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寒冷地域における電線類の
浅層埋設実現に向けた考察
―光ケーブル管路内滞留水の凍結実験より―
国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 ○大竹 まどか
岩田 圭佑
松田 泰明
電線類地中化の整備コスト削減のため全国的に埋設基準が緩和された。一方、寒冷地では管
路内滞留水の凍結膨張が通信性能に支障をきたすことを懸念し、未だ地盤の凍結深より深い位
置へ管路を埋設している。しかし、実際に支障が生じるのか否かは把握されていない。そこで
管路内滞留水の凍結に着目した実験を行い、凍結メカニズムや凍結による通信障害の有無を検
証した結果、寒冷地でも浅層埋設できる可能性があることを確認した。
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1．はじめに
(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もその無電柱化率は極めて低い
（図-1）。一方、北海道のような積雪寒冷地においては、
雪害による架空ケーブルの断線や、電柱類が除雪の支障
になるといった影響も受けている（写真-1）。冬期の停
電は命に関わる問題でもあり、そのため、スウェーデン
の電力会社においては、2005年および2007年冬期の暴風
災害による大規模停電を受けて、主に山間部における延
べ17,000km架空送電線の地中化事業を進めている例もあ
る5)。
電線共同溝事業に代表される電線類地中化の推進には、
高額な整備コストの削減が必須である。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2月に道路空間における埋設基準
を緩和した6)。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
や道路の機能障害に対する安全性に考慮し、地盤の凍結
深さより深い位置へ埋設している（図-2）。そのため、
基準が緩和されても寒冷地では浅く埋設できていない。
凍結深より深く埋設することで更に施工費を高くする原
因となっているが、実際には凍結深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
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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 1) - 3)に基づいて著者ら作成）

写真-1 暴風雪に伴う電柱の倒壊・電線の切断
（豊浦町ウェブページ 4)より引用）

る可能性がある。
そこで、当研究所のこれまでの研究で岩田ら7)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および関連事業者
へのヒアリング等を実施してきた。その結果、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。
そこで本研究では、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。

(2) 既往研究概要
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、岩田ら
8)
は、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
論文はこれらの検証を目的としている。

図-2 埋設深さの基準の比較
（黒：現行基準、赤：H28.2 通達、青：寒冷地）

図-4 滞留水の再現パターン
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図-3 管路内滞留水の課題と研究の位置づけ
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図-5 凍結による影響の検証イメージ

表-1 実験概要

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。
(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-2に示す。
(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。
a) 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9)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およ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。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出来ないため、出
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図-6 実験に用いた供試体のイメージ図
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図-7 光ケーブル断面イメージと測定箇所
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図-8 出光値（P1）及び受光値（P2）測定方法
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図-9 OTDR 装置による障害箇所の測定方法
表-2 回線損失規格値 Ps の算出式

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、反対方向には光終端器を設置し測定した。測定
は、供試体1･2とも一方向に1心分（SM200）を測定し、
※CC-Link IE コントローラネットワーク敷設マニュアルより（CC-Link 協会）
光ケーブルの通信障害や断線の有無を確認した。
光値P1の測定は事前に行った。
c) 管路内滞留水の凍結状況の観察
次に、受光値P2は、各供試体の光ケーブル両端に光源
凍結の状況は目視及びモニタカメラ3台で観測した。
出力機器および光源受光機器を取り付け、供試体を通過
モニタカメラによる観察位置は図-6のとおりであり、供
した際の光出力レベルを測定し、受光値P2[dBm]とした。 試体の両端に各1台と、供試体2の満水屈曲部において、
その上で、測定した出光値P1と受光値P2の差を、通信減
凍結の進行状況と体積膨張変位を観察した。また、ケー
衰量P[dB] （P=P1-P2）として算出した。
ブルにマーキングを施し、ケーブルの移動を目視で確認
②回線損失規格値
した。
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
3．結果と考察
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
(1) 結果
Ps（1.32[dB]）であれば、光ケーブルは性能を満たした
本実験では、実験期間の全日程で外気温 0 度以下を記
状態であると判断できる。
録した。結果は、供試体 1･2 いずれも管路内滞留水が 2
b) 障害箇所の把握方法
回全て凍結し、管路軸方向へ水の体積が 10%膨張してい
光源レベルの通信減衰量の測定だけでは、光ファイバ
る状況を確認した。
回線損失値(dB)
= 光ファイバケーブル伝送損失規格値(dB/km) × 光ファイバケーブル長(km) … ①
+ 接続損失値(dB/箇所) × 接続箇所数(箇所)
…②
+ アダプタ接続損失値(dB/箇所) × アダプタ接続箇所数(箇所) … ③
① 光ファイバケーブル伝送損失規格値(dB/km) ： 0.4
② 接続損失値(dB/箇所)
： 0.15
③ コネクタアダプタ接続損失値(dB/箇所)
： 0.5
※回線損失値（dB）=（0.4×0.05）+（0.15×2）+（0.5×2）= 1.32(dB)
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表-3 通信減衰量 P の測定結果
日付
開始時刻
終了時刻
P1(出光値）
P2最小値時刻
供
試
体
１

供
試
体
２

1日目
2017/1/23 12:26

2日目
2017/1/24 13:03

3日目
2017/1/25 13:01

4日目
2017/1/26 13:00

5日目
2017/1/27 13:00

6～7日目
2017/1/28 13:20

2017/1/24 13:03

2017/1/25 13:00

2017/1/26 13:00

2017/1/27 13:00

2017/1/28 13:21

2017/1/30 9:00

-3.540 dBm
2017/1/24 07:41

-3.540 dBm
2017/1/24 13:03

-3.540 dBm
2017/1/25 16:41

-3.540 dBm
2017/1/27 12:56

-3.540 dBm
2017/1/27 16:30

-3.540 dBm
2017/1/28 13:21

-3.393 dBm
-0.147 dB

-3.379 dBm
-0.161 dB

-3.362 dBm
-0.178 dB

-3.367 dBm
-0.173 dB

-3.372 dBm
-0.168 dB

P2最小値
P=P1-P2

-3.617 dBm
0.077 dB

外気温度

-12.9

管内温度
倉庫内温度

0.1
℃
-4.9
℃
2017/1/23 12:48

P2最小値時刻
P2最小値
P=P1-P2
外気温度
管内温度
倉庫内温度

℃

-5.4

℃

0.2
℃
0.0
℃
2017/1/25 09:38

-2.9

-3.574 dBm

-3.596 dBm

-3.595 dBm

0.034 dB
-1.0
℃

0.056 dB
-2.4
℃

0.055 dB
-2.2
℃

-1.0
-1.0

3.4
1.8

-0.4
4.7

1.6
2.8

1.2
3.0

℃
℃

℃
℃

膨張変位 [cm]
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写真-3 実験中の凍結状況
（1 月 28 日 供試体 2：満水）
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図-10 通信減衰量 P の測定結果例（供試体 1）
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図-11 凍結による体積膨張変位
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a) 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における通信減
衰量P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。
b) 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パルス波形は出ておらず、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。
c) 管路内滞留水の凍結状況の観察結果
実験中の凍結状況を写真-3に、凍結による体積膨張変
位を図-11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、管内表面から内部に向かって凍
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。
(2) 考察
a) 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（1.32[dB]）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、各計測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。

氷の層ができて表面に移動するた
め、凍結圧力が生じにくい。
目視ではあたかも表面から凍結し、
凍結圧力が生じるように見える。

・凍結していない水が拘束されていない空間へ移動
・実験供試体であれば、管口あるいは上方へ移動
水が移動し氷が生成
水

光ケーブル

写真-4 道内自治体管理施設における浅層埋設
光ケーブルの周りが最も
凍結しづらい状態

水が移動し
氷が生成

図-12 凍結メカニズム

b) 管路内滞留水の凍結メカニズムと凍結圧力
観察に基づく凍結メカニズムを図-12に示す。実験期
間中、開放された空間に水が移動し、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。氷は管に沿
って生成し、管内中心が最も凍結しづらい。このことか
ら、光ケーブルには管路内滞留水の凍結による圧力が作
用しにくいと考えられる。

(2) 今後に向けて
本実験は、光ケーブルの新材10[m]を用いた1週間の限
られた期間での実験であり、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。今後、現場施工
箇所において、凍結の状況の調査や温度計測等を行うこ
とで、寒冷地における浅層埋設が可能な条件の検証を深
め、浅層埋設普及に向けた関連マニュアルや通達等の改
定への一助となるよう、研究を進めていきたい。
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