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函館新外環状道路の設備設計について
－コスト縮減に向けた設計の取り組み－
函館開発建設部 施設整備課 ○上田 晃
木村 和久
谷 浩之

北海道開発局で整備を行っている高規格幹線道路や地域高規格道路においては、維持管理及び利用
者への情報提供のための電気通信設備を道路設計要領に基づき設置しているところである。
しかしながら、近年は整備にあたり一層のコスト縮減を求められており、本年度施工の函館新外環
状道路においても設備数の縮減や設置の取りやめなどで要請に応えている。
本発表ではその事例についてコスト縮減に主眼をおいて紹介するものである。
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１．はじめに

２．電気通信設備の見直し

函館新外環状道路は北海道函館市の市街地外郭を廻る
地域高規格道路として平成19年度から事業が開始され、
函館市街地の渋滞緩和や函館空港から周辺地域へのアク
セス向上等、様々な効果が期待されている延長約10kmの
道路である。
平成26年度には函館IC～赤川ICの約2.4km区間が整備
供用済みとなっており、令和２年度末には赤川IC～函館
空港ICまでの約7.6kmを供用する予定となっている。
（図1）

今回の設備再検討は、明かり部の電気通信設備を中心
に配置の見直しを行っており、それらの設備概要と検討
内容について紹介する。
(1)CCTVカメラ設備
道路状況を映像で監視するための設備である。
映像は開発局自営の光ネットワークにて配信され、当該
路線の管理担当事務所・建設部のみならず、開発局内お
よび地方公共団体や警察等の関係機関にも映像を提供し
ている。
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図１ 函館新外環状道路の位置
高規格道路の電気通信設備の設計については、「道路
設計要領(第５集)」(以下「道路設計要領」)に基づき行
われており、本路線は平成22年度の予備設計をスタート
に、工事発注に向けた詳細設計を適宜行っている。
この詳細設計の過程で、コスト縮減を目的とした設備
配置の再検討を行っており、本論文ではその検討事例に
ついて紹介する。

写真 1 CCTV カメラ装置の設置例
従前はポールに専用の鋼管柱を用いる場合もあったが、
近年では写真1の例のように材料が安価で施工性が良い
コンクリートポール(電柱)を利用するケースが主流とな
っている。
これらCCTVカメラの設置場所の選定方法については、
道路設計要領に以下のような記載がある。
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図2に示すとおり、日吉ICはインター入口情報板(BL型)
とゲート情報板(CL型)相互の距離が短い配置となってい
る。北側は切土部となっており、南側の盛土部周辺にも
家屋はない。また分岐路も山間部に至る通り抜けできな
い道路であるため、BL型通過後～ゲートの間で車両が合
流する頻度は低く、BL型がCL型を兼ねるとしても道路管
理上は支障が無いと判断し、CL型を縮減することとした。

ＣＣＴＶ設備は次の場所に設置することを検討する。
(1) トンネル防災監視用ＣＣＴＶ設備
(2) 道路状況監視用ＣＣＴＶ設備
(3) 気象把握用ＣＣＴＶ設備
(4) その他
(道路設計要領 第9章1.4項)

予備設計段階では全線を映像監視できるように配置検
討を行っていたが、詳細設計を行う段階で道路を管理す
る上で重要な場所のみを監視するように配置の見直しを
行った。場所の選定は、道路設計要領第9章1.4項にある
記載を参考にして以下のような選定とした。
1)見晴トンネル(坑口)の監視(2台)
2)IC部のゲート開閉の確認(3台)
3)道路線形の悪い場所の監視(1台)
その結果、予備設計段階では10台配置の計画であった
が6台の配置となり、4台の縮減を行っている。
(2)道路情報設備
LED表示板にて通行車両に高規格道路利用に関わる道
路情報を提供する設備である。ジャンクション部(JL型)、
インター流出部（AL型）、インター入口部(BL型)、ゲー
ト部(CL型)に設置され、基本的に有線通信により道路を
管理している管理ステーション等から遠隔で表示内容を
操作することができる。
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図2 日吉ICの情報板配置
さらに道路情報板については柱の形状についても見直
しを行っている。従前はF型柱が一般的であったが、今
回は一部の情報板についてF型より軽量で小型のI型支柱
を採用している。(写真3)

ゲート部(CL 型)

写真2 道路情報板の設置例
このうち、道路利用者に対して通行止めなどあらかじ
め本線上の道路状況等を提供する目的で設置されている
ゲート部情報板(CL型)の設置場所については、道路設計
要領に以下のような記載がある。
ゲート情報板は、インターチェンジゲートの手前に設置することを原則
とする。
設置にあたっては、インター入口情報板で兼用できないかなどにつ
いて充分検討すること。（道路設計要領 第11章4.3）

そこで予備設計段階ではAL型3面、BL型4面、CL型4面
の合計11面が予定されていたが、詳細設計の段階で、日
吉ICのBL型情報板とCL型情報板の兼用についての検討を
行った。

写真3 I型支柱の設置例
I型支柱は従来のF型支柱と比較して価格を安価にでき
るだけではなく、基礎の寸法縮小と無筋基礎にすること
ができるため、基礎にかかる費用も下げることができる。
また、F型柱の建柱には大型クレーンが必要であった
が、I型柱は軽量小型であるため、積載型トラッククレ
ーン車による建柱が可能となっている。これらの施工性
の良さは、他工事と現場が輻輳しやすい高規格道路工事
においてはメリットがあり、整備費の縮減だけではなく、
施工管理の面においても利点があると言える。
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(3)明かり部非常電話機
事故や故障などが発生した場合に、道路管理者と直接
通話ができる設備である。写真4のように安全に通話で
きるように路肩に通話スペースがある架台と共に設置さ
れることが一般的である。

ションに収集された後、更に上位の道路交通管理室に送
信される。
また、通行車両に情報提供を行うため、観測装置の近
傍に気象表示板が併設される場合もある。(写真5)

非常電話機

架台

気象観測設備

気象情報板

写真5 気象観測設備と気象情報板の設置例
写真4 非常電話機の設置例
明かり部非常電話機の配置については、道路設計要領
に以下のような記載がある。

気象観測設備の設置については道路設計要領に以
下のような記載がある。
設置場所の選定にあたっては、現地の気象条件及び道路

一般明り部非常電話機設置の要否については、周辺状況等（携帯

気象テレメータ（一般国道）、気象庁アメダス等の他気

電話サービスエリア等）により判断するものとし・・（略）

象観測設備の設置状況を勘案した配置とする（設置間隔

（道路設計要領 第7章2.2）

は概ね10～20km間隔とする）。

今回の延伸区間について、大手携帯電話会社3社のサ
ービスエリアについて確認を行った結果、3社とも全線
がサービスエリア内に入っていることが確認された。
(図3)。

（道路設計要領第5集第14集1.5）

予備設計では長大橋（東山大橋）の周辺に設置が予定
されていたが、周辺設備を調べたところ、設置予定箇所
から約7km離れた地点に函館地方気象台(気象庁)のアメ
ダス観測所があり、10～12km圏内には既設観測所もある
ことも確認できた(図4)これらの既存観測所のデータを
参照することにより道路管理は可能と判断し、気象観測
設備を縮減した。

青線が当該路線区間。
赤色部分はサービスエリア
の範囲。

縮減

図3 大手携帯電話会社のサービスエリア図
このことから、明かり部の非常電話機は縮減しても支
障は生じないとして、当初計画されていた10台の非常電
話機全数を縮減した。ただし、上記の要否はトンネル内
非常電話には適用されないため、見晴トンネル内の非常
電話については、予備設計から変更は行っていない。
図4 気象観測設備と周辺設備
(4)気象観測設備
道路管理者および通行車両へ気象情報を提供するため
の観測設備である。「雨量」「気温」「風向・風速」
「路温」「視程」「積雪深」などを観測する。5分間隔
で観測されたデータは有線通信設備にて函館管理ステー

(5)有線設備(メタル通信ケーブル)
予備設計段階においてメタル通信ケーブルを利用する
設備は、「明かり部非常電話」「遠方監視設備」「可変
速度規制標識」となっていたが、警察で整備する可変速
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度規制標識が無線制御方式となり、前述のとおり明かり
部非常電話機も縮減となったため、メタル通信ケーブル
を利用するのは、明かり部の分電盤の停電など受電箇所
の状態を監視する遠方監視設備のみとなった。
分電盤

分電盤

遠方監視装置

遠方監視装置
光通信装置

メタルケーブル
光ケーブル

メタルケーブル
光ケーブル

図5 メタルケーブル利用設備の光回線化

また、設備の縮減に伴い毎年の点検費用の縮減も可能
となる。(表2)
表2 点検費の縮減概算
対象設備

点検単価 削減台数

CCTVカメラ設備

16,400

道路情報設備
非常電話設備

金額
(円)

諸経費等
(円)

-4

-65,600

17,100

-2

-34,200

5,000

-10

-50,000 -213,000

気象観測設備（観測設備）

15,000

-1

-15,000

気象観測設備（気象表示板）

17,100

-1

-17,100

合計
(円)

-394,900

これについても単純に縮減数×単価で計算した場合、
年間約400千円の点検縮減となり、更に設備数の縮減に
より障害発生頻度も少なくなることから、修理費用の縮
減も期待できる。

本路線は遠方監視設備が5箇所しかないため、これら
を光ケーブル通信方式に変更することにより、メタル通
信ケーブルを全廃することが可能となった。(図5)
遠方監視設備を光ケーブル通信方式とするにはL2SWや
４．あとがき
音声IP化装置等の追加設備が必要となるが、メタル通信
ケーブル敷設費と比べると全体的にはコスト縮減となる。
これまで述べてきたとおり、管理レベルの確保を考慮
また、一般的に光ケーブルはメタル通信ケーブルより長
にいれて行った設備再検討によるコスト縮減は、一定の
寿命であるため、維持管理面でも効果的と言える。
効果が得られたと考えられる。
今回のような設備見直しは、整備時のイニシャルコスト
に限らず供用後の点検・修繕等のランニングコストの縮
３．縮減効果
減、更には施工性の向上による施工管理など副次的なメ
これら設備の見直しによるコスト縮減額の概算は表1
リットも期待できる。
のとおりとなる。
一方で、再検討による図面・数量等の工事発注資料の
表1 コスト縮減額
修正作業が多々発生し、工事発注に至るまで多くの労力
削減額
を割かねばならなかったことや、設計費用が増加したこ
分類
端末機器
単位 増減数 (減数×単価)
備考
(千円)
とは課題点である。
気象観測設備
台
-1
-18,000
気象観測設備
気象情報板
面
-2
-80,000
また、修正は設計のミスや齟齬が生じやすく、設計成
CCTV設備
台
-4
-18,000
CCTV設備
CCTV設備用照明
基
-8
-3,200
果品質の低下を招きやすい。更には設計資料が多数発生
AL情報板
面
0
0
道路情報設備
BL情報板
面
0
0
するため、資料の管理も複雑になるという弊害も生じる。
CL情報板
面
-2
-20,000
非常電話設備
明かり部非常電話
台
-10
-10,000
最適な設備設計とするには、適宜設計の見直しを行う
メタル通信ケーブル
式
-1
-10,000
合計(税抜き)
-159,200
ことが望ましいが、時期と内容によっては人的負担が大
きくなるというリスクを伴う場合もあるため、計画的に
行うことが望ましい。
予備設計段階と現在では機器仕様や単価の変動もある
高規格道路の電気通信設備は、それぞれの道路特性や
が、単純に予備設計段階の単価×縮減数で計算した場合、
周辺条件などにより変化するため、本論文で述べたよう
約159,200千円のコスト縮減となった。
な縮減事例が他の高規格道路でも適用出来ると限らない
が、高規格道路における電気通信設計に挑む際の参考と
なれば幸いである。
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