の取付けを減らせるため、高所での取付

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

器・ケーブルの損傷防止になります。

作業が減ります。

☎045-985-7681
【現

状】

GPL局の柱に無線装置（結合器）を設
置する場合、過去のVE採用品の金物を使
用していますが、多周波数化により結合器
の取付数が増えており、現行品の取付金物
の使用は柱周囲の場所を占有してしまい、
施工やその後の保守作業において昇降に支
障があります。
【特

徴】

従来金物での施工方法

提案金物での施工方法

・提案品は結合器を側面方向に向けた取付
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新型フルハーネス対応空調服の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
堀本 外居

能をまったく阻害しません。また、空調

維持できます。
・フルハーネスの下に空調服を着用するの
で、キーロックやフルハーネスの安全機

服を着用した状態で安全装具を目視確認
できるので安全です。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1411
【現

スペーサ（背中部分）

状】

熱中症対策の１つとして、空調服を使用

スペーサ
（胸部分）

しています。

スペーサ
（背中部分）

スペーサ
（胸部分）

しかし空調服の上にフルハーネスの安全
帯を装着すると服の中の空気の流れが阻害
され、本来の機能が発揮できません。
【特

スペーサ（胸部分）

徴】

・空調服の内側にスペーサを装着する構造
により、フルハーネスのベルトが身体を
締め付けても空気の流れが確保できるよ
うになっており、空調服としての機能が

INS-1/MCS-8テツガ棚板の提案
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
足立 直樹
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

製品に改良しました。
【特

徴】

定・配線が容易になり、作業効率の上昇
にもつながる棚板を開発しました。

・前 部と後部に横スリットを追加と縦ス
リットを増やした事により、装置の固

・現行で使用している棚板より価格が安価
です。

☎03-6275-1407
【概

要】

INS-1鉄架用の棚板としては、VE全国
紹介品を使用していますが縦方向のスリッ
トのみで本数も少なく、配線や機器固定の
際に適当なスリットを使用できませんでし
た。また架と固定する位置より前面に棚が
飛び出す構造が庇のようになって、他の棚
などの操作性・作業性が悪くなっていたの
を改良しました。

現行品：ＩＮＳ－１用棚板

MCS-8鉄架用の棚板は、同メーカに既

提案品：ＩＮＳ－１用棚板

製品が存在していましたが、さらに安価な

LC8用電動端末加工具の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
堀田 秀実

【特

徴】

・規定寸法通りに各部の加工が一連で行え

・LC8給電線の端末加工時間を短縮できま

て、手動工具よりも高い精度の加工がで
きます。

す。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1416
【概

要】

LC同軸給電線にコネクタを取り付ける
場合、最初にLC給電線の外被を剥き、次
に外部導体を規定位置で専用パイプカッ
ターで切断します。絶縁体をカッターで切
り込んで除去し、次に専用突き出しゲージ
を嵌めて中心導体を規定の長さで切断しま
す。その後コネクタを組立てしています。
今回、規程長でケーブル外被を剥ぎ、外
部導体・絶縁体の切断、中心導体の切断作
業を自動に一連で加工できるLC8専用の電
動端末加工具を開発しました。
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加工具と電動ドリル

加工中の様子

BS-4001SRU（分離型）取付金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部



・取付けが容易なので時間制約のある工事
で作業時間の短縮ができ、オーナー等の

立会い者の拘束時間や負担の軽減も期待
できます。

IMCS建設部門チーム
☎03-6275-5907
【概

要】

BS-4001SRU（分離型）装置を設置す
る場合、専用の取付金物がないため新たに
取付金物を開発する必要がありました。
吊りボルトへの設置、ダクターレールへ
の垂直設置、および水平取付けが可能な取
付金物を開発しました。
【特

徴】

・吊りボルトへの設置、ダクターレールへ
の設置、および垂直・水平取付の取付け
がこの１種類で可能になるため、取付方

開発品

使用状況

法を迷わずに使用することができます。

小型８分岐分電盤のコスト削減
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部

・鋼板をフラット化したことで加工工程を

・JISC8480に可能な限り準拠した性能が
担保できます。

削減し、コスト削減を図りました。

川野 和昭
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1407
【概

要】

RD局に使用する８分岐分電盤として他
メーカ製の製品を使用しています。
今回新たに開発した分岐盤は、現行品と
比較して軽量化に加え、コスト削減を図る
ことも可能です。
【特

徴】

・筐 体材質をZAMから鋼板に変更するこ
とで、重量の軽減をすることができまし

開発品前面

開発品背面
※製品版は塗装

た。

カラーブーツコネクタ付コード集合型光ケーブルの開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部

型コネクタブーツは単一色（藤色）になり

に印刷されますので同色のコネクタブーツ

ます。心線番号は従来と同様にコード外被

が存在しても心線の区別可能です。

ＳＣコネクタ

ＬＣコネクタ

川野 和昭
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1407
【現

状】

コード集合型光ケーブルはVE採用品を
使用しています。
工事で使用されるコード集合型光ケーブ
ルのコネクタブーツ部分は特に色指定はな
く、ケーブルメーカの標準色です。
【特

徴】

注文時に指定することで任意の心線に給
電線で使用するセクタ色（白・黄・緑・赤・
青・橙）と同色のコネクタブーツ（SC型
およびLC型）が選択可能です。ブーツ色
による心線ごとのセクタ識別ができるの
で、接続・抜去時の作業が従来ケーブルの
単一色より安全かつ確実に行えます。MU

心線番号
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５Ｇ用24分岐分電盤の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
川原 章朗

れば５Ｇ設備の構築を適切に行えるように

事で、作業の効率化と施工品質の一定化が

なります。

見込めます。

また出力端子に差込式端子台を採用した

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1407
【現

状】

５Ｇ設備構築に伴い50Ａのヒューズが
必要になりますが、現行品直流分岐箱は
30Ａのヒューズ容量までしか対応してい
ないため、５Ｇ設備の構築ができません。
また分電盤下部の入力ケーブルのスペー
スが小さく、ケーブルハルタもないため作

開発品

現行品
現行品のヒューズは
３０Ａまでですので、
５０Ａのヒューズを
必要とする５Ｇ設備
の構築ができません
でした。
スペースが小さく、
ケーブルハルタもない

業がしづらく、効率的に作業できません。
【効

提案品では５０
Ａのヒューズを
使用することが
可能ですので、
５Ｇ設備の構築
の際にも問題な
く使用可能です。

果】

50Ａのヒューズ容量に対応した24分岐
分電盤を開発しました。本提案品を使用す

改良アースバーの提案
＊提案者：エクシオグループ㈱

じる場合がありましたが、開発品はその制

バーの取替えや２段積が容易に行えるよう

ドコモ事業本部

限が減少します。また開発品は過去VE採

になり、施工性が広がります。

堀田 秀実

用品と同じ間隔に戻したので、既設アース

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1416
【現

状】

60ｓｑ
×4

移動無線で使用するアースバーとして
は、VE採用品を使用しています。
【特

14ｓｑ
×12

徴】

・現 行品がアース分岐数28系統に対し、
開発品は２系統多い30系統を有してい
ます。

5.5ｓｑ
×10

・アースバーの全長は現行品と同じ400mm
ですが、固定間隔を370mmから過去の

60ｓｑ
×4

VE採用品と同じ203mmに短縮しまし
た。
現行品アースバーは固定間隔が広いので

現行品アースバー

開発品アースバー

上下間隔の狭い架台への取付けに制限が生

小型軽量化したGPL用８波共用器側面設置金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
竹本 祐輝

８波共用器にも使用が可能です。
・構造がシンプル・コンパクトなので、軽
量で受風面積が小さいです。これにより

高所での取付作業性や昇降性が優れ、
GPL柱への構造的な負荷が軽減できま
す。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎045-985-7681
【概

要】

GPL柱に８波共用器を取付けする場合、

この面側にも同様に取付可能

VE採用品やドコモ様・アンテナメーカ様
が指定・推奨する金物は存在していません。
そこで構造をシンプルかつコンパクトに
した安価な「GPL用８波共用器側面設置
金物」を開発しました。
【特

徴】

・注文時に共用器メーカを指定することで、
コムスコープ製・電気興業製のどちらの

14
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開発品金物（電気興業用）

外被色識別した5D-2Wケーブルのコスト削減
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
堀田秀実
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1416
【概

ケーブル外被色自体を変えた5D-2Wケー
ブルを開発しました。
【特

徴】

品以上の作業性向上が見込めます。
・新規開発によりコネクタ単体の周波数範
囲が現行品より広帯域となっており、基

・ケーブル外被色での識別が可能なので、

地局品質の向上が期待できます。

どこの位置でも確実な識別が行え、現行

要】

IMCS工事では現在MOF～ANT間に使
用するコネクタ付き同軸ケーブル（5D2W）はVE採用製品を使用しています。
この同軸ケーブルはコネクタ付近にある
色付きのチューブ（黒・黄色）によって系
統識別が可能となっています。

開発品

現行品

さらに系統識別を容易にするために、

５Ｇ用12分岐分電盤の開発
（GPLなどの小規模局）、この開発品に

・また出力端子に差込式端子台を採用した

ドコモ事業本部

よりコンパクトな設置スペースと安価な

事で、作業の効率化と施工品質の一定化

川原章朗

構築が可能になります。

が見込めます。

＊提案者：エクシオグループ㈱

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1407
【現

状】

５Ｇ設備の構築に伴い50Ａのヒューズ
が必要となってきますが、現行品直流分岐
箱は30Ａのヒューズ容量までしか対応し
ていないため、５Ｇ設備の構築ができませ
ん。
VE採用品には24分岐分電盤があります
が、GPL局等の小規模局で使用するには
分岐数がオーバースペックであり、コスト
面や設置スペース面で適正でありませんで
した。
【特

徴】

外観

・2 4 分 岐 で は オ ー バ ー ス ペ ッ ク の 場 合

内部

Ｎ社製５G（28G）アンテナ一体型SRU無線装置用金具の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
堀田秀実
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

ナ一体型SRU無線装置用金具を開発しま

40Ａ～400Ａの範囲内で取付け可能、か

した。

つ日東工業製PMCポール取付金具より

【特

徴】

・金 具構造を２種類開発して、ポール径

安価で建築基準法の耐風圧強度を有する
金具です。

☎03-6275-1416
【概

要】

Ｎ社製５G（28G）アンテナ一体型SRU
装置のポール取付けについては、取扱説明
書に日東工業製汎用品のポール取付金具
（PMC）の使用が記載されていますが、40
Ａポールには十分な支持ができません。
VE採用品に他装置用の取付金具があり
ますが、本装置を取付けするならば追加で
穴明け加工が必要です。
そこで40Ａポールにも十分な支持力が
あって安価な、Ｎ社製５G（28G）アンテ

【開発品Ａ】
（40Ａ～90Ａ用）

【開発品Ｂ】
（90Ａ～400Ａ用）
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屋内アンテナ取付金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
稲葉 敏樹
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

業時間が短縮し、脚立作業時も安定して

・現行品より安価なため、コスト削減にな
ります。

作業可能です。
・工具やビスを使用しないため、落下物や
物の紛失のリスクが軽減されます。

・ク リップを２つ使用し、耐荷重が10kg
以上あるため、強固に取付けできます。

☎03-6275-1398
【概

要】

現行品はアンテナ取付金物を取り付ける
際、金具を吊りボルトを挟み込みビスで固
定する方法です。工具を使用しビスの締め
付けを行うので、暗く狭い環境だと作業効
率が悪く労力がかかっていました。
そこで吊りボルトへの取付部を、ワン
タッチで開閉するクリップにしたアンテナ
取付金物を開発しました。
【特

徴】

現行品

・片手でも容易に取付けができるため、作

開発品

HSU装置取付架台の提案
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
（㈱エクシオテック）
吉川

【特

徴】

開発しました。どちらも架台上部に光・電

HSU（RF出力装置）搭載可能数が２台
または１台で２サイズの自立型取付架台を

力一体盤等が設置できるスペースが設けて
あります。

堅

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-5907
【現

状】

MD局で使用するHSU（RF出力装置）
は、特に決まった設置方法はありませんで
した。HSU（RF出力装置）はラックに搭
載するような形状ではなく、また比較的大
型で重量があります。よって借室や比較的
広いPS室などに設置する事が多いですが、
オーナーからスペースを借用する事にな
る、他設備も設置される事などから、なる
べく狭小なスペースに設置できる事が求め
られています。

正面から撮影

左寄りから撮影

右寄りから撮影

IMCS用UPD-4000結合器取付プレートの提案
＊提案者：エクシオグループ㈱

・縦向き・横向きのどちらにも取付けが可

ドコモ事業本部

能なので、設置スペースに合った取付け

渡部

が可能です。

慧

・工法の統一化ができるので、発注や施工
スピードの向上が見込めます。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-5907
【現

状】

IMCSでは結合器を使用する事が多く、
その設置場所は天井裏などの施工環境が悪
い場所もあり、施工時間を要しています。
取付けの際に金属の部材を使用すれば絶
縁ブッシングが必要となる場合もあり、不
慣れな作業者であれば、絶縁ブッシングを
入れ忘れ、落下、紛失する場合もあります。
【特

徴】

結合器横付け

・取 付プレートを絶縁素材であるPVC樹
脂製にしたので、絶縁ブッシングが不要
です。
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開発品（組立前）

結合器縦付け

小容量刷毛付ローバル缶の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
堀江 琢磨
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

た際の飛散リスクが低減します。

缶」を開発しました。
【特

徴】

・蓋部分に刷毛が取り付けてあるので、別

・小型小容量化したことにより、鉄塔上等
への持ち運びが容易になり、万一こぼし

途刷毛を用意する手間や保管が省けま
す。

☎0258-61-4351
【概

要】

屋外で使用するめっき鋼材を現場加工す
る際に、切断面の防錆を目的とした塗料に
ローバル（製品名）を使用しています。
使用する際には刷毛を別途用意する必要
があり、少量の使用の際には持ち運びを容
易にするため別容器に移し替える手間や移
し替えたことによるローバルのロス、使用
後の刷毛の洗浄が発生していました。

外観

今回、小容量な小型・軽量・蓋裏部分に
刷毛を取付けした「小容量刷毛付ローバル

開栓

BU（RF光伝送装置）取付け用Ｌ型サポートアングルの開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
（㈱エクシオテック）
湊

大輔

【特

徴】

事ができます。

・提 案品を使用する事によりBU底面とＬ

BU背面側が自重により下がる事が防止

型サポートアングル表面との間を密着で

でき、前面ブラケット部に無理な荷重が掛

き、BUの荷重（自重）を適切に受ける

かりません。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-5907
【概

要】

BU（RF光伝送装置ベースユニット）を
日東工業製19インチラックに取り付ける
場合、マニュアルで指示されているブラ
ケットとＬ型サポートアングルを用いて取
り付けますが、日東工業製Ｌ型サポートア
ングルを使用するとBU底面とＬ型サポー
トアングル表面との間に隙間が生じてしま
います。

隙間なく設置可能

隙間が発生

そこで、BU底面との間に隙間が生じな

現行品使用時

いＬ型サポートアングルを開発しました。

開発品使用時

５Ｇ対応FHM分配装置19インチラック用マウント金物の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
（㈱エクシオテック）
湊

大輔

5GFHM 19インチラック用マウント金物を
【特

ントレール間隔450mmに装置搭載が可
能になります。

開発しました。
徴】

・装置後方側もマウントレールに固定でき

・開発品は支給品では取付けできないマウ

ます。

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-5907
【概

要】

IMCSで使用している19インチラックに
5GFHM分配装置を搭載する場合、別途用
意されている支給品ブラケットはマウント
レール間隔500mm・550mm・600mmのみ
の対応となっています。19インチラック
の標準マウントレール間隔は450mmであ
り、支給品のブラケットを使用した取付け
が不可能になっています。
そのため、IMCSで使用している19イン
チラックに本装置を取付けする事ができる

開発品

使用状況

17

2022
Ｆ社製アンテナ一体型SRU装置ポール取付金具の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱

そこで安価で回転方向に対しても建築基

ル金具と比較して安価で強度が確認できて

ドコモ事業本部

準法の耐風圧強度を有する取付金具を開発

いるので安心して使用できます。２台用

堀田 秀実

しました。

は、２装置を横並びにポール取付けが可能

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1416
【概

【特

徴】

になり、同一場所への２装置の設置が可能

１台用はVE採用品、およびPMC型ポー

です。

要】

Ｆ社製アンテナ一体型SRU装置のポー
ルへの取付けは、取扱説明書に日東工業製
汎用品のポール取付金具（PMC）の使用
が記載されています。ただし40Ａポール
用については、別途VE採用された金物が
存在します。
このポール取付金具（PMC）について
は、垂直の耐荷重については公表されてい
ますが、ポールを支点にした回転方向の耐

開発品Ａ（一台用）

開発品Ｂ（二台用）

荷重は明らかになっていません。

パラペットスタンションの開発
＊提案者：エクシオグループ㈱

が図られ、少人数の作業班でも運搬・取付

るので、さまざまなパラペットタイプ（形

ドコモ事業本部

けがしやすくなりました。また、現行品に

状）に対応できるようになりました。

田村

ないパラペットのあご部の高さを調整でき

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

可変できる

☎03-6275-1411
要】

可変できない

【概

可変できない

誠

ビル屋上などでの墜落事故防止の対策と
して、「パラペットスタンション」が用い
られています。以前よりは軽量化が図られ
てきていますが、それでも重量があり少人

現行品

可変できる

数の作業班にとっては、設置を困難にして
いる要因の１つになっています。
また、パラペットタイプ（形状）によっ

開発品

て取付けできない場合もあり、安全対策に
苦慮しています。
【特

徴】

現行品7.7kgから開発品6.6kgへと軽量化

取付状況

工事対象テープの提案
＊提案者：エクシオグループ㈱

続部分に「対象」と表記された表示テープ

り作業対象物（箇所）が明確になり、誤撤

ドコモ事業本部

を貼付（単独、または他の表示テープと兼

去・誤接続・誤抜去等の設備事故防止の対

八子

用）する事により、従来の表記方法のみよ

策が図れます。

収

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-1411
【概

要】

工事中は装置等に「現用」「工事中」「撤
去」と表示されたテープを作業対象物に貼
付し、接触事故や工事の対象装置・接続箇
所等を明確にする注意喚起を行っていま
す。
今回、現状の使用している３種類の表示
テープに加え、「対象」と表示したテープ
を開発しました。
【特

徴】

取替作業等の事前準備に、対象装置や接
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開発品

使用状況

５Ｇアンテナ分離型装置用ZAM架台ハルタの開発
＊提案者：エクシオグループ㈱

徴】

状況により着工前後でも変更になる事があ
り、開発品はＮ社RRUの取付けも可能に

川原 章朗

り、現場加工が不要になり、稼働の削減が

し、ハルタ購入後にベンダー変更があって

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

できます。

も影響を受けないようにしました。

☎03-6275-1407
【概

【特

装置取付けに対応したハルタの開発によ

ドコモ事業本部

Ｎ社とＦ社のベンダー選択は資材調達の

要】

土地局・ビル局に係わらずデンソー社製
ZAM架台が多く使用されています。この
架台に装置等の取付けに使用するハルタ
は、取付けしたい装置別にいくつかのタイ
プが用意されています。
しかし、現在設置工事で増加している５
Ｇ用装置の場合、Ｆ社RRU、Ｎ社SRUの
取付ハルタは用意されておらず、既存ハル

N社アンテナ
分離型ＲＲＵ

F社アンテナ
分離型ＲＲＵ

タを購入し現地で穴空け加工する等、専用
に用意されているハルタ製品と比べて稼働

開発品

を要していました。

N社アンテナ
分離型SＲＵ

使用状況

カラーチューブコネクタ付コード集合型光ケーブルの開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部

線長により荷姿が変化しますが、従来よ

なっています。
ケーブル内部の押え巻きの構造を改善

堀田 秀実

し、材料削減とケーブルを剥く際の作業性

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

向上を図りました。

り束（段ボール箱）による納入を増やし環
境への負荷軽減も図りました。

☎03-6275-1416
【概

要】

現行品

直近のコード集合型光ケーブルのVE採
用品に、マークチューブ付きSM光ケーブ
ルが採用されています。
現行の岡野電線製光ケーブルの一部構造
の変更や荷姿の小型化等を行い、低価格な

開発品

コード集合型光ケーブルを開発しました。
コード心線のカラー色別は、現行製品を
踏襲したコードを通すチューブ式です。
【特

カラーチューブ

徴】

現行VE採用品と比較して、低価格に

５GAC局用６分岐分電盤の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
（㈱エクシオモバイル）
佐藤 邦彦
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

そこで、分岐系統ごとにブレーカを搭載

カ搭載した事により他系統に影響なく保護

した「５GAC局用６分岐分電盤」を開発

や施工・保守が可能です。また、避雷器の

しました。

搭載により、雷害影響の低減が期待できま

【特

徴】

す。

一次側にELB、二次側の各系統にブレー

☎03-6275-1391
【概

要】

AC（アドオンセル）用光・電力一体盤
の仕様は、分岐系統ごとに設けた個別ブ
レーカではなく、集約したブレーカとなっ
ています。
そのため、増設時の接続作業はブレーカ
を落とし停波作業になります。また二次側
設備に電力障害が発生すると、ブレーカが
落ちて全系統の装置が停波します。
この一体盤には避雷器が設けられていな
いため、雷害を受ける可能性もあります。

外観

内部
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IMCS用子機分岐箱（８・16分岐）の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
宮原

DCに標準対応しており、ブレーカは

可能です。
・標 準添付のヒューズ（３Ａ）は、AC/

AC100/200Vに標準対応しています。

豊

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-5900
【概

要】

IMCS工事において、子機（MOF）への

添付ドライバー
は箱内に収納し
ないで下さい。

光・電力分岐用にVE採用品の８および16
分岐の子機分岐箱を使用しております。
性能・サイズ等は変更ないものの、作業
性が向上する各種改良を加え、現行品より
低価格な８および16分岐の子機分岐箱を
開発しました。
【特

外観

徴】

内部

・ブ レーカはMCB・ELBを選択でき、容

※実際の製品は一部変更箇所があります。

量も３種類（10Ａ・15Ａ・30Ａ）選択

共用器・光電力一体盤取付板の開発
＊提案者：エクシオグループ㈱
ドコモ事業本部
（㈱エクシオテック）
吉川

電力一体盤の取付けが可能です。
上下のダクター間隔は他の装置の取付プ

ターを共通にでき、設置スペースの縮小化
や取付施工性が向上します。

レートと同一にしました。そのため、ダク

堅

anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎03-6275-7681
【概

要】

IMCS用スモール共用器取付プレートが
使用されていますが、これに加えて光・電
力一体盤等も取付け可能、かつ低価格な
「共用器・光電力一体盤取付板」を開発し
ました。
【特

徴】

現行品がスモール共用器のみ取付け可能

開発品

なのに対し開発品は、５波共用器、２種類
の２心２分岐、２種類の４心４分岐の光・

使用状況

アンテナ用のマルチ設置金具考案・開発による金具選定効率化とコスト削減
＊提案者：エクシオグループ㈱

取付けが可能な支持金物「共用アンテナ用

・アンテナ金具の選定時間の短縮

関西支店ドコモ本部

マルチ設置金具」を考案・開発しました。

・材料費の削減、重量の軽減

（協栄電設工業㈱）
大浦 智基

【特

徴】

・補助柱の不要

等の効果があります。

・８波共用アンテナにも対応が可能

【連絡先：渡部 英太郎】
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎06-6360-4897
【概

要】

アンテナ取付金具は、局状ごとにアンテ
ナ取付条件（支持柱の形状、障害物）が異
なることから、付属のアンテナ支持（取
付）金物では対応できません。そのため、
支持金具を個々に作製しています。
そこでさまざまな局状（設置パターン）
に対応するため、アンテナ支持金物の部品
共通化を図り、アンテナ角度の可変が可
能、１つの金具で異なる支持柱サイズへの
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上部より撮影

側面より撮影

屋内設置装置（SRE・SRU）での電力線配線工程削減の提案
＊提案者：エクシオグループ㈱

源２極と接地１極がピンアサインされてお

ブルの工程が不要となり、総合的に材料費

九州支店

り、電源ケーブル（３心）を使用すること

と労務費のコスト削減が可能になる提案で

で、従来は別系統で布設していた接地ケー

す。

移動通信部門

（㈱電盛社）
長尾竜治
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp
☎0956-46-5037
【概

要】

I M C S 工 事（ 屋 内 設 置 ）で 設 置 す る
SRE・SRUの接地ケーブルは、電源ケー
ブル（２心）とは別系統で接地ケーブル
（１心）を配線・接続しています。
屋内設置する機器は雷害対策マニュアル
に、FG接地・電源接地端子等、装置の接
地端子が複数ある場合は、いずれか１つを
接続すると規定されています。
SRE・SRU装置の電源コネクタ部は電

【従来】

【提案】

二重床ステップの改良
＊提案者：日本コムシス㈱
NTT事業本部ネットワークシ

＜改善前＞

ステム部
東日本ネットワーク事業部門
長谷川誠
☎045-312-4206
【概

要】

二重床から床面に昇り降りする際に使用
するステップの増設について依頼が増えて
おり、コストを掛けず短時間で設置できる
ように二重床ステップの改良を行いまし
た。
【改善効果】
１．アンカーによる床面固定から既設二重
床のボーダー金物へ取り付けることで、
ドリリング工程、それに伴うアスベスト
検体調査を省くことができ、大幅なコス
ト削減、短期間での設置ができます。

取付イメージ

取付後の写真

〇設置方法
・アスベスト検体調査実施後、ドリリング工程
・アンカーボルトを用いて床面２カ所で固定
〇作業時間
・アスベスト検体調査で約半日
・ドリリング工程で約３０分
〇作業性
・ドリリング工程で有人ビルでは夜間休日対応となる場合がある

２． 既設二重床ボーダー金物の穴を利用
し、ボルト締めのみで設置できる単純な
構造となっており、既設二重床の加工、

＜改善後＞

ドリリング等の技術を要する作業が不要
です。
３．ステップ本体は既設ステップと同じ部
材を使用しており、移設等の要望に即応
できます。
４．ドリル等の回転工具を使用せずに設置
ができ静電気による現用設備への影響等
が避けられます。
５．回転工具による巻き込まれ人身事故も
回避でき、より安全に施工ができます。

取付イメージ

取付後の写真

〇設置方法
・既設二重床のボーダー金物に固定
〇作業時間
・ドリリング工程、既設二重床の加工が不要で短い作業時間で設置ができる
〇作業性
・既設二重床の穴を利用しボルト締めのみで設置できる
単純な構造、設置にあたり熟練したスキルを必要としない
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細径鋼管柱用２号Ｂ自在バンドの開発
＊提案者：㈱ミライト・ワン
みらいビジネス推進部

【概

【効

あり作業効率が非常に悪くなります。

みらいビジネス推進本部

向上します。

クを引っ掛けますが、フックの可動域が狭



テクノロジー部門

いためうまく引っ掛からない等の問題があ

高橋

ります。足場の悪い架空作業で余計な力を

信

要】

・余計な力をいれず、スムーズに取付け可
能なため安全性が向上します。
〇本発明はNTT東日本VE提案Ｂ採用。

入れることで、怪我や、工具を落下させる

VE提案１ポイント相当500万円の特命

等のリスクが増大します。

現状、NTTアクセス工事において、細

工事受注の権利を獲得、さらにNTT物品

本開発品は２Ｂ自在バンドのベルト部に

径鋼管柱にＬ型金物を取り付ける際に２Ｂ

規格書品に採用されました。

穴を増やし、曲がりやすくする事で取付け

自在バンドを使用することがあります。

果】

・作業時間が1/2になり作業効率が大幅に

さらに２Ｂ自在バンドを止める際にフッ



しかし、元々細い物に巻く構造になって

が簡単になります。さらにフックの可動域

現行の２Ｂ自在バンドの代替品になるた

いないため、細い細径鋼管柱に２Ｂ自在バ

を増やすことで、フックを調節穴に簡単に

め600,000本／年の販売が見込め通建業界

ンドを巻く作業は通建各社の作業員が大変

引っ掛けることができるようになるため、

全体へ普及することが期待できます。

苦労しています。そのため事前に工具を使

作業効率が向上すると共に、危険要因の減

＊エクシオグループ株式会社、イワブチ株

用して２Ｂ自在バンドを曲げておく必要が

少にも寄与できます。

硬く曲がらない

フックが届かない

開発品

式会社と共同開発

現行品

フックの
可動域を広げた

穴を増やし
曲げやすくした

【現行２Ｂバンド取付け状況】

開発品
フックの
可動域が狭い

この部分が硬く
曲がらない

【開発品取付け状況】

【改良点】

中間引留工法の統一化
＊提案者：㈱ミライト・ワン
CWC NTT事業本部DX推進部

を統一し、張力による緩みや抜けを防止

→家屋側への配線については、屋外線引

し、安全性の向上を図ります。

DX推進部門

留具を「２個」適用し配線します（写

浦川 幸司（代表者）

真２）。

☎06-6684-8136
【概

図ります。

→屋外線引留具のフックに「２回」巻き
付け、裏側で突起物が出ないよう切断

２．中間引留工法の支持線の余長処理方法

します（写真３）。

要】

ドロップ光ファイバ、地気線、屋外線の
中間引留工法の統一化を図り、品質および
安全性の向上を図った提案です。
現状の問題点は
①ドロップ光ファイバ、地気線、屋外線の
中間引留工法が異なるため、施工誤りが
発生しやすい。
②屋外線の中間引留工法では、家屋側に配
線される屋外線の支持線が、屋外線引留
具のフック部へ１回巻きでの固定となる

屋外線

巻付け部分の裏側で切断
写真１

既存工法

ため、ダンシング等による支持線の破断
が懸念される（写真１）。
その問題点を解決するために、ドロップ
光ファイバ、地気線、屋外線の中間引留工
法を統一することにより、施工不具合の撲
滅、品質および安全性の向上を図りまし
た。
【特

徴】

１．中間引留工法に適用する部材（材料）
および工法を統一し、施工誤りの抑制を
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写真２ 家屋側への配線については、屋外
線引留具を「２個」適用し配線する

写真３ フック部に２回巻き付け裏側で
突起物が出ないように切断

ブンキシンセンの４TSMテープ心線への置き換え
【効

＊提案者：㈱TOSYS
ビジネス推進本部
部

品質工法

写真検査センタ

小川真一

果】

◆材 料費の削減：１カ所あたり1,695円の

用率が高く施工班が常時確保しているた
め、物品購入等の削減効果が期待できま
す。

削減
◆物品調達稼働の削減：４TSM-IFDは使

ogawa-shinichi@tosys.co.jp
☎025-211-0208
【概

要】

旧型の光テープ心線は１～４番内の心線
内で同一色のものが存在し単心分離ができ
ないため、ブンキシンセンを使用し単心分
離をしていました。そこで、ブンキシンセ
ンと同じように単心分離ができ、より安価
な４TSM-IFDのテープ心線へ置き換える
ことで、コストの削減を図りました。

直置架新設時のペディスタルの使用についての提案
＊提案者：シーキューブ㈱

延伸に至る問題が顕在化しております。こ

谷澤重樹

の問題を解消する専用のペディスタルを開

s-tanizawa@c-cube-g.co.jp

発しました。

☎0568-44-0514
【概

撤去架の既設穴を指定され、再設計、工期

NTT事業グループ 技術開発部

要】

【特

徴】

直置設置工事の立架時に既設穴は再利用

ディスタルを開発しました。
これにより現地判断、あわせで立架が可
能となりました。
【効

果】

■再設計、工期遅延等、スケジュール影響
回避

２重床スペースの狭隘に伴い、直置架の

で き な い た め 、あ ら か じ め 既 設 穴 か ら

■再設計等に伴う稼働コストの削減

工事が増加する現状において、設計者より

100mm離隔した立架穴を持つ、専用のペ

■変則立架の配置による事故等の未然防止

ペディスタル運用イメージ
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BOXビル架ケーブル引込みハルタの提案
＊提案者：シーキューブ㈱

【概

要】

【特

徴】

BOXビルにおいて、V-OLT架など高さ

架上の既設穴（吊下げ穴）を利用し、横

谷澤重樹

が低い架への引込みケーブルは余長が長い

ハルタを設置し、ケーブルの余長を短く引

s-tanizawa@c-cube-g.co.jp

ため、たわみが生じ、接触による断線等の

き留めることで、たわみを解消し、接触等

☎0568-44-0514

事故に至るおそれがあるため、ケーブルを

による事故を抑止させます。

NTT事業グループ 技術開発部

引き留めるハルタを開発しました。

装置架によって異なるケーブル引込み位
置に対応するため、横ハルタの固定箇所は
前後に可変が可能です。

可変の固定穴で架の形状
にあわせてハルタ設置が
可能
引込みハルタ運用イメージ

アンテナの雷害対策
＊提案者：シーキューブ㈱

【概

た施工が少ない追加費用で実施可能。

SRE用アンテナが明確化されましたが、

ドコモ事業部

既存のブッシングでは大きすぎてアンテナ

◆既存設備でもアンテナから給電線を外す

木田侑佑

専用の取付金物をそのまま使用できなかっ

ことなく取付け可能なため、停波する必

y-kida@c-cube-g.co.jp

たため、現状のアンテナ取付金具へ使用可

☎052-715-3303

能な専用の絶縁ブッシングを新規に開発し

要】

ました。

ドコモ雷害対策マニュアル14版への改
定で、鉄塔やその他に対して絶縁固定が必
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【特徴・効果】
◆ドコモ様の雷害対策マニュアルに準拠し

（追加費用は絶縁ブッシングセットのみ）

要なく作業可能
◆黒色ジュラコン使用のため、目視で容易
に確認できます。
◆既存品を使用する事に対してコスト削減
できます。

IMCS工事における雷害対策
＊提案者：シーキューブ㈱

に取り付けるフィルターやコネクタ類が明

た施工が少ない追加費用で実施可能。

MNW事業グループ

確化されましたが、既存のフィルター類の

◆フィルターカバーは防炎素材のため、隠

ドコモ事業部

絶縁用物品は電源作業用の絶縁養生材で価

木田侑佑

格が高いため、安価なフィルターカバーを

y-kida@c-cube-g.co.jp

新規に製作しました。

要】

が判り易い目立つ色からオーナー要望等

また、取付け対象の天井板が金属製の場

☎052-715-3303
【概

蔽場所にも安心して設置できます。
◆フィルターカバーの色は使用している事
10色から選択して対応可能。

合、アンテナも絶縁固定する必要があり、

ドコモ雷害対策マニュアル14版への改
定で、IMCS（ビル内の通信エリア確保）

すことなく取付け可能なうえ、黒色ジュ

た。

ラコン使用のため、目視で容易に確認で

【特徴・効果】

工事においても絶縁固定が必要な物品とし
て各無線装置と各種アンテナおよび中間部

◆アンテナ用絶縁ブッシングは給電線を外

絶縁ブッシングを用意する必要がありまし

きます。

◆ドコモ様の雷害対策マニュアルに準拠し

Ｎ宅内光配線コード接続方法の提案
＊提案者：NDS㈱

・質量：13ｇ（本体＋SC-A型接続アダプ

複数個持って開通工事を行っていますが、

テクノロジー総合センタ

宅内光配線コード同士の連結ができないた

・材質：ABS樹脂

技術開発担当

め、５ｍ＋1.5ｍ＝6.5ｍ、５ｍ＋３ｍ＝８ｍ

・構成：本体、SC-A型接続アダプタ、ネ

techno@nds-g.co.jp

といった調整ができません。

☎0568-69-0356
【概

には1.5ｍ、３ｍ、５ｍがあり、これらを

NTT事業本部

要】

ジ（Ｍ２）×２本

開通工事において、光コンセント等から

（図２）を考案しました。本提案品を使用

ONUまで宅内光配線コード（図１）にて

することで、光コンセント等から５ｍ以上

配線を行っていますが、お客様宅での部屋

の位置にONUの設置を希望されるお客様

跨ぎ等の理由により、光コンセント等から

へ対応が可能となります。

う要望があります。
現状の宅内光配線コードのラインナップ

図１

【特

そこで、宅内光配線コード２本の相互接
続ができるような「中継光ローゼット」

５ｍ以上の位置にONUを設置したいとい

【仕

タ）

長】

・SC-A型接続アダプタの取付け可能
・両面テープ、ネジ、ピンを用いて壁面等
へ取付け可能
・接続部を覆い隠し、マイナスドライバー
を使用しなければ開けることができない

様】

構造

・本 体：109mm（W）×17.8mm（D）×
13.6mm（H）

・５ｍ＋1.5ｍ＝6.5ｍ、５ｍ＋３ｍ＝８ｍ
等、長さ調整可能

光配線コード
図２

提案品の外観
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300心WBZケーブルの引き上げ区間適用拡大の提案
＊提案者：NDS㈱
NTT事業本部

◆引き上げ区間で300心需要がある場合の適用イメージ

テクノロジー総合センタ
技術開発担当
techno@nds-g.co.jp
☎0568-69-0356
【概

要】

現状の引き上げ区間の光ケーブルの適用
は40心～200心WBZケーブルとなってお
り、300心の需要がある場合は、100心と

（現行工法：200心+100心のWBZケーブル2条を新設）

200心のWBZケーブルの計２条を新設す
る必要があり施工時に手間がかかっていま
す。
そこで、引き上げ区間のき線クロージャ
が３号AOクロージャ「Ｈ」の場合に、300
心WBZケーブルを適用拡大することを提
案し、本工法を用いることで光ケーブルの
新設条数が１条に減りコスト削減が可能と
なります。
【効

果】

◆引き上げケーブル１条分の施工費削減

（提案工法：300心WBZケーブル1条を新設）

（材料費は現行工法とほぼ同額）
◆引き上げ分線管路１条に、最大800心の
光ケーブルが布設可能
（300心WBZ＋300心WBZ〔可とう管内〕

＋200心WBZ〔ケーブル保護用ネット
内〕の３条布設した場合）

中通し中間分岐工法適用拡大
＊提案者：NDS㈱
NTT事業本部

果】

・ドロップの配線方法が統一されます。

技術開発担当

・L K作業の削減により施工時間が短縮さ

☎0568-69-0356
要】

１心２心のドロップはハンガの途中から
配線可能ですが、４心８心のドロップは電
柱のLKを経由して分線金物へ配線するた
め施工方法が異なります。LKを経由する
ことで配線時に地上までドロップを下ろす
必要があるため極力さけたいという要望が
ありました。
そこで４心８心のドロップもハンガの途
中から配線可能とすることで、配線方法を
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【効

テクノロジー総合センタ
techno@nds-g.co.jp
【概

統一することにしました。
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れます。
・使用材料、コストが削減されます。
・L Kを経由しないことにより景観の向上
と垂れ下がりを防止できます。

AOT-Sクロージャ成端トレイの改良
＊提案者：NDS㈱

【概

2013年７月に導入された24DZケーブル

NTT事業本部

にAOT-Sクロージャを取り付けた場合、

テクノロジー総合センタ

成端トレイを可動させる際に、引き通しの

技術開発担当

心線が成端トレイのメカニカルスプライス

techno@nds-g.co.jp

収納部の突起に引っ掛かり現用心線を切断

☎0568-69-0356

してしまう恐れがあります。

要】

そこで、成端トレイのメカニカルスプライ
ス収納部の突起部分の形状を変更し、引き

端トレイを収納状態から、作業状態に可動

通し心線が突起へ引っ掛からず、心線切断

させ使用します。

される事象が起きない形状を提案しました。

AOT-Sクロージャ構造

図２

図３

提案の成端トレイ

長】

にくい構造
・万一引っ掛かりが発生しても、心線が切
断されないように先端を球状に変更
【効

AOT-Sクロージャで作業する場合、成

図１

【特

・引き通し心線が、突起部分に引っ掛かり

果】

・引き通し心線を瞬断、切断してしまうリ
スクが大幅に減少

成端トレイの突起への心線引っ掛かり状況

突起変更イメージ図

FFA T︲Lクロージャへの新型HSケーブル適用拡大の提案
＊提案者：NDS㈱
NTT事業本部

【特

長】

【効

FFAT-Lクロージャ付属の把持具を取

テクノロジー総合センタ

り替えることで新しいHSケーブルのテン

技術開発担当

ションメンバが把持できます。

果】

・ケーブル張替による施工費を抑制できま
す。
・現用ケーブルの剥ぎ取りがなくなります。

techno@nds-g.co.jp
☎0568-69-0356
【概

要】

工事規格では、SSZ-HS、ANSZ-HSケー
ブルが中継区間に適用拡大されましたが、

FFA T-L

FFA T-L

FFA T-L

FFA T-L

（既設）

（既設）

FFAT-Lクロージャに新しいHSケーブル
が対応しておりませんでした。そのため既
設のクロージャを巻き取るように上部下部
共に１スパンずつ長く張り替える必要があ
り施工コストが増加していました。
そこで、新しいHSケーブルをFFAT-L

（既設）

（既設）

クロージャに対応するよう適用拡大をしま
した。
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８SM︲DF、24SM︲DZ、８SM︲DRケーブルおよび0.9︲2SDワイヤの電柱引き留め金物の統一
【概

＊提案者：NDS㈱

要】

て、固定方法の統一をすることとしまし

現在の工事規格では、各種ケーブル（８

NTT事業本部

た。
【効

果】

テクノロジー総合センタ

SM-DF・24SM-DZ・８SM-DR・0.9-2SD）

技術開発担当

を電柱に引き留める際の使用物品が異なる

techno@nds-g.co.jp

ことから、固定方法の統一要望がありました。

ボルトに置き換えることにより、作業時

そ こ で 各 種 ケ ー ブ ル（ ８ S M - D F ・

間の増減なく、物品の統一化および物品

☎0568-69-0356

24SM-DZ・８SM-DR・0.9-2SD）につい

心線数・テープ数

B自在
バンド
〇

8SM-DF

８単心

光

24SM-DZ

４間結T×6

〇

光

8SM-DR

４T×2

〇

〇

〇

〇

0.9-2SD

１対(２W)×2

〇

〇

〇

〇

図１
心線数・テープ数

B自在
バンド

〇

〇

〇

〇

〇

〇

現在の工事規格
高耐食
D用
D用
１号SD
バンド
ちょう架金物 ちょう架 ちょう架 ラインガード
支持金物
取付ボルト (2.6mm用)
金物
(廃止物品)

光

8SM-DF

８単心

〇

光

24SM-DZ

４間結T×6

〇

光

8SM-DR

４T×2

〇

〇

0.9-2SD

１対(２W)×2

〇

〇

メタル

費削減が可能となります。

高耐食
１号SD
D用
D用
バンド
ちょう架金物 ちょう架 ちょう架 ラインガード
支持金物
取付ボルト (2.6mm用)
(廃止物品)
金物

光

メタル

・バンド支持金物をＤ用ちょう架金物取付

図２

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

提案の工事規格および出来形

引上管突出し固定金物の開発
＊提案者：NDS㈱

ロック「Ａ」の厚み分（中央部70mm、端

・ボルトナット：Ｍ10

NTT事業本部

部50mm）があるため、引上管を引上柱に

・締め付け作業サポート用開口部あり

テクノロジー総合センタ

密着設置させることが困難となります。

技術開発担当

【概

そこで電柱面と引上管（Φ75）の間に

果】

techno@nds-g.co.jp

隙間（50mm～70mm）があっても、確実に

れた自立型引上柱に、引上管（Φ75）

☎0568-69-0356

固定できる『引上管突出し固定金物』を開

が確実に固定でき、品質を担保すること

発しました。

ができます。

要】

現在の工事規格では、引上柱に引上管を

【特

長】

設置する際、自立柱用コンクリートブロッ

・材質：鉄（溶融亜鉛メッキ）

クが設置されていると、コンクリートブ

・重量：425ｇ
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【効

・自立柱用コンクリートブロックが設置さ
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管路種別表示札の廃止
＊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
techno@nds-g.co.jp
☎0568-69-0356
【概

要】

地下管路内のケーブル新設・撤去または
通線試験を実施した管路へは通線ひも、
ケーブルへは管路種別表示札を取り付ける
ことになっております。しかし、管路種別
表示札に記載する項目はマンホール展開図
等を参照して転記するため管理項目が重複
していました。
そこで管路種別表示札を廃止すること
で、重複工程を削減することにしました。
【効

果】

・管 路種別表示札の材料費を削減できま
す。
・転記・取付け時間の削減ができます。

開閉器盤改修キットによる調査・施工時間短縮
＊提案者：NDS㈱
モバイル事業本部 ドコモ事業部
鷲見和樹
☎052-321-6428
【案件の概要】
既設の開閉器盤を流用して低コストで電
源工事を行う必要がありましたが既設盤の
流用には次のような問題が発生。
①局ごとに個別設計が必要なため現地調査

時間を要する。
②物品を単品で購入すると工事費が高額と
なる。

置し、ケーブルの長さを決め成端し配線

③既 設盤へ取付けのためスペースが限ら
れ、盤内作業が困難になり取付けに時間

する内部配線も必要ないため作業時間の
短縮ができ、狭い盤内での作業が軽減

を要するため停波時間が長くなる。
上記を解決するために改修キットを作成
（左写真）。
【効

＜年間削減額＞
￥83,150（１局）×52局（年間）＝

果】

￥4,323,800

①改修キットの適合を確認するだけのため
個別設計の必要がなく調査時間の削減
②１式で購入するため単品で購入するより

改修キット

も取付時間・費用を削減
③盤内作業についても既設盤へ各部材を設

施工前写真

＜年間削減時間＞
60分（１局）×52局（年間）＝3,120分＝
52時間

施工後写真

29

2022
突出し金物へのケーブル類固定方法の統一
＊提案者：西部電気工業㈱

１カ所当たり124円の材料費削減

岩﨑拓哉

突出しちょう架金物の穴にボルトが篏合

１カ所当たり20秒施工時間短縮

NTT事業本部 技術研修センタ
⑶

するため、ボルト締め付け時、空転するこ

施工性の向上

とがなく、施工性向上。

gikai@seibu-denki.co.jp
☎092-418-3197
【概

要】

廃棄物品

１６×８３特殊真棒

架空ケーブル類を突出し金物に添架する
際、添架する種別によって、ちょう架金物

１２×５０真棒

と突出しちょう架金物を区別し使用しま
す。2.6mmおよび2.3mmの単鋼線は、ちょ
う架金物使用ですが、付属のボルト等は廃

ちょう架金物

Ｄちょう架

棄しています。単鋼線を突出しに添架する
際は、突出しちょう架金物を使用すること
で、工法のスリム化や材料費の削減、廃棄

１６×８３特殊真棒

物の削減が可能です。
【効
⑴

果】

工法のスリム化
ケーブル添架とつり線添架で区別するこ

⑵

突出しちょう架金物

Ｄちょう架

とで、工法のスリム化を図ります。
材料費・施工時間の短縮

８SM︲IF︲DZ引留工法の追加
＊提案者：西部電気工業㈱
NTT事業本部 技術研修センタ
吉田しんの
gikai@seibu-denki.co.jp
☎092-418-3197
【概

要】

８SM-IF-DZの一束化架渉区間におけ
る引留工法は、２Ｂバンド（または真棒）
・
Ｌ形金物・屋外線引留具を使用します。
８SM-IF-DZの引留工法はバンド類の
材料費がかかっています。またバンド類の
取付けに時間を要しています。

図１

そこで、８SM-IF-DZの引留工法にアー

8SM︲IF︲DZの引留工法

スクランプを使用した引留工法を追加しま
した。
【効
⑴

果】

材料費の削減
１カ所399円のコスト削減が可能となり

ます。
⑵

作業時間の比較
提案工法と現行工法で取付作業を実施し

た結果、146秒の作業時間短縮が図れます。
図２
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アースクランプへの固定

図３

提案工法

TN中継用クロージャ「LA」のIFAケーブル固定方法変更
＊提案者：西部電気工業㈱
NTT事業本部 技術研修センタ
吉田しんの
gikai@seibu-denki.co.jp
☎092-418-3197
【概

要】

TN中継光用クロージャ「LA」にケーブ
ルを固定する際は、IFAケーブルの場合は、
FRP素材のTMに瞬間接着剤を塗布し、５
号FSCテンションメンバスペーサを取り
付けてTM把持具に固定します。
スペーサは20mmで製造されています
が、10mmに切断して使用する必要があり
ます。
しかし、ペンチで切断すると切口が潰れ
てしまい、TMに取り付けにくいため、ス
ペーサを広げるなど形を整える必要があり
ます。
そこで、スロットロッド長を50mm、TM
剥ぎ取り長を20mmに変更し、スペーサを
切断せずに使用します。
【効
⑴

果】

施工性の向上
スペーサを切断および切口を整える工程

がなくなります。
⑵

作業時間の削減
スペーサの切断工程が減ることにより

15秒の削減。

集塵カップ使用によるドリリング作業時の粉塵等飛散防止
＊提案者：西部電気工業㈱

飛散防止対策として補助者に掃除機で吸

の作業をカップを取り付けた状態で作業

モバイルネットワーク事業部

引しながら作業を行っても周囲に粉塵、破

できるため、粉塵・破片をかぎりなく飛

ドコモビジネス部

片が飛散してしまうため、ドリリング作業

塚本道隆

後に周辺の清掃を行っています。

m-tsukamoto@seibu-denki.co.jp
☎092-418-3170
【概

要】

ドリリング作業時に粉塵、破片が作業箇
所周辺へ飛散してしまいます。

図１

製品（ドリル用粉塵カップ）

周囲への飛散防止対策として、ドリリン
グ箇所を覆う、飛散防止対策用カップを作
成しました。
【効

散させず作業が完了できます。
②ツバ部分をテープで固定できるため、本
製品を固定する作業員は不要となり、稼
働削減に貢献できます。
③ツバ部分は着脱可能。

果】

④繰り返し使用可能。

①ドリリングから穿孔内粉塵清掃まで一連

図２

使用状況（掃除機）

図３

使用状況（集塵カップ）
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配線リングの適用拡大の考案
＊提案者：㈱SYSKEN
設備部

アクセス部門

市村勝利
☎096-284-1159
【概

現状
共架柱において配線リングとは別に光引込線把持具を取り付けて配線要す

要】

単独柱においては、配線リングを使用し
て配線を実施している中、共架柱において
は光ドロップを配線する場合、既設配線リ
ングがあるにもかかわらず、別途、光引込
線把持具を取り付ける必要がありました。
そこで、既設配線リングを用いて光ド
ロップの配線を行うことで、作業の効率化
および、コストの削減となる方法を考案し
ました。
【特

徴】【効

果】

既設配線リングを利用し、工法を簡素化
することで作業の効率化および、コストの
削減ができます。
①作業の効率化
・作業時間の短縮（10秒～20秒の削減）
・既設を利用することで取り付けの失念を
防止。手戻り削減。
②コストの削減
１カ所あたり約40円～80円（▲50％）
の削減
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提案
「配線リング」を適用拡大することで「光引込線把持具」を廃止し、
作業時間の短縮、材料の統一化および材料費の削減を図る。
【提案内容】
共架柱において配線リングを用いて光ドロップ配線

Ａテ－プボンド取付方法の改善
＊提案者：㈱SYSKEN
技術総合センタ

技術開発部

杉迫義和
☎096-285-1303
【概

要】

現状
ＰＥ外被とアルミシ－スを縦に切り裂きＡテ－プボンドを圧着し接続

CCPケ－ブルの外被接続において、Ａ

アルミシ－ス

Ａテ－プボンド

テ－プボンド取付作業は不安定な状態での
外被切り裂き作業となるため、ラップカッ

ＰＥ外被

タ－による怪我やケ－ブル損傷につながる
危険性があります。

心線

切り裂き

そこで、アルミシ－スと絶縁被覆の間に
Ａテ－プボンドを挿入しアルミシ－スに密
着させることで導通させ、外被切り裂き作

絶縁被覆

業を要せずＡテ－プボンドを取付けできる
方法を考案しました。
【特

徴】【効

果】

①ケ－ブル外被の切り裂き作業を不要とし
たことにより、
・怪我やケ－ブル損傷の防止

提案
切り裂き作業を要せずアルミシ－スと絶縁被覆の間にＡテ－プ
ボンドを挿入しアルミシ－スに密着させることで導通させる

・作業時間の短縮（１分42秒・35％削減）
②Ａテ－プボンドの形状を変更し市販の圧
着端子を採用したことにより、

改良型Ａテ－プボンド

・物品価格の低廉化（１本当たり約35.5円・

【取付状況】

47％削減）
・現場での作成も可能となり手戻り防止
ＰＥ外被

心線

絶縁被覆

アルミシ－ス

33

