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電線電柱類が景観に与える影響は大きく（
）、防災等の点からも電線類地中化等の無電柱化が強
く求められている。しかしながら我が国の無電柱化率
は欧米諸国のみならずアジア各国と比較しても極めて
低い。無電柱化が進まない要因については、例えば小
池・松原1)により詳しく述べられているが、主な要因
のひとつとして高額な整備コストがあげられている。
無電柱化の整備コスト削減を目的として、国土交通

省が設置した『無電柱化低コスト手法技術検討委員会』
(H26.9発足)にて従来よりも浅い位置に管路とケーブ
ルを埋設する浅層埋設技術が検討され、H28.2には埋
設深さの基準が緩和された2)。今後、浅層埋設の全国
的な普及が期待される。
しかしながら、北海道の様な寒冷地においては、凍

結によるケーブル等への障害を防ぐ観点から、一般的
に電線類を凍結深より深く埋設している（ ）。そ
こで著者らは、寒冷地で埋設基準の浅層化に適応する
ための技術的課題を検討するため、地中埋設基準類の
調査および関連事業者へのヒアリング等を実施してき
た。その結果、管路内滞留水の凍結が管路に敷設され
ている通信用ケーブルの性能に与える影響や、そのメ
カニズムについては、これまで事業者等でも充分に検
証されていないことを把握した3)。
そこで本報告では、管路内滞留水の凍結が、管路に

敷設されている通信用ケーブルに与える影響を検証す
ることを目的とし、光ケーブルと水を挿入した管路の
供試体を室内で凍結・融解させる基礎的な実験を行
い、通信性能へ与える影響について分析した。また、
その実験結果を受けて、今後必要と考えられる調査事
項や技術開発について考察した。
なお、本報告の前段として、筆者ら3)は北海道にお
ける無電柱化や、寒冷地における浅層埋設の必要性に
ついても調査を行っている。そちらも併せて参照いた
だきたい。

本実験では、通信用光ケーブルを敷設した埋設管路
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をモデルとして、両端に通信性能を測定できる計測機
器を設置した供試体を作製し、室内実験において供試
体の凍結融解による通信への影響について検証した。
具体的な測定内容は、「通信減衰量の光源測定」と「障
害箇所の把握」である。
供試体の概要を 、 に示す。供試体には、

電線共同溝事業で実際に使用されているものと同様
の、200芯の光ケーブル（SM-200C）およびケーブル
収容に用いられるVE管（直径82mm）を採用し、7ｍ
の光ケーブルのうち中央の1ｍ部分について、直線管
路で収納・密封した供試体を6本作製した。また、管
路内の滞留水の状況を再現するため、 に示すと
おり、管内を満水状態にした供試体（以後、満水パタ
ーン）を3本と、管内の半分まで水を入れた供試体（以
後、半水パターン）を3本用意した。
実験は、寒地土木研究所が所有する凍結融解室に

て行い、昼間（9:00-17:00）は23℃、夜間（17:00-翌
9:00）は-18℃になるような1日1サイクルの室温設定
で供試体を設置した。凍結・融解時の通信障害の有無
を確認するため、 に示す通り、供試体組立て後

に1回、凍結・融解の各状態で2回の計5回測定を行っ
た。
対象の光ケーブル断面には、4芯からなるテープが
中心に向かって5枚積層している。これが円を描くよ
うに合計200芯の光ケーブルを成している。このうち
管路内の水の凍結膨張による圧迫で最も変位が現れ
ると考えられる一番外側のテープの4芯（SM197～
SM200）を測定対象とした（ ）。

今回の実験では、供試体の光ケーブル両端に光源出
力機器および光源受光機器を取り付けて通信減衰量の
測定を行った。その測定結果に基づく「実際の損失値
（基準値と供試体測定値の差）」と、算出した規格値で
ある「回線損失値」とを比較する方法で通信減衰量の
分析を行った。以下に具体的な分析方法を示す。
まず、基準値は、 に示すとおり光源出光機器
にて光源を出力し、テストコードを介して反対方向の
光源受光機器にて光源を測定した。この時、A方向と
B方向を測定し、平均値を基準値P1とした。この基準
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値は、5回の実験ごとに測定している。次に供試体測
定値は、 に示すとおり、供試体ごとにA, B方向
ともに4芯×3回を測定し、A, B方向を合わせた平均値
を各芯の供試体測定値P2とした。
一方、光ケーブルの性能を満たす基準となる回線損

失値は、 に示したとおり、JIS規格で定められて
いる各接続部の最大損失に基づいて算出し、1.38であ
ると想定した。損失値（P1-P2）＜回線損失値（1.38）
であれば、光ケーブルは性能を満たした状態である。

光源レベルの減衰量の測定だけでは、どの芯のどの

部分で支障が発生したかを知ることはできない。そこ
で、 に示すイメージのとおり、光パルス波形の
変化を測定し、損失が生じる箇所を波形で観測するこ
ととした。光パルス波形は、片方に測定装置（OTDR）
を接続し、反対方向には光終端器を設置し測定した。
測定は、A, B方向ともに4芯分を測定し、光ケーブル
の通信障害や断線の有無を確認した。

本実験では、管の両端部に蓋を設置することで、管
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内の水が凍結時に膨張することによりケーブルに生じ
る圧迫の負荷を他に逃がさないように実施した。凍結
後、満水パターンの供試体では のように蓋を
押し破るようにして膨張した氷が露出していた。半水
パターンの供試体では変化はなかった。管路内部の凍
結状況を に示す。供試体の管径は、凍結時に
も変化はなかった。また、いずれのケーブルにも外傷
はみられなかった。

各供試体の測定結果を に示す。損失値の測定
結果には、光ケーブル内の反射に伴うゆらぎによって
生じるプラスやマイナスのばらつきがみられるが、い
ずれも規格値を満足している。以上から、本実験で採
用した供試体の様に200芯の光ケーブルが管路内に直
線的に配置されている場合、管内滞留水の凍結による
圧迫が通信性能へ影響を与えないことが確認された。
 

光パルス波形の測定は、光源レベルの測定で異常が
あった場合に、どの箇所で損失が生じたのかを把握す
る目的で実施した。しかし、特に損失は確認されず、

に示すようにいずれの光パルス波形でも異常は
確認されなかった。
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に本実験のまとめのイメージを示す。本実験
のような、管路の供試体に200芯の光ケーブルが短く
直線的に配置されているケースでは、室内での凍結融
解実験の結果として支障は確認されなかった。
本実験は、管の両端部に蓋を設置することで、管内

の水が凍結時に膨張することによりケーブルに生じる
圧迫の負荷を他に逃がさないように実施した。以上を
考慮すると、管路内滞留水の凍結膨張による圧迫状況
においてもケーブルへの影響がみられないケースがあ
ることと、そのような状況下において浅層埋設が実施
できる可能性があることを明らかにできたと言える。

一方で、実際の地中埋設は延長が長く、直線的な配
置だけではなく管路の屈曲も存在する。事業者からは
そのような状況における凍結時の影響についても懸念
されていることから、現場の状況に近い管路の屈曲や
埋設状況を再現した上で、管路内で水がどのように凍
結するのか、それが光ケーブルに影響を与えるかを把
握することも必要であると考えられる。
以上の観点から、著者らは に示すような考え

のもと、凍結によりケーブルの変形や曲げが生じた箇
所の影響について、2017年1月に屋外での管路凍結実
験を実施しており、現在結果の検証を進めている。そ
の結果については追って報告したい。

： 実験にご協力頂いた関係機関の方々に深く感謝
いたします。
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