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郊外部における電線・電柱類の地中化促進に
向けた合理的な設計について
―路外も含めた埋設位置やミニマムな断面設計の考え方―
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電線電柱類の地中化は、電力通信需要密度の高い都市部を対象とした電線共同溝がほとんど
であるが、観光振興にも寄与し潜在ニーズも高い農村・自然域などはこれまで対象となりにく
かっった。そのため、このような郊外部における道路構造や少ない需要に適した工法や合理的
な設計の基準等は示されてなく、現状では高コスト・非効率となっている。本稿では、これま
での研究成果に加え、基準・技術資料の整理分析及び現場の事例調査を通じ、路外も含めた埋
設位置や条数の少ない断面設計など、郊外部に適した合理的な設計の考え方を報告する。
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既存電柱の間に新たに建てられた通信柱

1. はじめに
(1) 郊外部での地中化の効果とニーズ
北海道のような魅力的な景観を有する雄大な農村・自
然域では、写真-1（上）のように、電線電柱類が沿道景
観を阻害している事例も少なくない。特に、近年の通信
需要の拡大に伴い農村・自然域においても通信ケーブル
が増加し、それを支えるための新たな通信柱も増えてい
る。しかし、北海道のような雄大な農村・自然域におい
て電線電柱類以外の景観阻害要素が少ない道路に関して
は、写真-1（下）のように“電柱さえなければ”飛躍的
な景観向上がのぞめる場所も少なくない。
このような背景から、これまで当研究所では、図-1に
示すような「片寄せ（反対側への移設）」「セットバッ
ク（道路から離して設置）」「通信ケーブルのみ地中化」
など、実現性が高く景観の向上に寄与する手法として電
線類地中化だけでない多様な手法を提案している1)。こ
れらの多様な手法について、岩田ら2)は農村・自然域や
市街地、観光地などの場面における無電柱化の景観効果
に関する被験者実験を行っており、特にその中で電線類
地中化が他の対策手法（裏配線、片寄せ、セットバック、
通信線のみの地中化など）と比較して高い効果が得られ
ることを明らかにしている。更に、市街地よりも農村自
然域の方が景観向上効果が高いことも明らかにしている。
実際に美瑛町では、観光客が多く往来する農村域の展
望公園に向かうアプローチ道路において、独自で費用を
負担してでも電線類を地中化している（写真 -2）。

写真-1 世界遺産知床を望む景観への電線電柱の影響
（上：実際の写真、下：フォトモンタージュ）

図-1 農村自然域における多様な景観対策手法
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柱化推進計画4)」が策定され、無電柱化の対象道路とし
て「景観形成・観光振興」が明文化された。これらの政
策面の後押しもあり、今後は景観向上や観光振興での効
果が高い郊外部の道路において、事業化ニーズが高まる
ものと推察される。

写真-2 美瑛町の農村域での電線類地中化実施例
(農村部でも地元ニーズが高く、自治体負担で
実施する事例も少なくない。）

写真-3 山間部の状況（電力通信需要：少、片切片盛定規）
（グーグルストリートビューより）

写真-4 農村部の状況（電力通信需要：少、両側盛土＋片歩道）
（グーグルストリートビューより）

(2) 地中化の低コストに向けた取り組み
前述したとおり、農村・自然域のような郊外部におい
てこそ電線類地中化は景観面で最も効果的な対策といえ
るが、これまでの電線類地中化事業は、電力・通信需要
密度が高く防災・交通安全のニーズが高い都市部を対象
とした電線共同溝方式による整備がほとんどである。電
線共同溝は、都市部における高い電力・通信需要や高度
な道路管理保全の要求に応える必要がある一方で、大き
い管路断面を、道路管理上安全な深さまで、かつ限られ
た施工幅で整備することとなり、ハイスペック／高コス
トが課題となっている。他方、電力・通信需要密度の低
い郊外部を考えると、小さい管路断面を道路管理上安全
な位置に埋設でき、作業エリアを広く取とれるなど前提
条件が大きく違い有利な条件となり、電線共同溝の考え
方を郊外部にはそのまま適用すると非常にオーバースペ
ックとなる。
この課題の多い電線共同溝に偏重した日本の無電柱化
の現状から、国交省では『無電柱化低コスト手法技術検
討委員会』（H26.9発足）での検討を受け、H28.2には埋
設深さの基準が緩和5)され、また『道路の無電柱化低コ
スト手法導入の手引き6)』も発行されるなど、無電柱化
の低コスト化に向けた取組みが進んでいる。
当研究所においても、特に低コスト工法として効果的
な浅層埋設について、積雪寒冷地における課題克服に向
け、管路内滞留水の凍結による通信障害が無いこと7)や
浅い埋設管路でも路面に変状を及ぼさないことなどにつ
いて明らかにし8)、寒冷地での浅層埋設導入について可
能性を得ている。また、電線類地中化の専用掘削機械と
して、トレンチャーの適用可能性について試験を行って
きた8)。以上のような技術開発が、郊外部の道路におけ
る施工効率の向上に寄与することを明らかにしてきた。

(3) 研究の目的
そこで本研究では、電線類地中化の効果が高く、今後
の整備ニーズも高い郊外部の道路において電線類地中化
を促進するために、これまでの研究成果を踏まえ、電力
通信需要の少ない郊外部に適した合理的な電線類地中化
の設計の考え方を検討した。
写真-5 郊外部の状況（電力通信需要：中、両側歩道）
検討にあたっては、まず対象となる箇所の電力・通信
（グーグルストリートビューより）
需要と道路構造について分類・整理（第2章）し、次に
3)
一方、平成28年には「無電柱化の推進に関する法律 」 電力・通信需要に適したミニマムな断面設計の考察（第
3章）、更に道路構造上の路外も含めた合理的な埋設位
が制定され、「災害の防止」、「安全・円滑な交通の確
置について考察（第4章）し、郊外部における合理的な
保」、に加え「良好な景観の形成等を図る」ことが基本
設計の考え方についてとりまとめた（第5章）。
理念として定められた。また、この法律に基づく「無電
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表-1 無電柱化ニーズの想定箇所
分類

区間の概要

沿道環境
土地利用

丘陵・高原地域（国立公園区域内の
1

特別保護地区、第１種特別地域な

土地利用無し

ど）
2

農村・自然域（シーニックバイウェ
イ北海道秀逸な道など）

田畑利用

電力・通信需要（幹線）

埋設管路の想定

代表的道路構造

電力線：高圧1条

電力φ100×2条

片切り片盛り（長大切土・盛土）

通信線：2～4本

通信φ50×4条

歩道無し

電力線：高圧1条、低圧1条
通信線：2～6本

電力φ130×2条、
φ100×1条
通信φ50×5条

両盛土（低盛土）
片歩道

想定される管路埋設位置

置換厚
（想定）

（切土）法尻、法面※緩勾配法面の場合
擁壁、落石防護柵のパターン有 120cm程度
（盛土）路肩（防護柵有）
（盛土）路外（法尻）、法面、
路肩（防護柵無）

100cm程度

（切土）歩道 ※一部切土のパターン有

電力φ130×3条、
3

郊外部（地方の家屋連担地区）

住宅等

電力線：高圧2条、低圧1条
通信線：4～10本

φ100×2条
通信φ150FA管×1条

平坦部（３種道路）
両歩道

歩道、平坦部

80cm程度

φ50×8条
電力φ130×4条、
参考 市街部の電線共同溝

商業施設等

電力線：高圧2条、低圧2条
通信線：12本

φ100×2条
通信φ150FA管×1条

街路（４種道路）
両歩道

歩道、車道

φ50×12条

2. 自然・農村域の電力通信需要と道路構造の把握

3. ミニマムな断面設計の検討

北海道の郊外部の道路において、景観向上・観光振興
を目的とした無電柱化のニーズが高く、かつその効果の
高い区間として、シーニックバイウェイ北海道の秀逸な
道と国立公園特別保護地区及び第1種特別地域内の国道
を検討対象として選定した。
選定した区間における電線・通信線の設置状況及び道
路構造の調査は、写真 -3～5のようにグーグルストリー
トビューを1km毎に表示させ、電力線・通信線の本数を
カウントした。また、道路横断面構成の中で考えられる
埋設位置について抽出し、道路台帳と照合した。
調査結果を表-1に示す。沿道土地利用に応じた電力通
信需要の多少から3つのパターン（以下、少ない方から
山間部、農村部、郊外部）に大別し、それぞれの代表的
な道路構造を抽出した。参考比較として、市街地の電線
共同溝の環境条件（以下、市街部という）も併せて表に
示した。
電線・電力需要において、特に山間部に代表される最
も需要の少ないパターンでは、管路条数が市街部の半分
以下であり、かつ沿道の引き込み需要はほぼ無く、管路
断面設計においては基本的に幹線管路についてのみ考慮
すれば良いこととなる。一方、農村部では引き込み需要
が発生するが、市街部と比べ引き込み箇所は分散し連続
していないため、管路断面設計の標準として考慮する必
要は無く、箇所毎に引き込み管路を別系統として設計す
れば良いと考える。家屋が連旦する郊外部は、管路断面
設計は電線共同溝の形状に近づくが市街部ほどの電力通
信需要密度ではない。
また、いずれの道路構造パターンにおいても、土工・
平坦部が管路埋設が可能な幅を有し、施工において有利
な断面位置であることに着目した。例えば、山間部では
切土法尻の耐雪スペースの部分、農村部では盛土法尻部、
郊外部では歩道端～敷地境界の土工・平坦部である。

電力・通信需要に適した合理的（低コスト／高効率）
な管路断面について、既往の技術資料である電線共同溝
技術マニュアル9)（以下、電共マニュアルという）とそ
れ以外の技術基準や技術資料の比較分析から、現場の適
用事例やこれまでの研究成果を踏まえて検討した。
ここでは、電線・電力需要の最小となる山間部を例に、
検討結果を図-2に示し、主なポイントについて考察する。
(1) 管路施工断面の大幅な縮小
電共マニュアルにおいて、通信管の土被りは「70cm
以上かつ凍上深を確保」することとされており、この
「凍上深」については、道路保全の観点から道路の置換
厚（北海道開発局道路設計要領で示される20年確率理論
凍結深さの70%置換厚）を採用していることが少なくな
く、特に内陸の山間部では置換厚120cmに及ぶ場合があ
り、掘削深さが1.5mを超え、更に仮設土留めも必要とな
ることで施工効率が大きく低下する。が、これが余裕の
ある値となっている可能性がある。
この課題を改善するために、これまでの研究では、管
路内滞留水の凍結による通信障害が発生しないこと7)や、
浅層埋設による路面変状の影響がないこと8)を明らかに
している。更に埋設位置が土工部であれば路面管理を考
慮する必要が無いため、内線規程10)や光ファイバケーブ
ル施工要領11)などで示す土被り30cmの適用も可能と考え
る。
この必要土被り厚の見直しより、掘削深さが1mを大
きく下回り、掘削断面全体が大幅に縮小（面積で約75%
の縮小）され、施工コスト・効率が大幅に向上する。具
体な内容として、土留め掘削の削減、土留め内管路敷設
作業の回避、施工基面からの管路敷設による作業効率の
向上、掘削断面の開放可能により日々復旧・掘り返し作
業の削減など、様々なメリットが挙げられる。
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-40cm

土留め

改善案

掘削深さ=約55cm

-20cm

R2.3北海道無電柱化推進協議会
電線共同溝技術マニュアル第4.2版

掘削深さ=約150cm

土留め

土被り
50cm以上

土被り
30cm
角型FEP管
φ100

-20cm

保護土：無

-40cm
RR-VE管φ54

-60cm

-60cm
W=約55cm

70cm以上かつ凍上深を確保
【参考】 美深町舗装置換厚
（70% 20年確率）＝120cm

-80cm

【ポイント】
トータルでの施工効率化を最も重要視し、
土留めの要らない断面設計を原則とする
（掘削下面を深さ1m以下にする）

-100cm
保護土：砂
t=約55cm
-120cm
CCVP管
φ100

RR-VE管φ54

-140cm

20cm

20cm
-160cm

【様々なメリット】
・掘削断面全体が大幅に縮小（面積約75%縮小）
・土留め掘削の削減、土留め内管路敷設作業の回避
・施工基面からの管路敷設による作業効率の向上
・掘削断面の開放可能により日々復旧・掘り返し作業
の削減
・角型FEP管の積極的採用によるコスト縮減
・過剰な保護土（砂）の削減、掘削余裕幅の減

W=約80cm

図-2 ミニマムな断面設計検討（左：従来設計 右：合理化設計）

(2) 角型多条電線管【FEP管】のメリット
「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き6)」では、
安価な角型多条電線管【FEP管】について、実用化技術
として紹介されている。従来の管路材に比べ、材料単価
が低下、管路断面積が従来の管路材に比べて約50%にな
ることで施工断面が縮小するなどのメリットがある。北
海道内でも実際に採用され始めており、現場からの聞き
取りによれば、施工単価及び歩掛とも従来の約8～9割程
度となる効果が得られているとのことである。
(3) その他の検討事項
電共マニュアルでは、管路材の保護のため管路の下端
及び上端から10cmの範囲まで砂で埋め戻すこととなっ
ている。一方、北海道開発局道路施工要領第5集電気通
信編などでは、車両の加重がかからない場合において保
護土を無くし掘削土による埋め戻しとしている。郊外部
の土工部に管路埋設は、この規定を採用することで、砂
材料の購入・運搬費の減、捨土の減、及び砂の水締めに
よる埋め戻しの不確実性を改善できる。
また、電共マニュアルでは掘削余裕幅を20cm確保す
ることとしているが、北海道開発局道路施工要領第5集
電気通信編などでは約10cmとしており、重要構造物で
ない埋設管路においては、余裕幅の削減も可能と考えら
れる。実際に今年度当研究所が実施した試験施工におい
ても、ハンドタイプの転圧バイブレーターを用いること
で約5cm以下の施工余裕幅でも埋め戻し土を締め固める
ことが可能であった。（※試験施工について詳細は、今
後報告する。）

4. 土工部への管路埋設の施工性検証
まず管路埋設断面については、当たり数量調書を作成
し、標準歩掛かりによる積み上げを行い、施工コストを
算出している。試設計の結果を基に、土工部のほか可能
性のある埋設位置毎に課題や留意事項を抽出した。抽出
の観点はコストのほか、技術／維持管理／法令／供給義
務／その他である。表-2及び図-3に農村部（低盛土＋片
歩道の道路構造）を代表事例として示す。
電線共同溝事業において多く設置される歩道部に比べ、
このような盛土構造では、平坦な土工部である路外（盛
土法尻部）が舗装撤去・復旧の必要が無いためコスト面
で優位となり、施工時の歩行者や車両規制が回避できる
点においてもメリットとなる。またこれらにより工事全
体の施工効率の向上にも繋がることとなる。なお、ここ
では示していないが、山間部の切土部では法尻堆雪スペ
ースの平坦部が活用可能であり、大雨災害時の盛土路肩
崩壊リスクを回避できるメリットもある。郊外部におい
ても、歩道と敷地境界の平坦部が活用可能であり、施工
時の車両や歩行者の規制作業が軽減できることや、最終
的に残ってしまう地上機器を歩道外に設置することにな
るので、サイド除雪時の阻害を回避できるメリットがあ
る。
実際の現場においても、平坦な土工部を埋設場所とし
て活用した結果、コストメリットだけでなく作業性が向
上し、施工日数の短縮に繋がっている。（写真 -6）
これまで市街部での整備では、地上機器の多くが歩車
道境界に設置されているが、これは標準の設置位置とさ
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れているものでは無く、むしろ歩道外や敷地外へ設置す
・（これまでの研究成果から）農村・自然域などの郊外
ることが望ましく、これを妨げるものとなってはいない。
部における電線類地中化は、多様な無電柱化工法の中
なお、欧米では民地に設置している事例も一般的となっ
でも、かつ市街地の地中化より、景観向上効果が高い。
ている。北海道のような積雪地では、特に郊外部におい
・今後郊外部においても、政策面からも景観形成・観光
ては除雪等の作業性を考慮し、歩道上に道路附属物を設
振興を目的とした無電柱化のニーズが高まる。
置しないのが原則であるため、地上機器の設置について
・これらのニーズ箇所においては、電力・通信需要は低
も歩道に設置しないことが重要である。
く、地中化管路条数は市街部に比べ半分以下になる場
合もあり安価に施工できる。
・しかし、電線共同溝の基準により郊外部の地中管路を
設計すると、管路施工断面が確実にオーバースペック
5. 郊外部における合理化設計のまとめ
となる。
・（これまでの研究成果から）低コストに非常に貢献す
本検討において、郊外部に適した電線類地中化の合理
る浅層埋設は、積雪寒冷地における導入は可能である。
的設計の考え方について知見を得たので、以下にとりま
・合理的な埋設位置として、土工部の活用が有効となる。
とめる。
・これまでの研究成果も踏まえ、今回の郊外部に適した
合理化設計の考え方により、管路施工断面が大幅に縮
減し、施工コスト／施工効率が大幅に改善が期待でき
る。
表-2 合理的埋設位置の課題一覧表

写真-6 電線共同溝の埋設位置を歩道外にしている事例

図-3 合理的埋設位置の検討図（農村部）
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無電柱化推進計画について：平成30年4月6日国土
交通大臣決定
5) 「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和につ
いて：平成28年国土交通省道路局
6) 道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き-Ver.2-：
平成31年3月国土交通省道路局
7) 大竹まどか、岩田圭佑、松田泰明、蒲澤英範、吉
田智、高橋哲生：.寒冷地域における電線類地中化
に向けた光ケーブル管路滞留水の凍結実験、第33
回寒地技術シンポジウム、2017
8) 緒方聡、岩田圭佑、松田泰明、大竹まどか：自
然・田園域における電線電柱類の無電柱化による
景観向上効果と無電柱化技術、土木技術資料10月
号特集報文 2019.10.1
9) 電線共同溝技術マニュアル（第4.2版）：令和2年3
月 北海道無電柱化推進協議会
10) 内線規程（第13版）：一般社団法人日本電気協会
11) 光ファイバケーブル施工要領・同解説（平成25年
版）：国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室
監修
4)

6. おわりに
今回の検討により、郊外部に適した電線類地中化の合
理的設計について、一定の知見を得た。今後この知見に
ついて技術資料としてとりまとめ、現場における知見の
不足に対応し、郊外部における電線・電柱類の促進に貢
献したいと考えている。
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