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１．設備の仕様統一化（調達改革ロードマップ）

 2018年度に策定した「調達改革ロードマップ」に基づき，対象設備の「仕様統一」,「調達の工夫」に取り組
んでいます。

 なお，「仕様統一」の対象３品目については，2019年度に完了し，目標を達成しております。

当社HP「送配電部門における仕様統一化および調達の工夫
に関するロードマップについて」(2019.3公表)より抜粋
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１．設備の仕様統一化（ロードマップ３品目の取組状況）

 仕様統一の取り組みは2019年度で完了し，調達コスト削減に資する 「他電力との共同調達」，「新規
取引先の開拓」，「まとめ発注の拡大」などの調達の工夫に取り組んでまいります。

対象品目 イメージ図 仕様統一化の状況 具体的な取り組み・工夫など

架空送電線
(ACSR/AC)

全電力大でACSRとACSR/ACの設
計上のスペック比較により、
ACSR/ACへ統一することで不具合
がないか検証し、調整が完了

 2019年度末までに全電力大で手
続きを完了

他電力との共同調達

 ボリュームディスカウントを目的としたま
とめ発注・複数年契約

ｶﾞｽ遮断器
(66kV・77kV)

各社の現状仕様を把握し，本体は
JEC等の規格に準拠済を確認，ブッ
シング含め付帯的な部分の使用を全
電力大で統一の調整が完了

競争環境の活性化を目的とした新規
取引先開拓（1社開拓済）

取引先の生産計画平準化を目的とし
た早期発注

社内標準仕様書の改訂を実施

地中ケーブル
(6kV CVT)

各社の現状仕様を把握し，必要機
能の最適化を図るとともに，製造コス
トの低減を目的にメーカー要望の規
格反映を協議して，全国大で仕様
統一の調整が完了（弊社は今年度
から調達開始）

競争環境の活性化を目的とした新規
取引先開拓（取り組み中）

 ボリュームディスカウントを目的としたまと
め発注・複数年契約
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１．設備の仕様統一化（代表５品目の仕様統一状況）

品目 規格等 課題 現状と今後

鉄塔

 鉄塔材は，電気設備の技術基準において，
JIS材を使用することが定められている。

 鉄塔は，下記の規格等により設計している。
・電気設備の技術基準(経済産業省)
・JEC-127 「送電用支持物設計標準」
(制定:1965年，至近改正:1979年)

 耐震設計について，全電力大で
の統一を図るべく，JEC-127
「送電用支持物設計標準」を改
正する。

 2017年度より，送電用支持物設計標
準特別委員会及びJEC-127本改正作
業会を設置し，2021年度の規格改正
に向けて，全電力大で検討を実施中。

電線

 下記の規格に基づき，当社仕様を制定してい
る。
・JIS C 3110 「鋼心アルミニウムより線」
・JEC-3406 「耐熱アルミ合金電線」
・JEC-3404 「アルミ電線」

 超高圧送電線の付属品について，
全電力大で仕様統一を検討す
る。

 全電力大でACSR，ACSR/ACを
ACSR/ACに集約した。鉄塔の設計変
更に合わせて，ACSR/ACを採用し，
仕様の統一化を進める。

 超高圧送電線の付属品の一部について，
仕様統一することにした。

 その他の付属品についても，実施可能
性を調査する。

ｹｰﾌﾞﾙ

 下記の規格（電力用規格）に基づき，当社
仕様を制定している。
・A-216 「22･33kV CVケーブル規格」
・A-261 「66･77kV CVケーブル規格」
・A-265 「154kV CVケーブル規格」

 全電力大で154kV CVケーブル
付属品の標準化を進める。

 154kV CVケーブル付属品の規格につ
いて，各社仕様の現状把握を実施した。
現在，全電力で仕様統一に向け検討
中。

変圧器

 下記の規格に基づき，当社仕様を制定。
・JEC-2200｢変圧器｣
・JEC-2220｢負荷時ﾀｯﾌﾟ切換装置｣
・JEC-5202｢ブッシング｣
・JIS C 2320｢電気絶縁油｣

 66・77kVの上位電圧階級につ
いて，全電力大で付帯的な部
分の仕様統一を検討する。（本
体はJECに準拠済み）

 110~187kVクラスについて，付帯的な
部分も仕様統一することとした。

 今後，更なる上位の電圧階級への展
開可否について検討する。

ｺﾝｸﾘｰﾄ
柱

 下記の規格に基づき，当社仕様を制定。
・電力用規格C-101 「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ」
・JIS A5373「ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ製品」
・JIS A5363
「ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品－性能試験方法通則
等」

 他社との比較により付属品も含
めた仕様精査検討を実施する。

 電力10社での仕様統一作業会
にて検討を実施する。

 電力各社の仕様比較結果を踏まえ必
要機能の最適化を図るとともに，製造コ
ストの低減を目的にメーカー要望を規格
へ反映して，全電力大で統一を完了さ
せた。

 今後，各社の仕様書等への反映を進
める。
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２．調達改革ロードマップの取組状況

 調達コスト削減に係る各項目に設定した目標値について，2022年度の達成に向けて着実に取り組みを
進めています。

 また，これまで行ってきた諸施策についても，他社事例等を参考にしながら改善を図り，更なる効率化に
向けて取り組んでまいります。

項目（KPI）

2018年度(実績)
※目標設定時点

2020年度（推実） 2022年度（目標値）

架空
送電線

(ACSR/AC)

ガス
遮断器
(GCB)

地中
ｹｰﾌﾞﾙ
(CVT)

架空
送電線

(ACSR/AC)

ガス
遮断器
(GCB)

地中
ｹｰﾌﾞﾙ
(CVT)

架空
送電線

(ACSR/AC)

ガス
遮断器
(GCB)

地中
ｹｰﾌﾞﾙ
(CVT)

1.仕様統一化品
調達割合

99％ － － 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.競争発注比率 100％ 92.9％ 100％ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.取引先拡大数 4社 6社 5社 4社 7社 5社
5社
以上

7社
以上

6社
以上

4.調達の工夫に
係る施策実施率

66.7％
(4/6)

66.7％
(4/6)

50.0％
(3/6)

83.3％
(5/6)

100%
(6/6)

66.7％
(4/6)

100%
(6/6)

100%
(6/6)

100%
(6/6)

項目
架空
送電線

(ACSR/AC)

ガス
遮断器
(GCB)

地中
ｹｰﾌﾞﾙ
(CVT)

架空
送電線

(ACSR/AC)

ガス
遮断器
(GCB)

地中
ｹｰﾌﾞﾙ
(CVT)

施
策
実
施
率
の
詳
細

新規取引先開拓 実施 検討中 検討中 検討中 実施 検討中

まとめ発注 実施 実施 実施 実施 実施 実施

早期発注 検討中 実施 検討中 実施 実施 検討中

シェア配分競争 実施 実施 実施 実施 実施 実施

コスト低減提案 検討中 検討中 検討中 実施 実施 実施

複数年契約 実施 実施 実施 実施 実施 実施

現在の状況

：2018年度(目標設定時点)
からの進展項目


