
私たち古河電工グループの製品は、普段あまり目に
触れることはありませんが、実は暮らしの身近なあち
こちで活躍しています。

「あちこち古河」は、それらを身の周りの生活シーンや
テーマで捉えてご紹介する「スゴイ」話シリーズです。

今回は｢鉄道｣、あちこちの古河をぜひご覧ください。
ジェフィ、ユニティは「ジェフユナイテッド
市原・千葉」のチームキャラクターです。

古河電工グループ
は

身近なあちこちで
お役立ち

実は

「鉄 道」編
1872年、文明開化の頃に新橋－横浜間で開業した「鉄道」は、
150年以上の歴史を経て、安全で快適な乗り物に進化し、今
や私たちの移動手段として欠かせないものとなっています。
また、1964年に東京―大阪間で開業した新幹線は、最高時
速320km/hを誇り（はやぶさ・こまち）、北海道の函館から
九州の鹿児島まで全国をつないで、人々の夢と希望を運び続
けています。
古河電工グループは日本の鉄道の黎明期より、電力や信号、
通信設備等に信頼性の高い製品・サービスを提供し、快適な
旅と安全な輸送を担う交通インフラを支え続けています。

僕たちは
秋田犬だよ～
ヨロシク！

ジェフィ
（兄：背番号は２）

ユニティ
（弟：背番号は９）

  



それでは早
速、

それでは早
速、

古河電工グ
ループの

古河電工グ
ループの

製品たちを製品たちを

探しにでか
けよう

探しにでか
けよう！！

駅出発～！
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MCPET
駅構内、ホームなどの行き先表
示板、時刻表、内照看板などを、
鏡よりも反射率が高い不思議な
プラスチックMCPETが少ない
光源で明るく表示。

信号/通信ケーブル

信号ケーブル
定時運行を安全かつ効
率的にサポートするた
めの信号ケーブル。安
全・安定輸送を支えて
います。

通信ケーブル
案内放送や業務用音声
通信、運行情報や気象
情報などのデータを伝
送するための通信ケー
ブル。サービス向上、
業務効率化を支えてい
ます。

ホームのまわりで見えるもの

ホーム
ホントだね～
いろんな発見
があるね！

わぁ～よ
く

見るとホ
ームには

いろんな
ものが

あるんだ
ね！

省エネ
だね～

GE-PONシステム
光ファイバ1芯で通信する
GE-PONシステムは、ホー
ムや踏切のカメラ映像など
大容量の情報も効率的に伝
送し、安全・安定輸送に貢
献しています。

〈センター側〉

カプラ

ONU ONU

カメラ

AG-Manager

OLT

踏切

カプラ

耐火シート
地表に露出した可燃
性のケーブルや管路
に巻き付けるだけで
効果を発揮する耐火
シートです。延焼防
止と断熱効果があ
り、屋外でも使用で
きます。



パワーキッカー

電流制御に使われるICを冷やすため、多くの
電車にヒートシンク（パワーキッカー）が搭載
されています。東海道新幹線N700系では、
電動送風機を使わず、運転時の走行風を使っ
て大電力ICの冷却が可能な超高性能パワー
キッカー「PK-S」がトップシェアです。中国
など海外の高速鉄道にもパワーキッカーが採
用されています。

可とう端子
大電流が流れる部品間を接続する可と
う性のある端子です。熱や振動に強
く、鉄道車両に使われています。

整流子モーター用
ローターバー
車輪は電磁力を利用した車軸
の回転により回転します。こ
の電磁力を発生させるための
重要な動力部品の1つとして
銅帯ブスバー（ローターバー）が使われています。
国内では「はやぶさ」をはじめ、各種新幹線に、海外で
も中国をはじめとした各国の高速鉄道に採用されてい
ます。

Ni-Ti形状記憶合金ばね
ギアボックス内の自動油量調節ユニットで、
形状記憶合金ばねが油温を感じて自動で開閉
し、最適な油量を軸受に供給。高速走行時の
省電力に貢献しています。

鉄道車両用予備電源
パンタグラフの起動や、
停電時に車両機器に電
力を供給するためにア
ルカリ蓄電池が搭載さ
れています。

車両用電線
電車内のあらゆるものは、車両用電線がつない
で動いています。車両用600Ｖ軽量ポリアミ
ド電線は、薄肉絶縁により「細径化」と「軽量化」
を実現。車両の高機能化による電線本数の増
加、配線スペースの減少に対応。強度、難燃性
も有し、ハロゲンフリーで安全・安心です。

自動油量調整ユニット

ピニオン(モーター側 )

ギア
(車輪側 )

オイルポケット

ルームＢ

バイパスばね

形状記憶合金ばね

ルームＡ

バイパス穴

その他
の電車
では

車両と車両をつなぐ
ジャンパ線も

車両用電線

車体に使われているもの

新幹線
では

すごい
ね～

省エネ・防
音

効果も大き
そ

うだね！

安定走行を

支えてるん

だね！

すごい
ね～

（搭載一例）



とっても
重要だね！

電力設備で
使われているもの

特高ケーブル/端末

縦自冷型ヒートシンク

相間スペーサ（送電）

SRガイシ

発電所から提供される超高
圧の電気を変電所に送るた
めの特高ケーブルおよび端
末です。

ヒートパイプと特殊形状の
フィンを組み合わせた縦自冷
型ヒートシンクで鉄道変電所
の設備を自然空冷できます。

電線に強風が吹くと大き
く振動し短絡や断線など
故障の原因になるため、
電線間に相間スペーサを
つけ振動を抑えます。

難着雪リング
電線に雪や氷がつくと風の影響を受けやすくなります。難着雪リングは
着雪の成長を抑え、雪を下に落とす効果があります。

ガイシは電線とそれを支え
る構造物との間を絶縁する
役割があります。シリコー
ン製のSRガイシは通常の
磁器製に比べ軽く、作業性
がよく、耐環境性に優れて
います。

あっ！あの遠くに見えるのが変電所？

ロクマル
ロクマルはケーブル貫通部
の防火措置キットです。耐
火ブロックを開口部につめ
るだけの簡単施工です。

変 の電 役所 割

発電所からくる電気は送電ロスを減らすた
め超高圧の交流で提供されます。
変電所では鉄道で使用する電圧への降圧
や、直流への変換を行っています。

難着雪リング

落雪する

湿雪



そもそも電車って

どうやって動いてるの～？

送電線発電所
鉄道用
変電所

駆動回路

照明

き電線

トロリ線

ハンガ

パンタグラフ

電線（古河電工グループ製品）

電気の流れる方向

レールボンド
レール

車内照明など回路

モーター
車内変圧器

MCI

こうやって
電気

が通ってい
るか

ら動くんだ
～

レールボンド
（銅テルミット溶接工法）

レールは温度によって伸縮するため継目は
隙間を設けて敷いてあります。しかし、そ
れでは電気や信号の回路が途切れてしまう
ので、両方のレールを電気的につなぐのが
レールボンドです。銅テルミット溶接工法
のレールボンドは、作業性がよく、強度・
耐久性に優れています。

融雪器用電源ケーブル

ポイントに積もった雪をヒーターで融
かす電気融雪器が安定運行を可能にし
ています。融雪器用電源ケーブルは積
雪地域の鉄道で多く使われています。

だから雪で
も

時刻表どお
り

なのか～

古河電工グループの製品が、電車の安全・安定輸送に
欠かせない「電気」をお届けしています。

パンタグラフからきた電気は、車輪からレールを
つたって変電所に戻ります。ぐるっと全部がつな
がってはじめて電気が流れ電車は走るのです。

電車の電気の流れを模式的に表現したものです。

とっても
重要だね！



LCX　移動体通信用
漏洩同軸ケーブル

光ファイバケーブル

車窓から見えるもの❶

不感帯システム

LCX

アンテナ

電車のアンテナとLCXが交信

あ！トン
ネル

の中でも
スマホ

がつなが
る！！

へぇ～
こんなしく

みに

なってるん
だ～

ハンガ

き電・ちょう架線

高圧配電線（CVT）高圧配電線（CVT）
トロリ線

低圧配電線低圧配電線
（CV）（CV）

信号、通信ケーブル

新幹線のトンネルの中を新幹線のトンネルの中を
特別公開特別公開！！

LCXLCX

トンネル

トンネル
の中も

見てみよ
う

こんなふう
になって
るんだ～

高速・大容量の通信ネットワークには
光ファイバケーブルが使われています。

施工現場で見えるもの

外部導体に空けられた細長い穴（スリット）
から電波を漏れ出させることでケーブル自
体をアンテナとして使用し、電車の無線通
信を可能とするLCXケーブル。トンネル内
でも高速走行の新幹線でも安定した通話が
できます。

グリーントラフ
グリーントラフは樹脂性でコンクリートの1/4という軽
さのため人力搬送が可能となり工期の短縮がはかれます。
さらにリサイクルプラスチック材のためエコで、強度、難
燃性、加工性にも優れています。



E分岐接続箱
E分岐は施工が簡単で、保守・メン
テナンスの効率化がはかれます。
エキナカ店舗開業時やドア柵設置
など、新たな電力用途発生時に役
立っています。

エフライナー
線路脇でケーブルを収納
するための樹脂製防護配
管エフライナー。ワン
タッチ開閉式のため、活
線状態のまま新設・増設
ができるため、工事の省
力化・短縮化が可能です。

車窓から見えるもの❷

そうそう、自動改札機や
踏切監視システムなど、
さまざまなシステムでも
古河電工グループが活躍
　　してるんだって～

改札
施工現場で見えるもの

ただいま

～ !!

発光機

クロージャ
クロージャは光（メタル含む）
ケーブルの接続部を保護する
材料です。防水性が高く、トラ
フ内に効率よく収納できる形
状です。

電車の運転が
終わった後にも
線路をまもる
仕事が行われて
いるんだね

融着接続機
融着接続機は光ファイバを短
時間・低損失で接続します。

昼間でも800m以上の
視認性があり、保線作業
時に作業員の安全を守る
赤色LED発光機です。

剛体電車線
剛体電車線は大電流を
安全に通電し、たわみ
が非常に少ないため、ト
ンネルなど配線スペー
スが限られる場所で車
両への電力供給に使わ
れています。

エフレックス
線路脇でケーブルを地中
埋設するための樹脂製防
護配管エフレックス。強
度、耐食性、耐候性、耐
薬品性に優れています。
長尺で曲げやすく、布設
時の省力化・工期短縮が
可能です。



地球にやさしい古河電工の技術

今後、世界各国で高まる鉄道需要とそれに併せて増大する電力消費に対して、古河電工は
電気を効率よく輸送するケーブルや、再生可能エネルギーで発電した電気を有効に活用す
る蓄電システムで貢献します。

輸出管理規制について
本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用
を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則（EAR：Export Administration Regulations）の適用
を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の
責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 
または 米国商務省へお問い合わせください。

I-203 2211 TR 100

https://www.furukawa.co.jp/

本 社 〒100-8322 東京都千代田区大手町2丁目6番4号（常盤橋タワー） TEL.（03）6281-8500

コンテナ型蓄電池システム

次世代フライホイール

工場や大病院などの施設で、
停電時バックアップ、平常時
のピークカット、余剰電力・
夜間電力の充電、太陽光発電
との連携などの機能を持ち、
電力の有効利用を実現するシ
ステム。蓄電池や制御機器な
どの主要機器をワンパッケー
ジでコンテナに収容している
ため、現地設置工事の簡略化
が可能に。

フライホイールは電気を高速
回転する円盤(フライホイー
ル）で運動エネルギーとして
蓄えます。超電導技術を使っ
た磁気軸受を使うことで非接
触で回転するため、大型のフ
ライホイールを使用しても損
失が少なく、長期間の安定し
た運用が可能な実効性の高い
システムです。

組電池ユニット（24個組）

50kW、288kWh
の鉛蓄電池システム

高温超電導磁気軸受を用いた次世代フライ
ホイール蓄電システムの概念図

275kV-3kA超電導ケーブル実証
実験のレイアウト

大規模太陽光発電システム用ケーブル
DC1500V PV-CQ

超電導ケーブル

メガソーラーなどの大規模太陽光発電に用いる直流1500V
太陽光発電システム用ケーブル。耐光性、耐熱性・耐寒性、
耐外傷性、難燃性に優れ、環境にもやさしいハロゲンフリー
のエコケーブルです。

液体窒素温度（－196℃程
度）で電気抵抗がゼロになる
酸化物高温超電導線材を使っ
た電力ケーブルで、送電ロス
が大幅に改善されます。車両
に電気を送る「き電ケーブル」
として利用すれば、変電所数
の削減とCO2排出量の低減
につながります。 

パワーコンディショナー

接続箱 /
集電箱

PVケーブル

30m HTS Cable

AC Transformer 

Termination

XLPE Cable 

Intermediate Joint

・この冊子に記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。
・この冊子に掲載されている全ての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。


