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平成 28 年 8 月に北海道を通過した台風により、重要幹線道路である一般国道 274 号日勝峠が長期

間の通行止を余儀なくされた。早期復旧が求められる中、電気通信工事は道路担当課所と密接に連

携・調整し、土木工事と一体となった工程管理を行うことで開通日に影響を与えることなく工事を完

成させた。 

本発表は、日勝峠帯広側における電気通信設備の被災状況及び復旧工事内容について紹介するもの

である。 
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1. はじめに 

 

 平成28年8月17日から23日の間に北海道で観測史上初

となる１週間に3個の台風が上陸した。その後、30日か

ら31日未明にかけて接近した台風10号により、国道274
号日勝峠周辺は局地的かつ猛烈な豪雨となった。    
この影響により数多くの沢から大量の沢水が溢れ出し、

至る所で道路を覆い尽くした事により、多くの箇所で道

路本体が大きく欠損するなど、帯広側だけでも合計 35
箇所にもわたる被災が確認された。早急な対応が求めら

れるが、当初は開通日が未定ということもあり、電気通

信設備を復旧させる過程を考慮すると余裕のある工程で

はなかった。 
本発表では、この様に通常の工事とは異なる条件下に

おいて復旧に至ったまでの経緯について紹介し、今後の

電気通信設備の災害復旧対策に寄与するものである。 
 

 

2. 日勝峠帯広側の電気通信設備の概要 

 
国道274号線沙流郡日高町大颱橋～上川郡清水町石山

の区間は特殊通行規制区間であり、気象条件が厳しく、

帯広側では3箇所のトンネル、2箇所の覆道、2箇所の橋、

多くのカーブがある交通の難所である。このため、道路

照明及びトンネル照明等の電気設備の設置、並びに

CCTVカメラ12基、道路情報表示装置2面、道路気象観測

設備2局の情報機器及びトンネル警報設備3箇所等、多く

の電気通信機器を設置し、道路の維持管理に利用してい

る。また、現地情報機器と道路事務所間のデータ通信は

光ケーブルを利用したネットワークにより行っている。 

3. 電気通信設備の被災状況 

 
 被災状況の把握には、直接現地へ赴いての確認が最も

理想的であるが、被災直後は全体の被災状況が不明であ

り、二次災害の恐れがあることから、現地確認は不可と

なった。そこで、CCTVカメラの映像受信の有無のほか、

光ケーブルを活用した監視装置の障害通報を確認するこ

とで、被災状況を想定するものとした。なお、その後、

道路部門による道路の災害調査業務において、地上から

の調査及び災害対策用ヘリコプター「ほっかい」により、

上空からの調査にて被災状況が甚大であることが確認で

きた（写真-1）。 
国道の路側を縦断する情報ボックスは、複数箇所で土

砂が流され、流出または洗掘されてしまったため、管路

内に収納している光ケーブルも切断や損傷を受けた。こ

のため、光ケーブルによるネットワークも切断され、事

務所とデータ通信を行っているCCTVカメラ12基、道路

情報表示装置2面が停止となったほか、旭川、網走、釧

路そして帯広の各開発建設部と本局を結ぶ道東幹線ネッ 
 

 
 写真- 1  ヘリコプターからの被災調査状況 

(写真上部に熊見トンネル警報表示板の被災が確認できる） 
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トワーク回線も切断された。日勝、熊見、石山の各トン

ネル非常電話の回線は、東日本電信電話(株)（以下

「NTT」という。）による専用回線を使用しているため

直接の確認は出来ないが、情報ボックス付近に並行した

配管ルートであるため、当部光ケーブルと同様に切断さ

れたものと想定した。道路照明、受変電設備等との遠方

監視システム対象外の設備は、道路部門の現地調査写真

を逐一入手することで被災状況を把握した。 
10月に入り、電気通信職員にて現地調査を実施し、情

報ボックスや各種機器、道路の被災状況を改めて認識し

た。この調査で、日勝峠の8合目～9合目のトンネル付近

や麓の側溝で道路崩落が発生し、電気通信設備の流出等

が判明した（図-1）。 
 
 
4. 復旧工事 

 
 電気通信設備の復旧工事は平成 29 年 3 月に情報通信

設備、道路照明設備、トンネル照明設備の 3件に分けて

発注をした。受注者による電気通信設備の状況把握から

始め、被災前の状況を確認しながら施工を行い、かつ、

道路工事の復旧と併行して施工しなければならず、さら

に、当初は開通日が不明という過酷な条件の中、電気通

信設備復旧工事として、以下の対応を行った。 
 

(1) 更新対象設備の抽出と発注資料の作成 

基本的には現状復旧という視点から、発注資料は道路

事務所発注の復旧調査の資料、電気通信部門の現地調査

資料及び各種システムの監視データを参考として工事対

象設備を洗い出し、既存の図書を用いて発注資料を作成

した。なお、光ケーブルは損傷箇所が多岐にわたり、部

分復旧が困難なことから、日勝峠全域を更新対象とした。 
 

(2) 現地調査による被災前の把握 

日勝峠は交通量が多く、標高も 1,022m と北海道の峠

の中でも高く、霧や吹雪による影響も大きい峠であるこ

とから、比較的早い年代から CCTV カメラや道路情報

表示装置などの電気通信設備が整備されたところである。 
そのため、現地調査では、維持補修による部分的な改修

等により地中配管や配線の接続先が多少異なる等が確認

され、被災前の把握に苦慮した(写真-2)。 
道路管理上設置された、自発光標識及び配管や配線等

は完全に喪失したため、状況把握が困難なものであった

が、このようなケースについては、台帳確認の他にGoo 
 

 

 

写真- 2  被災したトンネル警報表示板及びCCTVカメラ支柱 

 

R274 KP170 L=1km
情報BOX・光ケーブル 流出

９合目 熊見トンネル
警報表示板 流出 N=1
CCTVカメラ 流出 N=1

８合目 石山トンネル
警報表示板 流出 N=2
非常電話 流出 N=1

３～１０合目
北電 電線断線による停電

１～１０合目 N=６ L=0.5km
情報BOX 洗掘
光ケーブル 損傷

帯広側

日高側

室蘭開建境界

８～９合目
道路照明 流出 N=５

 

図-1   主要な電気通信設備の被災状況 
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gleストリートビュー1)を利用して、被災前の道路状況を

画像で確認することで設置されていた設備を素早く把握

することができた（写真-3）。これは、現地確認に加わ

っている工事受注者も使用できる一般的なツールである

ため、被災状況の確認に有効なものであった。 
  

(3) 工程管理 

復旧工事は電気通信工事 3 件及び道路工事 16 件と数

多くの工事件数があり複雑な工程調整が必要となること

から、工事受注者による日勝峠工事連絡協議会が立ち上

げられ、定期的に会議が開催された。工事量に対して早

急な完成を求められることから、工程調整を円滑に進め

るために週 1回で実施された（写真-4）。 
電気通信工事は設備毎の工事発注としたため、日勝峠

全域が工区となることから、複数工区の道路工事受注者

と打ち合わせをしなければならないものであった。また、

電気通信工事 3件の中でも、トンネル照明とトンネル非

常用通報・警報設備の連動等があり、工事間の連携が必

要なことから、電気通信監督職員と電気通信工事受注者

全体からなる日勝峠電気通信工事合同会議を別途立ち上

げ、隔週で実施した。これらの合同会議を行ったことで、

電気通信工事 3件と道路部門との調整、連携をスムーズ

に行うことができた（写真-5）。道路部門で施工してい

る情報ボックスの復旧や北海道電力(株)（以下「北電」

という。）から提供を受けた電力の復旧時期といった情

報を電気通信合同会議や ASP により工事受注者に共有

することで、工事の工程管理の精度が向上した。 
 
(4) 電力供給の復旧と機器動作確認のための電源確保 

北電も配電線路の被災により、電力供給が停止となっ

た。道路の復旧を優先するため、平成 29年 10月上旬ま

で電力の復旧ができず、電力の供給が受けられないこと

から電気通信機器の動作確認及び試験調整ができない状

況であった。 
長期間電力供給が停止となった電気通信設備は、気温

の寒暖差の影響を受け基板内に結露が発生し、故障に繋

がる恐れがある。そこで、電気通信設備の健全性の有無

を確認するために仮設用発電機を使用して、電力の供給

を行い健全性の確認をした。結果として、道路情報表示

装置等は異常が無かったため、既設の設備を使用するこ

ととした。 
 

 

 
ａ）災害発生前のストリートビューの状況（平成24年6月）     ｂ) 復旧工事中の状況(平成29年6月) 

写真-3  Googleストリートビュー1)による被災設備確認 

 

 

 

写真-4  日勝峠工事連絡協議会の様子 

 

 

写真-5 日勝峠電気通信工事合同会議の様子 
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(5) トンネル非常用通報・警報設備の伝送システム構築 

被災した電気通信設備は現状復旧を目標として進め

てきたが、日勝、熊見、石山の各トンネル非常電話の

回線として利用していたNTT専用線についてNTT側から、

石山除雪ステーションから峠に向かう回線は復旧しな

いとの通知があった。このため、非常電話回線の伝送

方法は光ネットワークに変更となることを余儀なくさ

れた。なお、トンネル非常電話は警察及び消防へも接

続しているが、このことによる運用の変化は無い (図-2)。
トンネルには、非常用電話の他に非常用通報・警報設

備も設置されており、これらが当部整備の光ケーブル

による伝送となっていることから、これを利用するこ

ととした（図-3）。 
また、迂回回線として、多重無線回線を活用した開発

局統合ネットワークの回線構成に改修し、通信路の障害

に伴う通信が途絶えるリスクを軽減させる伝送路構成に

した(図-4)。 
 
(6) 橙色LED道路照明の採用 

 日勝峠は標高が高く、夏季の濃霧及び冬季の吹雪が多

いため、道路の見通しが非常に悪くなる期間が多い峠で

ある。 
当初、道路照明の更新は既設の橙色の高圧ナトリウム

灯から白色LEDにする予定であったが、道路部門から、

濃霧及び吹雪でも道路状況が判別し易い3)、橙色LEDを
採用したいという要望があり、それを採用した。 
 LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）4)の

平成27年3月の改訂により、照明の色温度が5,000K～

7,000Kから4,500K±2,000Kに改定され、既設の高圧ナトリ

ウム灯に近い色温度3,000Kの橙色LEDを選定した（K:ケ
ルビン,色温度の単位）。 
 
 
5. 復旧工事完了 

 
 当局より平成 29 年 8 月 22 日に 10 月末に開通するこ

とを発表したことから、道路管理上重要なトンネル防災

設備、CCTV カメラ、道路情報板及び道路気象観測装置

は、開通前に工事の完了を求められた。その期限を目標

に、発注者と受注者が一丸となって工事完成に望み、先

に述べた工程管理等の取り組みの結果、開通前に復旧工

事を完了することができた(写真-6)。 

 また、CCTVカメラを1台増設し、より現地状況を把

握出来るような設備配置とした。 
  

 
 

写真-6   復旧したトンネル警報設備 
 
 
6. 今回の復旧対応についての課題 

 今回の完成までの経緯を振り返り、調査や管理に関し、

改善した方がより効率的であると考えられる点について、

以下に述べる。 
 
(1) 災害状況調査 

複数の箇所で道路が被災しているとの情報があったこ

とから、二次災害の危険があり、災害後すぐには電気通

信設備の現地調査を実施出来なかった。 
電気通信職員による現地調査は、道路職員の現地調査

後に行ったため、災害発生後すぐに道路部門と打合せを

し、合同で電気通信設備の現地調査を行えば、復旧工事

の発注資料は、さらに正確且つ詳細に反映できたと思わ

れた。 
 
(2) 既設完成図書の管理 

 発注の際は、既存の図書を拠り所とする場面が多く、

復旧に当たってはこれを参考とする必要がある。 
 しかし、道路管理上設置された自発光標識は道路事務

所で設置したため、災害対応で急務となっている道路事

務所から、図書の提供を受けるのに時間を要した。 
 今後は、道路工事で電気を利用する設備の設置を行っ

た工事については、成果品を提供してもらうこととした。 
また、路線毎の設備台帳や図面集等の作成を行い、設備

管理のさらなる整理が重要だと感じたので、今後の検討

課題としている。 
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非常電話

非常電話

非常電話

 

図-2  トンネル非常電話ネットワーク改修前 
 

 

図-3   トンネル非常用通報・警報設備ネットワーク改修前 
 

非常電話

非常電話

非常電話

 

図-4  トンネル非常電話、非常用通報・警報設備ネットワーク改修後 
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7. まとめ 

 

 日勝峠は被災からおよそ1年2ヶ月間の通行止めとな

ったが、実質的な電気通信設備の復旧工事期間は、融雪

後の5月～10月の間と短い中で、現地調査や現場調整を

行い、道路部門主催の工事連絡協議会及び電気通信工事

単独の合同会議により、工程管理及び施工分担の確認を

逐一行い、工事を滞りなく完成した。 
また、電気通信設備及び通信インフラの復旧を、監督

職員を中心に、工事受注者及びメーカの協力の下、円滑

に行えたことで、期間内に現場作業の事故も無く工事を

完了し無事開通を迎えた。 
事後になって課題も見受けられたが、これらを整理し

て今後はさらに迅速かつ的確に対応出来るように準備を

していきたい。 

また、この場を借りて、工事施工に携わった工事受注

者（3社）、各メーカーそして、帯広道路事務所を始め

とする道路部門職員の各位に感謝を申し上げる。 
 本発表が、今後の災害復旧工事の一助となれば幸いで

ある。 
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