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　無電柱化の推進には高額な整備コストの削減が必須であり、低コスト手法の一つとして浅層埋設手
法がある。一方北海道のような寒冷地では、凍結や凍上による電力・通信線や管路の機能障害に対す
る安全性を考慮し、凍結深さより深い位置へ管路・ケーブルを埋設している。しかし、埋設深さの安
全性が過大に見積もられている可能性もある。
　そこで本研究では、管路内滞留水の凍結メカニズムや凍結による光ケーブルへの影響の有無を確認
するため、埋設管路の屈曲や満水になった状況を再現した供試体を用いた屋外暴露実験を行った。今
回の実験条件においては、ケーブルを凍結深より浅く埋設する場合の問題点は生じなかった。そのた
め管路内滞水が凍結した場合でも、水が移動できる解放された空間がある状況下であれば、浅層埋設
できる可能性があると考えられる。
《キーワード：無電柱；浅層埋設；寒冷地域；実験；地中化》

　To promote the undergrounding of utility lines, it is essential to reduce the high installation costs. 
Shallow undergrounding is a low-cost technique. However, in cold regions such as Hokkaido, utility 
pipelines and cables are buried deeper than the frost penetration depth to protect against 
malfunctions in electric and telecommunication lines and cable pipelines caused by freezing and 
frost heaving. However, when determining the safe depth for the undergrounding of utility lines 
and pipes, there is the possibility of overestimation.
　In this study, to clarify the mechanism of freezing for stagnant water in underground pipes and 
the influence of such freezing on optical cables, an outdoor exposure experiment was done using 
stagnant water and specimens that reproduced curved pipelines. Under the conditions of this 
experiment, no problems were found with the undergrounding of cables shallower than the frost 
penetration depth. It is considered that, as long as there is space for water to move away from the 
frozen portion of the pipe, the shallow burial of pipes carrying cables is possible even if there is the 
possibility that stagnant water in the pipe will freeze.
《Keywords：non-pole；shallow undergrounding；cold region；experiment；undergrounding of 
utility lines》
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１．はじめに

１．１　研究目的

　景観・防災等の観点から電線類地中化等の無電柱化
が強く求められている。しかし、日本においては、無
電柱化が進んでいる東京23区であっても、欧米諸国の
みならずアジア各国と比較してその無電柱化率は極め
て低い状況である（図－1）。この主要因として、電
線共同溝事業に代表される電線類地中化には、高額な
整備コストを要することが挙げられる。
　そこで国土交通省では、低コスト手法の一つとし
て、管路の浅層埋設が道路に与える影響を試験し、従
来よりも浅い位置へ埋設できるよう、平成28年4月に
道路空間における埋設基準を緩和した4）。しかしなが
ら、北海道のような寒冷地では凍結や凍上による影響
があることから、電力・通信線や管路の機能障害に対
する安全性を考慮し、地盤の凍結深さより深い位置へ
埋設している（図－2）。このことが、施工費をさら
に高くするとともに、埋設基準の緩和を寒冷地で適用
できない原因となっている。しかし実際には、凍結深
さより浅く埋設した場合に支障が生じるのか、またそ
の原因については把握されておらず、埋設深さの安全
性が過大に見積もられている可能性がある。

　そこで、岩田ら5）は、寒冷地で埋設基準の浅層化に
適応するための技術的課題を把握するため、地中埋設
基準類の調査及び関連事業者へのヒアリング等を実施
してきた。その結果、特に電力ケーブルに比べて発熱
しない通信ケーブルにおいて、管路内に滞留した水の
凍結による体積膨張が通信性能に支障をきたす可能性
があること、凍上による管路やケーブルの不均一な押
し上げや埋設部周辺の不等沈下が主な懸念事項である
ことを図－3のとおり整理した。
　本研究では、管路内滞留水の凍結に着目し、実際の
埋設管路の屈曲や満水になった状況を供試体で再現し
た屋外暴露実験を行い、管路内滞留水の凍結が通信性
能へ与える影響の有無、及び管路内滞留水がどのよう
に凍結するのかについて考察した。
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図－2　埋設深さの基準の比較　　　　　　　　　　　　

　　（黒：現行基準、赤：H28.4施行、青：寒冷地）

図－3　管路内滞留水の課題と研究の位置づけ図－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1)-3)に基づいて著者ら作成）
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１．２　既往研究概要

　岩田ら6）は、管路内滞留水の凍結が、管路に敷設さ
れている通信用ケーブルに与える影響を検証すること
を目的とし、供試体を室内で凍結・融解させる基礎的
な実験を行っている。供試体は、光ケーブルと水を挿
入した1［m］の密閉管路であり、管路内滞留水の状
況を再現するため、管内を満水状態にしたパターン
と、管内の半分まで水を入れたパターンを検証した
（図－4）。
　その結果、管内満水状態、半水状態いずれのパター
ンも通信障害や断線は確認されなかった。このことか
ら、ケーブルが短く直線的に配置されたケースでは、
管路内滞留水の凍結による圧迫が光ケーブルの通信性
能に影響を与えなかったことを確認した。しかし、実
際の地中埋設は延長が長く管路の屈曲も存在するた
め、図－5に示すケーブルの変形や、屈曲部において
圧縮や引張が生じた場合のケーブル性能への影響を把
握する必要がある。本報文はこれらの検証を目的とし
ている。

２．実験方法

　実験の概要を表－1に示す。実験は、2組の管路及び
光ケーブルからなる供試体を用い、通信減衰量等の測
定を行った。

：
：

表－1　実験概要

図－6　実験に用いた供試体のイメージ図図－5　凍結による影響の検証イメージ

図－4　滞留水の再現パターン

２．１　供試体の概要

　供試体のケーブルは、発熱する電力線と比べて凍結
による障害のリスクが高い通信の光ケーブルを対象と
し、電線共同溝事業で使用されるものと同様の200心
光ケーブルを採用した。管路材料には、凍結の状況を
確認するため透明VU管を採用した。この理由とし
て、多くの通信事業者は幹線管路としてVE管を用い
ているが、VE管には透明な管がないこと、VU管と
VE管の材質はいずれも塩化ビニルであることから、
本実験では透明VU管を使用した。
　また、供試体は2種類とし、供試体1は一般道路の敷
設を想定し直線形状、供試体2は建物への引き込みや
道路構造物への添架を想定し、凹部2箇所を有する曲
線形状とした。さらに、管路内滞留水の状況を再現す
るため、供試体1は満水、供試体2の凹部の1箇所は満
水、もう1箇所は半水にし、計3パターンを観察した。
供試体の概要を図－6及び写真－1に示す。

？

？
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出光値P1は、光源出力機器にて光源を出力し、3本の
テストコードを介して、反対方向の光源受光機器にて
光出力レベルを測定した。この時、A方向とB方向を
測定し、各3回測定した平均値を出光値P1［dBm］と
した。供試体を介した受光値P2測定中の出光値は測
定できないため、出光値P1の測定は事前に行った。
　次に、受光値P2は、各供試体の光ケーブル両端に
光源出力機器及び光源受光機器を取り付け、供試体を
通過した際の光出力レベルを測定し、受光値P2
［dBm］とした。その上で、測定した出光値P1と受光
値P2の差を、通信減衰量P［dB］（P=P1－P2）とし
て算出した。

写真－1　実験に用いた供試体

表－2　回線損失規格値Psの算出式

図－8　出光値（P1）及び受光値（P2）測定方法

図－7　光ケーブル断面イメージと測定箇所

２．２　測定項目と方法

　測定項目は、「通信減衰量の測定」、「障害箇所の把
握」及び「管路内滞留水凍結状況の観察」とし、測定
は期間中24時間継続して行った。対象の光ケーブル断
面は、4心からなるテープが中心に向かって5枚積層し
た構造となっている。これが円を描くように合計200
心の光ケーブルを成している。このうち管路内滞留水
の凍結膨張による圧迫で最も変位が現れると考えられ
る一番外側のテープの4心の外縁にあるSM197と
SM200を測定対象とし（図－7）、通信減衰量の測定
及び障害箇所の把握を試みた。

２．２．１　通信減衰量の検証方法

　実施方法及び規格値の算出は、JIS C 6823及びCC-
Link協会7）に準じて実施した。今回の実験では、供試
体の光ケーブル両端に光源出力機器及び光源受光機器
を取り付けて通信減衰量の算出を行った。つまり、
「通信減衰量P（出光値P1と受光値P2の差）」と、算
出した「回線損失規格値Ps」とを比較することによ
り、通信障害の有無を検証した。以下に具体的な方法
を示す。
①　通信減衰量
　通信減衰量Pを測定する際の模式図を図－8に示す。

：

：：

②　回線損失規格値
　光ケーブルの性能を満たす基準となる回線損失規格
値Psは、表－2に示すとおり、JIS規格で定められている
各接続部の最大損失に基づいて算出し、測定波長1.31
［µm］において1.32［dB］であると想定した。この値
を基準とし、測定により算出する通信減衰量P［dB］
＜回線損失規格値Ps（1.32［dB］）であれば、光ケー
ブルは性能を満たした状態であると判断できる。

２．２．２　障害箇所の把握方法

　光源レベルの通信減衰量の測定だけでは、光ファイ
バのどの心のどの位置で支障が発生したかを知ること
はできない。そこで、光パルス波形の変化を測定し、
損失が生じる箇所を波形で観測した。測定の際の模式

：
：
：
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：

図－9　OTDR装置による障害箇所の測定方法

図－10　通信減衰量Pの測定結果例（供試体1）

図－11　光パルス波形測定結果例（供試体2）

表－3　通信減衰量Pの測定結果

図を図－9に示す。光パルス波形は、片方に測定装置
（OTDR）を接続し、反対方向に光終端器を設置し測
定した。供試体1・2とも一方向に1心分（SM200）を
測定し、光ケーブルの通信障害や断線の有無を確認し
た。

２．２．３　管路内滞留水の凍結状況の観察

　凍結の状況は目視及びモニタカメラ3台で観測し
た。モニタカメラによる観察位置は図－6のとおりで
あり、供試体の両端に各1台と、供試体2の満水屈曲部
において、凍結の進行状況と体積膨張変位を観察し
た。また、ケーブルにマーキングを施し、ケーブルの
移動を目視で確認した。

３．結果と考察

３．１　結果

　本実験では、実験期間の全日程で外気温0度以下を
記録した。結果は、供試体1・2いずれも2回管路内滞
留水が全て凍結し、管路軸方向へ水の体積が10%膨張
している状況を確認した。
３．１．１　通信減衰量の測定結果

　測定結果を表－3及び図－10に示す。供試体1におけ
る通信減衰量Pは－0.586～0.077［dB］、供試体2にお
いては－0.028～0.087［dB］であり、いずれも回線損
失規格値Ps（1.32［dB］）より十分小さい結果となっ
た。

３．１．２　障害箇所の把握結果

　光パルス波形測定において、供試体1・2いずれも測
定全期間において損失を示す波形は出ておらず、通信
障害を生じずに光源を受光し続けた結果を確認した。
光パルス波形測定結果例を図－11に示す。
３．１．３　管路内滞留水の凍結状況の観察結果

　凍結による体積膨張変位を図－12に示す。供試体
1・2とも氷の生成により体積膨張が起こり、管内水の
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表面が上昇した。管路内滞留水が満水の状況において
は、管の中心部に向かって徐々に凍結が生じ、凍結前
の水は両端側から滲み出した後凍結するというプロセ
スを繰り返し最終的に全て凍結した。この凍結時の体
積膨張や氷の移動によるケーブルの移動は、ケーブル
のマーキング位置の目視確認からも確認されなかった。

３．２　考察

３．２．１　通信障害の有無について

　供試体1・2いずれも、全期間にわたって通信減衰量
Pは回線損失規格値Psより十分小さい結果であった。
このことから、本実験の条件においては管路内滞留水
の凍結が通信性能へ影響を与えなかったことを確認し
た。
　本実験で光の強さが増幅することは考えられない
が、わずかながら出光値P1よりも受光値P2が大きく
なり、通信減衰量Pがマイナスを示した結果があった。
これについては、光パルス波形では大きな変動を生じ
ていないことから、受光値P2測定時における実際の
出光値が微弱ながらも変動し、通信減衰量Pがマイナ
ス値を示したと考えられる。また、本実験の目的であ
る光ケーブルの通信障害の確認の観点からは、受光は
確実に行われており、通信減衰量Pが回線損失規格値
Psと比較して十分小さい値であることから、凍結を
原因とした通信障害は起きていないものと判断した。
３．２．２　管路内滞留水の凍結メカニズム

　観察に基づく凍結メカニズムを図－13に示す。実験
期間中、開放された管の両端あるいは上方の空間に水
が移動し、その後凍結して氷が生成されるというサイ
クルを繰り返した。このことから、管路内滞留水が全
て凍結しても、光ケーブルにはその凍結による圧力が
作用しにくいと考えられる。

図－13　凍結メカニズム

図－12　凍結による体積膨張変位

４．まとめと現場への普及に向けて

４．１　まとめ

　今回の実験は、暴露試験で行っており、管路内滞留
水を満水にしたり90度の屈曲部を設けるなど、より厳
しい条件を設定して実験を行った。その実験結果から
は、通信障害は確認されなかった。
　今回観察した凍結メカニズムや、ケーブルへの影響
がみられなかった結果を踏まえると、管路内滞水が凍
結したとしても、水が移動できる開放された空間があ
る状況下であれば、光ケーブルには大きな圧縮・引張
力は作用しないと考えられる。そのため、上述のよう
な空間がある状況下であれば、寒冷地においても浅層
埋設が実施できる可能性があることを明らかにできた
と考えている。

４．２　現場への普及と今後の課題

　本研究成果の現場の活用例を紹介する。2017年度
に、北海道内の自治体（千歳市）で自らが管理する水
道施設用の埋設ケーブル（電源・制御・通信）の更新
工事の低コスト化を検討しており、本実験結果も紹介
したところ、浅層埋設を採用し設計・工事が行われる
こととなった。この工事は2017年末に完成し、管路の
埋設深さは図－14及び写真－2に示すように、従来の
考え方より最大で60cm浅い位置となった。浅層埋設
をすることで、延長約800mのこの事例では、掘削、
管路・ケーブル敷設、復旧まで含めた総事業費で試算
し、およそ15％の施工費削減が期待される。当研究所
では施工後の状況調査として、管路内温度や凍上量の
測定等を行っているところである。
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ja/material/documents/cc080912a.pdf（2018年4
月4日確認）

　最後に、今後の課題について述べる。本報告で行っ
た実験は、光ケーブルの新材10［m］を用いた1週間
の限られた期間で実施したため、敷設延長が長距離と
なった場合や、施工時の傷や製品の不良などケーブル
に損傷があったりケーブルが老朽化した場合に、凍結
がどのような影響を及ぼすかは確認できていない。こ
れらの確認には、行政機関や電線管理者等の既存施設
や浅層埋設の施工現場における調査が必要である。今
後、当研究所においても、関係者とともに現場の調査
を行い知見を蓄積することで、課題解決の一助となる
研究を進めていきたい。

！

図－14　電線管敷設断面図（千歳市からの　　

　資料提供をもとに著者ら作成）

写真－2　自治体管理施設における浅層埋設の

　　 施工状況（資料提供：千歳市）
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