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NETIS登録番号 KK-180001-A

LCX

※発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル
※耐熱形同軸ケーブル（追加登録）
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発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル
及び耐熱同軸ケーブルの

特長及び用途

【用 途】

※営繕、建築関連（消防法施行第29条の3）

・消防用無線通信設備

1000㎡以上の地下街の無線が届かない閉区間への無線伝送設備です。

※3000㎡以上の地下街については、東京都や京都市などの一部自治体

においては設置義務化条例があります。

※トンネル非常用設備

・避難誘導設備→避難情報提供設備→ラジオ再放送設備工事

・その他の設備→無線通信補助設備
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ラジオ再放送・無線通信補助設備の概要図
＜NETIS登録製品の主なご利用場所について＞

発泡絶縁形漏えいケーブル+耐熱同軸ケーブル「8D-WFLEX-DHT」のご利用で、より省力化
（軽量）化になります。

明かり部給電ケーブル：ＷＦ-Ｈ

ジャンパーケーブル
※2021/7追加登録
給電ケーブル-LCX間及びＬＣＸ間：

8D-WFLEX-DHT
⇒従来品：10D-2E-DNH

LCX

4/20

標準（従来）仕様書
紐絶縁形漏えい同軸ケーブル

ガス圧遠隔監視システム
用ガス注入端子

この空間に乾燥空気を流しま
す。
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ＮＥＴＩＳ登録品（KK180001-A）
発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル

絶縁体
（高発泡ポリエチレン）

内部導体
（波付銅管）

6/20

新旧特性比較

項目 発泡絶縁形漏洩同軸ケーブル 従来型の紐絶縁形漏洩同軸ケーブル

ケーブル

外観図

曲げ剛性 257N・m2 350N・m2

概算質量 1.5kg/m 1.9kg/m

コネクタ

外観図

部品点数 ※ 10点 27点

取付工程数 12工程 17工程

取付時間 ※ 14分/端末 24分/端末

概算質量 1.0kg 1.7kg

※部品点数の削減と施工時間の短縮を実現しました。
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L-LCX43D-NJ-CB 一体型中心コンタクトの組込み

●一体型中心コンタクトの構造

BRH-S6023B補足資料

●一体型中心コンタクトの組み込み

コンタクトを内部導体に
手で締め込める所まで締
め込む。（螺旋形状がね
じの役目を果たしますの
で容易に入ります。）

トルクレンチにより、コ
ンタクト端面と内部導体
端面が完全に接触するま
で締め込む。

トルクレンチにより、規
定トルクで（カチッと音
がするまで）締め込む。

中心コンタクトの差し込み部の螺旋形状が、
中心導体の絞り加工の形状と一致しており
ます。

8/20

発泡絶縁形漏えい同軸ケーブルの
特長及び用途

【留意点】

発泡絶縁形は、紐絶縁形に比べ内部導体の銅管肉厚を薄くすることで

軽量化を図っております。よって電気伝導率が低くなっております。

このため従来通り電源重畳は可能ですが、中間にて電波増幅をシステ

ムを設計される場合はご注意ください。

なお電源重畳は、新幹線や地下街等で使用されておりますが、近年の

道路トンネル件名の設計にはほぼ入っておりません。

※参考値

【中心導体の直流抵抗値】

発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル 1.2Ω/ｋｍ（20℃）

紐絶縁形漏えい同軸ケーブル 0.5Ω/ｋｍ（20℃）
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発泡絶縁形漏えい同軸ケーブルの
特長及び用途

【特 長】

・発泡絶縁形は、紐絶縁形43D（Φ51ｍｍ）サイズ漏えい同軸ケーブル

と比べて約20％軽量となっております。

・曲げ剛性が低く可とう性が良いため、施工性に優れています。

・従来品よりコネクタ取付け時間を短縮しました。（40％削減：参考）

・消防施工法規則第31条2の2の耐熱性能を有するケーブルです。

・ワイドFM（76.1～94.9MHz）に対応しています。

⇒既存76.1～89.9MHzに新たに90～94.9MHzを追加、FM補完放送に

対応しています。

・マルチメディア放送（95～108MHz）に対応しています。

ワイドFM（FM補完放送）とは、AM（中波）放送局の放送エリアにおいて、
難聴対策や災害対策のために上記周波数内でAM番組を放送することです。

10/20

発泡絶縁形漏えい同軸ケーブルの
主な対応周波数

※76-108 MHz
ワイドFM放送（76.1-94.9MHｚ）
マルチメディア放送（95～108MHｚ）

※142-162 MHz
警察デジタル無線（150MHz）、国土交通省ｋ‐λ(150MHz）
業務（鉄道・バス）

※260-277 MHz
消防デジタル無線（260MHｚ）

※350-430 MHz
業務（鉄道・バス）・管理事業者用無線（380-400MHｚ）

※460-470 MHz
消防アナログ無線（署轄系対応）：個別件名対応にて製作します。

１本のケーブルで５つの無線周波数帯域に対応し、
複数の用途で利用されております。
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２０２１．６．１５
民放代表幹事会社
記者発表パネル

⇒放送免許の更新時期２０２８年には、多数のAM放送
が停波し、ＦＭ放送への転換が行われる予定です。

12/20

ラジオ再放送・無線通信補助設備の
敷設写真（断面）

発泡絶縁形
漏えい同軸ケーブル
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ラジオ再放送設備の敷設写真（ケーブル支持）

LCXケーブル支持間隔
中間吊架金具にて約5m間隔で吊架します。

中間吊架金具

脱落防止バンド
LCX

約5
ｍ

14/20

耐熱同軸ケーブルが必要な個所

LCXと耐熱同軸ケーブルを接続することで、トンネル内に敷設されたアンテナケーブルが
全て同一の消防施工法規則第31条2の2の耐熱性能を有することになります。

ジャンパーケーブル
※2021/7追加登録

8D-WFLEX-DHT LCX
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ケーブル構造の比較

注）管路布設時や盤の貫通部の被覆擦れ対策のため標準ケーブルの被覆厚0.5mmを
1.0mmとしています。

●絶縁体に高発泡ポリエチレン、外部導体に波付銅管を用いた耐熱形同軸ケーブルです。
●外径が小さくなります。（約15%細径）
●質量が軽くなります。（約30％軽量）

項目
耐熱形同軸ケーブル：銅コルゲートタイプ

(8D-WFLEX-DHT)

従来品

(10D-2E-DNH)

内部導体
銅単線

（外径3.0mm）
銅単線

（外径2.9mm）

絶縁体 高発泡ポリエチレン ポリエチレン

耐熱層 耐熱テープ 耐熱テープ

外部導体
特殊リング状波付銅管
（外径9.5mm）

軟銅線編組
（外径11.0mm）

被覆
難燃ノンハロゲンポリオレフィン
(外径11.5mm、被覆厚1.0mm注)

)

難燃ノンハロゲンポリオレフィン
(外径13.5mm、被覆厚1.25mm)

概算質量 0.19kg/m 0.28kg/m

外観図

15/
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ケーブル電気特性の比較

●細径でありながら、低損失です。（7～22%低減）

16/
5

項目 単位
耐熱形同軸ケーブル
：銅コルゲートタイプ

(8D-WFLEX-DHT)

従来品

(10D-2E-DNH)

使用周波数帯域 MHz
0.526-1.629 , 76-108 , 140-
170 , 260-280 , 330-430 , 

450-470

同左

特性インピーダンス Ω 50±2 50±5

標準減衰量
(20℃)

1620kHz

dB/km

5.5 6

80MHz 40 43

150MHz 55 60

260MHz 74 88

360MHz 88 110

400MHz 94 120

470MHz 102 130

電圧定在波比 - 1.25以下 1.5以下

絶縁抵抗 MΩ 1000以上 同左

耐電圧 - AC1000V/1分間 同左



2021/12/24

9

17/20
ケーブル機械特性・難燃特性の比較

●小さい径で曲げられます。
（ケーブルの許容曲げ半径は、外径サイズで決まります。）
●許容張力は低下します。
（10Dサイズから8Dサイズへのサイズダウン、また、外部導体が蛇腹構造のため
引っ張る力には弱くなります。）

●曲げ剛性は、従来品と同程度です。
●耐熱性能は、従来品と同等です。

17/
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項目 単位
耐熱形同軸ケーブル
：銅コルゲートタイプ

(8D-WFLEX-DHT)

従来品

(10D-2E-DNH)

許容曲げ半径
固定時

mm
35 55

布設時 120 135

許容張力 N 196 450

曲げ剛性 N/m2 0.9 0.6

耐熱性能 -

無線通信補助設備に要求され
る耐熱性能を有する
（JCS 5501 耐熱形漏えい
同軸及び耐熱形同軸ケーブル
の表2の耐熱特性を満足す
る）

同左
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コネクタの比較

●中心コンタクトの半田付け作業が不要です。
●コネクタ組立時の部品点数が少なく、編組のほぐし、半田付けが不要なため、取付
作業性に優れています。専用工具が必要です。

●取付時間（参考）は、弊社社員による平均時間です。熟練度により作業時間は異なり
ます。

●ご指定長にてコネクタを取り付けるアセンブリ加工も承ります。

項目
耐熱形同軸ケーブル：銅コルゲートタイプ

(8D-WFLEX-DHT)
従来品用NPコネクタ

構造

部品点数(組立時) 4点 8点

取付工程数 10工程 11工程

取付時間（参考） 約8分/端末 約20分/端末

概算質量 74g 77g

18/
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No 都道府県 発注者 件名
LCX長
（km）

備考

2018～2019年度

1 北海道 北海道開発局 深川留萌自動車道トンネル非常警報設備設置工事 0.8 

2 岩手県 東北地方整備局 釜石地区外ラジオ再放送設備工事 0.2 紐絶縁形LCXの一部区間に納入。

3 岩手県 東北地方整備局 平成30～31年度宮古田老地区ラジオ再放送設備工事 11.1 

4 富山県 北陸地方整備局 小矢部・源平・くりからトンネルラジ再ケーブル更新 2.3 

5 富山県 北陸地方整備局 平成30年度黒部維持管内トンネル 1.3 

6 富山県 北陸地方整備局 平成31年度猪谷トンネル 0.7 

7 福井県 福井県 原子力災害制圧道路等整備事業新大島トンネル 2.3 

8 福井県 福井県 原子力災害制圧道路等整備事業敦賀第一トンネル 3.9 

9 福井県 福井県 原子力災害制圧道路等整備事業美浜第三トンネル 1.7 

10 山梨県 関東地方整備局 中部横断富沢下部温泉早川ラジオ再放送設備他工事 3.8 完成後NEXCO中日本に管理を移管予定。

11 静岡県 中部地方整備局 平成29年度天城北道路トンネル通信設備工事 2.4 

12 京都府 近畿地方整備局
京都国道事務所管内ラジオ再放送設備設置工事
（東山トンネル）

0.5 

13 大阪府 大阪府 第二阪奈有料道路 11.5 NEXCO西日本「E92」へ管理移管済。

14 鳥取県 中国地方整備局 鳥取自動車道智頭用瀬トンネルラジオ再放送設備 2.6 

15 広島県 中国地方整備局 休山改良休山トンネルラジオ再放送設備工事 1.7 

16 長崎県 九州地方整備局 長崎497号調川トンネルラジオ再放送設備設置工事 1.3 

17 大分県 九州地方整備局 東九州道上岡トンネル外ラジオ再放送設置工事 0.7 

48.9 

NETIS登録品：発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル
2018-2019年度納入実績（道路トンネルのみ）
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NETIS登録品：発泡絶縁形漏えい同軸ケーブル
2020年度納入実績（道路トンネルのみ）

No 都道府県 発注者 件名
LCX長
（km）

備考

2020年度

18 岩手県 東北地方整備局 宮古盛岡横断道路無線通信補助設備外工事 10.8 

19 岩手県 東北地方整備局 尾肝要地区ラジオ再放送設備工事 2.4 

20 岩手県 東北地方整備局 野田久慈地区ラジオ再放送設備工事（2020年度施工分） 4.8 2021年度秋にて完納予定。

21 宮城県 東北地方整備局 三陸沿岸道路トンネル防災設備工事 2.0 

22 福島県 東北地方整備局 伊達地区トンネル通信設備工事 1.5 

23 千葉県 関東地方整備局 Ｒ２国道１２７号館富外ラジオ再放送設備更新工事 0.4 

24 石川県 北陸地方整備局 Ｒ１金沢河川国道トンネル非常警報設備改修工事 0.9 

25 山梨県 関東地方整備局
Ｒ１中部横断道大島第一トンネル外ラジオ再放送設備他
工事

0.2 
完成後NEXCO中日本に管理を
移管予定。

26 山梨県 山梨県 国道１３７号（山宮トンネル）非常用通信設備工事 0.9 

27 山梨県 関東地方整備局 Ｒ１中部横断道丸滝トンネル外ラジオ再放送設備他工事 3.0 
完成後NEXCO中日本に管理を
移管予定。

28 滋賀県 近畿地方整備局 佐和山トンネルラジオ再放送設備設置工事 0.2 

29 兵庫県 近畿地方整備局 日高豊岡南道路ラジオ再放送設備他設置工事 2.8 

30 広島県 中国地方整備局 令和２年度東広島呉道路岩山ＴＮラジオ再放送設備工事 1.3 

31 長崎県 九州地方整備局 長崎３４号新日見トンネル非常用設備設置工事 1.1 

32 宮崎県 九州地方整備局 令和元年度日南トンネル外ラジオ再放送設備設置工事 2.9 

33 大分県 九州地方整備局
令和２年度 東九州道山口第一トンネル外ラジオ再放送
設備設置工事

1.3 

36.5 

納入数量 85.4 
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本社 〒100-8306
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 新東京ビル5F
通信建設営業部 TEL 03-6250-6949

北海道支店 〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西5-2-9 北一条三井ビル
TEL.011-231-8805

東北支店 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-22 仙台ビルディング4階
TEL.022-722-7191

中部支店 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-13-26 名古屋伏見スクエアビル
TEL.052-221-1660

北陸支店 〒930-0005
富山県富山市新桜町5-3 第２富山電気ビル
TEL.076-442-6055

関西支店 〒530-0047
大阪市北区西天満5-1-11 フジクラビル４Ｆ
情報通信営業部 TEL.06-6364-0394

四国支店 〒760-0028
香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル
TEL.087-851-8800 FAX.087-851-8833

中国支店 〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀14-4 ＪＥＩ広島八丁堀ビル
TEL.082-211-3608

九州支店 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡13F
TEL.092-732-1245

沖縄支店 〒902-0062
沖縄県那覇市字松川717番地 ＴＮセゾンライト
TEL.098-887-4541


