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まえがき 

 

 本報告書は、経済産業省から住友電気工業株式会社が平成３０年度の事業として受託した「平

成３０年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（我が国

企業によるインフラ海外展開に向けた事業実施可能性調査）」の成果をとりまとめたものである。 

 

 本調査、「アジア地域・メーカー及びユーティリティーの連携による送電分野のＯ＆Ｍ協力等

を通じたインフラ輸出の事業実施可能性調査」は、アジア地域での送配電事業の海外進出加速

を図るべく、アジア各国電力会社向けの「ユーティリティーのO&M ノウハウ／アセットマネ

ジメント」および「メーカーの電線ノウハウ／センサーシステム技術」を組み合わせた新たな

ビジネスモデルについて、事業実施可能性に関する調査を行ったものである。 

 

 本調査では、O&M に対する想定ニーズが高いと判断した香港、マカオ、タイの各電力会社

を複数回訪問し、現地設備の見学、各国の課題／ニーズのヒアリングを繰り返し、各電力会社

との関係構築を図ると共に、具体的O&M の提案活動を実施した。 

 

 本報告書では、当該国、当該地域の電力事情、送配電分野における課題／ニーズを整理し、

我が国ユーティリティーとメーカーの連携による本ビジネスモデルの効果を確認した上で、事

業推進するための課題を抽出し、事業実施にむけた方策を提案する。 

 

本報告書が、ユーティリティーとメーカー連携のビジネスモデル実現の一助となり、アジア

地域における送配電分野の事業拡大のお役に立てる事を祈念致します。 

 

 本調査実施にご協力頂いた、ユーティリティー企業様、現地にて調査にご協力頂いた当該国

関係各位に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成３１年３月 

住友電気工業株式会社 
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第１章 調査の背景とその目的                 

１.１本調査の背景 

１.１.１アジア地域の送電インフラ市場の現状 

 アジア地域の送電線インフラ市場では、従来は我が国電線メーカーがその高い技術力

で強い競争力を発揮してきたが、近年は、海外新興電線メーカーの出現により、特にア

ジア市場の中でもボリュームゾーンである交流送電線において価格競争が激化している。

アジア地域の中でも設備投資の資金余力の小さい途上国や中進国では、長期的な送電設

備の品質・信頼性よりも初期設備投資額のみを重視している電力会社が未だ多くあり、

海外新興電線メーカーと比較して送電線の価格で劣後する我が国電線メーカーは逸注す

るケースが増加している。このような状況がここ数年にわたり続いており、アジア地域

の送電インフラ市場での我が国電線メーカーのシェアは縮小傾向にある。 

 その一方で、海外新興電線メーカーの低価格送電線は以前より品質水準が向上したも

のの、依然製品トラブルが多発しており、また製品納入後、或いはトラブル発生後のア

フターサービスにも不備がある事により、各国の電力会社からは送電品質の低下に対す

る不満の声もが上がっている。例えば、海外新興電線メーカーによる完工して間もない

送電線路（ケーブル）が、多発する不具合で全面引き替えになるようなケースまで散見

される。品質面においては我が国電線メーカーの送電線がアジア市場において高い競争

力を持っているはずだが、それでもなお、各国電力会社の着眼点は初期設備投資額にあ

り、我が国電線メーカーの送電線が採用されないケースが続いている。 

 

１.１.２ 送電分野における我が国企業の海外事業展開の現状 

我が国電線メーカーは、アジア地域に複数の営業拠点、工事拠点を有し、従来ではそ

の高い技術力により強い競争力を発揮し、各国の電力会社へ電線を納入してきた実績が

ある。また近年では、電線だけでなく、電線の保守・監視用センサ技術、通信技術等を

も組み合わせた「エネルギー」と「IoT」の融合事業領域への展開による競争力の確保

と輸出展開を指向しているが、メーカー単独では製品／システムの供給のみでO&M の

ノウハウが乏しく、海外新興電線メーカーに対する圧倒的差別化には至らない現状であ

る。 

また、国内電力会社においては電力システム改革に伴う事業環境の変化に伴い、送配

電部門の海外事業展開が進んでいる。ただし、送電分野での海外事業展開は、発電分野

での技術協力による事業拡大とは異なり、欧米の送電事業への株式投資による収益確保

を目的とするものがほとんどでありアジア地域における事業展開は少なく、国内電力会

社の設備運用に関する高い技術力を活かしきれていない状況である。この現状に対して、

一部の国内電力会社は送配電分野においても発電分野同様に積極的なO&M技術協力を

行う事によって、各国電力会社、送電事業者との関係構築を進め、更なる海外事業の拡

張を模索している。 

このような状況のもと、メーカーと国内電力会社が協業し、メーカーの電線／センサ

納入と電力会社のO&M 技術協力を組み合わせた、送電分野における一気通貫サービス

という新たなビジネスモデル構築の可能性を本F/Sを通じて調査する。 
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１.２本調査の目的 

１.２.１メーカー／ユーティリティー連携による一気通貫サービスモデル構築 

図 1.2.1-1 アジア地域における送電インフラ市場の現状と狙い 

 

アジア地域の送電インフラ市場における我が国企業の事業拡大の策として、アジア

地域では取り組み前例が無い、国内電力会社による知識集約型の送電設備O&M／更新

に係る技術協力と、国内電線メーカーによる製品納入を組み合わせた一気通貫サービス

事業の実現を目指し、本調査を実施する。具体的には、当社の高品質な送電線／監視・

通信ステム類と、海外展開に積極的な某国内電力株式会社の送電設備に関するノウハウ

とを組み合わせた電力品質向上に係る一気通貫サービスを高品質送電インフラソリュー

ションとしてアジア各国の電力会社へ提案する（表 1.2.1-1）。併せて、当社及び某国内

電力の国内での実績を活かした送電設備の設計／建設の品質向上に係る技術提案につい

ても取り組みながら、各国電力会社との関係を構築し、各電力会社の抱える課題、ニー

ズについて調査する。 

これらの取り組みにより、最終的には、送電設備の設計～建設～O&M～更新の全般

に係る技術協力および製品納入（以下 高品質送電インフラソリューション）を提供し、

初期設備投資だけではない新たな付加価値（電力の安定供給、イニシャル・ライフサイ

クルコスト全般のトータルコスト削減）についても提案することにより、電線の単品売

り専業の海外新興電線メーカーとの差別化を狙い、アジア地域における我が国電線メー

カーのシェア奪還、事業拡大を目指す。また、高品質送電インフラソリューションの提

供は製品の納入だけでなく、電力会社の設備運用更新に関わるコンサル業を受託する可

能性も高く、国内電力会社も中長期的に安定した関係構築と収益を得る事が見込める。 
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表 1.2.1-1 当社および電力会社保有技術と実績 

 住友電工 国内電力会社 

保有ﾘｿｰｽ 高品質製品群 

・高品質送電線(ｹｰﾌﾞﾙ､架空送電線) 

・送電線監視用センサ類 

・ネットワークシステム(伝送装置) 

送電設備に係るノウハウ 

・送電設備設計技術 

・送電設備 O&M技術 

・送電設備更新技術 

これまで

の海外事

業への取

組み 

・アジア／欧州／北米など全世界で

電線ビジネスを展開中。世界各地

に営業／工事拠点あり。 

・住友電工の総合力を活かした「エ

ネルギー」と「ICT」を融合させた

事業展開を推進中。 

・電力設備の設計／建設／O&M／更

新に係る保有技術を活用し、送変

電コンサルティング業務事業展開

をアジア地区にて推進中。 

・欧州海底送電線事業への参画等、

海外送配電事業への展開を積極的

に実施。 

 

 

 

１.３ 調査対象国の選定 

 本調査の対象国は、下記①、②に示す項目を満たす国・地域の中から選定する。 

 

① 送電線ネットワークの形成がある程度成熟しており、また送電品質向上に対する意識が 

高く、更なる設備投資が可能な資金余力を有する国。 

② アジア地域において、主として住友電工との関係性（納入実績、技術協力実績、現地拠点

等）を有する国。（欧州電線メーカーとは離れた地域であるため日本の優位性が高い。ま

た、関係性の深いアジア地域に限定する事により、現地調査を円滑に進められる。） 

 

 上記の選定方式より、調査対象国は下記の 3 か国とする。 

検討対象国 ： 香港 ／ マカオ ／ タイ 

 

 本調査目的に合致する可能性の高い上記 3 か国を対象とする事で、速やか且つ高角度に本ビ

ジネスモデルの立ち上げを図るとともに、その後の周辺各国への水平展開を推進する事を想定

している。 
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第２章 基本情報の整理 

２.１ 対象国の基本情報および電力事情 

２.１.１ 香港の基本情報および電力事情 

（１）香港の基本情報 

香港は中華人民共和国の特別行政区であり、中華人民共和国の南部に位置する。同じ特別行

政区の澳門（以下「マカオ」とする。）は香港の南西約 70km の位置にある。香港は香港島、九

龍半島、新界および周囲に浮かぶ235余の島で構成され、その面積は1,104 km2（日本の約1/400）

であり、東京 23 区の約 2 倍である。この区域に約 700 万人が居住しており、世界有数の人口

密集地域である。 

香港における電力会社は、九龍半島、新界、ランタウ島等に電力を供給する中華電力（以下

「ＣＬＰＰ」とする。）と、香港島、ラマ島等に電力を供給する香港電燈（以下「ＨＫＥ」とす

る。）の２社がある。今回の調査対象はＨＫＥである。（図 2.1.1-1 参照） 

 

図 2.1.1-1 香港における電力会社のエリア（HKE資料より引用） 
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（２）香港の電力事情 

ＨＫＥの概要を表 2.1.1-1 に示す。同社は香港の投資会社HK Electric Investment の主要な運

営会社であり、香港特別行政区政府との間で交わされた「統制協定」により運営されている。

その形態は、香港島、ラマ諸島等への電力の発電、送配電および供給を担う垂直統合型の電力

会社である。設立は 1889 年と古く、約 1,800 人の社員 (技術ｽﾀｯﾌ約 60%)を有す。 

 

表 2.1.1-1 ＨＫＥの概要 

項目 詳細 

香港島､ラマ島面積 75km2、13km2(日本面積 378 千 km2) 

昼間／夜間人口 250 万人／130 万人(日本：約 1.26 億万人) 

供給戸数 約 57 万 5 千戸 

最大需要電力 2,428ＭＷ（東京電力HDの約 1/30 の規模） 

発電設備 3,737MW(ラマ発電所) 

変電設備 3,899 箇所(拠点変電所 27 箇所) 

送電線 6,289 km（大半がケーブル） 

電圧階級 

275kV､132kV､(66kV)：送電線 

33kV：地下鉄等配電線 

22/11kV：大規模お客様配電線 

380V：小規模お客様配電線 

220kV：一般家庭配電線 

一軒あたりの停電時間 1.5 分/軒 

送電線ロス率 3.77%（2008） 
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図 2.1.1-2 ＨＫＥの電力系統（HKE資料より引用） 

 

ＨＫＥの電力系統は 275kV/22kV/11kV と 132kV/22kV/11kV である。その概要を図 2.1.1-2 に

示す。ＨＫＥの電源はラマ発電所のみであり、ＨＫＥとＣＬＰＰとは 132kV の送電線にて連系

されている。 

 

図 2.1.1-3 ＨＫＥの電圧階級 

 

ＨＫＥの電圧階級を図 2.1.1-3 に示す。電圧階級は、275kV、132kV、33kV、22kV、11kV、

380V、220V に分かれており、地下鉄等へは 33kV、大規模お客さまへは 22/11kV で供給され

ている。送配電線については、一部を除きケーブルが大半を占める。 
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２.１.２ マカオの基本情報および電力事情 

 

（１）マカオの基本情報 

 

図 2.1.2-1 マカオの概要（CEM資料より引用） 

 

マカオは、中華人民共和国広東省「珠江」の最下流域に位置し、香港からは南西に 70km の

位置にある。中華人民共和国珠海市に接し、中国大陸の南海岸に位置するマカオ半島と、隣接

する島から構成されている。この島は、もともと「タイパ島」と「コロアネ島」という二つの

島であったが、島の間が埋め立てられてコタイと呼ぶ地域となり、全体が一つの島のようにな

っている。現在、マカオ半島部と旧タイパ島の間には 3 つの橋で接続されている。マカオでの

電力供給はマカオ電力（以下「ＣＥＭ」とする。）のみで行われている。（図 2.1.2-1 参照） 

 

（２）マカオの電力事情 

ＣＥＭの概要を表 2.1.2-1、電力系統を図 2.1.2-2 に示す。ＣＥＭは、マカオ特別行政区で発

電、送電(220kV､110kV､66kV)､配電(11kV、400V､230V)、販売を行っている垂直 統合型の電

力会社である。同社は、コロネア発電所にて 472MW の発電能力を有する。2016 年度ではマカ

オ内需要の 81.9%の電力が中国本土から供給されており、コロネア発電所からの供給は 15%程

度である。コタイ地区ではカジノ向けホテルの建設ラッシュが続いており、電力販売の伸びは

ここ数年で 5%程度を推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マカオ 

タイパ島 

コタイ(埋立地) 

コロネア

 

マカオ空港 

橋梁 

橋梁 
橋梁 
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表 2.1.2-1 ＣＥＭの概要 

項目 詳細 

マカオ面積 30.4km2(日本面積 378 千 km2) 

人口 644,900 人(日本：約 1.26 億万人) 

供給戸数 約 25 万 3 千戸 

最大需要電力 932ＭＷ(2016) （東京電力HD の約 1/60 の規模） 

従業員数 682 名（2007 比▲５％） 

発電設備 472MW(コロネア発電所) 

変電設備 拠点変電所 22 箇所 

ケーブル長 

（1,841km） 

220/110/66kV：293km 

11kV：706km 

400/230V：842km 

供給電圧(50Hz) 
220kV､110kV､66kV：送電線 

11kV､400V､230V：配電線 

送電線ロス率 3.0％（2016） 

 

 

 

図 2.1.2-2 ＣＥＭの電力系統（CEM資料より引用） 
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図 2.1.2-3 ＣＥＭの電圧階級 

 

ＣＥＭの電圧階級を図 2.1.2-3 に示す。電圧階級については、220kV、110kV、66kV、11kV、

400V、230V に分かれている。送配電線は全てケーブルである。 
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２.１.３ タイの基本情報および電力事情 

 

（１）タイ（バンコク）の基本情報 

タイ王国は、東南アジアに位置する君主制国家であり、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

加盟国でもある。首都はバンコク。 

 

（２）タイ（バンコク）の電力事情 

タイでの電力供給体制は図 2.1.3-1 のとおりである。エネルギー省管下のタイ発電公社（以

下「ＥＧＡＴ」とする。）が発電からターミナル変電所までの 230kV 基幹送電線を管理し、内

務省管下のタイ首都圏配電公社（以下「ＭＥＡ」とする。）がバンコク首都圏および近傍地域へ

の電力供給、同省管下のタイ地方配電公社（以下「ＰＥＡ」とする。）が首都圏以外の地域への

電力供給を担っている。今回の調査対象はＭＥＡである。表 2.1.3-1 にＭＥＡの概要を示す。 

 

  

図 2.1.3-1 タイの電力供給体制 
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表 2.1.3-1 ＭＥＡの概要 

項目 詳細 

タイ王国面積 約 51 万 3 千 km2(日本：約 37 万 8 千 km2) 

タイ王国総人口 約 6,600 万人(日本：約 1.26 億万人) 

MEA 社管内人口 約 820 万人 

販売電力量 51,413GWh 

最大需要電力 9,296ＭＷ（東京電力HDの約 1/6 の規模） 

ターミナル変電所 

(EGAT 接続点) 
変電所 17 箇所＋開閉所 1 箇所／19,534MVA 

配電用変電所 134 箇所／18,485MVA 

送電線 

230kV：58km･回線 

115kV：830km･回線 

 69kV：902km･回線  

配電線 
24kV/12kV：18,423km･回線 

380V/220V：29,277km･回線 

送電ロス率 3.32％ 
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２.２ 周辺国の電力事情 

  香港、澳門、タイ以外の主要アジア諸国の電力事情は以下の通り。 

 

シンガポール；エネルギー市場監督庁(EMA；Energy Market Authority)が電力事業に

関わる行政を担当。この機関の規制のもと、発電部門 14 社、送配電部門それぞれ 1 社、

電力小売り部門 9 社が存在し、2018 年より電力自由化が全面的にスタート。発電に関

しては、過去には石油による火力発電が国内の発電施設の 100%を占めていたが、現在

では、ほとんどを天然液化ガス(LNG)からの火力発電が占めており、残りは石油による

火力発電、再生可能エネルギー等で賄われている。発電電力量、販売電力量共に製造業

の生産拡大やカジノ開業に伴う観光産業の成長により年々増加傾向にある。送配電設備

については、送電設備(400kV、230kV、66kV)、配電設備(22kV、6.6kV、400V)で構成

され、全ての送電線と大半の配電線が地中化されている。昨今も電力需要急増に伴い、

超高圧のCV 地中線網構築中。   

 

マレーシア；電力事業に関わる行政は、地域によって担当する機関が異なり、半島マレ

ーシアと東マレーシアのサバ州はエネルギー委員会(EC；Energy Comission)が、東マ

レーシアのサラワク州は州政府が担当。上記の地域毎に電気事業者(半島部：国営テナ

ガ・ナショナル(TNB)、サバ州：国営サバ電力(SESB)、サラワク州：サラワク電力供給

公社(SESCO))がそれぞれ発送配電事業を展開している。発電電力量、販売電力量共に

年々増加傾向にあり、販売電力量は半島部(TNB 管内)が全体の 9 割以上を占めている。

送配電設備に関しては、半島部の送電設備は 500kV、275kV、132kV で構成され、半

島を周回する 275kV 系統が整備。サバ州の送電設備は 275kV、132kV、66kV、サラワ

ク州の送電設備は 275kV、132kV で構成されている。配電設備は、中圧(33kV、22kV､

11kV、6.6kV)、低圧(415V､240V)で構成されている。 

 

インドネシア；エネルギー鉱物資源省(ESDM；Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral)が電力事業に関わる行政を担当。国有電力会社(PLN；Perusahaan Listrik 

Negara)が発送電事業を展開。供給電力量、販売電力量共に年々増加傾向であり、70%

以上をジャワ・バリ地域が占めている。送配電設備に関しては、送電設備(500kV、275kV、

150kV、70kV 500kV はジャワ・バリ地域のみ。275kV、150kV は主要な島＜ジャワ、

スマトラ、スラウェシ、カリマンタンの各島＞のみ。他の島は 70kV は配電線による電

力供給)。ジャワ・バリ系統は主要電源が東部と西部に偏在しているため、東西を結ぶ

500kV 基幹送電線が南北 2 ルート敷設されている。スマトラ島では将来的に 500kV 系

統の導入、500kV 直流送電線によるジャワ島との連系計画もあり。またマレーシアとの

連系計画もあり、西カリマンタン州と東マレーシアのサラワク州を結ぶ国際連系送電線

やスマトラ島のリアウ州と半島マレーシアのマラッカ州を結ぶ国際直流連系線もあり。 

配電設備は中圧(20kV)、低圧(380V、220V)で構成されている。 
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ミャンマー；電力エネルギー省(MOEE；Ministry of Electricity and Energy)が電力事

業に関わる行政を担当。電気事業体制としては、発電事業は発電公社(EPGE；Electric 

Power Generation Enterprise)、水力発電所の設計・建設は水力発電建設局（DHPI；

Department of Hydropower Implementation）、送電・給電・系統運用は建設および運

用ともに電力送変電システム制御部（DPTSC；Department of Power Transmission & 

System Control）、配電運用・小売はMOEE 管轄下のヤンゴン配電会社（YESC；Yangon 

Electricity Supply Corporation）(ヤンゴン管区)、マンダレー配電会社（MESC；

Mandalay Electricity Supply Corporation）（マンダレー管区）および地方配電公社

（ESE；Electricity Supply Enterprise）（ヤンゴン、マンダレー管区以外）が、33kV

以下の配電系統ならびに系統内の 66kV・33kV の変電所の建設・運用と、料金徴収など

の小売業務を担う。供給電力量、販売電力量共に年々増加傾向であり、約半数をヤンゴ

ンが占めている。送配電設備に関しては、送電設備(500kV、230kV、132kV、66kV)、

配電設備(33kV、11kV、6.6kV)で構成されている。 

このほか、カンボジア、スリランカ、バングラデシュにおいても都市化による電力需要

急増に伴い地下変電所、送配電線設備増強ニーズがあると考えられる。 
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第３章 Ｏ＆Ｍ技術協力と送電設備設計の提案 

３.１ 香港のニーズと事業課題 

３.１.１ 香港のニーズ 

 ＨＫＥの設備に関するニーズおよび課題を表 3.1.1-1 に示す。 

 

表 3.1.1-1 ＨＫＥの設備に対するニーズと課題 

項目 ニーズ・課題 

（ア）経年海底ＯＦケーブルの更新 

対応 

275kV 海底ＯＦケーブルの高経年化が進んでお

り、これらに関する更新対策が検討されている。 

（イ）重要線路の信頼度向上対策 
重要線路である地下鉄向け132kV送電線路の信頼

度向上に向けた対策が検討されている。 

（ウ）市内埋設ケーブルの更新対応 

人口過密地域における道路線下の直接埋設ケーブ

ルの更新方法について、交通を妨げることの無い

工事方法が必要とされている。 

 

（ア）経年海底ケーブルの更新対応 

 ＨＫＥの保有する海底ＯＦケーブルの高経年化が進んでおり、これらをどのように更新して

いくかがＨＫＥの最重要課題との事。更新方法としては、現行と同様に(a)海底ケーブルを布設

する方法、(b)海底トンネルを建設してその中にケーブルを布設する方法が考えられる。しかし、

(a)については、当該地域は船舶航行が多い事から船舶の錨によるケーブル損傷の可能性があり、

ＨＫＥは信頼度の面で問題との認識である。(b)については、建設コストが高額となる事から、

コストミニマムとなる設計、建設が必要となる。 

 

（イ）重要線路の信頼度向上対策 

 香港島内については高信頼度が求められており、例えばケーブルの部分放電測定（以下「PD

測定」とする。）による常時監視システム設置等が検討されている。しかし、常時監視システム

の設置および維持については高コストとなるため、信頼度ならびにコストを考慮した合理的な

対応策が必要となる。 

 

（ウ）市内埋設ケーブルの更新対応 

 香港島の北部は人口過密地域であり、通行車両数も多い。また、道路下には電力ケーブルを

含めた水道、ガス等が多数埋設されている。 

したがって、通行車両に支障を与えず、輻輳する地下埋設物を合理的に更新する方法が必要と

なる。 

 

 

  



19 

 

３.１.２ Ｏ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案 
 ＨＫＥへのＯ＆Ｍに係る技術協力と送電設備設計提案について表 3.1.2-1 に示す。 

 

表 3.1.2-1 ＨＫＥへのＯ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案 

ニーズ・課題 Ｏ＆Ｍ技術協力／送電設備設計提案 

（ア）経年海底ＯＦケーブルの 

更新対応 

＜寿命診断＞ 

①絶縁油ガス分析による寿命診断 

②絶縁紙重合度分析による寿命診断 

＜更新方法＞ 

③アセットマネジメントによるケーブル更新策定 

④トンネル式ケーブル線路の提案 

＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

⑤トンネル監視システムの提案 

（イ）重要線路の信頼度向上対策 
＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

①PD 測定による線路常時監視 

（ウ）市内埋設ケーブルの更新 

対応 

＜寿命診断＞ 

①ケーブルサンプリングによる寿命診断 

＜更新方法＞ 

②アセットマネジメントによる更新年次策定 

③狭隘地区で実施可能な工事方法の提案 

④トンネル式ケーブル線路の提案 

 

（ア）経年海底ケーブルの更新対応 

＜寿命診断＞ 

 経年海底ＯＦケーブル寿命診断として、ＯＦケーブルの寿命診断で広く適用されている「①

絶縁油分析による寿命診断」、「②絶縁紙重合度分析による寿命診断」が提案可能と考えられる。 

 

①については、海底ケーブル内絶縁油の残存ガスを分析する。その診断指標についてはＯＦケ

ーブルのそれを適用する事が考えられる。（図 3.1.2-1 参照） 

図 3.1.2-1 OF ｹｰﾌﾞﾙ絶縁油ガス分析異常判断指標（電気協同研究第 70 巻第 1 号より引用） 
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②については、ケーブル内の絶縁紙を採取してその重合度を分析し、初期値からの低下の度合

いによりケーブル寿命を評価する事が考えられる。 

 

＜更新方法＞ 

 経年ケーブルの更新方法として、「③アセットマネジメントによるケーブル更新策定」、「④ト

ンネル式ケーブル線路の提案」が考えられる。 

 

③については、経年ケーブルをサンプリングしてその寿命を求め、ケーブル保守に要する費用、

ケーブル絶縁破壊時の復旧費用、ケーブルの更新費用を考慮した最適なケーブル更新時期の提

案が考えられる。 

  

④については、高額となるトンネル建設費用を抑制するためのトンネル断面のミニマム設計の

実施が考えられる。具体的には、送電容量の確保、施工性・保守性を考慮したトンネルの必要

最小内径を算出する必要がある。 

 

 ＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

海底ケーブルがトンネル式に更新された場合「⑤トンネル監視システムの提案」が考えられる。

これらの概要については、ケーブルおよびトンネルに係る合理的な保守実施のための各種セン

サを用いた監視システムの提案が考えられる。 

 

（イ）重要線路の信頼度向上対策（Ｏ＆Ｍ方法） 

重要線路の信頼度向上対策として「①PD 測定による線路常時監視」が考えられる。この場合、

測定精度低下の原因となるノイズの低減が有効な手段であり、各種ノイズ低減方法を適用した

安価なPD 測定装置の提案が考えられる。 

   

 

（ウ）市内埋設ケーブルの更新対応 

＜寿命診断＞ 

ケーブル更新計画を策定するにあたり、ケーブル余寿命を評価するため「①ケーブルサンプリ

ングによる寿命診断」の提案が考えられる。既設線路から経年ケーブルの一部をサンプリング

して商用周波電圧による絶縁破壊試験を実施する。それらの試験結果からケーブルの絶縁破壊

電圧と経年数の関係が求められるため、それを用いることによりケーブルの使用可能期間推定

が可能となる。使用可能期間を得る事ができれば、それに基づきケーブル更新計画を策定する

事が可能である。 

 

＜更新方法＞ 

更新方法においては、「②アセットマネジメントによる更新年次策定」、「③狭隘地区での合理的

な工事方法の提案」、「④トンネル式ケーブル線路の提案」が考えられる。 

 

②については、前述（3.1.2 (ｱ) ③）を参照の事。 
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③については、例えば香港島内ではインフラ設備（電力ケーブル、水道管、ガス管等）が道路

下を占有しており、設備全体の更新が必要となった場合、物件全体を撤去するには大規模な道

路掘削工事が必要となるため、残置物件となる場合が多いとの事である。したがって、新設、

既設や残置ケーブルが輻輳している中でのケーブル工事が必要となる。そこで、課電ケーブル

切断による感電防止のための識別方法や狭隘なエリアでの合理的な工事方法の提案などが考え

られる。 

 

④については、これらの輻輳ケーブルを整理するためには、幹線道路下においてこれらを収容

できる日本式のトンネル建設の提案が考えられる。なお、日本では国土交通省が東京、大阪、

名古屋等の主要都市において公共の埋設物を収容可能な「共同溝」を建設しているため、これ

らについての情報提供が可能である。 

 

 

３.１.３ 本件に係る事業課題 

（ア）経年海底ケーブルの更新対応 

＜寿命診断＞ 

 「①絶縁油ガス分析による寿命診断」については、ＯＦケーブル関する劣化診断の指標につ

いては知見があるものの、海底ケーブルに関するそれについては無い。そこで、ＯＦケーブル

に関する知見の海底ケーブル診断への適用性について、国内外（CIGRE、電気学会等）の知見

等を確認し、その可否について検討をする必要がある。 

 

「②絶縁紙重合度分析による寿命診断」については、海底ケーブルから絶縁紙をサンプリング

せずに机上検討で評価をする方法と、サンプリングによる方法がある。前者については、絶縁

紙重合度低下割合とガス量との関係性を用い、重合度の経年低下量を想定する事によりケーブ

ル寿命診断が可能となる。この場合、運転年数による発生ガス量の推定のために海底ケーブル

導体温度の時間推移を評価する必要がある。このためには、海底ケーブルの運転実績の把握が

必要となる。（図 3.1.3-1 参照）後者については、実設備から絶縁紙をサンプリングする必要が

あるため、その具体的方法の検討が必要となる。 

 

 

図 3.1.3-1 発生ガス量と経年時間の関係（電気学会技術報告第 858号より） 
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＜更新方法＞ 

「③アセットマネジメントによるケーブル更新策定」については、ケーブル寿命を求めるため

のケーブル絶縁破壊試験データについて、統計処理が可能な数量を確保する必要があるととも

に、どの時期に更新を行えばコストミニマムになるかの評価を行うため、ケーブルの保守に係

る費用、更新に係る費用、事故発生時の復旧に係る費用が必要となる。 

 

「④トンネル布設式ケーブル線路の提案」については、建設コストを抑制するためトンネル内

径最小限にする必要がある。その場合、ケーブル送電容量から決定される最小内径とケーブル

布設、接続部組み立て、故障発生時の復旧等に必要なスペースを考慮した最小内径より最終的

なトンネル内径を決定する必要がある。また、ケーブル送電容量を求めるための設計諸元とし

て、トンネル埋設ルートでの土壌熱抵抗、土壌温度等の把握が必要になる。 

 

＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

「⑤トンネル監視システムの提案」については、トンネルおよびケーブルに関する必要監視項

目の把握や、信頼度および保守性に優れた監視システムの設計が必要となる。 

 

（イ）重要線路の信頼度向上対策（Ｏ＆Ｍ方法） 

「①PD 測定による線路常時監視」については、合理的なPD 測定を行うため、PD 信号レベル

の低下要因である現地ノイズレベルの把握、ならびに現地での測定感度に優れた周波数帯域の

把握が必要である。また、システムのコスト低減に向け、安価な PD 検出センサ開発や測定シ

ステムの構築が必要であると考えられる。 

 

（ウ）市内埋設ケーブルの更新対応 

＜寿命診断＞ 

「①ケーブルサンプリングによる寿命診断」については、評価に必要なケーブルのサンプリン

グ諸元（乾地、湿地など布設形態を考慮、経年数、サンプリング数量等）の決定を行う必要が

ある。また、実際にケーブルサンプリングおよび絶縁破壊試験を実施してそれら試験データか

ら統計処理等に基づくケーブル寿命の評価が必要となる。 

 

＜更新方法＞ 

「②アセットマネジメントによる更新年次策定」については、前述（3.1.3 (ｱ)③ ）を参照の事。 

 

「③狭隘地区での合理的な工事方法の提案」については、活線ケーブルを誤切断しないよう、

高精度かつ安価なケーブル活線識別方法の検討等が必要である。また、狭隘地区への車上運搬

の可能な最大ケーブル長の把握、コンパクトな布設ヤードの検討等が必要である。 

 

「④トンネル式ケーブル線路の提案」については、既設ケーブルの収容条数の選定やトンネル

ルートの選定が必要となるとともに、道路下での大規模な土木工事が必要となることから、関

係官庁との調整等の各種課題が多い。 
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３.２ マカオのニーズと事業課題 

３.２.１ マカオのニーズ 

ＣＥＭの設備に関するニーズおよび課題を表 3.2.1-1 に示す。 

 

表 3.2.1-1 ＣＥＭの設備に対するニーズと課題 

項目 ニーズ・課題 

（ア）ケーブルの絶縁破壊未然防止 

対策 

ケーブルの劣化や初期不良等による絶縁破壊を

未然に察知するための合理的な診断手法や、診断

結果に基づくケーブル張替え基準の策定が求め

られている。 

（イ）市内埋設ケーブルの更新対応 
道路下での輻輳した埋設物の中で、ケーブル工事

を合理的に実施することが求められている。 

 

（ア）ケーブルの事故未然防止対策 

 ＣＥＭ管内のケーブルはすべてがＣＶケーブルである。近年、ケーブル初期不良による絶縁

破壊事故多発しており、それらケーブルについて張替えが必要であるとの事である。したがっ

て、ケーブルを張替えるためケーブルの絶縁性能がどの程度であるかを把握する必要がある。

そのためには、ケーブルの絶縁性能を合理的に診断する方法の検討、診断結果からケーブル張

替え順位をどのように決定していくかの基準策定が課題である。 

 

（イ）市内埋設ケーブルの更新対応 

 ＣＥＭ管内ケーブルについては日本と異なり前述（3.1.1）の香港と同様に道路下等での直接

埋設式が採用されている。このため、道路下に水道やガス等のインフラ設備と合わせて埋設さ

れている。したがって、道路下における他埋設物が輻輳する中での合理的な工事の実施が課題

である。 
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３.２.２ Ｏ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案 

 ＣＥＭへのＯ＆Ｍに係る技術協力と送電設備設計提案について表 3.2.2-1 に示す。 

 

表 3.2.2-1 ＣＥＭへのＯ＆Ｍに係る技術協力と送電設備設計提案 

ニーズ・課題 Ｏ＆Ｍ技術協力／送電設備設計提案 

（ア）ケーブルの絶縁破壊未然 

防止対策 

＜寿命診断＞ 

①PD 測定による線路常時監視 

②ケーブルサンプリングによる寿命診断 

＜更新方法＞ 

③アセットマネジメントによるケーブル更新策定 

④トンネル式ケーブル線路の提案 

（イ）市内埋設ケーブルの更新 

対応 

＜寿命診断＞ 

①ケーブルサンプリングによる寿命診断 

＜更新方法＞ 

②アセットマネジメントによる更新年次策定 

③狭隘地区で実施可能な工事方法の提案 

④トンネル式ケーブル線路の提案 

 

（ア）ケーブルの絶縁破壊未然防止 

＜寿命診断＞ 

「①PD 測定による線路常時監視」については前述（3.1.2(ｲ)①）、「②ケーブルサンプリングに

よる寿命診断」については前述（3.1.2(ｳ)①）を参照の事。 

＜更新方法＞ 

「③アセットマネジメントによるケーブル更新策定」については前述（3.1.2(ｱ)③）、「④トンネ

ル式ケーブル線路の提案」については前述（3.1.2(ｱ)④）もしくは（3.1.2(ｳ)④）を参照の事。 

 

（イ）市内埋設ケーブルの更新対応 

＜寿命診断＞ 

 「①ケーブルサンプリングによる寿命診断」については前述（3.1.2(ｳ)①）を参照の事。 

 

＜更新方法＞  

「②アセットマネジメントによる更新年次策定」については前述（3.1.2(ｱ)③）、「③狭隘地区で

実施可能な工事方法の提案」については前述（3.1.2(ｳ)③）、「④トンネル式ケーブル線路の提案」

については前述（3.1.2(ｱ)④）もしくは（3.1.2(ｳ)④）を参照の事 

 

 

３.２.３ 本件に係る事業課題 

 本件に係る事業課題については前述（3.1.3）を参照の事。 
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３.３ タイのニーズと事業課題 

３.３.１ タイのニーズ 

ＭＥＡの設備に関するニーズおよび課題を表 3.3.1-1 に示す。 

 

表 3.3.1-1 ＭＥＡの設備に対するニーズと課題 

項目 ニーズ・課題 

（ア）経年 230kVＯＦケーブルに 

関する保守および更新対応 

トンネル内布設 230kVＯＦケーブルの接続部におい

て漏油が発生しており、その対応が最重要課題とされ

ている。併せて経年ＯＦケーブルの更新において、Ｃ

Ｖケーブルでの更新を検討されている。 

（イ）ケーブル竣工試験方法に 

関する検討 

ケーブル線路建設後、課電試験によるケーブル竣工試

験が必要との事であるが、長距離ケーブル線路での課

電方法に苦慮をしているとの事。 

 

（ア）経年 230kVＯＦケーブルに関する保守および更新対応 

 建設から 10 年を満たないトンネル内布設 230kVＯＦケーブルの接続部において漏油が発生

しているとの事で、ＭＥＡはその漏油対応について苦慮しており、自社による漏油対応を志向

している。 

 また、経年 230kVＯＦケーブルの寿命診断や、それらケーブルの更新について「ＯＦケーブ

ル」での対応か、現在の主流である「ＣＶケーブル」での対応にするかについても議論がなさ

れている。 

 

（イ）ケーブル竣工試験方法に関する検討 

 ケーブル線路の運開前には、その健全性を確認するため竣工検査として課電試験が実施され

る。ここで、 230kV 等の高い電圧階級における長距離ケーブルでは、ケーブル充電電流が大

きくなる事から課電試験装置の規模が大きくなる。日本では、従来は商用周波課電試験装置に

よる試験を実施していたが、近年の日本製ケーブルの製造技術および接続部の現地組立技術の

向上により、系統電圧による課電試験に移行している。 

 タイにおいても、ケーブル運開前には課電試験を実施する必要があるとの事であるが、日本

のように系統電圧を印加する事が認められておらず、長距離線路の場合に「直流電圧」による

課電試験を実施しているとの事。ただし、直流電圧によるケーブルへの課電については「ケー

ブルに悪影響を与える」との認識が世界的に認知されているため、ＭＥＡでは高電圧長距離ケ

ーブル線路での課電試験方法について苦慮しているとの事。 
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３.３.２ Ｏ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案 

 ＭＥＡへのＯ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案について表 3.3.2-1 に示す。 

 

表 3.3.2-1 ＭＥＡへのＯ＆Ｍ技術協力と送電設備設計提案 

項目 ニーズ・課題 

（ア）経年 230kVＯＦケーブルに 

関する保守および更新対応 

＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

①経年ＯＦケーブル漏油への対応 

②経年ＯＦケーブルの保守対応力向上 

＜寿命診断＞ 

③経年ＯＦケーブルのPD測定による診断 

＜更新方法＞ 

④アセットマネジメントによる更新年次策定 

⑤ＣＶケーブルへの更新提案 

（イ）ケーブル竣工検査方法に 

関する検討 

①各種波形を用いたケーブル課電試験の提案 

 

 

（ア）経年 230kVＯＦケーブルに関する保守および更新対応 

＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

 「①経年ＯＦケーブル漏油への対応」および「②経年ＯＦケーブルの保守対応力向上」につ

いては、日本のＯＦケーブル保守経験を活かしたＭＥＡスタッフへの本件に係る研修の実施が

考えられる。 

 

＜寿命診断＞ 

「③経年ＯＦケーブルのPD 測定による診断」については前述（3.1.2(ｲ)①）を参照の事。 

 

＜更新方法＞ 

「④アセットマネジメントによる更新年次策定」については前述（3.1.2(ｱ)③）を参照の事。「⑤

ＣＶケーブルへの更新提案」については、世界の潮流もＣＶケーブルへの移行が進んでいるた

め、ＣＶケーブルへの更新提案が考えられる。 

 

（イ）ケーブル竣工検査方法に関する検討 

「①各種波形を用いたケーブル課電試験の提案」については、某国内電力は、275kVＣＶケー

ブル線路での課電試験による竣工検査実績がある。同社では、図 3.3.2-1 に示すとおりケーブ

ル課電装置（60Hz）を開発し、ケーブル接続部でのPD 測定を組み合わせた竣工検査を実施し

た。そこで、それらの経験を活かしてＭＥＡ向けケーブル竣工検査方法の提案が考えられる。 
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（ａ）ケーブル課電装置          （ｂ）PD 測定装置 

 

（ｃ）試験回路 

図 3.3.2-1 ケーブル竣工試験概要 

 

 

３.３.３ 本件に係る事業課題 

（ア）経年 230kVＯＦケーブルに関する保守および更新対応 

＜Ｏ＆Ｍ方法＞ 

「①経年ＯＦケーブル漏油への対応」ならびに「②経年ＯＦケーブルの保守対応力向上」につ

いては、（3.3.2(ｱ)） 

 

＜寿命診断＞ 

「③経年ＯＦケーブルのPD 測定による診断」については前述（3.1.2(ｲ)①）を参照の事。 

 

＜更新方法＞ 

「④アセットマネジメントによる更新年次策定」については前述（3.1.2(ｱ)③）を参照の事。「⑤

ＣＶケーブルへの更新提案」については、前述（3.1.3(ｱ)④）を参照の事。 
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（イ）ケーブル竣工検査方法に関する検討 

「①各種波形を用いたケーブル課電試験の提案」については、表 3.3.3-1 に示す課題がある。 

 

表 3.3.3-1 各種波形を用いたケーブル課電試験での課題 

試験方法 課題 

商用周波電圧による課電試験 
・試験用電源確保の可否等 

・長距離ケーブル向けケーブル充電電流削減対策 

 

 「商用周波電圧による課電試験」については、近隣の変電所より試験用電源を確保する事が

可能なのか、また試験中にケーブルが絶縁破壊をした際に当該変電所に波及が及ばないような

適切なリレー整定の実施が課題である。また、ケーブル充電電流削減対策としては一般的にリ

アクトルを線路に並列に挿入する事が必要である。某国内電力株式会社では、変電所の母線に

設置されている補償用リアクトル装置を利用するが、タイでは例えば補償用リアクトルが設置

されているか等の補償容量の確保が課題である。 
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３.４ 周辺各国への事業展開 

 アジア各国の送電設備は、電力需要の増大、都市化に伴い架空電線から地中ケーブル

への傾向が多くの地域で見られ、今回調査した香港、澳門、タイと類似する設備が多く

ある。そのため、今回の調査で得た 3 地域のニーズ、課題と同様の課題が、その他アジ

ア諸国でも潜在的に存在していると考えられ、本事業による送電インフラソリューショ

ン事業化スキームの実績をアジア各国へ水平展開する事により、アジア地域での我が国

企業の事業拡大に繋がると想定される。 

 具体的なアジア各国への事業展開案は以下の通り。 

・シンガポール；電力需要急増に伴い、超高圧の地中 CV ケーブル網構築中。O&M に

は従前より関心が高く取組を進めており、新規ニーズ掘り出しは難しい。 

・マレーシア；地中CV ケーブルは直埋であり、安定供給のためのO&M 展開には、新 

規構築案件の洞道化提案が効果的と考える。また海底ケーブルの安定供給のための 

O&M ニーズが将来的に出てくるのではないかと想定。 

・インドネシア；500kV 系統導入において安定供給の観点からO&M ニーズが出てくる 

ものと想定。 

・ミャンマー；ヤンゴン地区の都市開発進展に伴い、66kV/230kV 地中CV ケーブル網 

構築において安定供給の観点からO&M ニーズが出てくるものと想定。 

・全般；先行する香港の事例を鑑みるに、需要増に柔軟に対応できる地中CV ケーブル 

網構築のためには、不具合発生時やケーブル拡張時に掘り起こしが必要な「直埋方式」 

ではなく「洞道敷設方式」が好ましいと考えられるため、既存設備のO&M 提案に 

加えて、新規設計にあたっての洞道化提案/設計コンサルを展開することが効果的で 

あると考える。 

 またアジア地域だけでなく、アジア地域と類似する送電設備を持ち、オイルマネーに

よって設備投資に余裕のある中東各国においても、本送電インフラソリューションを

水平展開する予定である。 

 

３.５ 想定される事業規模 

送電インフラソリューションの各国への水平展開を前提とした事業規模を示す。 

・既存送電設備の長期効率利用に資するメンテナンス受託（数億円／年） 

・送電設備新設計画に対する送電設備の詳細設計受託（推定数億円／年） 

・送電設備の更新／新設計画に伴う電線（架空送電線・ケーブル）納入（数十億円／年） 

 

３.６ 環境改善効果 

送電線の洞道化による冷却技術の導入（導体抵抗低減）や、大容量ケーブルの採用に 

より送電効率の向上を見込む事ができ、それに伴い発電量の抑制が実現し、発電起因 

CO2 の削減が可能と考えられる。 

また高品質なケーブル、付属品採用並びに効果的なAssetManagement 手法導入に 

より送電設備の長期効率利用が可能となり、頻繁なケーブルの張替に伴う、ケーブル 

製造、輸送、敷設等で発生するCO2 削減が可能と考えられる。  
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第４章 事業化の検討 

４.１  ファイナンスの検討 

大型送電インフラ建設プロジェクトの立ち上げの際に、現地企業と SPC（特別目的会社）等

を組成した際には、JBIC（国際協力銀行）／NEXI（日本貿易保険）を活用したプロジェクト

ファイナンスを行う可能性も想定している。 

 

４.２ 政策支援等の活用見込み 

 送電設備の O&M・運用技術の向上に対する技術協力策として、AOTS（海外産業人材育成

協会）を活用し、現地でのセミナー開催や、現地人材を日本へ招聘し研修を実施することなど

を想定している。これにより各国電力会社との関係構築が強化され、各国の抱える課題、潜在

ニーズを獲得する事ができ、案件形成の可能性を高める事に繋がる。 

 

４.３ 経済性分析 

我が国電線メーカーはアジア圏への工場進出も果たしており、重量・体積が大きい製品であ

るが故に輸送コスト面で地産地消が必然的に有利となるケーブルビジネスにおいて、本調査に

基づく高品質送電インフラソリューションと合わせ、我が国電線メーカーの海外製造拠点を活

用することで輸送費・人件費の面でコスト競争力も併せ持つビジネスを想定している。具体的

には当社には、インドネシア・インドにケーブル工場を保有しており、日本工場はもちろんこ

れら工場を最大限活用する事も想定している。 

 

４.４ 当該事業の事業化に必要な機器・技術等に関する我が国の技術競争力 

 当該事業の事業化に必要な技術協力／送電設備設計提案について表 4.4-1 に再掲する。 

 

表 4.4-1 当該事業の事業化に必要な技術協力／送電設備設計提案の内容（再掲） 

技術項目 技術協力／送電設備設計提案の内容 

（ア）ＯＦケーブル寿命診断 
絶縁油ガス分析による寿命診断 

絶縁紙重合度分析による寿命診断 

（イ）ＯＦケーブル保守全般 ＯＦケーブルの巡視、点検、補修、更新等 

（ウ）ケーブル監視方法 PD 測定による線路常時監視 

（エ）竣工検査方法 各種波形を用いたケーブル課電試験の提案 

（オ）ＣＶケーブル寿命診断 
ケーブルサンプリングによる寿命診断 

アセットマネジメントによるケーブル更新策定 

（カ）設備設計／工事全般 

トンネル式ケーブル線路の提案 

トンネル監視システムの提案 

狭隘地で実施可能な工事方法提案 
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（ア）ＯＦケーブル寿命診断 

 日本国内におけるＯＦケーブルの使用については、1928 年（昭和 3 年）に 66kVＯＦケーブ

ル、1958 年（昭和 33 年）に 154kVＯＦケーブルが採用されて以来、1970 年代半ばまではＯ

Ｆケーブルが送電ケーブルの主体であり、275kV以上では2000年以降も採用されていた等100

年あまりの実績がある（１）。その間、各種の寿命診断が開発（２）され、最近ではＯＦケーブル絶

縁油ガス分析にサポートベクトルマシンを適用する等がなされている（３）等、CIGRE パリ大会

でもその成果が報告されている(4)。 

この様に日本ではＯＦケーブルの使用実績も長く、それに係る各種寿命診断技術の開発や適

用もなされており、当該事業の事業化に向けては他国に対して優位性がある。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 飯塚：“新版・電力ケーブル技術ハンドブック”、電気書院(1989) 

[2] ＯＦケーブル保守技術専門員会：“ＯＦケーブルの保守技術”、電気協同研究会、第 55 巻、

第 2 号 (1999) 

[3] 地中送電ケーブルの保全技術専門員会：”地中送電ケーブルの保全技術“、電気協同研究会、

第 70 巻、第 1 号（2014） 

[4] M. Soga et al：“Improvement of Dissolved Gas Analysis technique for Oil-Filled cable 

Facilities and Practical Application of Gas Analysis Technique to XLPE Cable Facilities”、

CIGRE 2016 session、paper B1-207 (2016)  

（イ）ＯＦケーブル保守全般 

 前述（4.5(ｱ)）を参照の事。 

 

（ウ）ケーブル監視方法 

 PD 測定によるケーブル診断については、前述（3.3.2(2)）表 3.3.2-4 に示すとおりの実績が

あるとともに、東京電力では 500kVＣＶケーブル線路での竣工検査時でのPD測定が実施され

ている（５）（６）。また、その際には金属箔電極を使用した高精度なPD試験が実施（７）（８）されて

いる等、日本におけるシステムを含めたケーブル PD 測定技術は高く、当該事業の事業化に向

けては他国に対して優位性がある。 

 

＜参考文献＞ 

[5] 米本ほか：“500kV 長距離ＣＶケーブル線路－東京電力新豊洲線－”、フジクラ技報、第 101

号、pp.22-26 (2001) 

[6] 米本ほか：“新豊洲線 500kV 長距離ＣＶケーブル線路部分放電試験”、日立電線、No.20、

pp.75-80 (2001) 

[7] 勝田ほか：“超高圧長尺ＣＶケーブル線路の活線部分放電検出方法の開発”、電気学会論文

誌B、Vol.111、No.11、pp.1223-1232 (1991) 

[8] 後藤ほか：“長距離電力ケーブル線路における部分放電検出法”、電気学会論文誌B、Vol.121、

No.4、pp.520-527 (2001) 
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（エ）竣工検査方法 

 商用周波電圧による課電試験については前述（4.5(ｳ)）を参照の事。 

VLF を用いた課電試験については、77kV 級向けＣＶケーブル線路への適用研究が国内電力

株式会社にてなされている（９）－（１１）。また、GISを介したＣＶケーブルへの VLF 課電試験の

影響についても名古屋大学にて研究がなされている（１２）。 

このように、VLF 課電試験に係る知見を豊富に有している日本は、当該事業の事業化に向け

ては他国に対して相当の優位性がある。 

 

＜参考文献＞ 

[9] 内田ほか：“ＣＶケーブルの新しい現地耐圧試験法の有効性に関する研究”、電気学会論文

誌B、Vol.131、No.12、pp.956-961 (1995) 

[10] K. Uchida et al：“Study on detection for defects of XLPE cable lines”、IEEE Transaction 

on Power Delivery、Vol.11、No.2 (1996) 

[11] 内田ほか：“超低周波耐電圧試験による水トリー劣化ＣＶケーブルの寿命診断”、電気学会

論文誌B、Vol.120、No.11、pp.1382-1389 (2000) 

[12] 斉藤ほか：“0.1Hz 超低周波（VLF）交流高電圧印加時におけるGIS内金属異物挙動と絶

縁破壊特性”、電気学会論文誌B、Vol.121、No.3、pp.364-370 (2001) 

 

（オ）ＣＶケーブル寿命診断 

 ＣＶケーブル寿命診断については、近年日本においてＣＶケーブルの主要な劣化要因である

絶縁体中の水トリーに関する診断法（１３）－（１５）が提案されており、例えば水トリー部に電荷を

蓄積させ、その信号の大きさから劣化程度を評価する方法（１４）については某国内電力株式会社

管内にて適用され、大きな成果を上げている。これらの各手法の成果については、CIGRE JWG 

D1/B1.20 へ報告されており、技術報告書（１６）として取りまとめられている。 

このように、ＣＶケーブル寿命診断については、本章前述の「ケーブル監視方法」、「竣工検

査方法」と合わせて日本の圧倒的に優れている領域であり、相当の優位性がある。 

 

＜参考文献＞ 

[13] 熊澤ほか：“交流重畳法の水トリー劣化診断原理に関する理論的考察”、電気学会論文誌B、

Vol.119、No.4、pp.491-499 (1999) 

[14] 宮島ほか：“新規残留電荷法によるＣＶケーブルの水トリー劣化診断”、電気学会論文誌B、

Vol.125、No.2、pp.199-205 (2005) 

[15] 内田ほか：“超低周波耐圧試験による水トリー劣化ＣＶケーブルの寿命診断”、電気学会論

文誌B、Vol.120、No.11、pp.1382-1389 (2000) 

[16] CIGRE JWG D1/B1.20：“Non-Destructive Water-Tree Detection in XLPE Cable 

Insulation”、CIGRE Technical Brochure 493、April 2012 
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（カ）設備設計／工事全般 

 日本で主として使用されているＣＶケーブルは、1960 年代後半に 66kV へ適用されて以降、

高電圧化および大容量化が進み、近年では 500kV 長距離ＣＶケーブル線路の運転も開始され

た（１７）－（１９）。また、1993 年には長距離 275 kVＣＶケーブル線路である知多第二南武平町線

（亘長 26.8 km）（２０）を建設したのを始め、1998 年には 275 kV 東海松ヶ枝線（亘長 19.2 km）
（２０）（２１）、2000 年には 275 kV 海部松ヶ枝線（２１）（２２）、そして 2002 年には 275 kV 川越西名

古屋線を建設した（２３）（２４）。最近では、これらのＣＶケーブル設計技術（２５）、工事技術（２６）

についても全国大で取りまとめられている。またこれらの成果については、CIGRE WG B1.47

へ報告されており、技術報告書（２７）として取りまとめられている。 

このように、ケーブル工事技術については、日本が世界に先駆けて長距離化ならびに高電圧

化が進められてきており、相当の優位性がある。 

 

＜参考文献＞ 

[17] 米本ほか：“500 kV 長距離ＣＶケーブル線路－東京電力新豊洲線－”、フジクラ技報、第

101 号、pp.22-26 (2001) 

[18] 米本ほか：“新豊洲線 500 kV 長距離ＣＶケーブル線路部分放電試験”、日立電線、No. 20、

pp.75-80 (2001) 

 

[19] 田中：“長距離送電用 500 kVＣＶケーブル実用化への道程－ミクロン技術が支える超高電

圧大容量ケーブル－”、電気学会論文誌B、Vol.128、No.4、pp.623-627 (2008) 

[20] 岡田ほか：“最近の超高圧ＣＶケーブル線路の技術動向”、平成 10 年電気学会全国大会、

S.32-1 (1998) 

[21] 土屋ほか：“超高圧ＣＶケーブルの布設技術”、平成 10 年電気学会全国大会、S.32-5 (1998) 

[22] 中野ほか：“中部電力株式会社海部松ヶ枝線275 kV CSZVケーブル工事”日立電線、 No.19、

pp.19-24 (2000) 

[23] N. Hayashi et al：“Construction of 275 kV Underground Transmission Line Composed 

of Continuous 2,500 m Long Cable”、Proceedings of 6th International Conference on 

Insulated Power Cables、A.10.4、pp.343-347 (2003) 

[24] S. Kobayashi et al：“Results of After-Laying Tests of 275 kV XLPE Cable Line”、 

Proceedings of 6th International Conference on Insulated Power Cables、A.8.6、 

pp.291-294 (2003) 

[25] ＣＶケーブル設備の設計技術専門委員会：“ＣＶケーブル設備の設計技術”、電気協同研究

会、第 73 巻、第 2 号 (2017) 

[26] ＣＶケーブル工事技術専門委員会：“ＣＶケーブル線路における工事技術の現状と今後の

展望”、電気協同研究会、第 53 巻、第 4 号 (2005)  

[27] CIGRE WG B1.47：“Implementation of Long AC HV and EHV Cable Systems”、

CIGRE Technical Brochure 680、March 2017 
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４.５ 本調査の成果と事業推進にかかる課題 

 ユーティリティーと連携する事により、各国の電力会社は同業者としての立場から自

国の抱える課題について議論する姿勢を見せ、メーカー・ユーティリティー連携が、メ

ーカー単独のアプローチでは見えなかった潜在的ニーズの獲得と、高品質送電ソリュー

ション提案に効果的であるとの手応えを得た。特に、タイでの OF メンテナンストレー

ニングや、香港での部分放電測定システムはそれぞれ各電力会社の予算獲得に成功して

おり、本ビジネスモデル立ち上げの第一歩となる成果を得た。 

一方で、ケーブル敷設方式などは各国の電力分野における政策、過去の経緯に因る部

分もあることが確認出来たため、日本国内での実績を各国電力会社へそのままの形で輸

出しようとするのではなく、各国の事情に即したかたちにカスタマイズして提案を進め、

受注に繋げていくことが今後の課題と考える。 

次年度以降は、周辺各国への水平展開を見据え、地中線だけでなく、架空線、海底ケ

ーブルを対象とするO&M 提案にも積極的に取り組む事により、更なる事業拡大を志向

する。 



（様式２）

頁 図表番号

8 2.1.1-1

10 2.1.1-2

11 2.1.2-1

12 2.1.2-2

19 3.1.2-1

21 3.1.3-1
発生ガス量と経年時間の関係
（電気学会技術報告第858号より）

二次利用未承諾リスト

委託事業名　平成３０年度質の高いエ
ネルギーインフラの海外展開に向けた
事業実施可能性調査事業

報告書の題名　アジア地域・メーカー
及びユーティリティーの連携による送
電分野のO&M協力等を通じたインフラ
輸出の事業実施可能性調査

受注事業者名　住友電気工業株式会社

OFｹｰﾌﾞﾙ絶縁油ガス分析異常判断指標
（電気協同研究第70巻第1号より引用）

タイトル
香港における電力会社のエリア
(HKE資料より引用）

HKEの電力系統（HKE資料より引用）

マカオの概要（CEM資料より引用）

CEMの電力系統（CEM資料より引用）


