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１.地中配電ケーブルの変遷

◆ ６.６ kＶ地中配電ケーブルの技術変遷

出典：電気学会技術報告(Ⅱ部)第404号
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２. ＣＶケーブル構造 （１/２）

単心ＣＶケーブル３本を
右よりに撚り合わせる。

ＣＶＴ：トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
Cross-Linked polyethylene insulated polyvinyl chloride sheathed triplex type power cable

◆ 6.6 kＶ・ＣＶTケーブル構造

円形圧縮撚線導体

内部半導電層

絶縁体（架橋ポリエチレン）

外部半導電層

金属遮蔽層（銅テープ）

シース（塩化ビニル）
押えテープ巻

◆ 6.6 kＶ・単心ＣＶケーブル構造

ＣＶ ：架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
Cross-Linked polyethylene insulated polyvinyl chloride sheathed power cable
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２. ＣＶケーブル構造 （２/２）

◆ 6.6kＶ ＣＶ、ＣＶＴケーブルの基本構造

導体
材料：
構造：

軟銅、アルミニウム
円形圧縮撚線、分割圧縮撚線（800 mm2以上）

内部半導電層

材料：
抵抗：
目的：

カーボン紙、ゴム引きテープ、押出プラスチック
体積固有抵抗 １０４～１０５ Ω-cm
① 導体上の電界均一化
② 部分放電防止

絶縁体
材料：
抵抗：
目的：

架橋ポリエチレン
体積固有抵抗 １０14～１０15 Ω-cm
絶縁体

外部半導電層

材料：
抵抗：
目的：

カーボン紙、ゴム引きテープ、押出プラスチック
体積固有抵抗 １０４～１０５Ω-cm
① 絶縁体表面の電界均一化
② 部分放電防止
③ 金属遮蔽層による外傷防止

金属遮蔽層

材料：
目的：

銅テープ、銅線
① 感電防止
② 静電誘導防止
③ 地絡電流の帰路回路
④ 電気力線の均一化
⑤ 相間短絡防止

シース
材料：
目的：

ビニル、（一般、難燃）、ポリエチレン（一般、耐燃(エコ））
絶縁体、金属遮蔽層等の内部保護

その他
金属がい装（金属鋼管がい装等）＋防食層（直埋、海底ケーブル等特殊用途）
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３. ＣＶケーブルの絶縁劣化 -要因と形態-
劣 化 要 因 劣 化 形 態

電気的劣化
常時電気ストレス、長期印加

・トリーの発生・伸展⇒絶縁性能（耐力）の低下
異常電圧(開閉サージ、雷サージ)印加

熱的劣化

負荷変動、日射等によるヒートサイクル
・長さ方向の熱伸縮によるクリープ、脆化、亀裂
・半径方向の膨張・伸縮⇒遮へい銅テープ破断

高温での使用
・絶縁体の熱劣化、熱分解
・他の劣化要因の促進

短絡・地絡 ・熱劣化、燃焼（炭化）

化学的劣化

化学薬品、溶剤、油
・変色、硬化、軟化、溶解、分解、亀裂、脆化
・化学トリー発生・伸展

紫外線（日光）、オゾン ・変色・亀裂

水
・金属遮へいの腐食・性能低下
・他の劣化要因の促進

機械的劣化 屈曲、衝撃、振動、圧縮、引張り、沈下
・脆化、亀裂、傷、変形
・他の劣化要因の二次的要因

生物的劣化 蟻、鼠、こうもり蛾、カビ
・傷、溶損
・他の劣化要因の二次的要因

複合的劣化

電界と水、電界と化学物質 ・水トリー劣化、ケミカルトリー

熱と油・溶剤
・化学的劣化
・遮へい銅テープの破断

熱と水 ・吸水劣化の促進
損傷と油・溶剤 ・化学的劣化の促進
電流と磁性体 ・誘導による発熱から起きる熱劣化

電界とオゾン ・部分放電によるオゾン発生により変色、亀裂
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３. CVケーブルの絶縁劣化 -劣化のプロセス-

出典：OHM 2015年7月号
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４. ＣＶケーブル絶縁劣化の形態 - 水トリー劣化（1/３） -

◆ 水トリーとは

⚫ 水トリーとは、ポリエチレンのような高分子絶縁体が長時間に

わたって水が存在する状態で電界にさらされた場合、ケーブル

中の欠陥部（下図）を起点として局部的に発生・伸展する劣化

形態。

6.6kV・CVケーブルの水トリーの例

（（E－Tタイプ::約１８年使用）

導体

内部半導電層

外部半導電層

シース

絶縁体

外導突起

内導突起

異物

ボイド

高圧ケーブル中の欠陥

⚫ 水トリーは微細な通路あるいは空隙の集合体であり、水分
が充填されているときには白色に見えるが、乾燥すること
により見えなくなる。（高温湯中で煮沸するなどの方法で
水を再び充填すると再現する。）
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種類 内導トリー ボウタイトリー 外導トリー

起点
（下図）

内部半導電層の突起

・半導電テープの毛羽、半導電

テープと絶縁界面の空隙

・押出し半導電層の不整

（導電性異物接触等）

異物・ボイド

・絶縁体中の異物

（金属異物、導電性異物等）

・絶縁体中のボイド

押出外部半導電層の突起

・ 半導電テープの毛羽、半導電テー

プと絶縁界面の空隙

・ 押出し半導電層の不整

（導電性異物接触等）

有害性
電極に端を発しているため、ケー
ブル寿命に与える影響は大きい

・ボウタイトリーが進展し、内
外導に達し、絶縁破壊に至る
事例が報告されているが、絶
縁破壊までには時間を要する。

電極に端を発しているため、ケー
ブル寿命に与える影響は内導ト
リーについで大きい。

◆ 水トリーの種類と特徴

４. ＣＶケーブル絶縁劣化の形態 - 水トリー劣化（２/３） -

導 体

絶縁体

半導電テープ（内導）

空隙

絶縁体

半導電テープ（外導）

空隙

遮蔽銅テープ

不整絶縁体

押出し外部半導電層

遮蔽銅テープ

押出し内部半導電
層導 体

＜内導と絶縁界面＞
＜外導と絶縁界面＞

半導電テープと絶縁界面の空隙 押出し半導電層と絶縁界面の不整

内導トリー
（Ｔ-Ｔタイプケーブル） 外導トリー ボウ・タイトリー

水トリーの例

異物
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４. ＣＶケーブル絶縁劣化の形態 - 水トリー劣化（３/３） -

＜６．６kＶ・ＣＶケーブルの水トリー長と残存破壊電圧＞

⚫ ６.６ kV CVケーブル（Ｅ－Ｔタイプ）の残存絶縁体厚（＝絶縁体厚さ－水トリー長）と交流

破壊電圧の特性データ例を下図に示す。

⚫ トリー内の水分量やトリー形状など不確定な面があるものの、水トリーが進展して絶縁体
を貫通しても（残存絶縁体＝０）、初期では交流破壊電圧は１０ｋＶ程度以上。

残存交流破壊電圧－残存絶縁体厚さの測定例

出典：日本電線工業会 技資第116号
「高圧CVケーブルの 保守・点検指針」残存絶縁厚さ0㎜

でも10kV以上

◆ 水トリーの特徴
⚫ 水トリー発生には水分、電界、起点となる電界不整部の３要因が必要であり、

どれか１つで も欠けると水トリーは発生しない。

⚫ ６.６kV CVケーブルでは、絶縁体を橋絡するまで水トリーが進行しても、直ぐには破壊事故
にはに至らない場合が多い。
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引用：日本電線工業会 技資第116号「高圧CVケーブルの保守・点検指針」

◆ 遮蔽銅テープ破断による絶縁劣化

腐食にて遮へい銅ﾃｰﾌﾟ破断が発生すれば、その箇所で、外部半導
電層を介し非接地区間の充電電流が強制的に接地区間に流れ、この
部分に温度上昇発熱をもたらす。

この状態が継続することで外部半導電層がさらに高抵抗化し、この
部分に電位差が生じ、トラッキング放電劣化ももたらす。

この放電エネルギーと充電電流による発熱により、絶縁体が共焼け
し劣化が進展する。

シース破断部の炭化現象（放電痕）

遮蔽銅テープ腐食

遮蔽銅テープ破断

銅テープの腐食・破断と絶縁劣化の状況

４. ＣＶケーブル絶縁劣化の形態 - 遮蔽銅テープ腐食・破断（1/４） -



12

４. ＣＶケーブル絶縁劣化 - 遮蔽銅テープ腐食・破断（２/４） -

◆ 遮蔽銅テープ破断箇所の温度上昇について

⚫ 外部半導電層での充電電流:i(A)による温度上昇T(℃）は次式で求める。

Ｔ＝ｉ２･Ｒ･Ｒｔｈ

Ｒ ：外部半導電層の長さ方向の抵抗値（Ω）であり、遮へい銅テープ破断直後は １kΩ程度と仮定。
Ｒｔｈ：遮蔽銅テープから外部の放熱抵抗（℃･cm/W）で、およそ100（℃･cm/W)程度。

※ 充電電流（i)は対地電圧（6600V/√３）印加によりケーブル絶縁体に充電される電流であり、絶縁体を半径方向
に均一に流れ、通常は遮へい銅テープを通って接地回路に流れる。
例えば、破断区間長が150mの 6.6kV・CVT（3×325mm２）ケーブルの場合、次式でｉ＝100mAとなる。

ｉ＝２πｆ･Ｃ１･Ｖ･ｌ×10－６（A）
ここで

ｆ：周波数 50（Hz）
Ｃ１：ケーブル絶縁体の静電容量 0.61（μF/km）
Ｖ：対地電圧 6600/ √3 （V）
ｌ：破断箇所までの非接地区間長 0.15（km）

※ 計算上,遮へい銅テープ破断箇所での温度上昇はは数百℃近い値となることもあり、その温度上昇によって破断
箇所の外部半導電層が急激に炭化する。
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４. ＣＶケーブル劣化 - 遮蔽銅テープ腐食・破断（３/４） -

◆ 遮蔽銅テープ破断箇所の電位上昇

⚫ 遮蔽銅テープの破断箇所には、非接地端と接地間にて電位差（Ｅ）を発生する。

Ｅは、遮蔽銅テープ部を中心に絶縁体とシースの静電容量による静電分圧として、次式で求める。

Ｅ=Ｃ１ /（Ｃ１ +Ｃ２）×Ｖ

ここで

Ｃ１：絶縁体の静電容量 0.61（μF/km）

Ｃ２：シースの静電容量 2.4（μF/km）

（※ 6.6kV・CVT（3×325mm２）ケーブルの例)

Ｖ：対地電圧 6600/  √3（V）

※ 上記例の場合に遮へい銅テープ破断時に発生する電圧は約800Vとなり、この電位差により絶縁体
表層部で放電が発生し、徐々にトラッキング劣化を起こし、炭化する。
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４. ＣＶケーブル絶縁劣化 - 遮蔽銅テープ腐食・破断(４/４) -

引用：日本電線工業会 技資第116号「高圧CVケーブルの保守・点検指針」

銅テープの腐食・破断状況 遮蔽層抵抗

健全部 18 Ω/km

銅テープ腐食例
（事例１） 23 Ω/km

銅テープ腐食例
（事例２） 31 Ω/km

銅テープ腐食例
（事例３） 200 MΩ/km

遮蔽銅テープの腐食状況と遮蔽層抵抗の実測例
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４. ＣＶケーブル絶縁劣化 – シースシュリンクバック-

◆ シースシュリンクバック現象
ケーブルのシースは、プラスチック樹脂を引き伸しながら
成形する。この引伸しによって、プラスチック内部に残
留応力（収縮しようとする歪)が残り、日射や通電等によ

るヒートサイクルにより残留応力が解放されシースが収
縮する。

この際、場合によっては内部の遮蔽銅テープが破断するこ
ともある。）

◆ シュリンクバック対策
シースシュリンクバックは、終端処理部で発生しやすいため、終端接続部直近での確実なケーブル支
持施工を行うことが重要。

⚫ 適切なケーブルブラケットの使用（適切なゴムスペーサの使用）

極力終端接続に
近い位置で支持

ケーブブラケット
（JCAA規格品）

ゴムスペーサ
※ 単心分離型のものを使用

ゴムスペーサ(参考）
※一括型
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◆ 水トリー劣化対策の考え方

⚫ 水トリー発生には水分、電界、起点となる電界不整部の３要因が必要。

⚫ 水トリー防止対策の基本的な考え方と対策。

基本的な考え方 ＣＶケーブルにおける対応方法 期待される効果

絶縁体中のボイドの低減
初期水分量低減

架橋方式の変更
（蒸気架橋から乾式架橋方式へ）

ボウ・タイトリー発生抑制

絶縁体への異物混入低減 材料管理、押出成形時の異物除去 ボウ・タイトリー発生抑制

導電層と絶縁体界面
の平滑化

① 内部・外部半導電層の押出成形化
⇒ E－T タイプケーブルへの更新

② 外部半導電性テープの改良

内導トリー、外導トリー発
生の抑制

ケーブル内部への水の侵入
低減

遮水層付きケーブルの採用 水トリー進展の抑制

５. 水トリー劣化の対策 -水トリー劣化抑制の考え方-
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◆ 絶縁体中の水分量とボイドの低減
⚫絶縁体の架橋方式：水蒸気架橋から乾式架橋へ変更

５. 水トリー劣化の対策 - 絶縁体中の水分・異物・ボイド低減-

◆ 絶縁体中の異物低減対策
⚫ 材料のスクリーニング管理

材料受入れ時の異物管理（梱包容器等）
⚫ 押出時のスクリーニングメッシュ導入
⚫ その他 （金属探知機などの導入等）
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５. 水トリー劣化の対策 －内・外導押出化（１/３）-

方式 内導・絶縁・外導成形 使用実績

T-T方式

内部半導電層 テープ巻 ・電力会社
～1976年頃まで

・高圧需要家設備
～1985年頃まで

絶 縁 体 押出し

外部半導電層 テープ巻

E-T方式

内部半導電層
押出し

（内導トリー抑制） ・電力会社
1970年～1983年

・高圧需要家設備
1980年～

絶 縁 体 押出し

外部半導電層 テープ巻

E-E方式

内部半導電層 押出し
・電力会社

1984年～

・高圧需要家設備
1990年頃～

絶 縁 体 押出し

外部半導電層
押出し

（外導トリー抑制）

（T：Tape）

（E：Extrude）

◆ ６．６ kＶ ＣＶ、ＣＶＴケーブルの内・外導構造変遷
⚫ 内・外導押出し成形による絶縁界面の平滑化

※ 高圧重要家設備では、まだ E－Tタイプものが多く使用されている。
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◆ 三層（内・外導・絶縁層）同時押出成形

⚫ 内部半導電層、絶縁、外部半導電層を押出し成形するため絶縁界面の平滑性および接着性向上。
⚫ 内部半導電層、絶縁、外部半導電層を同時に押出しすることにより、絶縁体内部の異物低減。

三層クロスヘッド

絶縁用押出機

外部半導電層用押出機内部半導電層用押出機

導体 絶縁コア

内部半導電層
押出機

外部半導電層
押出機

絶縁体押出機

導体 絶縁体

外部半導電層

内部半導電層

５. 水トリー劣化の対策 －内・外導押出化（２/３）-

絶縁体

押出し外部半導電層

遮蔽銅テープ

押出し内部半導電層

導 体

絶縁体

押出外部半導電層
（フリーストリッピング）

内部半導電層

押出し成形概念図

三層クロスヘッド

三層同時押出しケーブル
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出典：電気学会技術報告（Ⅱ部）第404号◆ ６.６ kVケーブルの仕様変遷（参考）

△：乾式架橋化

５. 水トリー劣化の対策 －内・外導押出化（３/３）-
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５. 水トリー劣化の対策 –高圧CVケーブルの寿命推定-

（出典：日本電線工業会 技資第116号
「高圧CVケーブルの保守・点検指針」）

⚫Ｅ－Ｅタイプケーブル
Ｅ－Ｅの年代別撤去ケーブルの破壊電圧の調査結果
(電気学会 技術報告 第1469号より引用)

⇒ 絶縁耐力が 10.35 kV（電気設備基準解釈第10号）
までに低下するまでの時間：最短で約35年。

⇒ 寿命：Ｅ－Ｔタイプケーブルの約３倍。

出典：電気学会 技術報告 第1469号
「配電設備の高経年化に対応した技術動向と課題」

使用年数と交流破壊電圧（E－Tケーブル）

使用年数と交流破壊電圧（E－ Eケーブル）
約12年

10.35kV

約23年

⚫Ｅ－Ｔタイプケーブル
長期間使用のＥ－ＴタイプＣＶケーブルを撤去し、使用
年数と交流破壊電圧の関係を調査。

⇒１線地絡時に健全相にかかる電圧（６.９ kＶ）をしきい
値とすると、この電圧に耐える使用年数は 最短で１７
年、平均で２７年。

⇒ 絶縁耐力が 10.35 kV（電気設備基準解釈第10号）まで
に低下するまでに時間：最短で約12年。

◆ 水トリー劣化による６．６kV・CVケーブルの寿命推定（撤去テーブル調査実績より）
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◆ 内部浸水の防止対策例 ：シース遮水層付ＣＶＴケーブル構造例

金属箔遮水層断面

接着層(シース側)

プラスチック層

金属箔（アルミ、鉛）

導電性プラスチック層

５. 水トリー劣化の対策 – 内部浸水の防止 （１/２）-
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◆ シース遮水層付ＣＶＴケーブルの遮水特性
⚫ 遮水層付きのものと無いものとでは約２０倍以上の差。

⚫ アルミ遮水の透水量は、鉛とほぼ同等。

0.01

0.10

1.00

10.00

0 10 20 30 40

浸漬日数（日）

増
加
水
分
量
（
ｇ
）

アルミ遮水ケーブル

遮水無しケーブル

鉛遮水ケーブル

⚫ 完成ケーブルより採取した30cm長程度の絶縁コアを取り除いた遮水層
付きビニルシース内に吸湿剤を入れ、両端を完全に密封し試料とする。
この試料を約60℃の温水中に入れ、一定期間浸漬前後の吸湿剤の質
量変化を測定する。試験期間は10日、20日、30日の3期間とする。

60℃温水槽浸漬状況

５. 水トリー劣化の対策 – 内部浸水の防止 （２/２）-
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６.ＣＶケーブル絶縁劣化診断手法 （１/３）

◆ ＣＶケーブルの劣化診断手法の概要
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項目 概要 特徴

絶縁抵抗法
1000～5000Vメガー、絶縁計を用いて導体と遮蔽層間の絶縁
抵抗を測定。

比較的簡易な方法で、古くから使用されてい

る。

遮蔽抵抵抗法
シースの外傷、亀裂が発生すると、欠陥部から水が浸入し、遮
蔽銅テープが腐食し破断し、絶縁破壊の要因となるため、シー
スの絶縁抵抗を測定。

多心一括シースケーブルでは、ケーブル内部
で各線心の銅テープが接触しているため、各
線心毎の測定ができない。

直流漏電流法
7～10分の直流課電（DC5～16kV）を行い、漏れ電流チャート
上のキックの有無や、最終時間の電流値などで良否を判定.

6.6kVケーブルでは橋絡水トリーの検出に有
効である。

直流電位減衰法
直流課電（DC5kV）後、電荷が放電し、判定電圧（3kV）に減衰
するまでの時間から良否を判定.

原理的に、直流漏れ電流法と類似しており、
測定値から算出される絶縁抵抗値はよく一致
する結果が得られる。

残留電荷法

直流課電で水トリーに電荷を蓄積した後、交流課電により電荷
が緩和（放電）する際に生じる直流電流を検出。

未橋絡の水トリーが精度よく検出できるため、
特別高圧CVケーブルに適用されているが、
6.6kVCVケーブルではデー蓄積中。

誘電正接法
絶縁体が吸水劣化すると、緩和までの時間が長い分極が発生
し、誘電正接の増加として現れるため、これをシェーリングブ
リッジ回路で測定。

古くからの方法で、T-T、E-Tケーブルでは、

誘電正接と残存破壊電圧の相関が知られて
いる。

損失電流法

AC 電圧を印加し、遮蔽接地線の充電電流から損失電流を分
離し、水トリーの非線形性電気特性から生じる第3高調波を検
出し、その大きさと、位相から良否を判定。

22kV以上のCVケーブルに適用されている。

湿式架橋ケーブルが水分が多いため、診断
が困難。

超低周波tanδ法
商用周波電圧に代わりに、0.1Hz の超低周波電圧を印加し、
tanδを測定。充電電流が大幅に小さくなるため、電源のコンパ
クトが可能。

誘電正接法と同様、局部劣化の検出が困難。

◆ 停電による絶縁劣化診断法

６.ＣＶケーブル絶縁劣化診断手法 （３/３）
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項目 概要 特徴

活線tanδ法
電圧信号をケーブル端子から、電流信号を遮蔽層接地線から検
出、その位相差からtanδを求め、良否を判定。

多点接地では、一点接地にする必要
がある。

部分放電検出法
分割式CTに遮蔽層接地線を通し、接地線に流れる微小な部分
放電電荷量を検出し、発生頻度や電荷量から良・不良を判定。

ノイズ除去技術の向上により、運転中の部
分放電検出が可能になった。

直流成分法

商用周波電圧の負のサイクルで水トリーに電荷が繰り返し蓄積さ
れ、ケーブル自身の電界により移動するため、この直流成分を、
遮蔽接地線と大地の間に設置した装置で検出し良、不良を検出。

劣化信号が微小な場合、ノイズとの
区別が困難なため、精度の高い他の
測定法に移行。

直流電圧重畳法

変電所のETV（接地型計器用変圧器）の中性点からDC50V程度
の電圧を,AC電圧に重畳し、遮蔽層接地線の直流成分を検出し、
絶縁抵抗に換算して良、不良を判定。

原理、特徴とも直流成分法と類似。
変電所のEVTに直流課電するため、
系統への影響の検証が必要。

低周波重畳法

7.5Hz,20VをAC電圧に重畳。遮蔽層接地線の損失電流を絶縁抵
抗にかんざんして、良、不良の判定。

橋絡水トリー、未橋絡水トリーの他、遮蔽銅テープの腐食などの
異常も検出可能。

停電での診断も可能であるが、水トリーの
検出性能は劣る。

交流重畳法

AC電圧に2倍+1Hz（101Hz、121Hz）の電圧（50V）を重畳。水ト
リーの非線形性から遮蔽層接地線に流れる1Hzの電流を検出し、
良・不良の判定を行う。

未橋絡の水トリーの検出は困難。

脈動検出法

フリッカなどの電圧変動により、橋絡水トリーに流れる脈動電流を、
遮蔽層接地線と大地間に接続したローパスフィルタに通し、低周
波の電流を増幅し検出。

異常の有無は検出できるが、突発的
な雑音の影響を受けるため、必要に
応じて直流法などの精度の高い診断
を併用する。

◆活線絶縁劣化診断法

６. ＣＶケーブル絶縁劣化診断手法 （３/３）
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７.ＣＶケーブル絶縁劣化診断手法の系譜

◆ CVケーブル絶縁劣化診断法の系譜

※出典：電気学会技術報告 第1107号より
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（1） 概要
メガーもしくは絶縁抵抗計で測定する方法で、測定が容易で熟練を要しないため，広く行われている。

従来、絶縁体の劣化の検出感度は， 印加電圧が低いことから直流漏れ電流試験に比べ劣るので， 終端接
続部を含めたケープル線路に致命的な欠陥がないかを確認する目的で実施されていたが、最近では、ポー
タブルで、測定精度の高いものが市販されている。
運用の例を下表に示す。

（2） 測定方法

絶縁抵抗の測定回路の例

８. 停電による絶縁劣化診断手法 - 絶縁抵抗法 -

試験項目 測定器 要注意判定

絶縁抵抗 1000Vメガー 2000MΩ未満

5000Vメガー 10000MΩ未満

遮蔽層絶縁抵抗 250V～1000Vメガー 1MΩ未満
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（1）概要
シースに外傷や亀裂が発生すると欠陥部よりシース内に水が浸入し， 遮へい銅デープが腐食， 破断し， ケ

ーブルの絶縁破壊事故の原因となることがある。この試験は， 遮ヘい層の異常の有無を調査するために行う
ものである。

（2）測定方法
測定回路を図4.13に示す。ここで， 遮へい層と被測定ケーブル導体は8mm2以上の絶縁線（または裸線）で接
続するごとが望ましい。また， 遮へい層の抵抗を正確に測定する必要がある時は， ケルビン・ダブルブリッジを
使用する。

遮蔽層絶縁抵抗の測定回路図

８. 停電による絶縁劣化診断 - 遮蔽層抵抗法 -
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（1）概要
直流漏れ電流法は， 直流高電圧印加時の漏れ電流を測定する方法であり， ケーブルの絶縁測定方法とし
て古くから行われている。基本的にはメガー測定と同様に絶緑抵抗を評価する方法であるが， 印加電圧が
高いことや， 漏れ電流の時間変化の記録を行うので， 精度の高い絶縁測定が可能である。また， 交流高電
圧を用いる方法に比べて， 大きな電源容量を必要としないので現場測定が容易であり， 多くの測定実績が
ある。

（2）測定方法
下図のとおり、ケーブルの導体一遮へい層間に直流電圧を印加して， 漏れ電流を測定する。

直流漏れ電流の測定回路図

８. 停電による絶縁劣化診断 - 直流漏れ電流法（１/３） -
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⚫ 漏れ電流(µA)
電圧印加後， 規定時間経過した時の電流値。 通常， 7分または10分値が用いられる。 CVケ ーブルでは局
部的な劣 化部分（橋絡水トリ ー）に漏れ電流が集中的に流れること から， 測定値をそのまま評価するケー
スが多いが， 長距離 線路では単位長さ当たりの漏れ電流， すなわちµA/km で評価することもある。

⚫ 成極比
吸収電流が減衰する程度を示した数値。以下の式で算出する。

⚫ 弱点比
印加電圧を2ステップ以上かける場合において，以下ので算出される数値。 電気学会技術報告(II部） 第404
号 では，3～5未満を良好判定の指標として紹介している。

⚫ 不平衡率（％）
相間のばらつきを評価する方法であり， 各相の漏れ電流値より以下のとおり求める。
電気学会技術報告(II部）第404号では，200%以下を良好判定の指標として紹介して している。

⚫ 電流一 時間特性
電流チャ ートでキック現象（電流一時間特性上の電流の 急激な変動）の有無を確認する。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 直流漏れ電流法（２/３） -
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８. 停電による絶縁劣化診断 - 直流漏れ電流法（３/３） -

◆ 直流漏れ電流法の判定基準（日本電線工業会 技資 第116号D）

電流-時間特性の例
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（1） 概要
原理的には直流漏れ電流法と同じ方法で， 橋絡水トリ ーを精度良く検出する方法であるが， 直流電源に
よ り所定の電圧でケープルを充電した後に回路を開放し，印加電圧から判定電圧までの低下時間により劣
化を判定する 点が直流淵れ電流法と異なっている。

（2） 測定方法
絶縁体は， 一般に次示すようなCR等価回路で表すことができる。

ケープル絶縁体が水トリー劣化すると，図のRの低下， またはRn 及びCnの変化が発生する。本法は， この
原理を応用し， a)に示す回路構成により，ケーブル試料に所定の直流電圧を印加し， この電圧を1分間保持し
た後， 高圧スイッチを開く。ケーブルに充電された電荷はケーブルの絶縁抵抗R を介して放電するため， b)の
ように電圧は次第に下がる。絶縁状態が良好な場合には放電に長時間を要するが， ケーブルの絶縁が劣化し
ている場合は短時間で放電する。印加電圧から所定の判定電圧に下がるまでの放電時間を計測し， 「良」「注
意」「不良」を判定する。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 直流電位減衰法 -
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（1） 概要
CVケーブルに直流電圧課電を行い、水トリ一部に電荷の蓄積を行った後に， 交流電圧を課電することで

， 水トリーに蓄積した電荷が放出し発生した，直流電流成分の測定を行う方法である。
この方法は， 直流漏れ電流法などでは検出が不可能な， 導体と遮へい層との間を橋絡していない水トリー（
未橋絡トリー）劣化の発生状態を， 精度良く検出することが可能で， 主に特別高圧ケーブルの現場に多くの
実績を有し， 多点接地系統にも滴用可能である。残留電荷法は， 交流課電方法と電荷検出方法の異なる2
種類の改良手法（「ステップ昇圧課電法」と「電荷直読式交流短時間昇降法」）が実用化されている。

（2） 測定方法
下図に測定回路を示す。
まず， 供試ケーブルに前課電として所定の直流電圧を課電する。これにより 水トリー部に電荷が蓄積する。
続いて所定の時間高圧導体を接地し， その後に交流電圧を課電する。この際に水トリーに蓄積した電荷が
放出し， 直流電流成分が発生する。直流電流成分はローパスフィルタを介して検出される。
この手順で測定を行うことにより， 水トリーが存在している場合には、図中にあるような電流信号が検出さ

れ、この電流信号を積分することにより残留電荷の大きさを得ることができる。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 残留電荷法（１/２） -

AC課電による検出信号例測定回路例
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８. 停電による絶縁劣化診断 - 残留電荷法（２/２） -

残留電荷量と交流破壊電界強度の測定例
（出典：フジクラ技報 第102号）
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（1） 概要
水トリー劣 化したCVケープルの損失電流の測定波形は，単一周波数 の正弦波形ではなく，わずかに歪み

，劣化の進行に伴って歪みの程度が大きくなる。その波形歪みの原因は，損失電 流に含まれる高調波（主
に第3高調波成分）に起因するもので，ごの高調波成分を水トリー劣化の検出信号として用 いることで，末橋
絡トリーの検出が可能となる。
この方法 は2002年に実用化が果たされ，現在主に60kV級CVケ-ブル線路の診断手法として用いられてい

る。

（2） 測定方法
CV ケーブルに交流電圧を印加した際に流れる接地線電流中から損失電流（印加電圧と同位相の抵抗性の
電流）を分離して計測する。
ケーブルと無損失標準コンデンサを並列に配置して試験電圧を印加し，両者に流れる電流を用いて試験電
圧より90゜ 進み位相である容量性の電流をブリッジ回路の平衡操作によって除去することで測定される。
得られた損失電流中の高調波成分を解析し，水トリ 劣化程度の診断をする。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 損失電流法（１/２） -

測定回路例



37

８. 停電による絶縁劣化診断 - 損失電流法（２/２） -

◆ 損失電流の実測事例
（出典：電気学会技術報告 第1107）

損失電流とAC破壊電圧の関係例
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（1） 概要
誘電正接法は交流課電時の誘電緩和現象の測定を行う方法で， 絶縁体中に水トリー等の欠陥があると
誘電緩和に時間がかかり充電電流の位相が遅れ方向に変化することに着目し， 交流課電時の誘電正接
(tan δ)を測定し劣化を判定する方法で、高圧ケーブルでは広く採用されている。
この手法はケーブル全体の劣化が、橋絡， 未橋絡水トリーにかかわらず平均化して表されるが， 絶縁破
壊は， 最も劣化が進行している部分で発生することから， 局所的な劣化をとらえるのは難しい。

（2） 測定方法
測定回路例として逆シェーリングブリッジ法を用いた測定回路を下図に示す。試験電圧は一般的には，ケ
ーブル線路の商用周波対地電圧を印加して行う。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 誘電正接法（１/２） -

誘電正接測定回路



39

８. 停電による絶縁劣化診断 - 誘電正接法（２/２） -

Tanδと長期破壊特性の相関 Tanδと残存AC破壊電圧の相関
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(1） 概要
超低周波( 0. !Hz)を課電してケーブルの誘電正接(tanδ) を測定し，通常のtan o測定と同様に橋絡水トリー

および未橋絡水トリー劣化状況を調査する手法。

以下の特徴を有する。

・商用周波に比べて，充電電流が1/500～1/600となるため電源を小型化できる。

・商用周波による測定に比べて，測定値が大きくなる傾向がある。

・周波数が商用周波より小さいため，近くに布設している他回線からの誘導を受けにくく，測定値が安定する。

（2） 測定方法
基本的な測定回路は、商用周波を使用したシェーリングブリッジと同じ。

ブリッジの平衡をとり、以下計算式にて算出する。

８. 停電による絶縁劣化診断 - 超低周波tanδ法 -

超低周波tanδ測定回路
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（1） 概要
活線下で tanδ,シース絶縁抵抗を測定して絶縁体とシースの劣化度合を診断する方法である。

（2） 測定方法
被測定ケーブルにかかる電圧の信号と充電電流信号を測定器に取り込み、その位相差からケーブルのtanδ 
を算出する。またこの際、ケーブルの遮へい層と大地問にDC 5V程度課電して、その電流を測定し、シース
絶縁抵抗を算出する。

活線tanδ法の測定回路図

９.活線絶縁劣化診断 - 活線tanδ法 -
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（1） 概要
部分放電検出法は， 運転中ケーブルの異常部で発生している部分放電による信号を検出する活線診断法

である。
部分放電は絶縁体中の欠陥· 異物・劣化によって発生するものであり， 部分放電を検知することで， 未橋絡
を含む水トリーなどの様々な異常を検出することができる。しかしながら， 部分放電信号は非常に微小なも
のであり， 部分放電検出による診断は， 試料以外から発生するノイズから遮へいされたシールド室内で主
に行われてきたものである。

（2） 測定方法
実際のケーブルの布設環境においては， 箔電極法(24) などの測定範囲を限定した形で行う手法が実用化
されているが，近年では，運転中ケーブル線路全長を対象とした実用性の高い部分放電検出装置も開発さ
れている。測定回路を下図に示す

部分放電検出法の測定回路図

９. 活線絶縁劣化診断 - 部分放電検出法 -
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（1）概要
水トリーが発生していると、その整流作用によって直流電流が生じることが知られている。この原理を利用し
活線状態でケーブルの接地線を流れる直流電流成分を測定し、劣化判定を行う手法。
交流電圧印加時におけるCVケーブルの直流成分発生機構は下図のように考えられる。

交流電圧のうちの負の半サイクルの電圧が水トリ一部に加わった時に水トリー部から絶縁体中に負の電荷
が注入される。次の正の半サイクルで、絶縁体中に注入された負電荷は水トリ一部へと吸い上げられるか，
あるいは正の電荷の新たな注入により中和されるが，全ては消失せずに一部が絶縁体中に残存する。この
繰り返しによって水トリー先端近傍に負電荷が蓄積され，蓄積電荷自身による直流電界により，負電荷が対
向電極に向かって移動し，nA～μAの直流成分として観察される。

（2）測定方法
ローパスフィルター用い、接地線から直流成分を検出する。

直流成分法の測定回路
直流成分の発生機構

９. 活線絶縁劣化診断 - 直流成分法 -
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（1）概要
活線下において直流電圧の重畳により絶縁体及びシースの劣化度合いを診断する測定法である。

（2）測定方法
＜ブリッジ法＞

接地変圧器の中性点から50V程度の直流電圧を重畳し、ケーブルの絶縁抵抗を一辺とするホイートスンブ
リッジを構成し、絶縁抵抗を測定する。

＜直流重畳電流測定法＞
接地変圧器の中性点から50V程度の直流電圧を重畳し、直流電流を測定する。
高圧配電線の一相よりインダクタンスを介して数Vの直流電流を重畳する方法もある

ブリッジ法の測定回路 直流重畳電流測定法の測定回路

９. 活線絶縁劣化診断 - 直流電圧重畳法 -
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（1） 概要
活線下で低周波電圧を重畳し、ケーブル接地線から低周波成分の損失電流を検出して絶縁体の劣化度
合いを判定する方法である。

(2)  測定方法
スター結線したコンデンサの中性点から7.5Hz-20Vを3相に重畳し、測定ケーブルの接地線（3相一括）から
低周波損失電流を分離検出して交流絶縁抵抗を算出する。測定回路には、充電電流キャンセル方式(半
自動測定)と標準コンデンサを用いたブリッジ方式（自動測定）があり、ブリッジ方式では接地変圧器の中性
点等から重畳も可能である。

低周波重畳法の測定回路

９. 活線絶縁劣化診断 - 低周波重畳法 -
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(1)概要
CVケーブルの絶縁体中に発生した水トリーは非線形の特性を有している。このため、水トリーを有するケー
ブルの遮蔽層に特定の周波数の電圧を重畳すると、測定回路に水トリー劣化に対応した新たなる周波数成
分の微小電流が生じる。交流重畳法は、この微小電流を計測し、その振幅の大きさから水トリー劣化の状
態を診断する手法である。

(2)測定方法
被測定ケーブルの接地から商用周波数の偶数倍＋1Hzの電圧を重畳し、水トリー劣化に対応して新たに発
生する1Hzの劣化信号（商用周波数の2倍と重畳電圧の周波数の査）を測定する。

交流重畳法の測定回路

９. 活線絶縁劣化診断 - 交流重畳法 -
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(1)概要
活線線路の遮蔽の接地線から、ケーブル劣化により生じる商用周波数よりも低い周波数成分を検出し、ケ
ーブルの絶縁状態を診断する。

(2)測定方法
運転中ケーブルの遮蔽接地線に流れる電流からフィルタにより商用周波数成分を除去した後、増幅させた
1Hzの信号電流、シースの絶縁抵抗及びシースの接地交流電圧を測定する。

脈動検出法の測定回路

９. 活線絶縁劣化診断 - 脈動検出法 -
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１０. まとめ

◆ CVケーブルは1960年代より製造が開始され、現在までに、種々の改良が行われてきたが、この
改良は、水トリー劣化に対する改良といっても過言ではない。

◆ 電力・地中配電線路では、ほとんどの線路でE-Eケーブルが採用され、一部の重要線路では、
66kV級と同様に、遮水層を施したケーブルも検討されている。

◆ ６．６ kVのケーブルでは、水トリーが絶縁体を橋絡しても、すぐには破壊に至らず、橋絡状態に
なって、劣化傾向が表れてくるため注意が必要。

◆ E-Eケーブルの普及で、遮水層の腐食・破断による絶縁劣化事象が報告されるようになり、遮
蔽層の管理も需要になってきている

◆ E-Eケーブルの普及により、劣化診断技術は “未橋絡状態での水トリー” を、いかに精度よく
検出するかが課題となっている。

⇒多くの新技術が開発され、現場での運用に向け試験運用がなされているが、それぞれ特徴が
あるため、診断のニーズに則した方法を選択することが望ましい。


