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 平成20年4月に策定された国土交通省技術基本計画において、目指すべき社会の実現に向けた

技術研究開発を推進するとしており、電気通信分野では、社会インフラにおける課題を明確化

し、目指すべき方向性を示す「電気通信技術ビジョン」の策定を行い、その推進を図ってきた。 

本発表は、平成25年度までの5ヵ年間における電気通信分野の取り組みについて報告するもの

である。 
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1.  はじめに 

 

 平成20年4月に策定された国土交通省技術基本計画に

おいて、「安全・安心な社会」、「誰もが生き生きと暮

らせる社会」、「国際競争力を支える社会」、「環境と

調和した社会」を目指すべき社会として、その実現に向

けて国民の暮らしへ還元する科学技術（社会的技術）を

推進するとしており、電気通信分野においてもその技術

を効果的に適用し、目指すべき社会の実現に向けた取り

組みを実施していく必要がある。 

そのため、国土交通省が担う社会インフラの電気通信

分野における課題を明確化し、目指すべき方向性を示す

技術開発計画「電気通信技術ビジョン～ICTによる社会

インフラの安全・安心を目指して～」を策定し、その推

進を図ってきた。（図-1） 

 

 

[URL] http://www.mlit.go.jp/tec/it/vision/vision_honbun.pdf 

図-1  電気通信技術ビジョン 

本発表は、平成21年度から平成25年度までの5ヵ年間

における電気通信分野の課題解決に向けた取り組みにつ

いて報告する。 

 

2.  電気通信分野の課題 

 

 国土交通省では、河川、道路管理及び災害対応のため、

様々な電気通信施設の整備・運用を行っており、社会イ

ンフラの一部として幅広く活用されている。 

 これら電気通信施設は、昭和23年に建設省が発足した

のち、河川、道路事業の進捗とともに整備が進められ、

平成７年の阪神・淡路大震災以降には防災通信設備、平

成10年度以降には光ファイバネットワークや防災システ

ムが集中的に整備された。そのため、近い将来、多くの

設備が老朽化による設備更新が必要となり、厳しい財政

状況の中で相当の予算措置が求められる。 

また、国土交通省の防災情報通信基盤を形成する通信

ネットワークについては、従来中心であった災害に強い

多重無線回線に加え、高い伝送能力をもつ光ファイバネ

ットワークを活用し、インターネットプロトコル（以下、

「IP」という。）技術を利用したIP統合通信網に移行し

ている。しかし、非IPネットワークやシステム毎の専用

装置が並存している状況であり、機能性、信頼性の向上

及び維持管理コストの縮減のため、早急にIP統合通信網

への移行・集約によるネットワークのシンプル化を図り、

災害対応の充実、国民への情報提供の推進、業務の高度

化などに対応可能な通信基盤として再構築していく必要

がある。 

一方、電気通信施設の整備によって排出される二酸化

炭素は膨大で、地球環境保全のため省エネルギー化を図

る必要がある。 

 このように、技術革新、進展が著しい電気通信分野に
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おいて、新たな技術の積極的な活用により、河川、道路

管理や災害対応の充実、地球温暖化対策として二酸化炭

素排出量の削減と省エネルギー化、アセットマネジメン

トを用いた整備・維持管理コストの縮減等、新たな課題

へ対応することが必要となっている。（図-2） 

 

 

図-2  電気通信分野の課題 

 

3.  電気通信技術ビジョンにおける目標 

 

 電気通信分野の新たな課題への対応と目指すべき社会

の実現に向け、方向性や目標が不明瞭となることを避け

るために、具体的課題解決を重点化し、電気通信技術ビ

ジョンとして目標の明確化を図ることとした。 

まず、国土交通省技術基本計画にある4つの目指すべ

き社会のうち、電気通信技術の積極的な活用が有効と考

えられる「安全・安心な社会」、「国際競争力を支える

社会」、「環境と調和した社会」の3つの社会に関する

分野を中心に、3つの設定目標を定めた。 

・ 防災･減災に資する社会資本の整備と運用 

・ 環境負荷の少ない社会資本の整備と運用 

・ 効率的な社会資本の整備と維持管理 

 

次に、各設定目標の下に課題の解決に必要な5つの開

発、普及を推進する技術目標を定めた。 

・ 大規模な地震や洪水等の広域災害においても効果

的な防災・減災に資する情報技術 

・ 迅速な災害対応や国土交通省業務の高度化、効率

化を可能とする情報基盤ネットワーク技術 

・ 省エネルギー技術の導入、自然エネルギー利用に

よる二酸化炭素排出量削減技術 

・ 社会資本の効率的維持管理、施工現場の情報化等

を支援する電気通信技術 

・ 電気通信設備の維持管理コストの縮減、効率的設

備更新技術 

 

そして、この5つの技術目標の下、現場ニーズへの対

応、技術動向への対応を十分考慮した上で、テーマの厳

選・集中化を行い、重点的に実施すべき電気通信技術の

個別テーマを設定し、個別テーマ毎に到達目標やロード

マップを設定し、その実現に向けて取り組んできた。 

4.  新技術への取り組み 

  

・新衛星通信システム 

 

 大規模な災害発生時においても、現場と確実な連絡手

段を確保すると共に現場映像を迅速に収集することは大

変重要である。災害発生場所が河川、道路管理用の光フ

ァイバケーブルやCCTVカメラが整備されていない区間の

場合、衛星通信車や衛星小型画像伝送装置（以下、

「Ku-SAT」という。）といった衛星通信システムを利用

し現場映像の情報収集を行っている。（図-3） 

 

 
図-3  衛星通信システムのイメージ 

 

しかし、これらのシステムは導入から20年近く経過し

ており、老朽化による信頼性低下が懸念されている。ま

た、設営機材が重く運搬時に負担がかかることや、衛星

捕捉が難しく設営開始から運用開始まで時間を要するこ

と、さらに、近年整備してきたIP統合通信網との親和性

が乏しく、メールやイントラネットなどが利用できない

といった課題がある。 

そこで、現状の衛星通信システムに代わる小型軽量で

機動性が高く、IP統合通信網へ接続可能な新衛星通信シ

ステム（以下、「Ku-SATⅡ」という。）の実用化技術を

確立し、整備を進めている。Ku-SATの比較を表-1に示す。 

 

表-1  衛星通信システム（Ku-SAT）比較表 
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Ku-SATⅡの主な特徴は、アンテナ、三脚、変復調装置

の総重量が約1/2と小型軽量化されたことによって、現

地への機材運搬にかかる負担が軽減する。また、従来の

パラボラアンテナは指向性が強く衛星補足に多くの時間

を費やしていたが、平面アンテナを採用したことで衛星

捕捉が容易となり設営時間が格段に短縮される。 

機能面では、IPデータ通信が可能となったことで、現

地で対応している職員もメールやイントラネットなどを

閲覧し、情報収集・情報共有を行うことができる。さら

に、衛星通信車とシステム統一が図られたため、映像等

のデータを柔軟に送受信出来るようになり、運用形態の

幅が広がる。 

このKu-SATⅡは、平成26年4月には本運用され、現場

の映像を伝送したり公衆網が途絶した場合に自治体支援

で電話回線の確保など、災害対応において様々な用途で

活用される。（図-4） 

 

 

図-4  Ku-SATⅡの写真 

 

・降雨観測の高精度化 

 

 近年、局地的な集中豪雨により道路の冠水、河川水位

の急激な上昇、都市部においては地下街の浸水など、国

民の生活に多大な影響を及ぼしている。 

これまでの降雨観測は、Cバンドレーダを用いた広域

的な降雨状況の把握を目的としており、5分間隔で収集

した情報をインターネットで一般提供しているが、突然

発生する局地的な集中豪雨を的確に把握することは難し

く、降雨観測の高精度化や情報の迅速な提供が求められ

た。（図-5） 

 

 

[URL] http://www.jma.go.jp/jp/contents/index.html 

図-5  Cバンドレーダの一般提供画面 

そこで、新たな降雨観測技術としてXバンドMPレーダ

の技術を確立し、より高精度な降雨観測を可能にした。

CバンドレーダとXバンドMPレーダの比較は表-2のとおり

である。 

 

表-2  レーダ比較表 

 

 

 XバンドMPレーダとは、従来より波長の短い水平・垂

直2種類の偏波を送受信して観測するもので、降雨観測

メッシュは250mと詳細で、観測周期が1分間隔と短く、

局地的な集中豪雨を把握できるようになった。（図-6） 

 

 

[URL]http://www.river.go.jp/xbandradar/ 

図-6  XバンドMPレーダの一般提供画面 

 

高精度の降雨観測情報は防災関係機関にも伝送され、

集中豪雨による災害予測や被害軽減に役立てられている。 

また、スマートフォン向けアプリも数多く開発され、

国民自ら局地的な集中豪雨情報を簡単に取得することが

できるようになった。 

 

5.  省エネルギー技術への取り組み 

 

・LEDを利用した道路、トンネル照明 

 

 照明設備は、安全で円滑な道路交通の確保を目的とし

て整備されているが、道路の新規供用などによる設備増

加に伴い、使用電力量及び二酸化炭素排出量が増加して

おり、維持管理費の縮減、並びに地球温暖化対策のため

二酸化炭素排出量の削減が必要である。安全で円滑な道

路交通を確保しつつ使用電力量を削減するためには、多

くの照明設備に利用されている高圧ナトリウムランプで
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は技術的に困難であり、より効率の高い照明として、近

年、急速に性能が向上しているLED（発光ダイオード）

を利用することが有効な手段と考えられた。しかし、電

気通信技術ビジョン策定当時の技術レベルは、広範囲を

照らせる高出力LEDは実用化されていなく、4車線の道路、

都市部の道路及びトンネル内への適用が難しく、一層の

発光効率の向上と光束増加等の技術開発が必要であった。 

そこで、実環境での実証実験を行うフィールドを提供

し、高効率化、大容量化に係る技術開発支援を実施し、

LED照明の設計手法、技術仕様やライフサイクルコスト

算定の考え方などを示したLED道路・トンネル照明導入

ガイドライン（案）を平成23年9月に策定した。 

 LED道路灯は、従来の高圧ナトリウム灯に比べ照明器

具本体の価格は3倍程度と高価ではあるが、ランプの寿

命が2.5倍の60,000時間（約15年）と長寿命であり、こ

の間ランプ交換等メンテナンス作業が不要である。また、

同程度の明るさを確保するために必要な電力量は約1/2

と維持管理費にかかる電気料金が大きく縮減され、二酸

化炭素排出量の削減が見込まれる。 

 

  
図-7  道路灯の写真 

（左：高圧ナトリウム灯、右：LED道路灯） 

 

 LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）が策

定されたことで、各現場でLED照明の導入・普及を可能

とする環境が整備された。今後、道路・トンネルにおけ

る適切な照明環境を確保しつつ、LED照明技術の的確で

円滑な導入を図ることで、更なる二酸化炭素排出量の削

減による地球環境への影響緩和、並びに使用電力量の削

減に伴い維持管理費にかかる電気料金が縮減され、国民

負担の軽減が期待される。 

 

6.  アセットマネジメントへの取り組み 

 

・電気通信施設の効率的な維持管理 

 

 昭和60年代の電気通信関連事業費は、全国で500億円

程度であったが、河川や道路整備の進捗、管理水準や災

害対応の充実等により年々増加し、平成10～14年度にか

けて光ファイバネットワークやCCTVカメラ等の大規模整

備が集中し、ピーク時には全国で2,500億円をこえる時

期があった。現在は、ピーク時の半分程度の水準となっ

ているが、近い将来、集中的に整備した設備の一部が更

新を迎えることが想定されるため、更新費用の抑制を図

ることが喫緊の課題であった。（図-8） 

 

 

図-8  事業費の変遷と今後の予想 

 

 そこで、電気通信設備の適切な運用管理を行い、設備

の機能確保及び長寿命化並びに電気通信設備の整備・更

新等における性能、信頼性、コスト等を適切に管理する

効率的な維持管理手法として、電気通信施設アセットマ

ネジメント要領・同解説（案）を策定し、更新費用の抑

制を図るべく取り組みを進めている。 

 アセットマネジメントの基本的な考え方は、既に設置

され運用している電気通信設備の状態を点検等により把

握、分析して定常的な改善対策を行うことで、設備の長

寿命化、長期使用を図ること。また、既存設備の更新に

あたっては、適切な方式を選択して機能、性能及び信頼

性を確保しつつ、ライフサイクルコストの低減を図るこ

とである。そのためには、電気通信設備の適切な運用管

理が必要で、PDCAモデルによる設備運用管理を実施し、

運用状態管理の点検データや設備状態診断の結果を踏ま

え、継続使用、部分更新、全面更新した場合の性能（サ

ービスレベル）、信頼性（リスク）、ライフサイクルコ

スト（コスト）を総合的に評価し、最も優位な方式を選

択することとしている。（図-9） 

 

 
図-9  整備・更新管理の考え方とフロー 
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 従来、設備の耐用年数が経過したものは更新するとい

う考えから、電気通信施設アセットマネジメント要領・

同解説（案）を用いた運用状態管理や状態診断を踏まえ

て更新することで、電気通信設備の機能水準を確保しつ

つ、突出する更新費用の平準化が可能となる。 

 

7.  おわりに 

  

 本稿で記述した内容は、国土交通省内で検討されてい

る電気通信技術ビジョン委員会にて取りまとめられた内

容を参考にしたものである。 

電気通信技術ビジョンは、平成25年度内に電気通信技

術ビジョン委員会によって最終成果が取りまとめられ、 

 

 

同時に、次期技術開発計画「新電気通信技術ビジョン

（仮称）」が策定され、向こう5年間における電気通信

分野の目指すべき方向性、目標などが示される予定であ

る。 

 今後も、国土交通省が担う社会インフラの電気通信分

野における課題について積極的に取り組むことで、業務

の高度化、効率化を目指し、国民へ還元できる技術の進

展を図ることが重要である。 
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