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我が国の無電柱化事業は、高額な整備コストが支障となり、欧米先進国はもとより他の
アジア諸国と比べても大きく遅れている。我が国が今後諸外国並の無電柱化率を達成する
ためには、整備コストの大幅な削減や施工性の飛躍的向上に資する技術開発が必須となる
とともに、これまで対象となりにくかった郊外部等の道路での対策も必要となる。本研究
では、無電柱化の整備コストや施工性に直接的影響を与えるハード面の課題と必要な技術
開発について考察した。また、北海道における無電柱化事業の重要性と事業推進の方策に
ついても考察を述べた。
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1. はじめに
(1) 研究の背景
防災・景観・観光等の観点から電線電柱類の対策が求
められる中、我が国では主に市街地の幹線道路をはじめ、
歴史的街並みや観光地、民間の住宅開発地などを対象と
した無電柱化事業（主に電線地中化）が進められてきた。
特に近年、道路の防災・減災対策の強化を目的にした
道路法の一部改正(H25.3) 1）や、「無電柱化基本法」の
制定に向けた国会審議(H26.11～) 、「無電柱化民間プロ
ジェクト」2）の発足など、無電柱化の推進に向けたソフ
ト面の動きが非常に活発となっている。
一方、高額な整備コストが無電柱化事業の支障となり、
その進捗は諸外国と比べて大きく遅れている（写真-1）。
このような現状から、H26 年 9 月に発足した「無電柱化
低コスト手法技術検討委員会」3）（以下、検討委員会）
において、従来の電線共同溝よりも浅く埋設する浅層埋
設仕様の検討が進められるなど、今後は整備コスト削減
に向けたハード面の技術開発が進むものと期待される。
しかしながら、我が国で諸外国並の無電柱化率を達成
するにあたっては、高額な整備コストの大幅な削減や施
工性の飛躍的向上を図るとともに、これまで対象とされ
てきた市街地の幹線道路のみならず、狭隘道路や非幹線
道路、郊外部道路における対策が必須となる。そのため
には、前出の検討委員会で検討されているような埋設仕
様の他、地域の実情に合わせた埋設仕様、施工材料や施
工方法といった無電柱化事業に係る総合的な技術開発を
通じて、地域の実情や投入できるコストにあわせた多様
な場所での対策が求められる。
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写真-1 景観や道路機能を低下させている電線電柱

(2) 研究の目的と狙い
そこで本研究では、国内外の事例収集に基づき、我が
国における無電柱化事業の課題を整理し、今後望まれる
整備コストの縮減や施工性の向上にむけたハード面の技
術開発に関する考察を行った。さらに、これまで対象と
されてきた市街地のみならず、非幹線道路や狭隘道路、
郊外部道路においても対策を進めることの重要性と北海
道における無電柱化事業の推進に向けた方策についても
考察を加えた。

2. 本研究の位置づけ
(1) 我が国の無電柱化事業の進捗状況
我が国の無電柱化率は、海外と比較して大幅に低い。
図-１は、海外と国内の主要都市における無電柱化率を
比較したものである。このうち、ロンドン、パリ、ニュ

ーヨークなどの欧米主要都市はもちろんのこと、香港、
台北、シンガポールなどのアジアの主要都市でも、無電
柱化が大きく進んでいる。またベトナムのホーチミンや
ハノイでも、現在急ピッチで地中化が進められており、
2020 年までに市街地の大部分で地中化を実現する計画
が進められている 7）8）（写真-2）。
一方、我が国の無電柱化は市街地の主要幹線道路でさ
えも諸外国に比べ十分に進んでいない。現在の予算規模
では、現存する電柱を全て地中化するのに約 5700 年と
いう途方もない時間がかかるという調査結果 9）や、年
間 7 万本の新たな電柱が増えているとの指摘もあり 10）、
我が国の無電柱化はむしろ遠のいているとさえ言える。
(2) 無電柱化事業が進まない原因
これまでの著者らの調査 11）から、無電柱化が進まな
い大きな原因は、“高い整備コスト”と“低い施工性”
といえる。我が国では海外と比較して高規格で高価な電
線共同溝方式が一般的であるが、そのうち、電力設備を
除いた土木工事に係る整備コストに関しては、国内の
3.5 億円/km に対して、欧米の主な都市では 0.8 億円/km
との試算結果がある 12）。また、表-１に示すとおり、我
が国の電線地中化は架空配線の 10～20 倍のコストを要
しており、諸外国と比較して極めて割高である。
コストが高い原因は、主に「埋設仕様（埋設深さ・ケ
ーブル類の離隔距離など）」「施工材料」「施工方法」
といった地中化方式のハード面にあると考えられる。こ
れまでの電線共同溝事業はケーブル管路等を深い位置に
埋設する仕様を採用することで、電力の安定供給のため
の安全性や信頼性を確保してきた。その結果、強度や機
能が高い特殊で割高な単価の材料が必要となり、さらに、
それらにあわせた施工も大がかりなものにならざるを得
なかった。
一方、これらの技術開発の必要性に関して社会的な議
論が行われてこなかったことが、我が国の無電柱化事業
が高コストのままである要因と考えられる。
我が国の地中化方式は、昭和61年の「電線類地中化計
画」15）による、市街地の主要幹線を対象とした地中化
方式にはじまり、整備対象地域の拡大にあわせて、安全
性、信頼性、強度、機能といった品質を確保しながらコ
ンパクト化・浅層化が進められてきた。しかし、対象地
域の特徴に合わせた品質を確保しつつ、更に低コストな
埋設仕様や施工材料については、そのような現場におけ
る無電柱化事業が尐ないこともあり、社会的議論や技術
開発が十分に行われてこなかった。
また、高い整備コストが、関係機関の費用負担を大き
くし、国や自治体の支援策や電気･通信事業者との調整
に時間を要することも、無電柱化の支障となっている。
一方、無電柱化事業の施工期間を短縮できるような技
術開発も、無電柱化推進に有効であると考えられるが、
先述のようにそれらの技術開発は進んでいない。
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図-１ 海外主要都市と日本国内における無電柱化率の比較
（文献 4）－6）に基づいて筆者作成）

写真-2 2020 年までに市内全域の地中化を目指すホーチミン
（ベトナムニュース「VIETJO」8）より）
表-1 海外と日本の地中化コストの比較
（海外 13）日本 14）の文献に基づき筆者ら作成）

(3) 研究の内容
以上のように、現状の整備コストや施工性のままでは
無電柱化の推進に支障が多い。整備コストの削減や施工
性の向上を図るには、ハード面とソフト面のアプローチ
が考えられるが、本研究では図-2に示した位置づけと内
容のとおり、整備コストや施工性に直接的な影響を及ぼ
すハード面のアプローチを中心として考察を進める。

3. 電線共同溝事業の課題
(1) 埋設仕様（深さ・離隔距離）
埋設深さは、掘削埋戻しの作業量や施工期間に直接影

響するため、整備コスト増大の大きな原因となっている。
これまで、管路やケーブル類の埋設深さは、「車両等
の荷重」「他の掘削工事における誤掘削」「凍結深さ」
に対する安全性や信頼性を考慮し、各種基準類 16）17)に
則って決定されてきた。一方で、本来これらの埋設仕様
は市街地のみならず狭隘道路や郊外部道路を対象とした
検討も可能であるが、そのような検討は市街地を対象と
したこれまでの無電柱化整備においてはされてこなかっ
たため、現行の仕様は狭隘道路や郊外道路に適した仕様
となっていない。
例えば、狭隘道路や歩道のない道路では、これまで無
電柱化が進められてきた幹線道路などの道路空間と比べ、
そもそも掘削作業に必要な重機の作業スペースの確保や
交通規制など、施工方法の制約が一層厳しい（写真-3）。
また、既存の地中埋設物が現行の仕様による施工の支障
となる事例も尐なくない。
また、道内の郊外部道路における既存の無電柱化整備
事例においても、浅層への埋設が検討可能な車両荷重の
かからない道路法面に埋設しているにも関わらず、1m
以上の埋設深を確保している事例があり、一律の基準が
整備コストや施工性へ大きな影響を及ぼしている。
市街地では、先述した検討委員会で検討されている浅
層埋設手法などの新たな仕様が今後普及すると考えられ
るが、一方で現場条件の異なる狭隘道路や郊外道路では、
一律の仕様に依らない施工技術の開発が必要となる。
(2) 電線共同溝の施設・材料
電線共同溝事業における整備コストの約半分は、ケー
ブルを収納する管路や、その接続およびメンテナンス用
の特殊部（ハンドホール等の枡類）などの材料費である
とされている18）。これらの施工材料の中には、汎用的
でない特殊な材料も尐なくない。そのため、製品の競争
原理やスケールメリットが働かないことが、割高な材料
費の要因であると考えられる。
一方、電線共同溝施設の管路材料に一般的に用いられ
る金属管や硬質塩化ビニルパイプは現場での加工が難し
く、施工の効率を低下させる要因となっている（写真-

4）。また、特殊部などの重たい材料は、施工に必要な
機械のスペース確保や現場管理の難しさなど、施工性を
さらに低下させるなど、施工面にも課題がある。
他にも、狭隘道路や歩道のない道路では、地上機器設
置に必要なスペースが確保しづらいことも、地中化事業
の支障となっている。
以上の観点から、埋設仕様にあわせた、材料費の低コ
スト化や施工性の向上につながる技術開発が求められる。
(3) 施工方法
⑴で述べたように、狭隘道路や歩道のない道路では、
そもそも掘削作業に必要な重機の作業スペースの確保や
交通規制など、施工方法の制約が厳しい。また、郊外部
道路のような、地中埋設物が尐なく施工上の制約も尐な
い場所においても、市街地と同様の高規格な埋設仕様や
特殊な施工材料にあわせた施工方法が用いられることが
一般的である（写真-5）。
特に狭隘道路や郊外部道路では、市街地幹線道路と比
較して施工条件が大きく異なるため専用の施工方法の開
発が有効かつ必要である。
(4) ソフト面の課題
高い整備コストは、電気･通信事業者はもちろん、費
用を補助する国や自治体にとっても負担となっている。
また、掘削作業に必要な重機の作業スペースの確保や
交通規制などは、コストや施工性だけでなく、沿道の地
域住民との合意形成にも影響を与える。

写真-4 加工・施工のしやすい材料が求め
られる管路の現地加工状況
写真-3 従来の深くて施工効
率の低い埋設仕様

図-2 研究の位置づけと研究内容

写真-5 効率の悪いバックホーによる
現行の施工方法

※写真−3・写真-4：NPO 法人電線のない街づくり支援ネットワーク / 写真−5 道内自治体提供
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4. 今後必要な技術開発
(1)管路の浅層埋設技術の開発
a)埋設深さの浅層化
埋設深さの浅層化は、埋設仕様や施工材料、施工方法
のトータルコストに直接影響するため、無電柱化事業に
最も必要とされる技術開発の一つである。また、大型重
機による掘削作業スぺースが確保できない狭隘道路にお
いても有効となる（写真-6）。
現在、検討委員会において、市街地の車道部を対象と
した管路の浅層埋設仕様が図-3 の通り検討されている。
検討委員会ではこれらの仕様について埋設物や道路構造
の耐久性を検討しており、今後は、現在の基準よりも浅
い位置への埋設が普及すると予想される。
一方で、狭隘道路や郊外道路に適した埋設仕様はこれ
まで検討されてこなかった。このような地域においても
無電柱化を広く普及させるために、荷重や安全性などを
考慮しつつ、コストや施工性を考慮した浅層埋設技術の
開発が必須である。
b)施工が容易で耐久性のある管路材料の開発
あわせて、浅層埋設に耐えうる製品開発が必要となる。
管路を事例に取り上げると、前出写真-6 に用いられて
いる鋼管は、浅層埋設に対し現地で必要とされる強度を
有する材料で作られている。
一方で、前章で述べた材料の課題を踏まえると、今後
は例えば図-4 に示すような、十分な強度を有しつつ、
より効率的に施工・加工・維持管理しやすい素材の管路
を開発することにより、トータルコストの低減につなが
るほか、特に市街地等、地中埋設物の多い場所や、大型
重機の入れない狭隘道路など、現場条件の制約が多い場
所での施工性向上につながる。
北海道開発局の道路設計要領 20）においても、コスト
縮減の観点から、JIS 規格と同等以上の性能を有する新
素材・新工法等による経済性に優れた管路材については
積極的に採用することとしており、浅層埋設とあわせた
今後のさらなる技術開発が強く望まれる。
c)掘削に用いる専用機械の開発・導入
欧米では、掘削作業の専用機械が広く普及しており、
効率的な施工が行われている。我が国においても、特に
他の地中埋設物が尐ない郊外部道路では、写真-7に示す
ような専用機械の開発により短期間で長い区間を施工す
ることが可能となると考える。
(2)ケーブルの直接埋設技術の開発
欧米では、写真-8 に示すように、専用機械による掘
削・敷設・埋戻しの一括施工によるケーブル類の直接埋
設技術が広く普及している。さらに、狭隘道路における
施工のための小型機械など、その施工方法は現場条件に
合わせて多岐にわたる。
一方、国内の直接埋設手法は建物への低圧線の引き込
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写真-6 国内県道における浅層埋設事例
（写真：NPO 法人電線のない街づくり支援ネットワーク）

図-3 検討委員会における車道部の埋設深検討内容
（委員会配付資料 119）HP 及び現行基準 16）17）を参照し筆者作成）

図-4 左）合成樹脂を用いた軽量の管路材料
右）ダクト形式の樹脂製埋設材
（写真：NPO 法人電線のない街づくり支援ネットワーク）

写真-7 掘削機械による郊外部道路の施工事例
（イタリア：TESMEC 社ホームページ 21）より引用）

写真-8 掘削・布設・埋戻しの一括施工事例
左）住宅地における一括施工事例
（英国：Apwell 社ホームページ 22）より引用）
右）狭隘道路でも施工可能な通信線用小型機械
（フランス：MARAIS 社ホームページ 23）より引用）

みケーブルに用いられているものの、無電柱化事業にお
ける導入事例は極めて尐ない。我が国で直接埋設が普及
していない明確な理由は把握できていないが、ケーブル
性能の信頼性や維持管理作業の効率性の確保において、
現段階では管路より劣る点が理由と考えられる。
しかしながら、ケーブルの直接埋設は管路による埋設
と比較してコスト面、施工面で圧倒的に有利であること
は確かである。そのため、ケーブル性能の信頼性や維持
管理の効率性を技術的に克服し直接埋設を普及できれば、
無電柱化の推進に大きく寄与できると考えられる。
特に、大型重機での掘削作業が難しい住宅地などの狭
隘道路や、障害物がなく一括施工に適した郊外部道路で
は、ケーブル直接埋設と専用機械による施工を導入する
ことにより無電柱化推進に寄与できるできると考えられ
ることから、これらの専用機械にあわせた埋設仕様や施
工材料の検討も有効といえる。
(3) 埋設位置の工夫
a)既存施設を活用した埋設方法
例えば、図-5 に示すような既存施設を活用した埋設
仕様（側溝下に敷設）により、他の地中埋設物があるた
めに電線類の埋設場所が確保できない道路でも無電柱化
が可能になる。歴史的街並みを有する街路などでは、こ
のような手法が有効であると考えられる。
b)車両荷重のかからない場所における浅層埋設
郊外部道路においては、道路法面など車両荷重がかか
らない場所への埋設が可能である（写真-9）。この場合、
荷重に配慮しなければならない道路と比べて、安価で簡
易な電線類埋設技術の開発が有効である。例えば、前節
で述べた直接埋設手法の他に、小型ボックスを道路法面
のごく浅い位置に設置する手法など、沿道環境にあわせ
た簡易埋設手法が考えられる。
c)寒冷地における浅層埋設
北海道のような寒冷地では、凍上による埋設物の損傷
を防ぐ目的で、凍結深より深い位置に埋設することが一
般的である。しかしながら、整備コスト縮減や施工性向
上を目指すのであれば、寒冷地においても凍結深より浅
く埋設できるような技術開発が必要である（写真-10）。
例えば、凍上抑制層が整備された道路では、凍結深さ
より浅く埋設しても、凍上による損傷の心配はない。ま
た、凍結・融解による地盤の変動にもフレキシブルに対
応するような埋設材料の開発も有効となるほか、凍結に
よる埋設物の素材への影響や、圧縮力への対策も必要と
考えられる。

図-5 既存施設を活用した埋設仕様例
（NPO 法人電線のない街づくり支援ネットワーク作成）

写真-9 車両による荷重の影
響がない道路法面への埋設が検
討されている観光施設周辺道路

写真-10 寒冷地における
埋設および引込部の施工例
（スイス）

写真-11 軽量で人力搬入が可能な樹脂製組立式特殊部
（写真：NPO 法人電線のない街づくり支援ネットワーク）

例えば、施工が容易で耐用性の高い特殊部の開発（写
真-11）や、設置場所の確保が支障となる地上機器を小
型化することにより、関係機関や住民とのスムーズな合
意形成にも寄与できると考えられる。
このように、新しい材料を開発する一方で、2(2)で述
べたとおり、競争原理を働かせるための製品の汎用化、
使用頻度向上によるスケールメリットの拡大を図る事も
重要である。

5. 北海道における無電柱化の方策について

(1) 北海道における無電柱化の重要性
全国的には、防災・交通・景観等の観点から、市街地
や歴史的街並み、狭隘道路の地中化が重要視されている。
一方、北海道においては、国内外からのドライブ観光
客の増加もある中、郊外の魅力的な景観創出の観点から、
(4) 無電柱化施設・材料類の開発
郊外部での対策も重要と言える。
特に市街地等、地中埋設物の多い場所や、施工機械の
特に北海道の郊外部道路に関しては、写真-12 のよう
入れない狭隘道路など、現場条件の制約が多い場所では、
に“電柱さえなければ”飛躍的な景観向上がのぞめる場
施工の容易な材料を開発することで、施工効率の向上に
所が尐なくない。景観創出の観点からは、このような郊
つなげていく必要がある。
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外部道路で、特に無電柱化による大きな効果が発揮でき
ると考えられる。
また、電柱への衝突事故のほか、除雪作業の障害にな
るなど道路の維持管理の効率低下、着雪・着氷による停
電など、北海道特有の課題に対しても有効な手法となる。
(2)北海道における無電柱化の方策の考察
全国的には本研究で述べてきた技術開発が求められる
一方、特に北海道では、寒冷地に適した埋設仕様や施工
材料の技術開発や、効率的に無電柱化を進めるための施
工方法の技術開発が必要である。
一方で、北海道にはこれらの技術開発を進めるに当た
って有利な面もある。特に郊外部では、市街地のような
舗装面ではなく、道路法面などの荷重のかからない位置
への埋設仕様の導入により、簡易な埋設手法を普及でき
る。また、配電施設が尐なく単純に距離を伸ばせる郊外
道路では、専用機械を用いた効率的な施工方法を導入し、
整備延長の拡大を図ることができる。これまでも、郊外
部道路において、自治体や電線類管理者が主体となって
無電柱化事業を進めた事例もあり、ニーズは高い。
あわせて、これらの取り組みを進めるためには関係機
関との合意形成や各種調整が重要となる。例えば、シー
ニックバイウェイなど、地域と連携した道路空間整備を
行うための活動基盤がある場合は、無電柱化の試行的事
例を進める上でも有利である。以上の観点から、北海道
は無電柱化技術開発の適地とも言える。
一方で、郊外部であれば、「配線ルートの変更」「片
寄せ」「セットバック」「樹木の活用」など、地中化以
外の手法も有効である 24）。これらの手法や、電力線よ
り比較的簡易な通信線のみの埋設手法をあわせて、電線
電柱の景観対策の多様で総合的な取り組みが可能である。

考察を行った。
本研究で提案した技術開発が進むことで、今までコス
ト面や施工性から施工できなかった場所における無電柱
化事業や、自治体や民間による主体的な無電柱化事業が
普及することを期待する。一方、道路管理者においても、
無電柱化手法の新規技術の積極的な採用や、事業支援制
度の構築などを通じ、無電柱化を推進するソフト・ハー
ドの基盤づくりが求められる。
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