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道路管理用電気通信設備の縮減事例について
帯広開発建設部
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近年、道路部門において維持管理のコスト縮減の取り組みが行われ、帯広開発建設部でも道路情報
表示設備及び道路気象観測設備の縮減を進めている。また、電気通信部門の取組みとして、多重無線
設備の縮減やそれに代わる通信網整備として、光ケーブルを使用した効率的な通信網の整備提案を行
っている。本発表は、各種設備の縮減事例及び電気通信部門が独自に提案した通信網の整備の事例を
紹介するものである。
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1. はじめに
近年、各部門（特に道路部門）での維持管理費の縮減
が求められている。過年度の検討結果によると、今後、
年間約100億円程度の維持費用が必要となると試算され
ている。
過去の高度経済成長期に建設した各種インフラ（橋梁、
トンネルなど）が老朽化に伴い一斉に寿命を迎えるとい
う話は、開発局ホームページでも掲載されるほど身近な
話題となっており、平成26年4月1日時点で老朽化対策が
必要な橋梁は約1,700橋、トンネルは約70トンネルとな
っていた。国道に設置されている電気通信設備も、いず
れは更新時期を迎える。これらの更新、維持管理費用を
考えれば電気通信設備の維持管理に使える費用は今まで
以上に少なくなる。このため設備の縮減は必須の課題と
なっている。
本発表は、道路部門で精査した道路情報表示設備
（写真-1）及び道路気象観測設備（写真-2）の縮減、さ
らに電気通信部門から独自に提案した多重無線設備
（写真-3）の縮減の事例を紹介する。

写真-1 道路情報表示設備

写真-2 道路気象観測設備

写真-3 多重無線設備
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R2年度 狩勝峠、新内、上白愛、三股、石山、
並木通（縮減対象の並木道を老朽化した上
豊似1へ移設しコスト縮減）、生花、長節
R3年度 西帯広(下)、札内(上)、里見が丘１ 、
上士幌町東、福平、郊南１
縮減する情報板の位置を以下の図に示す。（図-1）

2. 管内道路電気通信設備の縮減計画
帯広開発建設部管内の道路関係電気通信設備の設置数
は、以下のとおりである。
【Ｈ３０．３．３１】
道路情報表示設備
： ５２面
道路気象観測設備
： ３６箇所
多重無線設備
： ２１箇所
このうち、道路情報板と道路気象観測設備の撤去
予定は、以下のとおりである。
【Ｈ３０，Ｒ１，Ｒ２年度撤去分】
道路情報表示設備
：
９面
（内、移設１面）
※縮減対象箇所の設備を老朽化した箇所へ移設する。
道路気象観測設備
： １２箇所
【Ｒ３年度撤去分（予定）】
道路情報表示設備
：
６面
道路気象観測設備
：
５箇所

黄色：道路情報板
青色：津波情報板

3. 縮減対象箇所
（１） 道路情報表示設備
（以下、道路情報板と記す）
１）縮減方針
道路部門の縮減方針によれば、
・大きな交差点が無く、同一進行方向に複数箇所があ
る場合は廃止する。
・通行止め情報などを出す機会が極端に少ないと想定
される、帯広市街方向に向かう道路情報板は廃止
する。
・津波浸水想定区域内の道路情報板は避難情報発信の
ため存置する。
・縮減の対象外となる道路情報板の更新は、更新時に
安価となる道路情報板の小型化を検討する。
（写真-4）

並木通情報板を
撤去し、老朽化
した上豊似１情
報板へ移設。

図-1 縮減する情報板の位置
（２）道路気象観測設備
１）縮減方針
道路部門の縮減方針によれば、
・気象台がアメダスを設置している地点近傍は廃止す
る。
・一般国道と高規格など、並行路線で近傍に設置され
ている 箇所は一般国道設置分を廃止する。
・路温計のみの箇所など、利用頻度の少ないものは廃
止する。
・峠部、通行規制基準に使用している箇所は存続する。
２）縮減箇所
H30年度
忠類（縮減対象の忠類を雪崩災害で被災
した野塚峠へ移設しコスト縮減）、早ヶ
瀬、野塚２
R2年度
北新得、幌加、狩勝峠頂上、日勝９合目、
新内、 陸別、足寄道路、士幌東、勇足
R3年度
帯広道路、浦幌道路、中札内、豊似、
広尾道路

写真-4 道路情報板の小型化
２）縮減箇所
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の縮減が可能となる。
以上のように、道路情報板の例では、比較的新しい並
木通を老朽化した上豊似1へ移設し、道路気象観測設備
（４）光ネットワークの回線冗長化
の例では、災害で被災した忠類を野塚峠に移設した。今
現在、カメラ画像を伝送している光回線は支線と言わ
後も縮減対象の設備を老朽化した箇所へ移設することで、
れる光ネットワークで三国峠無線中継所から国道273号
コスト縮減につながる。
線経由で上士幌町まで、そこから国道241号及び国道242
号線を経由して足寄道路事務所まで伝送するルートとな
（３）多重無線設備
っている。三国峠無線中継所から足寄道路事務所までの
１）縮減方針
光回線系統図を以下に示す。（図-3）
・光ケーブルの整備以前に多重無線回線を使用して
ＣＣＴＶ画像または道路気象観測設備の観測デー
タなどを伝送していたが、光ケーブル整備により
三国峠無線中継所
足寄道路事務所
光回線での伝送が可能となったこと。また伝送し
ているデータの内容を判断して検討する。
２）縮減箇所
国道273号線の三国峠方面（図-2）
三国トンネル

図-3 三国峠方面光回線系統図
▲：多重無線中継所

足寄道路事務所

至る 帯広

図-2 三国峠方面多重無線回線系統図

しかし、三国トンネルは建設部境界にあるトンネルで
あり、旭川開建側には光ケーブルがなかった。このため
支線による迂回は出来ない。現在、光回線はこの1ルー
トしかなく工事等で伝送路途中の光ケーブルを一時切断
した場合などは迂回ルートがないため映像は断となる。
しかし、先ほどのデータは、トンネル事故等の際に重
要なデータであることから、切断による停止を極力避け
たい。そこで各開発建設部本部間を結ぶ光ネットワーク
として整備されている幹線ネットワークの一部を使用し、
隣接開発建設部を経由するネットワークを構築すること
による冗長化を検討した。これが実現すれば、光回線の
複数ルートが構築でき、工事などで光ケーブルを切断し
たとしても迂回ルートによりデータが足寄道路事務所ま
で伝送されることになる。
データ迂回のイメージを以下に示す。（図-4）

三国トンネルは旭川開建との境界に位置し、近傍には
三国峠無線中継所があり、この間は光ケーブルによりデ
ータ伝送している。また、トンネルを管理する足寄道路
事務所は図-2の右下にあり、この間は３つの多重無線中
継所（温泉山、上士幌、月見台）を経由し、現在、以下
の三国トンネル非常警報データを伝送している。
旭川開建
網走開建
① 三国トンネル非常警報装置の通信回線
② 三国トンネル非常電話回線
このほか国道273号の三国峠は路面状況などを監視す
るためにＣＣＴＶカメラを多数設置し道路の維持管理に
活用されているが、これらの画像について、光ケーブル
三国トンネル
整備以前は三国峠無線中継所に集められ、そこから多重
無線回線を経由して足寄道路事務所に伝送されていた。
その後、国道上に情報ボックスが整備され、光ケーブル
釧路開建
足寄道路事務所
が敷設されたことで、より高品質な画像をリアルタイム
に伝送できる光回線による伝送方式となっている。また、
図-4 光ネットワーク迂回イメージ図（冗長化）
多重無線設備の縮減のために上記の①、②を光回線に移
行することを計画した。これにより、図-2に示した三国
通常、三国トンネルから足寄道路事務所までの伝送ル
峠無線中継所と温泉山無線中継所の２箇所の多重無線局
ートは青色であるが、機器の障害、光ケーブルの断線等
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縮減の可否について判断可能であるが、多重無線設備に
ついては電気通信部門が縮減の可能性について検討し、
道路部門に対して積極的に提案を行う必要がある。帯広
開発建設部管内でも、今回の三国峠方面に限らず他の方
面についても縮減が可能かどうか検討して行きたい。
4. 設備縮減の効果
また、多重無線設備に限らず他の設備についても検討
の必要がある。例えば道路部門では、各道路維持事業所
（１）道路情報板
が廃止され除雪ステーション等となった。この結果、職
管内の 52 箇所を令和 3 年度までに 38 箇所とす
員の常駐がなくなり、委託業者が必要に応じて各設備を
ることで、1 面あたり約 20,000 千円の更新費用、
使用している。これらの施設にある電気通信設備は、職
それに加えて点検費、電気代等の費用を約 27％
員が常駐していた時代の規模のまま残っているところが
縮減する。
多く、設置から相当数の経年により老朽化が進んでいる。
このような設備は更新に際し規模の見直しが可能であ
（２）道路気象観測設備
る。例えば電気設備では、以前よりも必要な電気の使用
管内の 36 箇所を令和 3 年度までに 19 箇所とす
ることで、1 箇所あたり約 20,000 千円の更新費用、 料が減っており、高圧受電を低圧受電に変更可能となる。
これに伴い更新費用は安価となる。また非常用発電設備
それに加えて点検費、電気代等の費用を約 50％
の容量も下げることが出来るため、点検等の費用及び更
縮減する。
新時の費用及びその後の点検費用をさらに縮減すること
が可能となる。
（３）多重無線設備
通信設備では、多重無線設備をより簡易な無線設備で
縮減可能となった 2 局の更新を取りやめること
あるＦＷＡ無線設備とすることで、更新のコスト縮減を
で、48,000 千円／局×2=96,000 千円の更新費用、
図るなどが考えられる。もちろん最初から縮減ありきで
それに加えて点検費、電気代等の費用を約 5％縮
はなく、実現に向けては各部門との綿密な打ち合わせな
減する。
ど、総合的な判断が必要なことは言うまでもない。
今回紹介した事例は電気通信設備のコスト縮減の実現
5. 削減計画
に向けた１つの例ではあるが、これ以外にも実現可能な
例がないか検討する必要があると考える。
（１）道路情報板と道路気象観測設備
計画に従い、順次、削減を実施する。
（２）多重無線設備
来年度以降、三国峠及び温泉山無線中継所の設備
を撤去する。
により、この伝送路が途絶えた場合は建設部をまたぐ黄
色のルートに広域で迂回させるというものである。
これらを道路部門に提案し、光ケーブルを三国トンネ
ルから先に延ばして旭川開建に接続することとなった。

6. 今後の課題
（１）他部門との調整
来年度以降に実施する内容は、光ネットワー
クの迂回に必要な光伝送機器の設定であり、こ
れらについては他開建と、多重無線中継所の建
物の撤去については営繕部門と調整となる。
（２）公園協議
縮減を計画している多重無線中継所2箇所は大
雪山国立公園内に位置するため、今後は撤去に
向けた環境省との調整が必要となる。

7. まとめ
今回は、道路部門が役割を終えたと判断した道路情報
板及び道路気象観測設備を縮減する事例、それとは別に
電気通信部門独自の提案で、光回線の迂回が実現可能と
なる区間の多重無線設備の縮減計画を紹介した。道路情
報板や道路気象観測設備の道路付属設備は、道路部門で
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