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我が国の沿道には多くの電線電柱が存在し，景観の魅力を低下させ，観光振興にも影響を与えている．
さらに，近年の通信需要への対応により通信線が増加し，新たな電柱も設置され，さらなる景観悪化を招
いている．特に自然域や田園域など，開放的な沿道景観ではその影響は大きい．しかし，高額な整備コス
トなどから，市街地以外での無電柱化事業の事例は極めて少ない．一方，通信線は配電線に比べて無電柱
化のコストが安く，地上機器も必要ないことから整備のハードルは相対的に低い．
本稿では，現在増加している通信線を対象に，ルーラルエリアにおける景観への影響や，通信線のみを
埋設する単独埋設の有効性について考察し，この手法に一定の効果があることや，大幅なコスト縮減の可
能性があること，さらに効果的な対策箇所選定の考え方などを示した．
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1.

はじめに

(1) 研究の背景
a) 無電柱化の現状と最近の動向
主な交通路である道路からの景観は，地域の印象に大
きく影響する．しかし，沿道には多くの電線電柱類が設
置され，地域の景観を大きく損なっている．また，この
ことは同時に防災や交通安全など様々な面で道路機能の
低下をもたらしている．そのため，1986年より建設省
（現国土交通省）では，中心市街地や都市部の幹線道路
を中心とした電線共同溝事業1)に代表される電線類[1]の
地中化事業を徐々に行ってきた．
しかしながら，地中化整備の進捗度は低く，依然とし
て我が国の沿道には多くの電線電柱類が存在し，先進諸
外国のみならず近年はアジア諸国と比較しても大きく後
れをとっている状況にある（図-1）．一方，近年の大規
模災害による防災意識の向上のほか，インバウンド観光
の増大に象徴される観光立国に向けての取り組みなど，
我が国における無電柱化に対する社会ニーズは高まって
いる．
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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 2)-4)に基づいて筆者作成）

このような状況から，国土交通省では遅れている無電
柱化の取り組みを大幅に加速させるため，経済産業省や
総務省とも連携して「無電柱化低コスト手法技術検討委
員会」を平成26年9月に設置し，電線類の埋設仕様（設
置深さやケーブル同士の離隔距離など）に関する基準の
見直し5)を進めて，これまでよりも低コストでの地中化
を可能とするなどの取り組みがなされている．また，平
成25年6月の道路法の一部改正に伴い，国土交通省では
平成28年4月から，緊急輸送路のうち直轄国道にあたる
約20,000kmで電柱の新設を禁止する措置を行っている6)．
b) ルーラルエリアの無電柱化
このように電線共同溝事業が進められてきた市街地と
比較し，田園域や自然域（以下，本稿ではルーラルエリ
アと呼ぶ）などでは，電力需要密度の低さなどから電線
共同溝事業の対象となりにくいこともあり，電線類地中
化が行われた事例は数少ない．一方，電線共同溝事業で
あれば道路管理者だけでなく，電力・通信事業者の事業
費負担があり，地元自治体などの負担が大幅に少なくな
るが，自治体などの要請による地中化の場合は，原則と
して全額要請者の負担となるため，広大なルーラルエリ
アにおける電線類地中化は現状の制度や枠組み，整備コ
ストでは極めて難しい．
しかし，沿道施設の少ないルーラルエリア，特に道路
の背景に開放的な景観やランドマークとなるような魅力
的な景観を有する区間では，その他の人工施設が少ない
こともあり，むしろ市街地よりも電線電柱類が地域に与
える影響は大きいものとなる（写真-1）．言い換えると，
電線類の地中化による景観改善効果が大きく期待できる
といえる．実際，近年では観光振興等を目的として，自
治体自らが高額な費用負担をしてでもルーラルエリアで
の電線類地中化に取り組む例もある（写真-2）．したが
って,このような地域においても電線電柱類の景観対策
ニーズは潜在的に高いといえる．
c) ルーラルエリアでの通信線の単独埋設の可能性
このような状況の中，近年の増大する通信需要への対
応により通信線の多線化が進むとともに，ルーラルエリ
アにおいて電線電柱類が景観に与える影響はますます大
きくなっている（写真-1 上, 写真-3）．
そこで，あらためて実際の沿道景観をみてみると，通
信線のみの地中化でも一定の景観改善効果が期待できる
路線や区間が存在することがわかる（写真-4）．また，
通信線は配電線に比べて地中化に伴う地上機器の設置の
必要もないため，配電線よりも地中化のハードルは低い
と考えられる．
以上をふまえると，今後も既存の地中化事業の対象と
はなりにくいルーラルエリアにおいて，少しでも地中化
を進めるための方策として，路線や区間によっては通信
線のみの単独埋設の有効性も高いと考えられる．

写真-1 電線電柱類が景観に与える影響の比較
（上：実際の写真，下：フォトモンタージュ）

地中化実施箇所
写真-2 自治体独自の費用負担により電線類の地
中化が行われた事例

写真-3 ルーラルエリアでの通信線の多線化の事例

(2) 既往研究
著者らはこれまで，電線類地中化の対象となりにくい
ルーラルエリアを対象として，電線電柱類が景観へ与え
る影響や景観対策のニーズに関して調査研究を行い，電
線電柱類のセットバックや片寄・集約，路傍植栽の活用
など，沿道環境にあわせた景観向上策を提案してきた7)．

一方，その他の電線電柱類の景観対策に関する既往研
究として，例えば小山ら8)，石田ら9)，大石ら10)などの研
究はあるものの，いずれの研究も主に市街地や伝統的建
造物群保存地区における無電柱化事業を対象としており，
本研究のようにルーラルエリアを主な対象とした電線電
柱類の景観対策に関する研究事例や，基準類や施工コス
トの分析にもとづく考察はほとんど確認できない．
本研究では，ルーラルエリアを対象とした無電柱化の
必要性を背景として，通信線の単独埋設の有効性につい
て，景観やコストの客観的分析に基づいた考察を行うと
ころに新規性がある．
(3) 研究手法と目的
以上をふまえ，本研究では通信線が景観に与える影響
や施工コストについて分析し，通信線の単独埋設に関す
る実現可能性について考察する．
はじめに，配電線との比較からみた通信線の景観への
影響について，関係機関へのヒアリング（表-1）および
電力・通信線の規格や施工基準に基づいて分析した．さ
らに，通信線の地中化整備コストや効果的な施工方法に
ついて，積算基準や国内外の施工事例に基づき考察した．
これらの成果により，地域の潜在ニーズがありながら
も，現状の制度や枠組み，整備コストでは整備が難しい
ルーラルエリアでの電線類地中化を推進する手法の一つ
として，単独埋設手法に一定の効果があることや，ルー
ラルエリアでは大幅なコスト縮減の可能性があること，
さらに効果的な対策箇所選定の考え方などを示すことを
目的としている．なお，主に北海道での調査事例をもと
にしているが，本研究は広く国内のルーラルエリアで参
考となるものと考えている．

写真-4 単独で設置されていた通信線を撤去し
良好な視点場を創出した事例
表-1 ヒアリング対象と内容
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2015.9.1
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・欧⽶の単独埋設による地中化実施⽅法

協Ｎ
[4] 会 Ｐ

北海道⽀部

[5]

ヒアリング内容
・⾃治体独⾃で地中化および景観対策を実施している理由
・地中化および景観対策の⽬的と事業者との連携⽅法
・地中化事業の施⼯コスト内訳（⼟⽊・電⼒・通信）

・架空線，共同溝，浅層埋設に関する寒冷地特有の課題
・地中化の施⼯や維持管理の現場作業の効率性

このほかにも，配電線と違い通信線は，戸別や事業者
毎に配線されているため既存のケーブルを撤去・集約で
2. 通信線の景観への影響に関する調査分析
きないこと，またメタルケーブルと光ケーブルでは受信
者の利用機器類の仕様が異なり互換性がないことも，既
(1) 調査概要
存の通信線がそのまま存置され，配電線に比べて不可逆
はじめに，配電線との比較からみた通信線の景観への
的に通信線が増加する要因である．このことは通信事業
影響について分析を行う．このため，北海道のルーラル
者にとっても近年大きな負担となっている11)．
エリアにおける主要道路沿線での現地調査，電力・通信
関連事業者などを対象とした表-1に示すヒアリング調査， b) 通信線のケーブルの太さとたるみの影響
表-2に，各ケーブルメーカーのカタログとJIS規格を参
および国内外の電線類地中化に関する資料の収集などを
行った．調査により把握した主な結果を以下に整理する． 照し，主な配電線・通信線の太さおよび質量を示す．近
年はメタルケーブル（銅線）に比べて通信容量が大きく，
外径や質量も相対的に小さな光ケーブルの設置が増えて
(2) 調査結果
いるものの，前述のa) で述べたとおり，既存のメタル
a) 通信線の本数増加の影響
ケーブルを光ケーブルには転換が出来ないため，既存の
図-2に示したとおり，新たな光ケーブル網やバックア
太いメタルの通信ケーブルもそのまま存置される．また，
ップ線の整備，通信会社の参入や行政機関の管理用通信
一般的に通信ケーブルは配電ケーブルに比べて架空配線
線などの整備によって，近年通信線の多線化が進んでい
の際の引っ張りに弱いため，たるませて設置されやすい．
ることを確認した．

そのため，これを防ぐ目的で単独または複数の通信線
に結束ワイヤーをらせん状に巻き付けてこの中に支持用
のケーブルを通したり（図-3 上），自己支持型ケーブ
ルと呼ばれる光ファイバーに支持線を一体化したケーブ
ル（図-3 下）を用いて通信線のたるみを低減すること
などが一般的に必要とされている．なお，このような支
持ケーブルを用いても配電線よりも許容張力は大幅に小
さく，一般に使用される最大容量の通信と配電のケーブ
ルを比較すると，低圧配電線比で概ね1/5程度，高圧比
で1/7倍程度となっている．このため配電線と比較して
目立ちやすく，これらのことも一因となり，結果として
配電線と比べて景観への影響が大きいものとなっていた
（写真-5, 6）．
c) 通信柱の新設および追加建柱の影響

▼かつての配電線と通信線

▼現在の配電線と通信線

図-2 通信線・通信柱の増加とその要因の概念図

前述のa)で述べた通信ケーブルの多線化などで重量が
増した結果，増設された通信線を既存の配電柱に添架出
来ず，通信線を支えるための新たな通信柱が建柱される
など，ルーラルエリアにおいても以前より通信柱が相当
数増加していることを確認した．また，このような追加
建柱区間では，これまでより不規則な電線電柱の配置と
なり，より景観を阻害する要因となっている（写真-7）．
このように通信線の増加とともに通信柱も増加し，地域
の景観に与える影響は以前にも増して大きくなっている．
d) 架空配線の設置位置の低さの影響
一般に通信線は配電線に比べて低い位置に設置される
（図-4, 表-3）．このため視界に入りやすく，特に通信
線が道路を横断する場合にはケーブルが相対的に太いこ

表-2 主な架空配電・通信ケーブルの規格（各ケーブル
メーカーカタログを基に筆者作成）

写真-5 配電線（上）に比べて太くみえる通信線（下）

12)

図-3 通信ケーブルの支持構造（文献 を基に筆者作成）

写真-6 通信線の荷重を支えるワイヤー類の状況

とや，たるませて設置されやすいことから，配電線の架
空横断に比べて道路景観への影響が大きくなる（写真8）．また，沿道の樹木と通信線が接触することを避け

写真-7 配電線と比較し多く設置される通信線および
既存電柱の中間に新たに建柱された通信柱

図-4 道路上における通信線と配電線の配置イメージ
（表-3のグレー部を参照）

13), 14)

表-3 通信線と配電線の離隔距離等の基準（例）

るため，樹形を損なうような過剰な剪定が行われ，沿道
景観に影響を与えている事例も少なくない（写真-9）．
e) 通信線の道路両側配置の影響
「電柱等に関わる道路占用許可基準15)」等では，道路
交通や維持管理の面から，電線電柱類の道路敷地内での
占用を制限しており，これらの占用許可において，出来
るだけ片側へ集約することなどが示されている．しかし
ながら，配電線が片側にしかない区間においても，本来
この配電柱に添架されるべき通信線がその反対側にも単
独で設置されるケースも少なくなく，これも景観へ負の
影響を及ぼしていた（写真-10）．
この理由として，前述の本章 b)，d)で示したとおり，
通信線のケーブルの設置高さが低いため，片側に集約し
た際に必要となる横断通信線が通行車両の接触により断
線するリスクを危惧していることが，表-1に示す通信事
業者へのヒアリングで確認された．
また，許容張力が小さく長い距離の架空配線が難しい
ことに加え，ルーラルエリアの道路では排水や積雪への
配慮から平地部では盛土型の道路構造が多いことや，電
柱類の設置位置が道路から離れる傾向にあることも，通
信事業者が通信線の架空横断を避ける理由となっていた．
そのため，需要密度の低いルーラルエリアにおいても，
道路の両側に通信線を配線する場合が少なくないため
（写真-10），これが地域の景観に影響を与えている．

写真-9 通信線への接触を避けるため剪定された白樺

写真-8 道路上を架空横断する通信線（荷重を支える結
束ワイヤーが断線し部分的に弛んでいる）

写真-10 通信線のみ両側に配線されている事例

3．地中化の整備コストや施工性からみた通信線の
単独埋設の有効性
地中化の施工コスト縮減の可能性や通信線の単独埋設
の有効性について考察するため，本章では2章(1)の調査
内容に加えて，以下の調査を行った．[1]ルーラルエリ
アでの要請者負担（自治体の例）による電線地中化事業
の事例調査と自治体へのヒアリング（表-1），[2]欧米諸
国での電線類の地中化の基準類の資料収集，[3]欧米諸
国の専用機械での効率的な施工方法に関する資料の収集，
[4]欧米の専用機械メーカーへのアンケート調査やヒア
リング（表-1），などを行った．

表-4 A町の事例に基づくルーラルエリアの施工費概算
⼯種

⼟
⽊
⼯
事

管
路
⼯
事

電
⼒

通
信

主な内訳

実際の施⼯内容

道路⼟⼯

掘削、埋戻し、
残⼟処理等

路盤⼯

⾞道路盤⼯

舗装⼯

⾞道アスファルト舗装⼯

道路付属施設⼯

ハンドホール⼯ (3カ所)
他

取壊⼯

舗装版取壊⼯

仮設⼯

路⾯覆⼯

経費

共通仮設費、管理費等

管路⼯
材料費
管路⼯
材料費

実際の施⼯ kmあたり
コスト概算 コスト概算

1,000

3,200

⾼強度波付管80mm
3条 ×約100ｍ
2条 ×約230m

390

1,200

RR-VE管 54mm
3条×約300m
他

420

1,400

(1) 現状の施工費の比較
管路ケーブル 新設 CVTケーブル
本⽀柱、腕⾦、
北海道A町のルーラルエリアでの観光振興を目的とし
コンクリート柱⼯事
スペーサー 等
た実際の電線類地中化事業（平成22年3月31日～6月17日）
引込み
引込線⼯事
変圧器設置
変圧器設置⼯事
における積算の主な内訳や種別に基づいて，1kmあたり
電線⼯事
⾼圧電線⼯事
の施工費を「土木工事」，「管路工事」，「ケーブル・
電線⼯事
低圧電線⼯事
【材料費】
各種設備工事」ごとに整理し，表-4の通り算出した．こ
CVT38 (300m)
電 ケーブル材料費
1,200
380
の地中化事業では，道路盛り土法面下の非舗装部320m
CVT60 (200m)
⼒
CVT22 (200m)
に，電力管路を2~3条，通信管路を3条埋設し，それぞれ
ケ
コンクリート柱 等
コンクリート柱
ケーブルを1~2条敷設している．ここでの算出は，実施
電線 等
⾼圧電線
ブ
電線 等
低圧電線
主体である地方公共団体の工事費積算内訳および，電
ル
電線 等
引込線
・
力・通信事業者（各1者）の算出費用に基づいている．
⼀式
配電⽤副資材
各
引込線、諸材料、等
その他物品
種
この事例では，「土木工事」「管路工事」については，
設
総係費、等
その他⼯費・経費
配電線，通信線ともに同様の施工条件であれば大きな差
備
管路ケーブル 新設 268m
⼯
引上ケーブル 新設 4カ所
は生じないが，「ケーブル・各種設備工事」では，施工
事
5カ所
配端⼦函 新設
コストに顕著な差が生じていた．
架空ケーブル
227ｍ/64m
撤去/移設
主な要因の1つは，まず管路へのケーブル敷設時の
1カ所/1カ所
電柱 撤去/新設
通 【材料費】
“ケーブル太さの違い”であった．電力高圧ケーブルを
90
300
信
CPEV0.9mm
地中埋設する場合，架空では3本別々に敷設しているケ
ケーブル材料費
30対 280ｍ
引込線、諸材料、等
その他物品
ーブルを，1つにより合わせたケーブルが主に用いられ
⽀線撤去
る．そのためケーブルが太くなり（表-5），施工に要す
ケーブル接続
その他⼯費・経費
設計費
る人工が大きくなる．一方で通信ケーブルの場合は，ケ
間接費 等
ーブル敷設の施工費は電力線と比較して少なかった．言
2,280
7,300
合 計
※実際のコスト ※実際のコスト
い換えれば，高圧の電力ケーブルは地中化仕様になると
2,366
7,393
“太く”“重く”なるが，通信ケーブルの場合は，地中
（単位：万円）
化でもケーブルは同じ規格であり，さらに支持線が不要
表-5 主な地中配電ケーブルの規格 （各ケーブルメーカ
ーカタログを基に筆者作成）
になるためむしろ“細く”“軽く”なるともいえる．そ
のため，工事費の観点からは，通信線の方が配電線と比
較して優位であると考えられる．
加えて，“設備の違い”である．この施工事例は架空
の変圧器の必要ない区間であったため，電力の地上変圧
機器（トランス）が設置されていないが，仮により長い
区間の場合には，地上変圧器の費用と設置費が加わるこ
とが想定される．
低コスト施工のネックにもなり得る．ただし，多数の事
一方，通信線の地中化事業では，配電線と比較してケ
業者が共同で利用できるコンパクトな共用フリーアクセ
ーブル本数も多いため，土木工事や管路工事においては

19)

ス管路(共用FA管)も存在し，既に共同溝事業等でも多く
の導入実績がある．また，光ケーブルを小径の管路に予
め挿入しておき，直接埋設するような工法も通信事業者
により導入が検討されている16)．このように，通信線の
ケーブルの数に対応した低コストな土木工事や管路工事
なども技術的に難しいことではない．
さらに，通信線の単独埋設において，後述の(3) で示
すとおり埋設専用の機械を用いた施工により今後施工コ
ストを大幅に抑えることができれば，新規に通信柱の建
柱を伴う架空配線の場合に比べても，大きな差がなくな
る可能性も考えられる．
(2) 諸外国での埋設基準と通信線の埋設方法
現在，我が国では地中化事業の際，配電線と通信線を
同時に埋設することが一般的であり，数少ないルーラル
エリアでの事業においても同様である．しかしながら，
欧州諸国では市街地での比較的規模の大きな地中化を除
き，一般的にそれぞれ事業者毎に単独で埋設工事が行わ
れている．その理由は国や地域により異なるものの，例
えば英国ロンドンでは，街路のガス灯と電力灯へ供給を
行うガス事業者と電力事業者が，競争において公平性が
担保されるように架空線が禁止された歴史的背景17)から，
単独埋設が一般的に行われていると考えられる．
そこで，欧州各国ではどのように事業者が単独で埋設
できるような基準や施工方法が採用されているかを把握
するため，基準類に関する資料の収集および施工方法に
関するヒアリング（表-1 [5]）を行った．

表-6 欧州各国と我が国の配電線地中化率

20)

図-5 デンマークの技術要領に示されている配線位置

（上：市街地等歩道がある道路下：農村部等の盛土道路）

a）基準例
デンマーク，ドイツ，イギリスでは，景観保護等の観
点からルーラルエリアでも地中化が一般的であり,通信
線のみならず電線類の地中化率も非常に高い（表-6）．
欧州諸国では，図-5と表-7に示したデンマークにおける
電線類地中化の配線位置と埋設基準のように，電力や通
信の事業者別に単独で埋設するために道路構造に合わせ
て事業者別に埋設位置や深さの基準が整備されている．
b）施工方法
スウェーデンでは増加する通信需要に対応するため，
マイクロトレンチ法が整備され，通信事業者が浅い位置
に(3)で述べるような施工機械を用いて埋設できるよう
に仕組みや基準を整えている18)．
一方，フランスでは景観保護の観点から市街地の地中
化は進んでいるものの，ルーラルエリアでは地中化工事
による農作業への影響から反発もあり，比較的地中化が
進んでこなかった．そのため，(3)で述べるような施工
機械が開発され，ルーラルエリアでは道路管理者と電
力・通信事業者が埋設場所を協議しながら，事業者毎に
別々に埋設を行っていることを収集した資料やヒアリン
グ（表-1 [5]）で確認した．

20)

表-7 デンマークにおける埋設基準
事業

材料/種類

深さ基準 / ※配線位置

通常の位置/セクション

1kV< U <= 30kV

Min. 0.7m / 道路外が好ましい

⾞道外で0.8mの深さ

U <= 1kV

Min. 0.35m

⾞道外で0.5mの深さ

⼀般的に0.4-1.1m /
※⾞道端から1m以上離隔

歩道・道路境界の後端

電⼒

光ファイバー
通信
メタルケーブル

写真-11 油圧ショベルと人力での施工状況

⼤型の掘削・敷設機械

⼩型の掘削・敷設機械

写真-12 フランスでの専用機械を用いたルーラルエリア
21)
での施工状況

アタッチメント型
掘削機械

※各機械施工メーカーへのヒアリング結果より
※2015年年間平均価格を参考に1€=130円で換算
図-6 専用掘削機械の仕様と本体価格（例）
写真-13 ケーブルやダクトの条数・外径に合わせた掘削
21)
幅・深さのイメージ(A：小径，B：中径)

21)

写真-14 掘削・敷設・埋戻の同時施工イメージ （路肩部）

(3) 欧米での専用機械による効率的な施工
現在の電線共同溝のように複数の配電線と通信線を同
時に同じ深さに埋設する場合は，広い掘削幅が必要であ
るため，油圧ショベルでの掘削が一般的である（写真11）．一方，通信線や配電線の単独埋設の場合は，電
線共同溝の仕様と比較して小さな掘削幅で埋設可能であ
り，欧米における事業者毎の単独埋設工事では，写真12のような専用の施工機械により，必要なケーブル条
数や掘削幅に合わせた効率的な施工（写真-13）が一般
的であることを確認した．
これらの施工においては，施工機械を用いて掘削，ケ
ーブル・管路敷設，埋め戻しを同時に施工する方法のほ
か（写真-14，図-6 上），狭い道でも作業可能な小型の
施工機械や（図-6 中），引き込み線など小規模な施工
に適した低コストなアタッチメント型の機械（図-6
下），道路上から路肩部や法面下などの非舗装部へ施工

図-7 オフセット型機械による掘削・敷設イメージ（路肩部）

するためにトレンチ部分の左右へのオフセット機構を有
した機械などが用いられている．写真-12，13，14，図6 に示した機械はいずれもオフセット機構を有しており，
図-7 にそれらの機械による施工イメージ図を示す．
次に，市街地や農村部における施工スピードや土木工
事（掘削・埋戻し）に要するコストを把握するために，
海外施工機械メーカーを対象にこれらの機械を用いた施
工事例に関するアンケートおよびヒアリングを実施した
（表-1 [5]）．表-8，写真-15に結果を示す．
市街地の事例では，舗装道路での電力ケーブル用のダ
クトを埋設する工事において，日当たり施工距離が
250m，掘削埋め戻しに要するコストが1mあたり約8450
円との結果を得た．この工事では市街地舗装部を掘削す
るための専用機械が用いられ，まず数m掘削したのち，
後から別のチームがダクトを敷設し，その後で埋め戻し
を実施している．

表-8 専用の掘削機械による施工事例とA町の比較
（2015年年間平均値に基づき1ユーロ=130円で換算）

写真-15 左）市街地施工事例 右）農村部施工事例

農村部の事例では，道路路肩の非舗装部に電力ケーブ
ルを直接埋設する工事において，日当たり施工距離が
800m以上，掘削・敷設・埋戻しを同時施工しており，
掘削埋め戻しに要するコストが約1700円/mであった．
以上は一例であるが，3.(1)で調査したA町の施工期間
や施工コストと比較すると，A町が配電線通信線ともに
地中化した事例であることを踏まえても，その差は顕著
である．いずれの事例も1日の作業が終了した時点で，
施工箇所では全ての作業が完了しており，我が国の施工
事例と比較して非常に長い区間を速く低コストで施工し
ていることが特徴である．
日本でも掘削の支障となる他の地中埋設物が少なく，
長距離を連続的に施工できるルーラルエリアであれば，
これらのような専用機械の導入により，効率的に低コス
トで地中化を進めることが期待できる．
また，現行では掘削箇所の日々埋め戻しが必要なため
に仮復旧などに伴い大きなコスト高となっているが，掘
削と埋め戻しがほぼ同時にできる専用機械での施工はこ
の点でも有利となっている．

4．被災状況からみた通信線の地中化の優位性
架空配線と地中配線を比較すると，一般的に災害時の
被災率の少なさや，倒壊する電柱による副次的な被害の

回避の面から，電線類の地中化は架空配線よりも防災上
有利であるとされる．また，毎年発生する台風や暴風雪，
竜巻など風や雪の影響で断線することがなくなる．
そこで，本章では近年の実際の災害時の被災事例から
みた,通信線の単独埋設の優位性について,事業者等の調
査結果22)を基に考察する．
阪神淡路大震災における配電線の被災率について，震
度7以上の地域の停電率を比較すると，架空線の10.3％
に対して，地中線は4.7％と半分程度と報告されている．
一方，同様に通信線に関する調査では，神戸地区におけ
る通信ケーブルの地中線の被災率は，架空線に比べてお
よそ1/80程度であった．また，東日本大震災の被災事例
では，通信線に関するデータしかないが，地中線の被災
率は，架空線に比べておよそ1/25程度であった．これら
の事例から配電線と比較して防災面からも通信線地中化
の優位性があると考えられる．なお，地中化した場合，
災害時に架空線のように目視で断線箇所を確認できなく
なるたため，復旧に時間がかかる点が指摘されているが，
阪神大震災の際の復旧時間を比較すると，地中線の断線
調査や修復には架空線の倍以上の時間がかかった23)こと
が示されている．しかし，前述したとおり配電線・通信
線ともに被災率の少なさから，電線類の地中化の意義は
大きいといえる．
また，水災害時のリスクについて，配電線と通信線の
地中化を比較して考えてみると，配電線の場合，発生頻
度は少ないものの地上変圧機器が洪水や津波により水没
したり，浮遊物の衝突などの影響を受ける．しかし，通
信線の地中化では地上変圧機器のような地上機器類が必
要ないため，通信線の埋設は水災害のリスクも小さいと
いえる．

5．通信線単独地中化の効果的な箇所と具体事例
2章～4章において，景観への影響のほか，施工コス
トや施工性などの面から通信線単独地中化の優位性につ
いて整理・考察した．本章では，現地調査から得られた
知見を基に，通信線単独地中化の効果的な箇所と具体事
例について考察する．
通信線の単独埋設による景観改善手法は，すべての電線
電柱類がなくなるわけではなく，配電線と電柱が存置さ
れるため，対策路線や区間によっては効果は限定的とな
る．そのため，通信線の単独埋設でも十分に景観向上効
果が期待できる箇所に適用することが効果的である．
以下に，具体的な事例とその優先度の考え方について述
べる．
・通信線の単独設置区間
配電線が道路沿線に設置されていない区間で，通信線

のみが沿道に設置されているケースなどがこれにあた
る（図-8）．2章で述べたとおり，最近の通信需要の
増大に伴い新たに設置する通信線が，自然域やバイパ
スなど，道路本線から離れた位置にある既存電柱に添
架できない場合などに，維持管理しやすい道路近傍に
占用を受けて新たに通信柱を設置し配線する事例など
がこれにあたる．ただし，このような区間は一般に多
くはない．
・配電線片側設置＆通信線片側単独設置区間
次に最も事例が多いと考えられる区間として，配電線
が片側に設置され，通信線がその反対側に単独で設置
されている事例である（図-9）．このようなケースは，
家屋の少ないルーラルエリアでは少なからず存在し，
仮に通信線が単独で設置されている側に視対象となる
ランドマークや広がりのある魅力的な景観を有してい
る場合にはその効果はより大きくなる．
また，このとき配電柱が沿道の樹木の背後にあって見
えにくい区間や，或いは側道など対象の道路から離れ
た位置に設置されて既設の配電線が目立たない区間で
は，対策効果は更に大きくなる．
・通信線の多線区間や通信柱の追加建柱区間
増設された通信線を荷重的に既存の配電柱に添架出来
ず，通信柱を配電線に沿って同じ側に新たに設置した
区間や，既存柱の中間に追加建柱された区間では不規
則な電柱や電線の配置となり，特に違和感を感じる
（写真-16）．このような区間での通信線の単独埋設
も一定の効果が期待できる．また，太い通信線が数多
く架空設置され，背景の景観に影響を及ぼしている区
間も効果が期待できる．ただし，これらの場合には配
電線はそのまま存置となるため，前述の(2) や(3) の
区間に比べて効果は小さくなる．
・ビューポイント等の短区間での埋設
また，道の駅など観光客の多く集まる場所や，良好な
景観や視点場を有するビューポイントでは，部分的な
地中化だけでも高い効果が得られる（写真−17，18）．
・引き込みや分岐のない区間
引き込み線のための継ぎ手設置などの作業が伴わない
単区間のケースでは，通信線地中化の施工効率が高ま
るため，施工コストはさらに低くなり，整備のハード
ルは低くなるといえる．
以上をまとめると，背景に魅力的な景観を有する場所
などでは，「通信線以外の景観阻害要素が出来るだけ見
えないほど」，「通信施設が景観に与えている影響が大
きいほど」通信線の単独埋設の景観向上効果は得られや
いこととなる．言い換えると「通信線さえなければ！」
という区間が最も地中化する価値があるともいえる．

図-8 通信線の単独設置区間における埋設イメージ

図-9 通信線片側単独区間における埋設イメージ

6. まとめ
(1) 考察のまとめ
本研究では，今後ルーラルエリアにおける景観向上手
法として，通信線の単独埋設も一つの有効な方法である
ことを提案した．得られた主な知見と考察を以下にまと
める．
a) 通信線の景観への影響からみた有効性
・通信線は配電線に比べて，架線高さが低く，支持線も
含めた外径が太いことや，許容張力が小さくたるませ
て配線することもあり，結果的に配電線と比較して景
観へ与えるマイナスの影響が大きい．

・多線化に伴い追加で建柱される通信柱が増加したこと
で，道路両側へ配置される事例や，通信線が単独で
配線される箇所が少なからず存在する．
・以上の影響を踏まえると，通信線の対策優先度は高い．
b) 整備コストや施工性からみた単独地中化の有効性
・通信線は配電線に比べて，地中化の整備コストが安く，
また地上変圧機器も不要であることから，整備のハー
ドルは相対的に低い．
・今般改訂された電線類の埋設仕様に関する基準の見直
しや，諸外国での専用機械を用いた通信線埋設の施工
事例から，今後，大幅なコスト縮減によるルーラルエ
リアでの通信線の地中化の可能性がある．
c) 効果的な対策箇所
・通信線の単独埋設を行う場合の効果的な対策箇所とし
て， 沿道に魅力的な景観を有する区間において，ア）
通信線の単独設置区間，イ）配電線片側設置＆通信線
片側単独設置区間，ウ）通信線の追加建柱区間や多線
区間，エ）ビューポイント等の短区間，オ）引き込み
や分岐のない区間，など具体的なケースを示した．
(2) 課題と今後に向けて
a) 事業制度や予算
現在，国土交通省や経済産業省などにより，沿道環境
にあわせた低コストで多様な施工方法の検討が進められ
ている．また，今後のさらなるインバウンド観光の増大
や世界遺産地区等での景観保全の取り組みなど，ルーラ
ルエリアにおける電線類の地中化ニーズは高まると予想
される．このようなニーズに対し，現行の電線共同溝事
業中心の無電柱化のみでは限界がある．今後は本稿で提
案した通信線の単独埋設手法も含め，電線共同溝以外の
制度や費用負担の仕組みについても検討される必要があ
ると考える．
b) 技術の開発と事業者の協力
通信線の地中化について，これまで地中化を低コスト
で進めるための管路材料の開発などに取り組まれている
が，諸外国と比較して未だ大きなコスト差がある．その
ため，今後の技術開発とより一層の低コスト化を進める
必要がある．また，諸外国の事例のように通信事業者に
よる地中化への協力や誘導の仕組みも必要ではないかと
考えられる．
c) 施工技術や施工方法
3 章で述べた欧米での専用機械を用いた効率的な施工
については，単独埋設により掘削幅などが小さくなるこ
とで，施工場所の特性に応じて多様な対策が可能となる．
我が国においても，このような効率的な施工が有効であ
り，現在当研究所にてこれに関する技術開発や研究を進
めているところである．

写真-16 既存柱の中間に追加建柱され煩雑な印象を受ける
景観（上），通信線のみの埋設イメージ（下）

写真-17 道の駅周辺で単独配線されている通信線

写真-18 ビューポイントパーキングにおける通信線の
景観阻害事例
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THE INFLUENCE OF OVERHEAD TELECOMMUNICATION LINES ON RURAL
LANDSCAPES AND THE EFFECTIVENESS OF IMPROVING LANDSCAPES
BY BURYING THOSE LINES
Yasuaki MATSUDA, Keisuke IWATA and Toshikazu INOUE
The many overhead power lines and poles along roads in Japan adversely affect tourism by detracting
from scenic beauty. Furthermore, to meet the increased demand for telecommunications in recent years,
the number of telecommunication lines is increasing. Newly installed electric poles have resulted in further deterioration of landscapes. Power and telecommunications lines and poles have a particularly adverse influence in natural and pastoral areas, where the roadscapes are open. However, there are very few
projects for burying electric lines underground in suburban or rural areas, because such projects are very
expensive. Burying telecommunication lines is affordable relative to the costs for burying overhead electric wires. In addition to the low cost of burying telecommunications lines, it is not necessary to install
equipment at ground level.
This paper examines the influence of telecommunication lines, which have been increasing recently, on
landscapes and the effectiveness of a public project for burying only communication lines in rural areas in
terms of improving economic, aesthetic and technical aspects. The examination shows that burying only
communication lines has a certain degree of effectiveness in improving landscapes, and that it would be
possible to greatly reduce construction costs. This study further shows a procedure for selecting effective
locations for such projects.

