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主な交通路である道路からの景観は，地域の印象に大きく影響する．しかし，我が国の沿道には多くの
電線電柱類が設置され，これらが沿道景観の魅力を大きく低下させ，観光振興にも影響を与えている．さ
らに，近年の通信需要への対応などにより通信線が増加して新たな電柱も設置され，ますます景観悪化を
招いている．特に自然域や田園地域など，沿道施設がほとんどなく開放的な沿道景観を有する地域ではそ
の影響は大きい．しかし，無電柱化事業は極めて高額なコストなどから，市街地や伝建地区以外での事例
は尐ない．一方，通信線は配電線より低い位置にあり，太くより目立つが，通信線は配電線に比べて無電
柱化の整備コストも大幅に安く，管理面からも整備のハードルは低い．
本稿では，景観への影響が大きく，現在増加している通信線を対象に，ルーラルエリアにおける景観へ
の影響や，無電柱化を含めた効果的な対策手法とその有効性について考察する．

Key Words : underground installation of communication cable, rural area, road landscape,
network utility pole,

1. 研究の背景と目的
(1) 背景
主な交通路である道路からの景観は，地域の印象に大
きく影響する．しかし，我が国の沿道には多くの電線電
柱類が設置されており，沿道景観の魅力を大きく損なう
ばかりか，防災や交通安全など様々な面で道路機能の低
下をもたらしている．そのため，中心市街地や都市部の
幹線道路を中心に電線共同溝事業に代表される電線地中
化による無電柱化が行われてきた．
一方，このような地中化が進められてきた市街地と比
較し，ルーラルエリアにおける田園・自然域などを対象
とした電線電柱類の地中化はほとんど行われていない．
しかし，沿道施設の尐ない田園自然域においては，電線
電柱類の景観への影響は大きく，特に道路の背景に開放
的で魅力的な景観を有する区間では，むしろ市街地より
もその影響が大きいものとなる（写真-1）．
このため近年では田園地域においても観光振興等を目
的とした自治体独自の費用負担による電線地中化事業も

写真-1 電線電柱類が景観に与える影響の比較
（上：実際の写真，下：フォトモンタージュ）
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みられるように，ルーラルエリアにおいても電線電柱類
の景観対策ニーズは潜在的に高い（写真-2）．しかしな
がら，整備コストの高さや電線共同溝事業の対象になり
にくいこともあり，広大なルーラルエリアにおいて電線
地中化による抜本的な課題解決は難しく，こういった場
所で実際に無電柱化される事例は尐ない．
このような状況の中，近年の通信需要への対応などに
より通信線の多線化が進み，これを支える通信柱も増加
しており，ルーラルエリアにおいても電線電柱が景観に

写真-2 自治体独自の費用負担により電線類の
地中化が行われた田園自然域の事例

与える影響は近年ますます大きくなっている．加えて，
通信線は配電線に比べて低い位置に架空設置され，さら
にはケーブルの径も太く，より目立つため景観への影響
も大きい．しかし，実際に沿道景観をみてみると場所に
よっては，通信線のみの地中化でも大きな景観改善効果
が期待できる路線や区間が存在する（写真-3）．
また，通信線は配電線に比べて地中化の整備コストが
相対的に安く，また通信線の維持管理面からも地中化に
よるメリットが大きいため，配電線よりも地中化の有意
性は高いと考えられる．

写真-3 単独で設置されていた通信柱・通信線を撤去し
良好な視点場の創出に寄与した整備事例

以上から，これまで配電線と通信線が一体となった地
中化事業が一般的であったが，景観改善効果や地中化の

表-1 ヒアリング概要

効率性をふまえると，場所によっては通信線のみの単独

対象

埋設の有効性も高いと考えられる．
なお，国土交通省が設置した「無電柱化低コスト手
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法技術検討委員会（H26.9）」1)において進められている
電線類※の埋設仕様（深さやケーブルの離隔距離）に関
する基準の見直しによって，今後はこれまでよりも低コ
ストでの地中化の実施が期待できる．
※電線類：本論文では配電線や通信線の総称を指す

日時

主なヒアリング内容

・景観対策を実施する上で障害となる事項
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・景観対策が積極的に実施可能となる条件

電
力
・災害時の電線電柱の被害事例
・
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通
・地中化の現状、今後の動向
信
関 H25.10 ・地中化および架空の整備コストについて
連
の H27.4 ・寒冷地での浅層埋設に向けた技術的課題

的・効率的な景観向上策を提案している．
(2) 目的

本研究では，これまでの調査研究を通じて得られた，

そこで，本研究では配電線との比較からみた通信線の

通信線が景観へ与える影響や配電線に比べ地中化しやす

景観への影響や整備コストなどについて調査分析し，ル

い条件などに注目し，景観対策効果と施工面で優位性の

ーラルエリアでの通信線の単独埋設による効果的で効率

高いルーラルエリアでの通信線単独埋設の有効性につい

的な地中化手法についての提案とそれを実現するための

て示すとともに，今後の技術開発もふまえ考察するもの

課題や方策について明らかにすることを目的とする．

である．

(3) 研究の位置づけ

(4) 調査研究の方法

電線電柱類の景観対策に関する研究は，例えば小山2)，

本研究の内容は，主に「現地調査」や関係者への「ヒ

石田3)，大石4)により，市街地や住宅地における無電柱化

アリング調査」，国内外の「資料収集」などにより得ら

事業を対象とした景観評価などの調査研究が行われてき

れた内容を分析考察したものである．電力及び通信関連

た． 以上の研究は主に市街地における無電柱化事業を

事業者を対象としたヒアリング調査により，表-1に示す

対象としているが，田園自然域を対象とした電線電柱類

ような内容について整理した．

の景観対策に関する研究事例は極めて尐ない．
著者ら5)は，これまで田園自然域を対象として電線電
柱類が景観へ与える影響や景観対策のニーズ，景観向上
策について調査研究を行い，沿道環境にあわせた効果
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2.．配電線との比較からみた通信線の景観への影
響について
通信事業関係者へのヒアリング調査や事例調査の結果
をもとに，架空設置された通信線は，配電線に比較して
「ケーブルの径が太い」，「重くて弛んでいる」，「設
置位置が低い」．また「新たな通信需要は新規増設とな
るため減らない」ことから，「通信柱も増える」「本数
が多くなる」ことなどについて把握した．
(1)

写真-4 通信線の荷重を支えるワイヤー類の状況

光ケーブルへの転換による太径化の影響

通信線は，近年は光ケーブルが主流となり以前の銅線
による通信線や配電線などと比較して径が太いために目
立ちやすく，また重量も大きいためケーブルが弛みやす
くなり，さらに鋼ワイヤーなどを光ケーブルにらせん状
に巻き付け荷重に対する補強を行うなどの事例も多く，
同じ本数でも配電線と比べて景観への影響は大きいもの
となっている（写真-4）．

写真-5 配電線と比較し多く設置される通信線および
既存電柱の中間に新たに建柱された通信柱

(2) 通信線のケーブルの本数の影響
近年，通信需要の増大に伴う光ケーブル網の整備や通
信会社の新規参入によって，通信線の多線化が進んでお
り，ケーブルの太径化と相まって景観への影響を増大さ
せている．しかも，通信事業者がケーブルを共有しない
場合，新たな通信事業者が増えればそれに伴い通信線も
増えることとなる．
(3) 通信柱の新設（増設）の影響
写真-6 道路上を架空横断する通信線
（荷重を支えるワイヤーが断線し部分的に弛んでいる）

以上のように通信ケーブルの多線化と太径化の影響に
よる重量の増加から，増設された通信線が荷重的に既存
柱に添架出来ず，通信線を支えるための新たな通信柱が
道路に沿って同じ側に設置されたり，既存電柱の中間付
近に新たに建柱されるなど，通信柱も以前より増加して
いる．また，このような追加建柱区間では不規則な電柱
や電線の景観となり，特に違和感を感じる（写真-5）．
このように，郊外部においても通信線や通信柱が増加し，
景観に与える影響は以前にも増して大きくなっている．
(4) 設置位置の低さ

写真-7 通信線への接触を避けるため剪定された白樺

一般に通信線は配電線に比べて低い位置に架空設置さ
れている．このため視界にも入りやすく，道路を横断す

通信事業者は横断通信線が通行車両に引っかけられるこ

る場合にはケーブルの太さの影響も受けてその影響が大

とを避けるため，道路の両側に通信柱を設置する場合も

きくなる（写真-6）．また，沿道の樹木と通信線が接触

尐なくない（写真-8）．このため，配電線が片側にしか

することを避けるため，樹木が強剪定される事例も尐な

ない区間において本来この配線柱に添架されるべき通信

くない（写真-7）．

線が単独でその反対側にも設置されるケースも多く，こ
れも景観へ負の影響を及ぼしている．

(5) 通信線の単独設置と両側配置
通信線は，(4)で述べたとおり設置位置が低いため，
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3.．地中化のしやすさからみた通信線の景観対策
本章では，維持管理・施工コスト，災害時の被災・復
旧，施工性からみた通信線の単独埋設の有意性について，
配電線との比較や通信線における架空と埋設の比較分析
を行った．
(1) 維持管理・施工コストに関する有意性
表-2に，田園・自然域を対象とした実際の電線類地中

写真-8 配電線の逆側に単独で配線される通信線

化事業（道路盛り土法面下の非舗装部350mに，電力管
表-2 田園・自然域における地中化施工コストの試算

路を3条，通信管路を2条埋設した事例）の整備コストに

管路施工負担者別の電線類地中化費用（単位：万円/km）

基づいて，1kmあたりに単純換算した施工コストを，管

ケ ース ①
電力管：土木工事負担
通信管：土木工事負担

ケ ース ②
電力管：事業 者負担
通信管：土木工事負担

ケ ース ③
電力管：事業 者負担
通信管：事業 者負担

土
木

6000

4800

3900

このように，通信線の場合，電力線の地中化と比較し

電
力

1200

2400

2400

てイニシャルコストは低く，地上変圧機器を設置する必

通
信

300

300

1200

合
計

7500

7500

7500

路の敷設工事の費用負担について考えられる3ケースご
とに整理した．トータルコストは3ケースとも変わらな
いが配電線と比較して通信線の埋設コストは大幅に低い．

要もない．さらには，通信線の場合，凍結や誤掘削事故
などによる影響を除けば、地中化と架空で通常の維持管

※表内のコストは，田園・自然域の市町村道における実際の施工事例（L=350m）に基
づき、寒地土木研究所で１kmあたりの地中化費用に単純換算したもの
※実際の施工事例に合わせ、電力管3条の敷設費：1200万円/km、通信管2条の敷設
費：600万円/kmとして試算
※この施工事例では電力の地上機器は設置していない

理コストに大きな差はない．
つまり，通信線の単独埋設において今以上にイニシャ
ルコストを抑えることができれば，ランニングコストを
加味すると架空配線より有利になる可能性も考えられ，
通信線は電力線と比較してコスト面からも地中化を受け
入れやすいと考えられる．実際，海外では通信事業者が
単独で埋設する事例もみられる．
(2) 災害時の被災・復旧における有意性
災害時の被災・復旧においても，一般的に架空配線と
比較し埋設の方が，防災上も有利である可能性が高い．
地中に埋設した方が，暴風雪などで断線することが無く

写真-9 掘削機械による施工事例9）（イタリア）

なるため，維持管理に要する手間は尐なくなるとともに，
関する調査

それらの災害時における被災率減尐につながる．

8）

では，神戸地区における電話回線ケーブ

また，配電線の埋設と比較して通信線の埋設の場合は， ルの総延長に対する地中線の被災率は，架空線に比べて
およそ 1/80 程度とされている．
地上機器も必要なく，水に対しても影響を受けにくいこ
とから，水災害等においても有利である．
(3) 専用の施工機械による施工方法の有意性

一方、災害時に架空線のように目視で断線箇所を確認
できなくなるので，復旧に時間がかかる点が指摘されて

現在の電線共同溝のように複数の電力線と通信線を同

いる．阪神淡路大震災（H7）の際に行われた電力線被

時に同じ深さに埋設する場合は，大きな掘削幅が必要で

によれば，震災により 11,000 本の電柱が倒れ， あるため，バックホーでの施工が必要となる．
一方，通信線の単独埋設の場合は，電線共同溝の仕様
地中の電力線も液状化により各所で断線した．その際の
災調査

6）

と比較して小さい掘削幅で埋設可能であり，欧米で一般

復旧時間を比較すると，地中線の断線調査や修理には架

的に普及しているような専用の施工機械を導入すること

7）

空線の倍以上の時間がかかったとも言われている ．

で効率的な施工が可能となる（写真-9）．

しかし一方では，被災率の尐なさや倒壊する電柱によ

特に，掘削の支障となる他の地中埋設物が尐ない場所

る様々な被害を回避できるメリットもある．阪神淡路大
震災の同調査

など，長距離を断続的に施工できる田園自然域であれば，

6）

において，震度７以上の地域の停電率

を比較すると，架空線の 10.3％に対して，地中線は

これらのような専用の施工機械を導入することで，低コ

4.7％と半分以下にとどまった．また，同様に通信線に

ストで効率的に地中化を進めることが可能となる．
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4．通信線の効果的な対策箇所と具体事例
通信線のみの単独埋設による景観改善手法は，すべて
の電線電柱類を無電柱化するわけではなく，配電線と配
電柱が存置されるため，対策路線や区間によっては，効
果は限定的となる場合も多い．そのため，通信線の単独
埋設でも十分に景観向上効果が期待できる箇所に限定し
て適用する必要がある．
この通信線の単独埋設は，無電柱化の対策効果が大
きく期待できる魅力的な沿道景観が広がっている路線や
区間が対象となる．すなわち，通信線以外の景観阻害要
素がほとんどない区間がより対策効果を期待できる．言
い換えると「通信線さえなければどんなに素晴らしい景
観になるだろう！」という区間こそ適用を検討する価値

図-1 通信線の単独設置区間における埋設イメージ

があるといえる．
このとき，特に魅力的な視対象となりやすい地域のラ
ンドマークが眺望できる区間や，スカイラインが低く，
抜けの良い広がりのある中継から遠景の沿道景観を有す
る区間は更に効果を高めると考えられる．
以下に対策手法の考え方やその優先度について示す．
なお，これらは市街地においても共通する考え方である．
(1) 通信線の単独設置区間（図-1）
配電柱が道路沿線に設置されていない区間で，通信線
のみが路側に設置されているケースなどがこれにあたる．
２章で述べたとおり，最近の通信需要の増大に伴い荷重
が増し，道路本線から離れた位置にある既存電柱に添架
できない場合などに，新たに設置した通信柱が維持管理
しやすい道路近傍に占用されている事例などがこれにあ
たる．ただし，このような区間は一般に多くない．
(2) 配電線片側設置＆通信線片側単独設置区間（図-2）

図-2 通信線片側単独区間における埋設イメージ

次に最も対策が考えられる区間として，配電線が片側
に設置され，通信線がその反対側に単独で設置されてい
る事例である．このようなケースは家屋の尐ない郊外部
では実に多く存在し，仮に通信線が単独で設置されてい
る側に視対象となるランドマークや広がりのある魅力的
な景観を有している場合にはその効果はより大きくなる．
また，配電柱が沿道の樹木の背後にあって見えにくい
区間や，或いは側道や旧道など対象の道路から離れた位
置に設置されて既設の配電線が目立たない区間では，対
策効果は更に大きくなる．
(3) 通信線の多線区間や追加建柱区間
増設された通信線により荷重的に既存柱に添架出来ず，
通信柱を配電線に沿って同じ側に新たに設置した区間や，
既存柱の中間に追加建柱された区間では不規則な電柱や

写真-10 既存柱の中間に追加建柱され煩雑な印象を受け
る景観（上），通信線のみの埋設イメージ（下）

電線の景観となり，特に違和感を感じる（写真-10）．
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このような区間での通信線の単独埋設も効果が期待でき
る．また，太い通信線が数多く架空設置され，背景の景
観に影響を及ぼしている区間も効果が期待できる．ただ
し，これらの場合には配電線はそのまま存置となるため，
上述の(1)や(2)に比べて効果は相対的に小さくなる．
以上をまとめると，田園・自然域など背景に雄大で魅
力的な景観を有する場所では，「通信線以外が出来るだ
け見えないほど」「現在の通信線と通信中が景観に与え
ている影響が大きいほど」通信線の単独埋設の景観向上
効果は得られやいといえる．

写真-11 道の駅周辺で単独配線されている通信線

(4) 引込み線のない区間やビューポイント等の短区間
前述の(1)～(3)に該当する区間のうち，さらに引き込
み線のための継ぎ手設置などの作業が伴わない単区間の
ケースでは，通信線地中化の施工効率は良くなるため，
これらの箇所での有効性は高まる．
また，道の駅など観光客の多く集まる場所や，良好な
景観や視点場を有するビューポイントでは，部分的な埋
設だけでも高い効果が得られる（写真−11，12）．

写真-12 ビューポイントパーキングにおける通信線の
景観阻害事例

5. まとめ
本研究の結果から得られた主な知見を以下にまとめる．
・通信需要の拡大による通信線の太径化や多線化に伴い，
ルーラルエリアにおいても通信線や通信柱が沿道景観

6. 課題と今後に向けて
(1) 寒冷地での浅層埋設

に与える影響は大きくなっている．

寒冷地では，外気温と地中の温度差により管路内に溜

・一方，通信線が単独で配線されている場所では、沿道

まる結露水が凍結することで管やケーブルに損傷を与え

の景観向上のためには通信線の単独埋設に一定の効果

る事故を防ぐため，一般的に凍結深より深い位置へ埋設

が期待できる．

している．今後は，凍結深より浅い位置に埋設するため

・また，通信線は配電線に比べて無電柱化の整備コスト

の検証や技術開発が必要である．

が安く，維持管理面からも整備のハードルは低く，通
信線の単独埋設に取り組める余地がある．

(2) 専用機械を用いた施工

・さらに，現在検討が進められている埋設方式や埋設深

３章で述べた専用機械については，単独埋設により掘

さの検討状況や，諸外国での専用機械を用いた通信線

削幅や深さなどの仕様が小さくなることで，施工場所の

埋設の施工事例から，大幅なコスト縮減によるルーラ

特性に応じて多様な対策が可能となる．例えば，低コス

ルエリアでの通信線の無電柱化が我が国において可能

トで導入可能なアタッチメント型の機械や，道路上から

となる可能性を示した．

法面下などの非舗装部へ施工可能なオフセット型の機械，

・さらに，通信線の単独埋設を行う場合の効果的な対策
箇所として， (1)通信線の単独設置区間，(2)配電線片

掘削およびケーブル・管路敷設を同時施工する機械，狭
い道でも作業可能な小型の施工機械などが考えられる．

側設置＆通信線片側単独設置区間，(3)通信線の追加
建柱区間や多線区間など，具体的なケースを示した．

(3) 通信事業者の協力

・以上から，今後田園自然域における電線単独埋設も一
つの手法として選択されるべきであることを提案する．

通信線に関しては，埋設の方が架空よりメンテナンス
上は有利であるため，事業者もこれまで地中化を低コス
トで進めるための管路材料の開発などに取り組んできた．
今後は技術開発が期待される．
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(4) 郊外部（非市街地）を対象とした地中化補助事業

2)

今後，田園・自然域の沿道環境にあわせて，低コスト
で多様な施工方法の検討が進むとともに，このような地

3)

域における地中化ニーズは，ますます高まると予想され
る．このようなニーズに対し，観光振興を目的とした予

4)

算による整備も必要と考えられる．面の補助事業として
地中化を実施するなど，これまで一般的であった電線共
同溝事業以外の制度や費用負担方法も検討される必要が

5)

ある．
6)
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