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1. 直接埋設による電線地中化工法の実用性調査委員会の概要
1.1. 検討目的

電線地中化は、災害時の電柱倒壊による電力システム機能喪失を低減し、災害に強い電力

システム構築に資する一方、工事費が割高なことが普及の妨げになっている。

このため本事業では、無電柱化工法の一つである電線ケーブルの直接埋設工法を対象と

して、敷設工事のコストダウンに資する技術的手法の実用性について調査研究を行う。

1.2. 委員会の活動内容

(1) 低コスト化に資する電線地中化設備用素材に関する調査
a. 平成 29 年度電力系統関連設備形成等調査事業（直接埋設による電線地中化工法の実
用性調査）（以下、「前年度事業」という。）において、メカニカルコネクタを使用した

海外の接続材料は、構造が複雑化し大型、高額となる傾向にあったことや、日本の国内

規格に適用していない部分もあるため、国内での使用に向けて仕様見直しや要求性能

の整理を行う。

具体的には、前年度事業で検証したメカニカルコネクタを使用した海外の接続材料

において、性能面で電気設備の技術基準に抵触する事項があるかを確認する。また、国

内で要求されている地中ケーブル接続材料の仕様を調査し、国内仕様に向け必要とさ

れる要求性能と見直すべき仕様について整理を行う。

b. 前年度事業において、海外の絶縁方法はコストアップの要因となっている部分があっ
たことから、低コストとなるよう仕様見直しや、性能試験などにより実運用に耐えるも

のなのかなど検証を行う。

具体的には、国内で使用されている絶縁方法が、前年度事業で作業性検証を行った接

続材料の絶縁方法として低コストで適用できないかの検討を行う。また、検討した絶縁

方法について、実運用に耐えるものかを水密試験により検証する。

c. アルミ導体ケーブルの採用にあたり、地中設備での銅導体ケーブルとの接続が新たに
発生することを踏まえ、地中での異種金属接続における腐食対応など検討を行う。

具体的には、架空線で現在行われているアルミ線と銅線の接続方法を調査し、異種金 

属接続における腐食の発生要因及び対策方法について調査を行う。架空線での調査結

果を基に地中設備での異種金属接続における腐食対応の検討を行う。

(2) 実運用を考慮した最適ケーブルサイズの調査
前年度事業における海外での直接埋設実態調査等において、直接埋設方式は電力需要の

極めて少ない箇所へ適用するなど、適用条件を十分考慮する必要がある等が挙げられてい

ることから、以下の検討を行う。

a. 電力需要の規模の変動が極めて少ない箇所をモデルとし、低圧系統における電圧降下、
許容電流を踏まえた最適なサイズとなるアルミ導体ケーブルを検討
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b. 更なる低コスト化に向けて、上記アルミ導体ケーブルの施工性等を踏まえた、国内で
の使用に耐えうる接続材料、絶縁方法の検討

具体的には、複数のモデルケースを検討し、供給に最適となるアルミ導体ケーブルの

サイズを選定、接続方法を含めたモデルケースへの供給方法を検討する。また、選定し

たアルミ導体ケーブルを製作して、直接埋設の実作業を模擬した作業性検証を行い、施

工性を確認することにより、国内での直接埋設適用に耐えうるものか確認を行う。

(3) 直接埋設工法における運用面の課題及びコスト低減策の調査
直接埋設方式は敷設コストが管路方式に比べて低い一方、後年次のメンテナンス等にお

けるコスト面への影響が高いという認識が判明したことから、以下の運用面の調査・検討を

行う。

a. 他企業掘削時の砂巻き構造維持のための防護方法
b. 直接埋設されたケーブルを取替する際の掘削方法
c. 民地の埋設について、住民掘削時の感電リスクを考慮した低コストな埋設方法
具体的には、他企業が直接埋設ケーブルの下側を掘削する際に必要なケーブルの支持

方法を検討し、埋戻し時の砂巻き構造維持のために必要な事項について整理を行う。

直接埋設されたケーブルを取替する際の掘削方法、必要期間、課題等を(2)で検討した
モデルケースを用いて整理、検討する。

また、民地における埋設ケーブルの取り扱いについて類似事例を調査し、感電リスクを

考慮した埋設方法について検討を行う。

(4) 総合評価
調査項目(1)～(3)の調査結果を総合的に勘案し、直接埋設の適用箇所の整理を進める。

1.3. 委員会の構成

(1) 検討体制
委員会は次の体制とし、検討体制図を図 1-1に示す。
a. 平成 30年度直接埋設による電線地中化工法の実用性調査委員会（本委員会）
・ 学識経験者及び産業界等で構成する本委員会を設置する。

・ 作業会での調査・検討を審議し、最終承認を行う。

b. 作業会
・ 検討対象となる分野に関係する専門家で構成する。

・ 事業内容の項目について、具体的に調査・検討を行い、その結果を本委員会に報告・

提案する。

c. 事務局
・ 一般社団法人日本電気協会を事務局とする。
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図 1-1 検討体制図

(2) 本委員会の委員構成
a. 本委員会

委員長：大木 義路  早稲田大学

委 員：五来 高志 （一社）日本電線工業会

〃 ：松村 徹 （一社）日本電力ケーブル接続技術協会

〃 ：佐藤 浩正  昭和電線ケーブルシステム（株）

〃 ：茂田 啓充  古河電工パワーシステムズ（株）

〃 ：木幡 禎之  電気事業連合会

〃 ：今村 俊治  東京電力パワーグリッド（株）

〃 ：植木 啓賀  中部電力（株）

〃 ：湧谷 栄之  関西電力（株）

〃 ：宮下 康近 （株）関電工

〃 ：都筑 秀明 （一社）日本電気協会

オブザーバ：住電機器システム（株）、スリーエム ジャパン（株）、（株）フジクラコン

ポーネンツ、住友電気工業（株）、電気事業連合会、東京電力パワーグリッ

ド（株）、中部電力（株）、関西電力（株）、（株）関電工、国土交通省、経

済産業省

事 務 局：（一社）日本電気協会
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b. 作業会
主 査：松村 徹 （一社）日本電力ケーブル接続技術協会

委 員：橋詰 和典  電気事業連合会

〃 ：今村 俊治  東京電力パワーグリッド㈱

〃 ：植木 啓賀  中部電力（株）

〃 ：湧谷 栄之  関西電力（株）

〃 ：小池 洋二 （一社）日本電線工業会

〃 ：古沢 健一  住友電気工業（株）

〃 ：宮下 康近 （株）関電工

〃 ：森島 浩之  昭和電線ケーブルシステム（株）

〃 ：小林 聖   住電機器システム（株）

〃 ：中村 恒久  スリーエム ジャパン（株）

〃 ：西野 宏 （株）フジクラコンポーネンツ

〃 ：木村 貴史  古河電工パワーシステムズ（株）

オブザーバ：昭和電線ケーブルシステム（株）、東神電気（株）、北日本電線（株）、

東京電力パワーグリッド（株）、中部電力（株）、関西電力（株）

事 務 局：（株）関電工、（一社）日本電気協会

1.4. 委員会の開催状況

本委員会及び作業会は、次の日程で開催した。

第 1回本委員会 ： 平成 30年 10月 03日（水） 14:00～16:00 

第 2回本委員会 ： 平成 30年 12月 19日（水） 15:00～17:00 

第 3回本委員会 ： 平成 31年 02月 21日（木） 14:00～17:00 

第 1回 作業会 ： 平成 30年 10月 11日（木） 14:00～17:00 

第 2回 作業会 ： 平成 30年 11月 14日（水） 14:00～17:00 

第 3回 作業会 ： 平成 30年 12月 15日（水） 13:00～14:00 

第 4回 作業会 ： 平成 31年 01月 30日（水） 14:00～17:00 
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2. 低コスト化に資する電線地中化設備用素材に関する調査
2.1. 電気設備の技術基準と国内外の規格

2.1.1. 前年度の海外製接続材料試験結果

前年度事業において選定・購入した海外製接続材料は、日本国内で一般的に使用されてい

る圧縮接続ではなく、ケーブル導体接続方式にメカニカルコネクタ（ボルト締め）を用いて

いる。そこで、性能が異なる可能性がある導体接続部の引張性能を確認した。

また、絶縁・保護は樹脂製カバーをケーブル接続部に取り付ける方式を用いており、日本

国内で一般的な絶縁シートやテープを巻き付け保護する方式と異なるため、防水性を水密

試験により確認した。

 選定した海外製接続材料は、ANSI規格を満足するように製造されていたが、国内規格を
満足するかを確認するため、（一社）日本電線ケーブル接続技術協会が定める JCAA規格を
用いて試験を実施した。

 前年度事業で用いた海外製接続材料の例を図 2-1に示す。

図 2-1 海外製接続材料（前年度事業での検証品）

 引張試験は、接続材料と接続ケーブルサイズの組み合わせにより 14例実施した。導体が
引き抜けるか、破断するまで引張試験を継続した結果、全てのケースで ANSI 規格値を超
えたが、JCAA規格値未満で破断したものが 5例あった。
 水密試験は 2例の接続材料で実施した。ANSI規格により水深約 0.3m相当の水圧に耐え
るように設計されている材料を、JCAA規格の水深約 10m相当の水圧により試験を実施し
たため、どちらの接続材料でも内部への浸水が見られた。

 使用場所、環境の想定が異なることから、ANSI 規格の要求値より JCAA 規格の要求値
の方が高いため、一部の海外製接続材料が JCAA規格値を満たさないものがあった。
そこで、日本国内で使用する際に基準となる電気設備の技術基準および国内の他の規格

として電力会社の規格調査を実施した。
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2.1.2. 国内の技術基準との整合性

 電気設備に関する技術基準を定める省令において、電線の接続に関しては、第 7 条に以
下のとおり定められている。

また、関連する電気設備の技術基準の解釈には、第 12条に電線の接続方法として以下の
とおり定められている。

第 7条 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させない
ように接続するほか、絶縁性能の低下（裸電線を除く。）及び通常の使用状態にお

いて断線のおそれがないようにしなければならない。

第 12条 電線を接続する場合は、第 181条、第 182条又は第 192条の規定により
施設する場合を除き、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次

の各号によること。

一 裸電線（多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含む。以下この条におい

て同じ。）相互、又は裸電線と絶縁電線（多心型電線の絶縁物で被覆した導体を

含み、平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。以下この条において同じ。）、キャブタ

イヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、次によること。

イ 電線の引張強さを 20%以上減少させないこと。ただし、ジャンパー線を接続
する場合その他電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場

合は、この限りでない。

ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。ただ

し、架空電線相互若しくは電車線相互又は鉱山の坑道内において電線相互を接

続する場合であって、技術上困難であるときは、この限りでない。

二 絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブル

とを接続する場合は、前号の規定に準じるほか、次のいずれかによること。

イ 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用す

ること。

ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもの

で十分に被覆すること。

三 コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互又はこれらのもの相互

を接続する場合は、コード接続器、接続箱その他の器具を使用すること。ただし、

次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

イ 断面積 8mm2 以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合において、

第一号及び第二号の規定に準じて接続し、かつ、次のいずれかによるとき
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日本国内で使用するには、電気設備の技術基準に整合する必要があるため、前年度調査で

実施した海外規格と JCAA 規格の比較結果に、今回調査した国内電力会社で定める規格を
加え、電気設備の技術基準との関係について表 2-1にまとめた。
各項目について、海外規格と電気設備の技術基準を比較した結果、不整合な項目は見られ

なかった。また、JCAA規格と国内電力各社の規格を比較した結果、同等な要求性能であっ
た。

前年度調査の結果、海外の接続材料は一般的に地上分岐装置内または浅層にある分岐桝

で使用されていることに対し、国内では地下（深度数 m以上）に埋設されているマンホー
ルおよび地中分岐桝内で使用されるため、想定環境が異なっていた。引張強度や防水性能な

どの規格値は、使用場所の環境や使用実績に合わせて制定されていることが海外規格と日

本国内規格が異なる理由と考えられる。

前年度事業で使用した海外製接続材料を日本国内で使用する際、電気設備の技術基準上

は問題ないことが確認できた。しかしながら海外製接続材料を使用する際は、必ずしも日本

国内での使用環境に合わせて製造されていない場合があることに留意し、要求性能につい

て製造者と協議して設定する必要がある。

以上について、表 2-1にまとめた。

(イ) 接続部分の絶縁被覆を完全に硫化すること。
(ロ) 接続部分の上に堅ろうな金属製の防護装置を施すこと。
ロ 金属被覆のないケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の

規定に準じて接続するとき

四 導体にアルミニウム（アルミニウムの合金を含む。以下この条において同じ。）

を使用する電線と銅（銅の合金を含む。）を使用する電線とを接続する等、電気

化学的性質の異なる導体を接続する場合には、接続部分に電気的腐食が生じない

ようにすること。

五 導体にアルミニウムを使用する絶縁電線又はケーブルを、屋内配線、屋側配線

又は屋外配線に使用する場合において、当該電線を接続するときは、次のいずれ

かの器具を使用すること。

イ 電気用品安全法の適用を受ける接続器

ロ 日本工業規格 JIS C 2810（1995）「屋内配線用電線コネクタ通則－分離不
能形」の「4.2 温度上昇」、「4.3 ヒートサイクル」及び「5 構造」に適合する
接続管その他の器具
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表 2-1 電気設備の技術基準と国内外の規格

※試験項目は、接続部Ⅰ～Ⅲタイプあるが、共通の項目のみ記載。（衝撃試験等は除外した）

試験項目

電気設備の技術基準 海外規格 国内規格

省令 第7条 解釈 第12条 IEC 61238-1 BSEN 50393※ ANSI C119-1,4 JCAA  
K1001,1101 A社 B社 C社

定格電圧が 30kV 
（Um= 36kV）以下
の電力ケーブル用圧
縮及び機械式コネク
タ第1部：試験方法
及び要求事項

（0.6/1kV接続材料）
 Test methods and 
requirements for 
accessories for use on 
distribution cables of 
rated voltage 0,6/1,0 
(1,2) kV

ANSI C119-1 
Electric Connectors-Sealed insulated 
underground connector systems rated 
600 volts. 

ANSI C119-4 
Electric Connectors— Connectors for use 
between aluminum-to-aluminum and 
aluminum-to-copper conductors

JCAA K 1001 
導体接続部性能基準

JCAA K 1101 
600V架橋ポリエチレン
絶縁電力ケーブル用
接続部性能基準

低圧地中分岐
接続材料
（対象は銅導体用
接続材料）

低圧多分岐
接続材料
（対象は銅導体用
接続材料）

低圧ケーブル分岐
接続材料
（対象は銅導体用
接続材料）

1．AC耐電圧試験

接続部分に電気抵抗
を増加させないよう
に接続するほか、絶
縁性能の低下（裸電
線を除く。）及び通常
の使用状態において
断線のおそれがない
ようにしなければな
らない。

接続部分の絶縁電線
の絶縁物と同等以上
の絶縁効力のあるも
ので十分に被覆する
こと。
導体にアルミニウム
を使用するケーブル
を屋内配線、屋側配
線又は屋外配線に使
用し接続するとき
は、次のいずれかの
器具を使用するこ
と。
イ．電気用品安全法
の適用を受ける接
続器
ロ．JIS C2810(1995)
の「4.2  温度上昇
試験」、「4.3 ヒー
トサイクル」及び
「5 構造」に適合
する接続管その他
の器具

－ 4kV・1分 2.2kV・1分
（C119-1）

3.5kV・10分
（K 1101）

AC3,000V・1分間で
絶縁破壊しないこと

AC3,000V 
1分間耐えること

AC3,000V 
1分間耐えること

2．絶縁抵抗試験 － 50MΩ以上 （ DC 500V又は
1,000Vで測定） － 1,000MΩ以上 100MΩ以上

電気絶縁パテ：
1,000V 絶縁抵抗計で
1,000MΩ以上
組立品：組立品を水中に
浸し DC500V の絶縁抵
抗計で100MΩ以上

3．電気抵抗試験 － － － 適用ケーブル以下
適用ケーブルの同長
部の電気抵抗以下で
あること

接続ケーブルの電気
抵抗以下であること

接続ケーブル導体の
標準導体抵抗以下で
あること

4．温度上昇試験 － － －

導体温度
105℃×3時間

3サイクルで異常が
ないこと

端子の温度上昇値が
ケーブルの温度上昇
値以下であること

接続ケーブルの許容
電流を1時間通電し
たとき、接続ケーブ
ルの温度上昇以下

－

5．ヒートサイク
ル試験

導体温度
120℃
コネクタ温度 

100℃以上
1,000サイクル

導体温度
95～100℃
気中63サイクル、
水中63サイクル

導体温度
 周囲温度＋100℃
500サイクル

導体温度
100℃

500サイクル

導体温度
90℃

1サイクル
（端子の温度上昇試験）

導体温度 100℃に
なる電流を1時間
通電、1 時間停止を
250回

通電2時間、遮断2時間
を3サイクル（電流は接
続材料により規定）試験
後に、外観・電気抵抗・絶
縁抵抗試験を実施して異
常がないこと

6．気密試験
（防水性能試験）

－ － －

水深1,000（+20,-0）mm 
9.8kPa 
21日間浸漬後、
AC耐電圧

25℃の水面下
12インチ (2.94kPa) 
24時間
（C119-1）

98kPa（外圧）の
水圧、1時間で内部
まで浸水のないこ
と

4.9×104 Pa(49kPa)水槽
内で CV の場合 90℃と
なる電流16時間通電、8
時間停止を3サイクルで
浸水のないこと

1 ヶ月間浸水放置し
て異常がなく、更に
3,000V・1分間耐え
ること

水圧 49kPa 30分に
耐え、試験後の絶縁
抵抗試験で異常がな
いこと

7．引張試験
通常の使用状態にお
いて断線のおそれが
ないようにしなけれ
ばならない。

電線の引張強さを 20%
以上減少させないこと。
ただし、ジャンパー線を
接続する場合その他電線
に加わる張力が電線の引
張強さに比べて著しく小
さい場合は、この限りで
はない。

アルミ銅40×A (N) 
銅アルミ60×A (N) 

A：導体断面積（mm2）
スリップが生じないこと

IEC 61238-1 
による

引き抜き強度は接続
される導体引張強度
の5%以上（小サイズ
は別途規定）

アルミ銅39×A (N) 
銅アルミ69×A (N) 

A：導体断面積（mm2）
引抜けないこと

引張荷重以下で電線
の滑り、または破断
がないこと
68.8×導体断面積 (N)

ケーブル引張荷重の
30%以上

980 (N)以下で滑り、
破壊を生じないこと
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2.2. 前年度事業で使用した絶縁方法の低コスト化

2.2.1. 前年度事業における課題

 前年度事業で評価した海外製接続材料は、メカニカルコネクタ（ボルト締め付け）式のた

め大型であったことなどから、接続材料の絶縁方法がコストアップの要因となっていた。前

年度事業で検討した絶縁方法は以下に示す 3 つの方式であり、それぞれについて再検討を
行い、低コスト化について検討を行った。

(1) 樹脂充填絶縁
 樹脂充填絶縁による絶縁方法は、図 2-2 に示すように接続材料全体をプラスチック製カ
バーで覆い、内部に常温硬化樹脂を注入・充填させるものである。この方法は、複雑な形状

であっても対応可能で、十分な防水・絶縁効果が得られる利点はあるものの、大型になるこ

とから全体コストも高くなる。

日本国内でも樹脂充填による絶縁方法は実績があり、圧縮接続による分岐線引出箇所に

適用する製品としても市販されているが、国内市販品での（最大サイズ 325mm2）でもシー

ト巻式絶縁やテープ巻式絶縁タイプに比べて数倍の価格であった。よって、さらに大きく特

殊な形状であった前年度事業で使用した接続材料への適用を考慮すると、樹脂充填絶縁方

式はコストが高くなると考えられる。

図 2-2 樹脂絶縁方式例（出典：古河電工パワーシステムズ パンフレット）

(2) 絶縁パテ
 絶縁パテによる絶縁方法は、図 2-3 に示すように接続材料周囲を、絶縁性能を有する粘
土状の絶縁パテで覆うことで絶縁層を形成し、周囲をテープで巻きつけることで保護層と

するものである。国内でも小サイズの接続材料に使用実績がある。材料が安価で入手でき、

様々な形状に対応できるが、前年度事業で使用したような大型の接続材料に使用した際、必

要とされる絶縁層厚を形成する作業性が非常に悪かった。また、絶縁パテは硬化しないこと

から、大型品については接続部本体、ケーブル自重を考慮すると、絶縁・保護性能の長期維

持が課題と考えられた。
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図 2-3 絶縁パテによる絶縁方式

(3) 絶縁シート
平成 28年度電力系統関連設備形成等調査事業（直接埋設による電線地中化工法の実用性
調査）（以下、「H28年度事業」という。）にて選定した絶縁シートによる絶縁方式は、絶縁
材料と保護材料が一体となっており、短時間での作業が可能であった。概要図を図 2-4 に
示す。しかし、市販品として製造されている最大サイズ品では前年度事業で使用した接続材

料に適用できなかった。

図 2-4 絶縁シート（出典 3Mホームページ）

2.2.2. 絶縁シートの大型試作品開発

 前年度事業で使用した絶縁方法を再検討した結果、絶縁シートは低コスト化が見込める

ことから、400-250mm2の分岐接続部対応品を試作し、作業性の検証、完成品の性能確認を

実施することとした。

(1) 絶縁シートの仕様
絶縁シートは、前年度事業で最大サイズの分岐コネクタであった 400-250mm2の分岐接

続に対応するものとして仕様の検討を行った。図 2-5 に対象とした分岐コネクタ、図 2-6
に絶縁シートの外形図、図 2-7 に外観写真を示す。幅 170mm の分岐コネクタに十分対応
できるようパテ層の幅を従来品の 180mmから 295mmに大型化した。
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図 2-5 分岐コネクタ寸法図

図 2-6 試作絶縁シート外形図

図 2-7 試作絶縁シート外観
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(2) 実証試験結果
今回試作した絶縁シートを用いて、前年度実施した 400-250mm2の分岐接続部への絶縁

処理作業を実施した結果、前年度に評価した市販品と同様の作業性であることが確認でき

た。

 作業実施状況を図 2-8、図 2-9に示す。

図 2-8 絶縁シート巻きつけ作業

図 2-9 絶縁シート仕上がり

前年度実施した電気絶縁パテと、今回試作した絶縁シートによる絶縁・防護方法のコスト

比較結果を表 2-2 に示す。工場での複合材料組み合わせ製品であるため、材料費は市販材
料を組み合わせた電気絶縁パテ方式と比較して高額となったが、作業性が大幅に向上した

分、工事費を減少させることができ、総合的なコストダウンを実現できた。
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表 2-2 コスト比較
電気絶縁パテ 絶縁シート

接続・絶縁材料費 19% 25% 
分岐接続

絶縁作業費
81% 70% 

材料・工事費合計 100% 95% 

課題等

絶縁材料を手作業で全周

1cm厚とする作業が困難
完成後の踏み付け等の外

部要因での形状変更の恐

れがある

材料費が絶縁パテに比べ高価

であるが、作業性に優れ品質

の均一化が期待できる。

(3) 気密試験
 今回試作した絶縁シートは従来品より大型化したことから、組立品について前年度海外

製品について実施した気密試験（JCAA規格）を行うこととした。
 試験方法は、組立品を耐圧容器試験装置内に入れ、98kPa（外水圧）1時間後、1,000V絶
縁抵抗計を用いて絶縁抵抗測定を実施し、異常がないことを確認した後、解体して内部に浸

水がないことを確認した。組立品 3 試料について試験を行った結果、いずれも試験結果は
良好であった。

試験結果を表 2-3、試験装置の仕様を表 2-4、外観を図 2-10に示す。

表 2-3 気密試験実施結果
試験品 絶縁抵抗測定結果

（MΩ）
解体後の

水侵入有無
試験結果

A 2,000以上 無 良

B 2,000以上 無 良

C 2,000以上 無 良

表 2-4 外水圧試験装置仕様
項 目 仕 様

製造者 スリーエムジャパン（株）

最大連続使用圧力 4（MPa）
タンク内寸 φ120×1,200mm 
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図 2-10 外水圧試験装置外観

外水圧 1時間後、解体前後の試験品を図 2-10、図 2-11に示す。

図 2-11 試験品（解体前）

図 2-12 試験品（解体後）

2.2.3. 前年度事業でのコスト再計算

 今回の大型絶縁シート試作による作業実証試験、気密試験結果が良好であったことから、

前年度実施結果未検証であったコスト比較結果について、今回の検証で得られた材料費、工

事費を用いて再計算した結果を表 2-5に示す。

表 2-5 コスト再計算結果
内容 材料費 工事費 合計

管路設置（銅導体：H28年度検証） 70% 30% 100% 
直接埋設（アルミ：H28年度検証） 63% 32% 95% 
直接埋設（アルミ：今年度検証結果を前年度未検証部分に反映） 62% 29% 91% 
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 前年度事業では、大型の絶縁シートについて当時流通している最大サイズでの材料費、工

事費から想定される価格でコスト計算を実施していたが、今回試作品を製作し、実証試験に

よる作業時間の測定結果を反映させた結果、H28 年度事業結果より低コストとなることが
実証できた。

2.3. 地中設備におけるアルミ－銅の異種金属接続

2.3.1. 異種金属接続

 低圧幹線にアルミ導体ケーブルを使用した際、現状使用されているほとんどの地上機器、

需要家接続点や電力ケーブルが銅導体であることから、アルミと銅の異種金属接続箇所が

発生する。

アルミと銅のようにイオン化傾向が大きく異なる金属が接触し電解溶液中に浸されると、

イオン化傾向の大きい金属と小さい金属間に電位差が生じ電流が流れる。電流は接触部で

はイオン化傾向の小さい金属から大きい金属へ流れ、溶液中では逆に流れる。その結果、イ

オン化傾向の大きい金属は金属イオンとなり溶液中に溶解し、腐食が促進される。

アルミと銅の組み合わせでは、イオン化傾向はアルミが大きく、銅が小さいことからアル

ミが腐食される側となる。

このようにアルミと銅が接触し、水分が介在するとアルミの腐食が発生する。腐食により、

導体の体積が減少して接触力が低下することで電気抵抗を高めたり、引張力等の機械的強

度が低下したりすることから腐食防止対策が必要となる。

表 2-6に代表的な金属のイオン化傾向を示す。

表 2-6 金属のイオン化傾向

（
大
）
←

イ
オ
ン
化
傾
向

→

（
小
）

金属 標準電極電位

マグネシウム －2.356 

アルミニウム －1.676 

チタン －1.63 

亜鉛 －0.7626 

鉄 －0.44 

ニッケル －0.257 

錫 －0.1375 

鉛 －0.1263 

銅 －0.340 

銀 －0.7991 

白金 －1.188 

金 －1.52 
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2.3.2. 架空線での腐食防止対策

 導体としてアルミを使用している実績は架空線に多く、アルミ－銅の異種金属接続実績

が多数ある。また、配電規程にもアルミと銅の異種金属接続について記載がある。（第 2章 
架空電線路 215-7 電線の接続方法）
架空線での腐食防止対策について、国内での実態調査を行った結果、以下のような対策が

取られていた。

・ アルミ線と銅線を磨くブラシの共用は厳禁とする。

・ 接続後、アルミ線と銅線が接触していないように注意する。

・ アルミ線から分岐スリーブで銅線を接続するときは、張力部分を避け必ず銅線を下側に

する。

・ 銅線を下側にして、銅から流れ出た電解溶液とアルミとの接触を避ける。

・ 絶縁カバーの下側に水抜き穴を設置し、電解溶液と金属を触れさせない。

・ アルミ同士の接続も含め、接続部の電線挿入部には適量の接続コンパウンドが注入また

は塗布されたものであること。

また、配電規程には以下のように記載されている。

【配電規程 215-7 電線の接続方法】
（2）接続材料の材質と構造

a.スリーブの材質と構造
(a) 圧縮型直線スリーブ、圧縮型ジャンパースリーブ及び圧縮型分岐スリーブ
は、次によること

イ （略）

  ロ アルミ線相互の接続に使用するスリーブの地金には、良質のアルミ又はア

ルミ合金を使用し、電線のそう入部に適量の接続コンパウンドが注入又は塗

布されたものであること。

  ハ 銅線とアルミ線の接続に使用する異種金属接続用スリーブは、ロのほかに

電気化学的腐食を防止するため、接続部における分岐スリーブの体積に対す

るアルミ線の体積の比が著しく大きい構造とするか、接続部に中間金属を有

する構造とすること。

  ニ （略）

(b) （略）
b.締付型コネクタの材質と構造
  締付型コネクタの材質と構造は次によること。

  イ （略）

ロ アルミ線相互の接続に使用するコネクタは、地金にすずめっきを施した高

力銅合金又は高導電率の高力アルミ合金を使用し、締付部には適量の接続コ
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 これらをまとめると、異種金属接続により腐食が発生する原因は「異なる金属が接触する

こと」、「電解溶液により金属間に電流が発生すること」の 2点であることから、架空線にお
いては、「アルミと銅が接触しないように接続作業を行う」、「水分の浸入があったとしても

アルミを上側にすることによって、腐食される側のアルミに銅を含む電解液が接触しない

ようにする」という対策を行っていた。

 図 2-13に架空線におけるアルミと銅の接続例を示す。

図 2-13 銅線とアルミ線の接続例

アルミ（上側とする）

銅（下側とする）

ンパウンドを塗布したものであること。

ハ 銅線とアルミ線の接続に使用する異種金属締付型コネクタは、ロのほかに

電気化学的腐食を防止するため、接続部におけるコネクタの体積に対するア

ルミの体積の比を著しく大きい構造とするか、接続部に中間金属の可動スペ

ーサを有する構造とすること。

   （以下略）

【解説】（抜粋）

 アルミ線接続の際、着用する作業用手袋やワイヤブラシは、銅線用と共用すると

銅粉が付着し、電気化学的腐食を生じる恐れがあるので、アルミ線工事専用のもの

を使用することが望ましい。

 アルミ線と銅線を接続する場合、銅線が上側にあると銅イオンのしずくがアルミ

線に伝わり電気化学的腐食を生じる恐れがあるので、銅電線を必ず下側に配慮する

ように規定している。
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地中設備においては、架空線の異種金属接続で実施されているアルミが上側を保つよう

にケーブルを接続し設置することが困難である。また、敷設環境が浸水や高温・多湿状況が

継続する可能性のある地中分岐桝内であることから、気密性能が確認されているとはいえ、

架空線と同様の対策だけでは長期性能に不安が残る。このため、アルミ導体ケーブルを用い

た地中設備構成における異種金属接続による腐食を防止する対応方法を、考えられるケー

ブルの接続点毎に分類して検討を行った。

2.3.3. 地中設備でのアルミ導体と銅導体の接続対応

 現在の地中低圧配電設備は、銅導体ケーブルを用いた構成となっており、幹線ケーブルに

アルミ導体を使用した場合は、地上機器からの引出点でアルミ－銅の異種金属接続が必要

となる。また、需要家設備が銅導体の接続で構成されていることから、アルミ－銅への変換

箇所が必要となる。地上機器から需要家設備への電気回路構成は図 2-14のようになる。そ
れぞれの接続箇所ごとに異種金属接続対応を検討する。

 前述したようにアルミ同士の接続も含め、アルミ接続側には接続部の電線挿入部に適量

の接続コンパウンドが注入又は塗布されている。

図 2-14 電気回路構成図

(1) 地上機器接続部
 現在使用されている地上機器は、地上機器側端子受け部が銅であることから、アルミ導体

ケーブルを引出す際には接続点において異種金属接続が発生する。

 地上機器への接続は、H28 年度事業で選定したように羽子板形状をしたアルミ製圧縮端
子を用いる。この接続端子は端子受け部との接触面に銅厚メッキを施してある。メッキは電

気化学的接合であり外力による剥離や水分の浸入がないことから、低圧から超高圧の電気

機器まで幅広く使用されており、信頼性が高い。また、国内多数社による製造実績があり、

入手も容易である。図 2-15にアルミ製圧縮端子（銅厚メッキ）の概要を示す。
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図 2-15 アルミ製圧縮端子（銅厚メッキ）

(2) 支持点接続部
 支持点での接続は、H28 年度事業で選定したようにアルミ製分岐コネクタ（隔壁付）を
使用する。この接続箇所は架空（気中）となるため架空での接続と同様に、銅導体ケーブル

側を下側とすることで、アルミ導体ケーブルの腐食防止対策ができる。図 2-16、図 2-17に
アルミ製分岐コネクタを用いた支持点接続の概要を示す。

図 2-16 支持点接続概要

図 2-17 支持点接続（H28年度事業報告書より）

(3) 地中分岐桝内直線接続
アルミ導体ケーブルと銅導体ケーブルを直線接続する接続方法は、地中分岐桝内でも実

績がある導体接続管が用いられる。次に導体接続管の種類について述べる。

a. アルミ製導体接続管
全てアルミで製作された導体接続管であり、前述の摩擦圧接や中間金属による加工が

ないため低価格となる。アルミと銅導体ケーブルを接続する場合は、アルミと銅が直接接

することとなる。この接続方法は、水密性以外に異種金属対策がとられていないため、現

在、異種金属接続として使用されることはほとんどない。図 2-18に概要を示す。コスト
は銅製の導体接続管と比較して 1.5倍程度となる。
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図 2-18 アルミ製導体接続管

b. 中間金属の使用
アルミ製導体接続管の銅接続側の挿入孔内面にアルミ－銅の双方とイオン化傾向に大

きな差がないように混合された中間合金層を形成し、アルミ－銅の直接的な接触をなく

すとともに電位差による腐食の影響を受けにくくしたものである。サイズ、製造数量によ

りコストは変わるが、一般的には摩擦圧接より安価に製造可能である。図 2-19に概要を
示す。地中接続の実績もあり、様々なサイズのケーブルに対応できる。コストはアルミ製

導体接続管と比較して 1.3倍程度となる。

図 2-19 アルミ製導体接続管（中間合金 隔壁付）

c. 摩擦圧接型導体接続管
摩擦圧接とは、接合する部材を高速で擦り合わせ、 そのとき生じる摩擦熱によって部

材を軟化させると同時に圧力を加えて空気中の酸素を遮断して接合する方法で、異なる

金属でも接合が可能な方法である。異種金属接合面は金属原子同士で強固に接合されて

いるため、非常に高い信頼性を実現できる。また、水分の介在がないように境界部表面は

防水材料、塗装等により処理される。図 2-20に概要を示す。国内外で地中接続および架
空線での実績があり、様々なサイズのケーブルに対応できる。コストはアルミ製導体接続

管と比較して 1.5倍程度となる。
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図 2-20 摩擦圧接を用いた接続管

(4) 地中分岐桝内分岐接続
 アルミ導体ケーブルから直接銅導体ケーブルを分岐接続として引出す際は、(2)に記載し
た分岐コネクタを使用する。この接続方法は、気中敷設で常時は乾燥状態である架空線では

銅の接続部を下側にすることで腐食防止対策を実施できる。しかしながら、地中分岐桝内で

は、銅導体ケーブル接続部を常に下側に保つことが困難であるとともに、気中環境と異なり

浸水や常時高湿度の環境に晒されるため、微小な水分の浸入の恐れを完全に排除できない

と考えられる。海外では樹脂絶縁方式で接続部分を覆う対応での実績はあるが、絶縁カバー

で巻きつける方式と比較して数倍のコストがかかり、接続部分も大型となる。

 これらの検討結果より次のことが言える。

・ アルミ導体ケーブルを採用した地中設備を設置した際、架空（地上）で銅導体ケーブル

との接続部分は、架空線で用いられている異種金属対応と同様に腐食防止対策が可能で

ある。

・ 地中分岐桝内でのアルミ導体ケーブルと銅導体ケーブルの異種金属接続は、コスト面や

国内実績を踏まえて検討した結果、アルミ製導体接続管の銅接触面に、中間合金（双方

のイオン化傾向の大きい差がない材料）を取り付ける対策を施した導体接続管による直

線接続が最適である。

以上の検討結果について、表 2-7にまとめた。



22 

表 2-7 地中設備におけるアルミ－銅の異種金属対応

番号 接続方法 イメージ図
異種

金属接続
特徴

評価 総合

評価コスト 入手性 実績

(1) 

地上機器

接続部

①アルミ製圧縮端子

（銅厚メッキ）
なし

架空接続の実績あり

銅とアルミ導体ケーブルの接触なし

やや

高

受注

生産
あり ○

(2) 

支持点

接続部

②アルミ製分岐コネクタ

（隔壁付）

銅

アルミ

架空接続の実績あり

銅を下側とする腐食防止対策
同等

受注

生産
あり ○

(3) 

地中分岐桝内

直線接続

③アルミ製導体接続管

（コンパウンド塗布のみ）

銅

アルミ

水密性のみの異種金属対応

現在ほとんど使用されていない
同等

受注

生産

現在

なし
×

④アルミ製導体接続管

（中間合金 隔壁付）

中間合金

銅

銅側接続部に中間合金を取り付けた接続管

地中接続の実績あり

コストは③の 1.3倍程度

やや

高

受注

生産
あり ○

⑤摩擦圧接型導体接続管

（アルミ－銅）
なし

銅とアルミを摩擦圧接により接合した接続管

地中接続の実績あり

コストは③の 1.5倍程度

高価
受注

生産
あり △

(4) 

地中分岐桝内

分岐接続

②アルミ製分岐コネクタ

（隔壁付）

銅

アルミ

国内での地中接続の実績なし

地中分岐桝内で銅を下側に保つのが困難

樹脂絶縁での防水はコスト増、大型化

高価
受注

生産
なし ×

※１：コストはアルミ－アルミ接続（絶縁材料含む）との比較、※２：小サイズの場合在庫品がある

※１

※２
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3. 実運用を考慮した最適ケーブルサイズの調査
3.1. アルミ導体ケーブル

3.1.1. 導体断面積の選定

アルミは銅よりも導電率が低いことから、同程度の通電電流を確保するためには、銅より

も太いサイズを選定する必要がある。前年度事業までは導体断面積が 250mm2の銅導体ケ

ーブルと同程度の通電電流が確保できるようアルミ導体ケーブルの導体断面積を 400mm2

と選定し接続材料の選定や作業性検証を実施してきたが、銅導体ケーブルと比較して太径

となり地中分岐桝内で撚り合わせを戻せないことや、地上機器接続端子の圧縮部が大きく

なり地上機器への取り付けが困難となるなどの課題があった。

一般的にケーブルの導体断面積が小さくなるほど、ケーブルが軽くなり取り回しが容易

になることや、使用する接続材料、絶縁材料が小さくなることから資材費、設置工事費を低

減できると考えられるが、通電電流が小さくなることや電圧降下の影響が懸念される。

前年度事業での米国内直接埋設実態調査結果によると、直接埋設の主な適用箇所は郊外

の住宅地域のような需要規模が小さい箇所への低圧配電線敷設であった。このような場所

への電力供給を考えた際、導体断面積が小さな低圧幹線ケーブルが適用できる可能性があ

る。

今年度は実運用を考慮した最適ケーブルサイズを調査するため、前年度事業まで検討を

進めてきた導体断面積 400mm2のアルミ導体ケーブルに加えて新たに 250mm2と 100mm2

のアルミ導体ケーブルの試作を行い、400mm2 と比較して低圧幹線への適用評価を行うこ

ととした。

比較方法としては、需要家の負荷や配置状況等が異なる 3 例のモデルケースを選定し、
負荷配置に応じた電圧降下、許容電流を踏まえた低圧系統構成をケーブルサイズごとに作

成し、設置コストを比較することで最適ケーブルサイズを選定する方法とした。

3.1.2. アルミ導体ケーブルの仕様

 今回試作を行ったアルミ導体ケーブルの仕様、構造を表 3-1、表 3-2に示す。また、外観
を図 3-1に示す。
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表 3-1 アルミ導体ケーブルの仕様
項目 仕様

導体 硬アルミとする。

絶縁体
既存ケーブル（管路使用）JIS C 3605「600Vポリエチレンケーブル」
と同様とする。

シース

平成 27年度事業※ 結果より、外傷の深さは 0.2～0.3 mm /30年であり、
これを切り上げた 0.5mm を外傷に対するマージンとして JIS C 3605
「600Vポリエチレンケーブル」で規定される厚さに 0.5mmを加えた厚
さとする。

材質は、外傷に対して強いと考えられるポリエチレンを採用する。

※ 平成 27年度 電力系統関連設備形成等調査事業（直接埋設におけるケーブル外傷等に係る調査）

（以下、「平成 27年度事業」という。）

表 3-2 アルミ導体ケーブルの構造

項目 単位
38mm2 

（分岐線用）

100mm2 

（幹線用）

250mm2 

（幹線用）

400mm2

（前年度事業）

品名 －
600V単心 4個より合せ形アルミ導体

架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル

記号 600V Al－CEQ 

導体

材料・

形状
－ 円形圧縮硬アルミより線

外径 mm 7.3 12.0 19.0 24.1 
絶縁

体

材料 － 架橋ポリエチレン

厚さ mm 1.2 2.0 2.5 2.5 

シー

ス

材料・

色
－ ポリエチレン・黒

厚さ mm 2.0 2.0 2.3 2.5 
外径 mm 14.0 20 29 34.1 

仕上外径 mm 34 49 69 81 
概算質量 kg/km 835 1,930 4,250 5,850 



25 

図 3-1 アルミ導体ケーブル外観

3.2. アルミ導体ケーブルの作業性検証

3.2.1. アルミ導体ケーブルの製造コスト

 本事業では、アルミ導体ケーブルを用いた直接埋設による低圧系統構成を検討している

が、日本国内の地中低圧系統構成は銅導体ケーブルが主流であり、アルミ導体ケーブルは一

般的に流通していないことから、現時点でアルミ導体ケーブルを入手する際は、特別生産品

となり高価となる。このため H28年度事業よりコスト計算においては、年間あたり 100km
程度の十分な量産体制が整った状態を想定した積算を行っており、今年度事業も同一の条

件で積算を実施する。

 アルミ導体ケーブルの製造コストについては、H28 年度事業と同様に管路式で使用され
ている、600V CVQケーブル（銅導体）からアルミ導体に変更した場合について、アルミ地
金価格と銅地金価格の比率と加工費、絶縁・シース材料のコストを加味して試算を行った。

 それぞれの導体断面積において銅導体を 100%とし、同等の通電容量を得られるアルミ導
体を相対比較した結果を表 3-3に示す。
 なお、この試算結果は試算時点でのものであり、製作時点の材料費や想定される生産量等

の様々な要因により製造コストは変動する。

表 3-3 アルミ導体ケーブルコスト比較（量産時想定）
比較する

アルミ導体断面積

基準となる

銅導体断面積

価格比

（アルミ導体／銅導体）

38mm2 22mm2 73% 
100mm2 60mm2 70% 
250mm2 150mm2 69% 
400mm2 250mm2 68% 

 また、アルミ導体ケーブルの導体断面積 400mm2を基準とした、導体断面積によるコス

ト比較を行った結果を表 3-4に示す。

CEQ250mm2

CEQ100mm2

CEQ38mm2

CEQ250mm2

CEQ100mm2

CEQ38mm2
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表 3-4 アルミ導体ケーブルコスト試算
導体断面積 400mm2 250mm2 100mm2 38mm2

価格比 100% 58% 26% 11% 

3.2.2. 分岐線引出作業性検証

前年度事業までは、導体断面積が 400mm2のアルミ導体ケーブルを使用した作業性検証

を実施してきたが、ケーブル断面積による作業性、設置コストの違いを確認するため、新た

に試作した 250mm2、100mm2のアルミ導体ケーブルについて、地中分岐桝内での分岐作業

を検証した。

(1) 検証設備
 作業性検証設備として地中分岐桝（分岐桝 TA型）を用いた下記設備を構築した。
図 3-2に分岐桝 TA型の概要、図 3-3に掘削範囲、図 3-4、図 3-5に現場写真を示す。

図 3-2 分岐桝 TA型概要

図 3-3 掘削範囲
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図 3-4 分岐桝 TA型

図 3-5 検証設備構築状況

(2) 検証材料
検証に使用した接続材料を表 3-5に示す。

表 3-5 接続材料一覧
導体断面積 アルミ製分岐コネクタ 絶縁シート

250mm2

E4-1,2 

100mm2

E3 
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(3) 検証方法
 下記手順にて検証作業を行った。

① 分岐桝 TA 型に幹線ケーブル用のアルミ導体ケーブル（250、100mm2）を引入れケー

ブル両端を埋設された状況を再現する為、木杭等にて固定を行う。

② 引入れた幹線ケーブルの撚り解しを行う。

③ 撚り解したケーブルについて 1相毎に被覆剥ぎ取りを行う。
④ 剥ぎ取りしたケーブルと引込ケーブルをアルミ製分岐コネクタにて圧縮接続を行う。

⑤ 圧縮接続箇所に絶縁シートを巻きつける。

各手順の概要図を図 3-6に示す。

① 幹線ケーブル引入れ ② 幹線ケーブル撚り解し

③ 被覆剥ぎ取り ④ 分岐コネクタ圧縮接続

⑤ 絶縁シート巻きつけ

図 3-6 検証方法

(4) 作業性検証（250mm2）

検証手順に従い、幹線ケーブルの敷設から、分岐桝内での分岐線引出作業までを検証した。

直接埋設は、地中分岐桝のすぐ外側で埋設ケーブル周辺の砂が締め固められるため、地中

分岐桝内でのケーブルは両端が固定された状態となる。この状態を想定して、余長がない状

態でケーブルを設置し分岐線引出作業を試みたが、ケーブルの撚りを解すことができなか

った。

このため、余長を確保してケーブルを再設置した結果、撚り解しが実施でき作業を継続す

ることができた。

図 3-7、図 3-8に作業状況写真を示す。
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① 幹線ケーブル引入れ ② 幹線ケーブル撚り解し（余長なし）

② 幹線ケーブル撚り解し（余長有） ②’ケーブル余長状況

③ 被覆剥ぎ取り ④ 分岐コネクタ圧縮

図 3-7 作業状況写真（250mm2）

ケーブル余長あり
（白テープ位置を分岐桝内に移動）

ケーブル余長

ケーブル余長無し
（分岐桝境界に白テープを貼付） 撚り解し不可



30 

④ 分岐コネクタ圧縮（施工中） ④ 分岐コネクタ圧縮（施工後）

⑤ 絶縁パテ巻き ⑥ 絶縁シート巻き（施工中）

⑥ 絶縁シート巻き（施工後） ⑥ 絶縁シート巻き（施工後）

図 3-8 作業状況写真（250mm2）
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(5) 作業性検証（100mm2）

検証手順に従い、幹線ケーブルの敷設から、分岐桝内での分岐線引出作業までを検証した。

250mm2の作業と同様に、余長がない状態でケーブルを設置し、分岐線引出作業を試みた

が、ケーブルの撚りを解すことができなかったため、余長を確保して作業を継続した。 図

3-9、図 3-10に作業状況写真を示す。

① 幹線ケーブル引入れ ② 幹線ケーブル撚り解し（余長なし）

② 幹線ケーブル撚り解し（余長あり） ②’ケーブル余長

③ 被覆剥ぎ取り ④ 分岐コネクタ圧縮（施工中）

図 3-9 作業状況写真（100mm2）

ケーブル余長有り ケーブル余長

ケーブル余長無し 撚り解し不可
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④ 分岐コネクタ圧縮（施工後） ⑤ 絶縁シート取付（施工中）

⑤ 絶縁シート取付（施工後）

図 3-10 作業状況写真（100mm2）

(6) 分岐線引出作業のコスト比較
 作業性検証で計測した分岐線引出作業の作業時間を基に工事費を算出し、使用した接続

材料の資材費を合わせた分岐線引出作業について、1箇所あたりの費用をアルミ導体ケーブ
ルの導体断面積により比較した。比較基準は前年度実施した 400mm2アルミ導体ケーブル

の引出作業とした。比較結果を表 3-6に示す。

表 3-6 アルミ導体ケーブル引出作業 コスト比較
 400mm2

（前年度実施）
250mm2 100mm2

接続・絶縁材料費 18% 8% 7% 
分岐接続

絶縁作業費
82% 60% 46% 

材料・工事費合計 100% 68% 53% 

 比較の結果、分岐線引出作業にかかるコストはケーブルサイズにより異なることが確認

できた。また、3.2.1での試算結果によりケーブル自体のコストも異なることから、これら
の結果を用いて、実運用を考慮したモデルケースにおける直接埋設による低圧供給の設置

コストを試算する。
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(7) 検証結果まとめ
新たに試作した、導体断面積が 250mm2、100mm2のアルミ導体ケーブルについて、地中

分岐桝内での分岐線引出作業検証を実施した結果、幹線ケーブルの撚りを解すためには、地

中分岐桝内で余長を確保して設置する必要があることが確認できた。

今回の検証では、ケーブル固定位置をずらすことにより余長を確保することができたが、

実作業で実施できる地中分岐桝内で余長を確保するケーブル敷設方法について検討を行っ

た。

その結果、以下に示すようにケーブル敷設時に地中分岐桝内にケーブルコロを設置し、敷

設時の高低差により余長を確保できることが確認できたため、施工案として提案する。

ケーブルコロの外観を図 3-11、地中分岐桝内設置状況を図 3-12に示す。

図 3-11 ケーブルコロ外観

図 3-12 地中分岐桝内設置状況

地中分岐桝内のケーブルに余長をもたせる施工案は以下のとおりである。

幹線ケーブル設置時において、地中分岐桝内にケーブルコロを設置し、桝外の設置高さよ

り高い状態を必要に応じて角材等で調整しながら保った状態で施工していく。（図 3-13、図
3-14参照）
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図 3-13 TA型桝内詳細図（枠内ケーブルコロ設置）

図 3-14 ケーブル敷設概要図（ケーブルコロ設置）

ケーブル設置箇所を埋め戻した後に、地中分岐桝内に設置したケーブルコロを撤去する。

この時、埋戻しにより地中分岐桝外のケーブルは砂で固められており固定されていること

から設置時の高低差の分だけケーブル余長が確保できる。（図 3-15、図 3-16参照）

図 3-15 TA型桝内詳細図（桝内ケーブルコロ撤去）

図 3-16 ケーブル敷設概要図（枠内ケーブルコロ撤去）
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3.3. モデルケースを用いた最適ケーブルサイズの選定

3.3.1. モデルケースの設定

今回の最適ケーブルサイズの選定にあたり、生活道路、駅前商業地、郊外景勝地の 3つの
特徴を持つ代表的箇所を想定して需要家の配置を行った。

それぞれの特徴および系統図を表 3-7～表 3-9に、イメージおよび需要家配置を図 3-17
～図 3-22に示す。
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(1) 駅前商業地
表 3-7 駅前商業地の想定条件

項 目 想定条件

特徴

・歩行者、自転車、自動車等、多くの交通が利用し、街の顔として

賑わいを有する道路。

・照明などデザイン性の高い道路付属物がある。

・地下埋設物（上水・下水・ガス）が多い。

・道路排水は歩車道境界部の暗渠が多い。

整備延長 230m 
幅員構成 7.0m 
歩車分離 なし

需要家配置 2～3階建てビルが概ね 5m間隔で隣接して配置

図 3-17 駅前商業地イメージ

図 3-18 駅前商業地 需要家配置
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(2) 生活道路
表 3-8 生活道路の想定条件

項 目 想定条件

特徴

・居住地域や学校周辺など、主に地域の方が利用する道路

・歩道が狭く（無く）、車道との境界はない。

・地下埋設物（上水・下水・ガス）が輻輳している。

・道路排水は官民境界の側溝が多い。

整備延長 130m 
幅員構成 6.2m 
歩車分離 なし

需要家配置 戸建住宅が 10m間隔で隣接して配置

図 3-19 生活道路イメージ

図 3-20 生活道路 需要家配置
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(3) 郊外景勝地
表 3-9 郊外景勝地の想定条件

項 目 想定条件

特徴

・郊外部で眺望に優れた道路。

・大型車の走行を考慮することが必要。

・縁石・ガードレールによる歩車道境界。

・道路排水は官民境界の側溝が多い。

整備延長 1,029m 
幅員構成 9.25m 
歩車分離 あり（片側歩道）

需要家配置 戸建住宅が 50～75m間隔で分散して配置

図 3-21 郊外景勝地イメージ

図 3-22 郊外景勝地 需要家配置
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3.3.2. 需要家及びケーブルの設定条件

(1) 需要家の負荷容量、需要率の設定
3.3.1で示した各モデルケースにおいて、需要家に低圧で供給する系統図を作成する。低
圧幹線はアルミ導体ケーブルとし、導体断面積が 400mm2、250mm2、100mm2の 3ケース
を作成する。需要家の負荷容量、需要率については、駅前商業地は 3 階建て以上のビルを
45kVA、0.5、2階建て以下の建物を 20kVA、0.5とし、生活道路、郊外景勝地については戸
建住宅を想定して 7kVA、0.6とした。
 また、低圧分岐線の引出は、前年度事業に基づき 1 地中分岐桝あたり最大 2 分岐とし、
変圧器（地上機器）、地中分岐桝の配置を行った。

モデルケースにおける需要家および分岐数の設定条件を表 3-10に示す。

表 3-10 設定条件
モデル

ケース

電気

方式

1需要家の
負荷容量（kVA）

需要率 分岐数

駅前商業地
3相

4線式

20 (15)※
0.5 地中分岐桝

あたり

最大 2分岐

45 (10)※

生活道路
7 0.6 

郊外景勝地

※ （ ）内は動力負荷［別掲］

(2) ケーブルの負荷電流および電圧降下の設定
負荷電流および電圧降下の設定条件は表 3-11のとおりとし、これを踏まえて低圧系統図
を作成した。これらの算出条件を表 3-12、表 3-13、表 3-14に示す。

表 3-11 許容電流および電圧降下
ケーブルサイズ（mm2） 許容電流（A） 電圧降下

400 440 
地上機器から分岐点

までにおいて

3%以内
250 340 

100 205 
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表 3-12 負荷電流の算出
算出式 負荷電流 I[A]： （負荷容量[VA]×需要率）／ 使用電圧[V] 
許容電流

算出条件

・直接埋設敷設、埋設深さ：L＝350 [mm]（ケーブル上面まで）
・アスファルト厚さ：ta＝50 [mm]、
・上層路盤厚さ：tb＝200 [mm] 
・砂厚さ：tc＝100＋ケーブル半径 [mm] 
・周囲温度：40 [℃] 
・通電：3心
・導体最高許容温度：90 [℃] 
・周波数：f＝60 [Hz] 
・損失率：Lf＝1.0 
・導体中心間隔：通電線心の幾何平均

・土壌の熱抵抗：（ga×ta＋gb×tb＋gc×tc）／L0 [℃・cm／W] 
・アスファルトの土壌固熱有抵抗 ga＝100 [℃・cm／W] 
・上層路盤の土壌固熱有抵抗   gb＝100 [℃・cm／W] 
・砂の土壌固熱有抵抗      gc＝200 [℃・cm／W] 

表 3-13 電圧降下
算出式 電圧降下 ΔV [V]：

電気方式による係数（3相 4線式＝1）×負荷電流 I [A]×ケーブル長 [km]×

�（最大交流導体抵抗 R �Ω/km�）�
＋（リアクタンス X �Ω/km�）�

表 3-14 電気的特性
項 目 400mm2 250mm2 100mm2 計算方法

最大交流導体抵抗（90℃）
R（Ω/km）

0.101 0.159 0.393 JCS 0168-1：2016 

リアクタンス

X（Ω/km）
0.106 0.111 0.118 

日本電線工業会

技術資料 103号 A 

[ケーブル埋設状態] 
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3.3.3. 各モデルケースにおける低圧系統図の作成

 各モデルケースにおける低圧系統図を、3.3.2の条件を踏まえて、電圧降下が許容範囲内
で負荷電流がケーブルの許容電流内となるように作成した。

 それぞれの低圧系統図を図 3-23～図 3-29に示す。
(1) 駅前商業地の低圧系統図

a. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 400mm2

図 3-23 低圧系統図（駅前商業地：400mm2）

b. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 250mm2

図 3-24 低圧系統図（駅前商業地：250mm2）

c. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 100mm2

図 3-25 低圧系統図（駅前商業地：100mm2）
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(2) 生活道路の低圧系統図
a. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 400mm2

図 3-26 低圧系統図（生活道路：400mm2）

b. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 250mm2

図 3-27 低圧系統図（生活道路：250mm2）

c. 低圧幹線：アルミ導体ケーブル 100mm2

図 3-28 低圧系統図（生活道路：100mm2）
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(3) 郊外景勝地の低圧系統図
 郊外景勝地は 3種類のアルミ導体ケーブル（400mm2、250mm2、100mm2）についてす

べて同一の設備構成となった。

図 3-29 低圧系統図（郊外景勝地）

3.3.4. 設置コストの算出

(1) 設置コスト算出条件
3.3.3で作成した低圧系統図に基づき、設置コストをそれぞれのケースで算出した。算出
にあたり下記の条件を用いた。

・ 各ケースの低圧幹線は、導体断面積 400mm2 のアルミ導体ケーブルを基準として、

250mm2、100mm2の工事費を比較する。

・ 低圧幹線、引込線を直接埋設とする。

・ 算出範囲は、地上機器接続部から需要家接続点までとし地上機器は含めないが、駅前商

業地のケースは、250mm2、100mm2のケースにおいて、基準の 400mm2と比較して地

上機器が増台されたため、増台分について計上した。

・ 地中分岐桝の資材費、工事費は、全ての数量を設置コストに含めた。

・ 掘削幅は、ケーブル保護層、掘削端作業スペースを考慮したうえケーブル本数に応じた

掘削幅とした。

・ 掘削深さは、電気設備の技術基準の解釈を考慮し埋設深さを 0.6m以上確保できるよう
にした。

これらの条件により、最も低コストで設置できるものを最適サイズとする。
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(2) 幹線ケーブル断面積ごとの設置コスト比較
(1)の条件により算出したコスト結果により最適ケーブルサイズを選定する。
a. 駅前商業地
コスト算出結果は、表 3-15のとおり

表 3-15 コスト算出結果（駅前商業地）
400mm2 250mm2 100mm2

100%（基準） 109.1% 151.5% 

 駅前商業地は、細径ケーブルを使用すると地上機器からの引出幹線ケーブル数が非常

に多くなるため、400mm2の低圧系統と比較して、250mm2では 1台、100mm2では 4台
の地上機器の追加が必要であった。また、細径ケーブル使用時は引出幹線ケーブルが増加

することから掘削幅が広くなる。これらにより、400mm2のアルミ導体ケーブルを用いた

場合が最も低コストであった。

b. 生活道路
コスト算出結果は、表 3-16のとおり

表 3-16 コスト算出結果（生活道路）
400mm2 250mm2 100mm2

100%（基準） 98.9% 92.5% 

生活道路の低圧系統構成は、400mm2では、変圧器から引出す幹線ケーブルは 1 本、
250mm2では 2 本、100mm2では 3 本となった。細径ケーブルはコストが低いが、ケー
ブル数量が多くなる。コスト算出結果は、長さと設置コストの見合いにより 100mm2の

アルミ導体ケーブルを用いた場合が最も低コストであった。

c. 郊外景勝地
  コスト算出結果は、表 3-17のとおり

表 3-17 コスト算出結果（駅前商業地）
400mm2 250mm2 100mm2

100%（基準） 80.2% 67.8% 

郊外景勝地は、幹線ケーブルサイズによらず同一の低圧系統構成のため、設置単価の安

い 100mm2のアルミ導体ケーブルを用いた場合が最も低コストであった。
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3.3.5. 最適ケーブルサイズの選定

3例のモデルケースにおいて、異なる導体断面積の幹線ケーブルを用いて低圧系統におけ
る電圧降下、許容電流を踏まえて低圧系統図を作成し、コストについて比較した結果、駅前

商業地は 400mm2、生活道路と郊外景勝地は 100mm2のアルミ導体ケーブルが最適なケー

ブルサイズとなった。

 以上の検討結果から下記のことが得られた。

・ 導体断面積が小さいほど、ケーブル単価が低く、分岐作業にかかる材料費、工事費が少

なくて済むことから、距離あたりの設置コストは低下する。

・ 導体断面積の小さいケーブルは、許容電流が小さいことから、多数、大規模な需要家に

送電する系統を構成すると、1台の地上機器から引出すケーブルが多数となる。
・ 幹線ケーブルの増加により掘削幅が広くなることから、100mm2の掘削関係費用を例に

とると 1条に比較し 2条では約 10%増、4条以上では約 50%～100%増となり影響が大
きい。また、多数の幹線ケーブルが必要となる際は、地上機器の増台が必要となり大き

なコスト増の要因となった。

・ 導体断面積が小さくても同様の低圧系統構成が可能な小規模需要への供給の際は、導体

断面積を小さくすることによるコスト低減効果が大きい。
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4. 直接埋設工法における運用面の課題及びコスト低減策の調査
4.1. 他企業掘削時の砂巻き構造維持のための防護方法

4.1.1. 直接埋設ケーブル周辺の掘削

 埋設物の改修工事等によりケーブル周辺の掘削が行われる際、直接埋設方式ではケーブ

ルそのものが露出される。ケーブル周辺を掘削する際は、傷をつけないように慎重に掘削を

行う必要があり、ケーブルが露出した際は、損傷防止や自重による影響を防ぐために防護を

行う必要がある。また、埋戻し時は砂巻き構造を維持した埋戻しを実施する必要がある。

 直接埋設したケーブル周辺が掘削される作業を想定し、ケーブル防護案を検討するとと

もに、検討案について作業性検証を行うことにより施工案を検討した。

4.1.2. 作業性検証での掘削想定

他企業掘削は供給（改修）工事等の小規模工事を想定し、直接埋設ケーブルと交差する形

で、幅 1,500mmの掘削が実施される想定とした。この作業により、1,500mm にわたり直
接埋設したケーブルが露出されるため、ケーブル周辺の掘削作業、露出したケーブルの防護、

埋戻し作業について検討を行った。掘削の概要を図 4-1、図 4-2に示す。

図 4-1 掘削概要

図 4-2 掘削イメージ
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4.1.3. 作業性検証手順

(1) 掘削作業
直接埋設されたケーブルに傷が付かないよう、細心の注意を払い掘削する必要がある。

H28 年度事業で推奨したように、今回の作業性検証では砂巻き部分について、園芸用ハン
ドスコップを使用して慎重に掘削作業を実施する。

(2) ケーブル防護
 掘削により露出したケーブルは、作業による損傷防止、自重による影響を防ぐ必要がある。

このため半分に切断加工した塩化ビニル管（φ100）をケーブル下部に添え、掘削地表部に
渡したアルミ製腹起しに吊りベルトを用いて吊り防護を実施する。吊防護の概要について、

図 4-3に示す。

図 4-3 吊防護の概要

(3) 埋戻し
埋戻しは、直接埋設ケーブルの周辺は 100mm以上の砂巻き構造が維持され、砂巻き部に
周囲の砕石を落下させたり、巻き込んだりしないような配慮が必要となる。このため、今回

の作業性検証では掘削範囲については全て砂で埋め戻す方法とする。
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4.1.4. 作業性検証状況

 作業性検証時の状況を図 4-4に示す。
① 直接埋設ケーブル露出状況 ② 塩ビ管（φ100）による防護状況

③ 吊ベルト施工状況 ④ 吊防護状況

⑤ 吊防護状況（接写）

図 4-4 作業状況写真
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4.1.5. 作業性検証結果

作業検証の結果は、下記のとおりであった。

・ 直接埋設ケーブル付近の掘削は、ケーブル損傷を防止する為、園芸用スコップ等を用い

て慎重に行った。掘削状況を図 4-5に示す。
・ 今回の作業性検証時は、1,500mm 幅の掘削範囲ではケーブル自重による影響は顕著に

は見られなかったが、ケーブル防護や長期的荷重の影響の観点から、吊防護は必要であ

る。

・ 作業による損傷と吊りベルトにより荷重が 1点に集中するのを避けるため、塩化ビニル
管等の硬質管による防護は有効と確認された。

・ 荷重集中を避けるためケーブル下部のみの防護としたが、上部が露出している場合は、

資機材の落下や不意な動作等での損傷が懸念される為、工事規模に関わらずケーブル全

周の防護が必要と考える。全周の防護例を図 4-6に示す。
・ 埋戻し時には、周囲 100mm以上の砂巻き構造を維持することが必要である。転石など
の影響を防ぐため、砂巻き範囲は広範囲とした方が、効率的な作業が可能であると考え

られる。

・ 直接埋設ケーブル直下の埋戻し転圧は困難な事から、転圧作業は水締め等を併用するこ

とが必要である。水締めによる作業状況を図 4-7に示す。

図 4-5 園芸スコップを用いた掘削作業
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図 4-6 ケーブル全周の防護例

図 4-7 水締め作業

4.1.6. ケーブル周辺掘削の施工案

今回の作業性検証結果から、直接埋設したケーブル周辺を掘削する際の施工案を下記に

まとめた。

・ 掘削事業者と、掘削範囲、直接埋設ケーブルの位置（土被り、オフセット等）を事前に

打合せ、十分に確認する。

・ 直接埋設ケーブル付近（砂巻き層）掘削時は、園芸用スコップ等を用いてケーブルが損

傷しないよう慎重に作業を実施する。

・ ケーブルが露出した後は、塩化ビニル管等、硬質素材の管路等でケーブル全周を防護し

吊防護を行う。

・ ケーブル埋戻し時は周囲の砂巻き部を 100mm以上確保する。このため、砕石の落下及
び巻き込みを考慮した砂かぶり厚さを加増するなどの対策を行う。

・ ケーブル付近の埋戻しは良質な砂を用いて行い、ケーブル直下については流出防止とし

て水締めを行い締固める。

 上記検証結果を基に実運用を考慮した際の課題として、「標準的な施工手順の提示」が必

要と判断された。
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4.2. 直接埋設されたケーブルを取替する際の掘削方法

 直接埋設されたケーブルを取替する際は、ケーブルの損傷を防ぐために慎重な掘削作業

が要求される。このため、5mのケーブル敷設作業について新設を想定した作業と取替を実
施する作業について検証し、比較することにより課題を抽出した。

4.2.1. 新設時想定作業

直接埋設ケーブル敷設の模擬設備を図 4-8 に示す想定にて構築した。検証施設での未舗
装地での掘削のため、舗装構造部分は想定寸法とした。

図 4-8 掘削条件

5mの検証区間において、250mm2アルミ導体ケーブルを新設する作業を想定して、図 4-
7 に示す順序で作業性検証を実施した。路盤掘削は未舗装箇所での検証のため参考とする。
通信ケーブルに見立てた FEP（φ40×3 条）をアルミ導体ケーブル埋設、砂巻き埋戻し後
に敷設するものとした。作業概要を図 4-9、作業写真を図 4-10に示す。
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① 路盤掘削

② 掘削・床付

③ 直接埋設ケーブル敷設

④ 通信ケーブル敷設

図 4-9 作業工程概要
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① 路盤（想定）掘削状況 ② 床付け掘削状況

③ 砂巻き層施工状況 ④ 砂巻き層施工状況（100mm）

⑤ 直接埋設ケーブル施工状況 ⑥ 直接埋設ケーブル敷設状況

⑦ 埋戻し状況 ⑧ FEP敷設状況

図 4-10 作業状況（新設想定）
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4.2.2. ケーブル取替作業

 直接埋設したケーブルを取替する際は、ケーブル埋設箇所を掘削してケーブルを露出さ

せる必要があるが、砂巻き部に到達した以降は、重機による掘削はケーブル損傷の可能性が

高いため、手作業（園芸用スコップ）での掘削作業となる。手作業での掘削作業は重機での

掘削と比較して膨大な作業時間を要することから、通信線等の埋設ケーブルがない箇所を

重機により掘削し、手作業により重機の掘削可能範囲内に砂を掻き出すことにより重機と

手作業を併用できる工法について今回検証を行った。再掘削断面図を図 4-11、作業概要図
を図 4-12、作業写真を図 4-13、図 4-14に示す。

図 4-11 再掘削断面図（バックホウ）
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① スコップによる掻き出し

② バックホウによる鋤取り

③ 取替直接埋設ケーブル敷設

④ 取替直接埋設ケーブル撤去

図 4-12 作業概要図
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① バックホウによる掘削状況 ② バックホウによる掘削状況

③ 鋤取り位置掘削状況 ④ 鋤取り位置掘削状況

⑤ 砂巻き掻き出し状況 ⑥ 砂巻き掻き出し状況

⑦ バックホウ鋤取り状況 ⑧ 砂巻き掻き出し状況

図 4-13 作業写真
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⑨ バックホウ鋤取り状況 ⑩ ケーブル露出状況

⑪ 鋤取り施工状況 ⑫ 取替ケーブル敷設状況

⑬ 取替ケーブル撤去状況 ⑭ 砂巻き層手直し状況

⑮ 取替ケーブル移設状況 ⑯ ケーブル取替完了状況

図 4-14 作業写真
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4.2.3. ケーブル取替作業（参考：吸引車を用いた掘削）

 バックホウでの掘削は、通信線のような埋設物がある箇所では実施できない。4.2.2の例
のように直接埋設ケーブル向って右側に通信線がある場合は、バックホウでの掘削が右側

は実施できない。両側に通信線等の埋設物がありバックホウが使用できない状況を想定し

て、ケーブル周辺の砂巻き部を手作業（園芸用スコップ）により解してから、吸引車を用い

て砂を吸引する案を検討した。この工法での再掘削断面図を図 4-15、作業概要を図 4-16、
作業写真を図 4-17、図 4-18に示す。

図 4-15 再掘削断面図（吸引車）
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① スコップによる解し

② 吸引車による吸引

③ 取替直接埋設ケーブル敷設

④ 取替直接埋設ケーブル撤去

図 4-16 作業概要図
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① 吸引車 ② 砂巻き解し状況

③ 砂巻き解し状況 ④ 砂巻き吸引状況

⑤ 砂巻き吸引状況 ⑥ 砂巻き吸引完了状況

⑦ 取替ケーブル敷設状況 ⑧ 取替ケーブル撤去状況

図 4-17 作業写真
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⑨ 砂巻き層手直し状況 ⑩ 取替ケーブル移設状況

⑪ ケーブル取替完了状況

図 4-18 作業写真

4.2.4. 作業時間の整理

検証の結果、それぞれの作業時間は、表 4-1、表 4-2、表 4-3のとおりであった。
(1) 新設想定（バックホウ）

表 4-1 作業時間（新設想定）
新設想定 作業時間 留意点

路盤掘削 24分 35秒 （参考値）

掘削床付 16分 53秒
砂巻き処理 04分 03秒 床付 ＋100mm 
ケーブル新設 00分 40秒 5.0m取扱い
砂巻き埋戻し 08分 05秒
作業時間合計 29分 41秒 （路盤参考値含まず）

路盤掘削は、今回の作業性検証では砂で測定したため、参考値として記載する。以下のケ

ーブル取替時は路盤まで掘削した状態から開始した作業時間を記載する。
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(2) ケーブル取替（バックホウ）
表 4-2 作業時間（バックホウ）

新設想定 作業時間 留意点

重機掘削 27分 38秒
砂巻き崩し 19分 12秒 園芸用スコップ使用

重機鋤取り 02分 10秒 ケーブル損傷の危険あり

ケーブル新設 00分 39秒 5.0m取扱い
ケーブル撤去 00分 38秒 5.0m取扱い
ケーブル移設 00分 10秒 5.0m取扱い
砂巻き埋戻し 32分 18秒
作業時間合計 82分 45秒

重機による鋤取りを実施するためにケーブル掘削範囲の横を掘削する必要があり、その

分掘削時間および埋戻しに時間がかかった。

(3) ケーブル取替（参考：吸引車）
表 4-3 作業時間（参考：吸引車）

新設想定 作業時間 留意点

砂巻き解し 04分 45秒 園芸用スコップ使用

吸引掘削 14分 35秒 ケーブル損傷の危険あり

床均し 07分 26秒 吸引掘削により荒れるため必要

ケーブル新設 00分 41秒 5.0m取扱い
ケーブル撤去 00分 38秒 5.0m取扱い
ケーブル移設 00分 15秒 5.0m取扱い
砂巻き埋戻し 19分 45秒
作業時間合計 48分 05秒

掘削範囲は新設時と変わらないが、吸引を実施するため作業時間がかかった。

(4) 作業時間比較
 作業時間の比較を表 4-4に示す。

5mの作業区間を想定した作業であるが、新設想定時よりケーブル取替時は 2.8倍の時間
がかかっていた。
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表 4-4 作業時間比較
新設想定

（バックホウ）

ケーブル取替

（バックホウ）

ケーブル取替

（参考：吸引車）

29分 41秒
82分 45秒
（2.8倍）

48分 5秒
（1.6倍）

4.2.5. 他埋設物の影響検討

作業性検証の結果、バックホウによる掘削時は、掘削範囲が新設時と比較して広範囲とな

る。直接埋設されたケーブルの周辺に他の埋設物が設置された状況における影響について

数例の検討を行った。

(1) マンホール
 下水等のマンホールが設置された場合の断面図を図 4-19に示す。図の左側に設置されて
いるため、重機掘削範囲が確保できない状況となる。また、図の右側には通信線が配置され

ていることから、右側の掘削も困難となる。

図 4-19 他埋設物がある場合の掘削範囲

(2) 水道管、ガス管
水道管、ガス管がある場合の断面図を図 4-20に示す。この場合も重機掘削範囲に埋設物
が設置されていることから、今回の検証を行ったバックホウを用いた掘削手法は困難であ

ることが言える。



64 

図 4-20 他埋設物がある場合の掘削範囲

4.2.6. 検証結果のまとめ

 今回の作業性検証結果をまとめると、下記のとおりであった。

(1) バックホウによる検証結果
・ ケーブル取替時の砂巻き掘削については、直接埋設ケーブル脇をバックホウで掘削し、

手作業にて掻き出した砂巻きを鋤取ることでケーブルを露出させた。

・ 掘削幅は新設想定時の 2倍である 1,200mmとなり、作業時間は新設想定時の 2.8倍と
なった。

・ 掘削幅、作業時間の双方において新設時と比較して大きくなることから、事故取替時や

経年取替時等の影響は非常に大きいと判断された。

・ 狭隘道路等、埋設物輻輳が予想される場所での掘削については、埋設物が支障となり、

砂巻きの鋤取りに必要なスペースの確保が困難となる。

(2) 参考：吸引車による検証結果
・ 砂巻き部分の掘削にのみ使用可能であり、舗装起こし、路盤掘削にはバックホウが必要

である。

・ 一般的に使用される車両ではない為、現場導入が困難な場合が想定される。

・ 今回使用した吸引車は土砂積載量が最大 1.4m3であり 2tダンプ程度の能力を有するが、
一般的な 3t~4t ダンプに比較して少ない為、作業現場近くに排土スペース等が確保で
きない場合は効率が悪い。

・ 新設想定時と同じ掘削幅で作業が実施できたが、作業時間は 1.6倍となった。
・ 本来、汚泥等の吸引に使用される特殊車両を、砂巻き部の掘削に使用したものであり、

未検証な部分が多いが、バックホウでの鋤取り工法が困難な箇所等、限定された範囲、

箇所での使用については適用が期待できる。
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4.3. 民地の埋設について、住民掘削時の感電リスクを考慮した低コストな埋設方法

4.3.1. 民地における事故事例

民地に直接埋設したケーブルの事例および事故事例は確認できなかったが、ガス管など

の埋設管損傷事故事例の報告によると、民地における事故が多く発生していることが分か

る。

 「産業・製品事故や災害の発生状況と対応」（平成 30年 4月 4日 経済産業省産業保安
グループ）による都市ガスによるガス事業法に係る事故原因の傾向を調査した結果を図

4-21 に示す。供給段階の事故原因では、他工事（ガス事業者以外の事業者が工事を行った
際にガス管等を損傷するもの）に起因する事故が最も多く、そのうち約 7 割が敷地内で発
生している。

図 4-21 供給段階の事故原因
（出典：「産業・製品事故や災害の発生状況と対応」（平成 30年 4月 4日 経済産業省産業保安グループ））

4.3.2. 住民掘削時の感電リスク

低圧ケーブルを直接埋設により敷設する場合は、管路埋設と比較してケーブルが損傷さ

れる可能性が高くなると考えられるため、民地に直接埋設を行う際は、住民に十分説明を行

い、埋設箇所の表示や注意喚起表示を徹底する必要がある。

民地で直接埋設を実施した場合に考えられる感電リスクについて整理すると次のような

ことが挙げられる。

・ 庭等の舗装されていない箇所は、容易に掘削が可能でありケーブルが損傷されるリス

クは高いと考えられる。

・ 注意喚起表示が正しく理解されず意図が不明確となることや、住民全員まで理解され

ない恐れがある。
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・ 舗装箇所の修繕や、車庫、倉庫の増設等による工事が発生した際は、コンクリートカッ

ター等の機械による作業や重機による掘削が想定され、直接埋設ケーブル損傷のリス

クが高くなる。

・ 民地内で工事が実施されることについて、電線管理者が把握することが非常に困難で

あり、直接埋設ケーブルの敷設状況について工事実施者に正確に伝えることが困難で

あるとともに、適切な指導が実施できない恐れがある。

4.3.3. 民地における適切な埋設方法

 民地に直接埋設によるケーブル敷設を行った際は、ガス等の他事業と同様に誤掘削など

によるケーブルへの接触が考えられる。直接埋設したケーブルは、スコップを用いた手作業

の掘削であっても充電された導体まで損傷が発生するリスクが管路埋設と比較して非常に

高くなる。架空線の事例ではあるが、引込線への接触による感電死亡事故も報告されており、

充電部が露出することは非常に危険である。

公道の掘削工事であれば、工事申請などを経て埋設ケーブルの適切な情報提供や注意喚

起を行うことが可能であるが、民地内は所有者の判断のみで掘削が可能である。住民の安全

を第一に考えると、万一の誤掘削時においても管路による防護が期待できる管路埋設が適

切であると考えられる。
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5. 直接埋設に適した箇所の選定
5.1. 日本国内における適地の検討

 直接埋設方式は、前年度事業における海外調査結果からも、電力需要の変動が極めて少な

い箇所が適していることや、設置時の敷設コストが管路方式に比べて低く抑えられること

が期待できるものの、設置後については高コストとなることが懸念されている。

 米国では、郊外の広大な住宅地へ直接埋設方式を適用していたが、日本国内ではそのよう

な土地がほとんどないことなど、海外と日本国内では道路事情や周辺環境が大きく異なっ

ている。

 これまでの調査結果を基に、日本国内での直接埋設に適した箇所を選定するため、電力需

要の変動の調査結果を用いて設置後に考えられるコストを算出するとともに、設置後の工

事を想定した検討を行う。

5.2. 需要変動の調査

5.2.1. 需要変動の調査

3.3.1で選定したモデルケースと類似した箇所について、需要変動の状況を調査した結果
を表 5-1に示す。

表 5-1 需要変動調査結果
分類 調査結果 参考図

駅前商業地

需要変動（入居者・テナント）が多い。

平均で 5年に 1度、需要変動があった。
増設量の多い箇所は幹線張替もあった。

図 5-1 

生活道路
駅前商業地に比べ少ないが需要変動があった。

平均で 10年に 1度、需要変動があった。
図 5-2 

郊外景勝地

需要変動がほとんど見られなかった。

ただし、付近に住宅がある場合、周囲の宅地開発などで住宅等

の建設が発生する箇所があり数十年に 1度、需要変動があった。
図 5-3 

山道・郡部バイパス道路における街路灯や神社仏閣等、周囲に

建物が建てにくい箇所において需要変動がない箇所があった。

図 5-4 
図 5-5 

調査の結果、駅前商業地や生活道路のケースでは、需要変動のない箇所がほとんど存在し

なかった。郊外景勝地のケースでは需要変動が 1度もない箇所があった。
調査結果の例を図 5-1～図 5-5に示す。
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 図 5-1 は駅前商業地のイメージである。商業地域はテナントなどの入れ替えが多く需要
変動はほぼ確実に発生することが予想される。

歩行者・自転車・車両等が頻繁に通行する駅前商業地

（車両が十分にすれ違えるだけの幅員がある）

図 5-1 駅前商業地のイメージ
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図 5-2は生活道路のイメージである。駅前商業地と比較するとそれぞれの戸建て住宅の
需要変動は少ないが、10数件で 1つの低圧系統を構成しているため、駅前商業地ほどでは
ないが低圧系統単位で需要変動が発生する確率が極めて高い。

昼間時間帯は歩行者・自転車・車両が通行するが夜間はまばらとなる生活道路

（車両はすれ違えるが、駅前商業地ほどの幅員はない）

図 5-2 生活道路のイメージ
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 図 5-3 は調査結果、需要変動がなかった地点の周辺写真である。道路に面して、住宅地
が点在している。

昼間時間帯は近隣住民等が通行するが夜間はほとんど通行がない。

休日には遠出・観光等の車両が若干増加する郊外景勝地

（周囲に建造物が少なく、道幅が非常に広い）

図 5-3 需要変動の可能性が非常に少ない箇所のイメージ（郊外景勝地）
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 図 5-4、図 5-5 は郊外景勝地のうち山道や神社仏閣において長期間需要変動が発生しな
い例のイメージである。

近隣関係者以外ほとんど通行のない道路

（交通量がほとんどなく、幅員が狭い）

図 5-4 需要変動がない箇所のイメージ（山道）
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近隣関係者以外ほとんど通行のない道路

（交通量がほとんどなく、幅員が狭い）

図 5-5 需要変動がない箇所のイメージ（神社仏閣）
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5.3. 直接埋設ケーブルの取替方法の検討

5.3.1. 直接埋設方式における必要な作業範囲

ケーブルの敷設ルートにおいて管路を設置する際は、数 m 単位に分割して設置すること
が可能であり、例として夜間のみに施工できる範囲を繰り返して作業を進捗させる手法な

どが実施できる。

 一方、直接埋設方式においては、ケーブルを設置または取替する際、ケーブルの数 m単
位の分割が現実的ではなく、ケーブル敷設ルートをすべて掘削した後にケーブルを敷設す

る工法となることから、開削状態の長期にわたる維持が必要となり、常設作業帯の設置が必

須となる。

 今回の作業性検証の結果などから、直接埋設でケーブルを設置、取替する際に必要となる

作業範囲について、今回設定したモデルケースで実施した場合を想定した検討を行った。

5.3.2. 常設作業帯の設置例

 直接埋設方式でのケーブル敷設時は開削状態を維持した常設作業帯の設置が必須となる。

実道路で作業を行う状況を想定して、一般的な小型バックホウとダンプトラックを配置し

た場合、常設作業帯の幅は 3,500mmとなる。
これに道路使用許可作成基準より歩行者通路の幅を 1,500mm 確保すると、最低幅は

5,000mmとなり、これが必要作業範囲の目安となる。
常設作業帯を設置した断面図の例を図 5-6に示す。

図 5-6 常設作業帯断面図

 これを基に、常設作業帯の設置可否について、各モデルケースに設置した状況を想定して、

検討を行った。
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(1) 駅前商業地
 駅前商業地で常設作業帯を設置した場合の想定図を、図 5-7に示す。

図 5-7 作業帯想定図（駅前商業地）

道路想定幅が 8.0mであるため、常設作業帯及び歩行者通路を確保した上で車両通行スペ
ースを設置できるが、実際には常設作業帯設置側に店舗の出入りがあり、各々前面の通路確

保等が必要となり連続した作業スペースの確保が難しい。

また、交差点や通行路と交差する形での常設作業帯の設置となるため、側面の車両通行ス

ペースを確保できたとしても、交差点等の長期間による通行止め、もしくは迂回が必要とな

り地域への影響が大きく常設作業帯の設置は非常に難しいと考えられる。

(2) 生活道路
生活道路で常設作業帯を設置した場合の想定図を、図 5-8に示す。

図 5-8 作業帯想定図（生活道路）

集中的に配置されている 7 件の住宅前面に常設作業帯を設置することとなるため、住民
に与える影響が大きいと考えられる。また、生活道路は車両の通行量が多く、狭い歩道や路

肩をもつ狭隘な道幅であることが一般的であるため、交通への影響も大きいと考えられる。
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(3) 郊外景勝地
 郊外景勝地で常設作業帯を設置した場合の想定図を、図 5-9に示す。

図 5-9 作業帯想定図（郊外景勝地）

駅前商業地、生活道路と比較して広範囲の設置が必要となるが、需要家が点在しているた

め比較的住民への影響は少ないと考えられる。郊外景勝地は交通量が少ないことや、需要家

が住宅ではなく街灯や公園であることも多いことから、常設作業帯が長期にわたり設置で

きる可能性がある。

5.4. 需要変動を考慮したコスト試算

5.4.1. 試算条件

 各モデルケースにおける 5.2.1 の需要変動調査結果および、5.3.2 で検討した常設作業帯
の設置条件を用いて、設置後の需要変動を考慮したコストを試算し、電線共同溝方式と直接

埋設方式とした際の比較を行った。

 試算条件は、以下のとおりとする。

・ 3.3.1に示すモデルケースに供給する場合の、電線共同溝と直接埋設でのコストを試算、
比較を行う。

・ 試算対象には通信設備を含まない。

・ 直接埋設方式は低圧線を直接埋設の対象とし、高圧線等は管路設置とする。

・ 電線共同溝方式は低圧線を含めてすべて管路設置とする。

・ 直接埋設の低圧線は、3 章で検討した最適ケーブルサイズによる系統構成で設置する。
・ 工事に関する他企業埋設物の移設や住民との交渉、仮設供給、休業補償などは考慮しな

い。

・ 郊外景勝地は、常設作業帯の設置ができる・できないの 2パターンの条件で試算する。
・ 試算期間は設置時から 50年とし、経年劣化によるケーブル取替を 1回考慮する。
・ 各モデルケースにおけるケーブル取替回数は、5.2.1での調査結果および経年劣化によ
る取替を考慮して、表 5-2のとおりとする。
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表 5-2 取替回数の想定
需要変動（回／50年） 経年劣化（回／50年）

引込線 幹線 変圧器 引込線・幹線

駅前商業地 10 1 1 

1 
駅前商業地 5 0 0 
郊外景勝地 1 0 0 
郊外景勝地

（需要変動なし）
0 0 0 

5.4.2. 試算結果

各モデルケースにおける試算結果を、同一モデルケースにおける電線共同溝の結果を基

準（100%）として、表 5-3に示す。
表 5-3 電線共同溝とのコスト比較

モデルケース

コスト比較

（直接埋設／電線共同溝）

（設置時＋需要変動・経年劣化ケーブル取替）

取替回数（回／50年）

需要変動 経年劣化

引込線
幹線
変圧器

引込線
幹線

駅前商業地 124.5% 10 1 

1 

生活道路 117.1% 5 0 

郊外景勝地 102.1% 1 0 
郊外景勝地

（需要変動なし）
99.8% 0 0 

［常設作業帯設置］

郊外景勝地
99.7% 1 0 

［常設作業帯設置］

郊外景勝地

（需要変動なし）

97.3% 0 0 

 電線共同溝はケーブルの取替作業が管路内の入替のみであるが、直接埋設は広範囲の掘

削作業を伴うため、ケーブルの取替回数が多いほど高コストとなる。このため、需要変動に

よるケーブル取替が無い郊外景勝地（山道・郡部バイパス道路における街路灯や神社仏閣）

のケースが、最も低コストとなり、電線共同溝と比較しても低コストとなった。

5.5. 直接埋設に適した箇所

 代表的な地域として、駅前商業地、生活道路、郊外景勝地を想定した 3つのモデルケース
について、直接埋設方式に適している箇所の選定を行った。

設置時から 50 年経過したコストを試算した結果、郊外景勝地の需要変動がない箇所が、
電線共同溝方式より低コストとなった。
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また、ケーブル取替に必要な範囲を検討し、モデルケースにおいて必要な常設作業帯範囲

を想定した結果、駅前商業地、生活道路において常設作業帯を設置することが非常に困難で

あった。

以上の理由により、3つのモデルケースの中では、郊外景勝地の需要変動がない箇所が直
接埋設設置箇所として適していた。また、常設作業帯が確保できればさらなるコスト低減が

期待できる。

5.6. まとめ

モデルケースによる検討を実施した結果、郊外景勝地の需要変動がない箇所が直接埋設

に適していることが言えたが、具体的には以下のような要件が直接埋設方式の適用には必

要となる。

① 需要変動がなく、ケーブルの取替がないと見込まれること

 直接埋設方式の場合、低コストで設置できたとしても需要変動等によるケーブル取替が

発生すると、新設時より多額のケーブル取替費用が発生する。このため、設置後のケーブル

取替が予想される駅前商業地や生活道路（住宅地）には適さない。

② 十分な道路幅に面していること

 不慮の事故等でケーブル取替が必要な場合、ケーブル取替のためには埋設箇所の長期に

わたる開削維持が必要となる。このため、取替期間の交通に支障のない十分な道路幅に面し

ている箇所の選定が必要となる。

③ 常設作業帯の設置が可能であること

 直接埋設でのケーブル敷設は、管路設置のように部分的に工事を進捗させていく工法が

実施できないため、常設作業帯が長期にわたって設置できる箇所を選定する必要があり、住

宅密集地や交差点には適さない。

④ 作業に支障となる他の埋設物がないこと

 直接埋設ケーブル周辺に他の埋設物がある場合、ケーブル取替等の作業に支障をきたす

恐れがあるとともに、他企業掘削時にケーブル損傷の恐れがあるため、ケーブル埋設箇所に

は他企業の埋設物がないことが必要である。

⑤ 掘削作業時の安全が確保できること

 ケーブルが直接埋設されているため、知識がない人による誤掘削での損傷の危険性の高

い民地のような箇所は適さない。また、直接埋設ケーブルの周辺が掘削される場合は、工事

申請等により工事実施内容が把握でき、適切な情報提供、工事指導を行うことで安全を確保

する必要がある。
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6. 今年度事業のまとめと課題
6.1. 今年度事業のまとめ

(1) 低コスト化に資する電線地中化設備用素材に関する調査
・ アルミ化に伴い大型化する接続材料に対応する絶縁方法として、大型の絶縁シートを

試作・検証し、作業性向上による低コスト化を実現した。

・ 地中分岐桝内におけるアルミ－銅の異種金属接続部は浸水や高温、多湿状況が継続す

る可能性があり、長期性能には不安が残ることから異種金属腐食対策が必要である。そ

の点を踏まえてコスト・実績で評価した結果、銅側接続部に中間合金を設けたアルミ製

の導体接続管（直線接続）を最適接続方法として整理した。

(2) 実運用を考慮した最適ケーブルサイズの調査
・ 駅前商業地、生活道路、郊外景勝地の 3つのモデルケースを用いて、ケーブルサイズ別
の設置コストの比較により最適ケーブルサイズを調査した結果、大規模需要について

は太径ケーブル、小規模需要について細径ケーブルの適用が最適であった。

・ 直接埋設した 100mm2・250mm2 ケーブルにおける地中分岐桝内での分岐作業検証を

行い、ケーブル敷設時に、ケーブルコロ等を用いて余長を持たせることで、撚りをほど

いた接続作業が可能である事を明らかにした。

(3) 直接埋設工法における運用面の課題およびコスト低減策の調査
・ 他企業による直接埋設ケーブルの下掘りを想定したケーブル防護方法として塩化ビニ

ル管での吊防護を検証し、施工案を整理した。実運用を考慮した際の課題として「標準

的な施工手順の提示」が必要である。

・ ケーブル取替や・ケーブル防護時には、砂巻き層掘削時に園芸用スコップを用いた手掘

りをするため、非常に労力を要する。また、狭隘道路など埋設物が輻輳する箇所におい

ては、バックホウでの掘削幅が確保できないため、ケーブル取替が困難となる。

・ 民地においては、住民の安全を最優先に考えると管路埋設が適切である。

(4) 直接埋設に適した箇所の選定
・ 直接埋設に適した箇所は、駅前商業地、生活道路、郊外景勝地の 3つのモデルケースに
て、土木工事や設置後のケーブル取替を含めたトータルコストを電線共同溝（管路）方

式と比較した結果、郊外景勝地で需要変動がない箇所（山道・郡部バイパス道路におけ

る街路灯や、神社仏閣）であった。また、常設作業帯が確保できれば更なるコスト低減

が期待できる。



79 

6.2. 今後の課題

・ ケーブル取替は、管路設置の場合は掘削作業が不要でケーブル引入れ、引出のみの作業

であるが、直接埋設の場合、取替対象ケーブルの施設ルート全てについて再掘削が必要

である。作業性検証の結果、再掘削は新設設置時と比較して、作業時間、掘削範囲、作

業範囲などの様々な面で大規模になったことから、直接埋設は再掘削の可能性を十分

見極めたうえでの適用箇所の選定が必要である。

・ 他企業掘削後の復旧方法について、砂巻きの品質維持のため、埋め戻す際の砂巻き構造

維持の施工方法を確立する必要がある。

・ 民地部分の引込線について、住民の安全を第一に考えて管路埋設することが有効との

結果となったが、道路部分から民地部分まで一体的に施工する方法を確立する必要が

ある。

・ 直接埋設を導入するにあたり、敷設後のメンテナンス方法（点検、応急復旧方法）を確

立する必要がある。

・ 直接埋設の適用箇所について検討した結果、山道・郡部バイパス道路における街路灯や、

神社仏閣等の需要変動がない箇所が適していた。その場合に施設箇所個々の交通量等

に応じて条件を見直すことによってコスト低減の可能性がある。

以 上


