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日本における無電柱化は、防災、景観・観光、安全・
快適の観点から推進されており、主に市街地や歴史的
街並、狭隘道路での電線類地中化が進められている。
また近年、「無電柱化の推進に関する法律」の施行や、

国土交通省通達による「電線等の埋設物に関する設置
基準」の緩和など、無電柱化推進に向けた動きがより
一層進んでいる。
しかし、現状では日本の無電柱化率はヨーロッパや

アジアの主要都市と比較し、東京23区で7%、大阪市
で5%と極めて低い（ ）。この原因の一つとして、
これまでの電線類地中化等の施工費用が極めて高かっ
たことが挙げられる。無電柱化推進のためには、より
安価で効率の良い施工技術が必要である。
無電柱化が進んでいる諸外国では、電線類地中化に

ケーブル埋設用のトレンチャーを使用しており、日本
の主工法であるバックホウによる掘削と比較し、大幅
に短時間で施工している事例が確認されている2)。
そこで、低コスト・高効率の電線類地中化技術を検

討する基礎資料とするため、ケーブル埋設用トレンチ
ャーの道路路盤における掘削試験を実施した。

にお

電線などのケーブル埋設は、主に歩道や路側、路肩
など道路沿いに施工されることが考えられる。しか
し、日本では道路敷地内のような締め固まった箇所で
トレンチャーを使用した事例は無く、掘削能力を確認
するため、田所らは掘削試験を実施した2)。
この試験は締め固まった地山に対して行われてお
り、使用されたトレンチャーはアタッチメント型の2
機種である（ ）。掘削深は60cm、80cm、100cm
の3条件となっている。
試験の結果、2機種とも100cmの深さまで掘削可能
であることを確認したが、掘削深と掘削速度の相関は
みられなかった（ ）。試験中に土中の玉石などに
より掘削が途中で中断したことや、試験を実施した地
山の土質が均一では無かったことが、掘削速度に影響
したと考察している。

無電柱化に向けたケーブル埋設用トレンチャーによる道路路盤掘削試験
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一方で、無電柱化のためのケーブル埋設が想定され
る歩道や路側では、地域により路盤構成が決まってお
り、土質はほぼ均一になっている。
そこで、道路路盤における掘削試験を実施し、掘削

能力の検証を行った。

試験に使用したトレンチャーの外観および諸元を
に示す。
使用したトレンチャーは、日本国内でレンタルが可

能であった2機種である。
掘削機械Aは、地山の試験で使用された掘削機械②

と同じ機械である。スキッドステアローダに装着する
アタッチメント型で、掘削機構はチェーン式となって
いる。
掘削機械Bは、トレンチ（溝堀り）用の専用機械で

ある。掘削機構はチェーン式とホイール式の付け替え
が可能で、平成28年度よりレンタルが可能となった。
なお、地山の試験で使用された掘削機械①（ ）
については、メーカーの都合でレンタルすることがで
きなかった。

試験は、北海道苫小牧市にある苫小牧寒地試験道路
で実施した。試験箇所の外観および掘削箇所の路盤構
成を に示す。凍上被害を防止するため、下層路
盤の下に厚さ40cmの凍上抑制層がある。
掘削深は、平成28年2月に国土交通省から発出され
た「電線等の埋設物に関する設置基準の緩和について」
に示されている埋設深さを参考に、30cm、41cm、
50cm、60cm、75cm、87.5cm、100cmおよび120cmの
8段階に設定し、掘削延長は40m（20m×2回）とした。
なお、掘削試験は舗装版切断によりアスファルト
12cm（表層3cm、基層4cm、安定処理5cm）を撤去し
たうえで実施した（ ）。これは、日本国内での
施工時に必要な建設リサイクル法に基づく分別処理を
考慮したものである。
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設定掘削深と掘削速度の関係を に示す。
掘削速度は、掘削深が深くなるにしたがい低下する

傾向であること、また従来のバックホウによる施工よ
りも速いことを確認した。
機械ごとの速度を比較すると、掘削機械Bのホイー

ル式が最も速く、次に掘削機械Bのチェーン式、掘削
機械Aの順となった。なお、掘削機械Bのホイール式
のみ掘削幅が5cmであり、掘削幅を大きくすると掘削
抵抗が大きくなり速度が低下する可能性がある。
また、掘削機械Aの掘削速度を地山での試験データ

と比較すると、掘削深60cmでは地山の約2倍である
100m/h程度となったが、掘削深80cm付近では地山よ
りやや低い40m/h程度に落ち込み、掘削深100cmでは、
掘削負荷のためトレンチャーが停止してしまい掘削不
能となった。重機などにより踏み固められた地山とは
異なり、道路路盤は転圧機械により路床までムラ無く
締め固められているため、深くなるほど掘削負荷がよ
り大きくなったと考えられる。
一方で、掘削機械Bのチェーン式は深さ120cmまで

掘削することが可能であり、掘削機械Aに比べより深
くまで掘削できることがわかった。

トレンチャー掘削後、掘削溝の深さについて5mお
きに測定を行った。測定結果を に示す。
掘削溝の深さにはバラツキが見られ、大きいところ
では、設定掘削深と比較し15cmほどの差が生じた。
ここで、測定値のバラツキの大きさを確認するため、
標準偏差（σ）を算出した。
設定掘削深と標準偏差の関係を に示す。
標準偏差は、掘削深が深くなるにしたがい大きくな
る傾向にあり、掘削機械Bのチェーン式が比較的大き
いことがわかった。
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バラツキの原因の一つとして、掘削土や掘削溝側面
から崩れた土砂が、溝内に落ち底に溜まってしまうこ
と（戻り）があげられる（ ）。
諸外国では戻りの対策として、戻り防止用のガイド

板の使用や、戻りを見込んで設定掘削深より20cm程
度深く掘削を行うなどの対策がされており、日本でも
このような対策が必要になると考えられる。
また、試験で使用したトレンチャーには掘削深を設

定、確認する機能が搭載されていなかった。
そのため、事前に試掘を行って設定掘削深ごとの装

置の傾斜角度を測り、試験では装置に取り付けた角度
計を目視で確認し、掘削深の調整を行った。
掘削深を設定する機能などがあれば、より容易に、

また正確に掘削深を制御することが可能になると考え
られる。

にお

今回の試験から得られた、トレンチャー施工を行う
うえでの主な課題を以下に示す。�

掘削機械Aは、バックしながらの掘削となるため、
掘削ラインに沿わせた操作が非常に難しかった。ま
た、掘削機械Bは平成28年度から日本での取り扱いが
始まった機械のため、操作に慣れたオペレータが日本
におらず、試験ではメーカーから派遣されたオペレー
タが運転操作を行った。
トレンチャーの運転操作にあたっては、使用する機

械によって、バックモニターや掘削ラインのガイドな
どの操作補助機能や、オペレータの育成が必要になる
と考えられる。

トレンチャー掘削後に掘削溝の幅を測定したとこ
ろ、掘削幅20cmである掘削機械Aおよび掘削機械Bチ
ェーン式の平均は26cmであった。一般的に埋め戻し
に使用されるタンパ・ランマなどの転圧機械では、機
械の全幅が40cm程度あり、溝に入らないため転圧す
ることができない。
諸外国ではコンクリートやモルタルによる埋め戻し
が行われているが、施工場所を再度掘削する場合に支
障となる可能性がある。
元の路盤の状態に復旧するためには、狭い掘削溝を
効率的に転圧できる施工方法を検討する必要がある。

低コスト・高効率の電線類地中化技術を検討する基
礎資料とするため、ケーブル埋設用トレンチャーの道
路路盤に対する掘削試験を実施した。試験結果から、
掘削速度は従来工法に比べて速く、機種や掘削深によ
り違いがあること、掘削後の溝の深さにはバラツキが
生じることが確認できた。また、トレンチャー施工に
おける課題を抽出した。
トレンチャーによる施工が可能であれば、電線類埋
設作業における大幅な施工速度の向上が期待できる。
今後は、今回の試験結果をもとに、トレンチャー施
工の課題解決に向けた検討、および具体的な施工方法
の整理を行うなど、トレンチャーを活用した効率的な
電線類埋設技術について、検討を進めていく。
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