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日本の無電柱化は、今やアジア諸国と比較しても大きく遅れ、喫緊の課題である。この原因
の一つに、電線共同溝方式に偏重した整備手法が挙げられるが、この手法は工法のみならず整
備主体やその仕組みなど、世界的にも特異とされている。そこで欧米との比較に加え、日本と
同様に架空線の地中化を進めるアジア諸国を対象とした現地調査を行った。本報告では、これ
らの調査結果を基に国内の無電柱化推進にむけた考察を述べる。
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1. はじめに
国内の無電柱化は、昭和60年代から、キャブシステム
や電線共同溝等により計画的に取り組まれてきた。しか
し、国内の無電柱化は、欧米はもとよりアジアの主要都
市と比較しても大きな遅れをとっている（図-1）。さら
に、国土全体でみた低圧配電線延長をEU諸国と比較す
ると、日本の配電線は約177万kmと最も長いが、地中化
率は0.3%と最も低い（図-2）。また、国内には桜の木と
ほぼ同じ約3,600万本の電柱があるとされており、毎年
約7万本ずつ増加している1)（図-3）。
欧州をはじめとする無電柱化が進んでいる諸外国では、
電気が普及した当初より、ガスとのイコール・フッティ
ングの観点や景観面等から地中化で整備されてきた。こ
れに対し、国内では当初から架空線で整備され、その後
戦前には地中化を行っていた時期があったものの、第２
次世界大戦後の復興に向けて、廉価で簡易な架空線によ
る整備が進められてきた。
他方、近年アジアの主要都市で無電柱化が大きく進ん
でおり、これらの国々は、これまで日本と同様に架空線
により整備が進められてきている。そのため、欧州に比
べ、こうしたアジア諸国の無電柱化の整備手法は、今後
国内で無電柱化を進める上で参考となり得ると考える。
そうしたことから、架空線の地中化を積極的に行って
いるタイとベトナム、無電柱化先進国のシンガポールを
対象に、ヒアリングおよび現地調査を行うこととした。
本報告は、それら3ヶ国で実施した、電力事業者、通
信事業者、行政に行ったヒアリング結果、現地調査結果
を報告すると共に、国内の無電柱化推進に向けた考察を
述べる。
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図-1 欧米･アジアの主要都市と日本の無電柱化率2)
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図-2 国土全体でみた低圧配電線の比較

図-3 電柱本数の推移2)

2. 日本国内の無電柱化の現状
(1) 諸外国と日本の無電柱化の経緯
無電柱化が進んでいる諸外国では、電力が普及しはじ
めた頃から地下埋設を行っていたことが文献で述べられ
ている1)。例えばロンドンの場合、1870～80年代に電力
が普及しはじめた。その際、電柱を設置するためのスペ
ースが不十分なことや、感電防止の離隔距離が確保でき
ないことから地中線が採用された。また、照明にガス灯
が使用されていたことから、照明を営業目的とする電気
事業が新たに創設されるとガス事業との競合が起こった。
ガス会社との競争条件を同一とするために電気事業につ
いても地下埋設を法的に義務づけた。配電線の地下埋設
を義務づけることにより、景観に非常に効果があること
が評価され、郊外まで地中化が進んだものとされている。
一方、日本では、戦前、電線管理者が自ら電線の地下
埋設を行っていた時期もあったが、第２次世界大戦後は
復興に向けて、廉価な電気の安定供給が至上命題となっ
ていた。それは、1950年代、復興から経済成長に移行し
ても継続され、低価格、修理の容易さを理由として架空
を選び続けた。架空電線が邪魔だという声が上がらなか
ったことも理由とされている。また、労働基準法の改正
により、安全が課題となり、架空線が問題視されるとこ
ろであったが、被覆するコーティングの技術が開発され
たことも、電線の地中化に向かわなかった理由とされて
いる。
(2) 電線共同溝方式に偏重した無電柱化の限界
昭和60年、安全で快適な通行空間の確保、都市災害の
防止及び都市景観の向上の観点から、電線類の地中化に
ついて有識者、関係省庁及び電線管理者が検討する協議
会が設置された。そして、電線管理者は、単独地中化に
ついて５か年基本構想を策定し、これを計画的に進める
こととされた。これにより、昭和61年から始まった第1
期及び第2期電線類地中化計画では、各電線管理者が策
定した基本計画を基に、電線管理者による単独地中化方
式が全体の50%と最も多く実施されていた5)（図-4）。
しかし、平成7年に電線共同溝法が施行されると、単
独地中化方式が激減し、電線共同溝方式が大半を占める
ようになった（第5～6期計画期間では約90%）5)。
電線共同溝方式は、２者以上の電線を収容するための
地下施設（管路及び特殊部）を道路管理者が整備し、入
構する電線や地上機器を電線管理者が整備する手法であ
り5) （図-5）、掘り返しの抑制が特に必要な区間で用い
る手法とされている6)。
電線共同溝整備に必要な整備費用は1kmあたり約5億
円とされており1)、道路管理者と電線管理者の費用負担
は、概ね2対1となっている5)。
しかし、近年の公共事業に係わる厳しい財政状況を踏
まえると、電線共同溝方式に偏重した手法では無電柱化
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の迅速な促進を図ることは困難であり、今後、官民の適
切な役割分担の下で、電線共同溝方式以外の事業手法
（表-1）による無電柱化の取組を大幅に拡大していく必
要があるとされている6)。
(3) 道路占用の見直し
道路区域内に電線管理者が電柱および電線を設置する
際、道路法に基づき、道路占用料を道路管理者へ支払う
とともに、必要な手続きを行うこととされている。道路
法第33条では、道路管理者は、道路の敷地に余地がなく
やむを得ない場合に、道路の占用の許可を与えることが
できるとされているが、現実には、道路敷地内に多くの
電柱や電線が占用されている。こうしたことから、国土
交通省では、平成27年に緊急輸送道路の新設電柱の占用
を禁止する道路占用の見直しを行い、新設電柱の抑制に
取り組んでいる。

図-4 電線類地中化計画の推移2)

図-5 電線共同溝のイメージ2)
表-1 電線類地中化計画の推移
無電柱化手法
地中化

整備主体

電線共同溝
管路埋設 自治体管路方式

道路附属物

自治体等

道路占用物

要請者負担方式

自治体、デベロッパー等

道路占用物

単独地中化方式

電線管理者

道路占用物

直接埋設 単独地中化方式
地中化以外

管路設備等の位置付け

道路管理者等

電線管理者

道路占用物

軒下配線方式

電線管理者

協定、賃貸等

裏配線方式

電線管理者

占用物、協定、賃貸等

6)
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3. 東南アジア3ヶ国の無電柱化事例調査の概要
国内の更なる無電柱化の推進に向けた有用な情報収集
を行うことを目的に、一般財団法人日本みち研究所主催
で、平成30年9月17日（月）～22日（土）の行程で現地
調査を行うこととなり、調査団の一員として参加した。
調査団は石田東生筑波大学名誉教授を団長に、屋井鉄雄
東京工業大学教授副団長以下、研究機関、道路管理者、
電線管理者（電力、通信）、ＮＰＯ、建設コンサルト等
の19名となった。調査の対象は、日本と同様に架空線の
無電柱化を積極的に進めている国として、タイ、ベトナ
ムを選定した。あわせて無電柱化先進国であるシンガポ
ールも調査対象とした。調査はヒアリングを中心に実施
することとなり、3ヶ国それぞれ、行政機関、電気事業
者、通信事業者を対象に9の関係機関に対しヒアリング
を行った（表-2）。3ヶ国の概要は表-3のとおり。
(1) シンガポールの調査結果
a) ヒアリング結果
電力事業者：ＳＰグループ（Power grid社親会社）、通
信事業者：シンガポールテレコム（Sing Tel）、行政機
関：シンガポール陸上交通庁（LTA）へヒアリングを行
った。以下、ヒアリング結果の概略を述べる。
シンガポールでは、1965年のマレーシアからの独立以
降、電力線、通信線は、離島などの一部は架空で整備す
るものの、安全性の確保やガーデンシティ構想に基づき、
国営事業として電線管理者により地中に整備を行ってき
た。これにより、電力、通信共に1990年代頃の民営化前
に概ね無電柱化が完了した（写真-1）。1970年代までは
直接埋設を行っていたが、掘削時のケーブルへの損傷の
懸念や、需要変動の際の施工性から、管路埋設が主流と
なっている。送電線の電圧は22KV、配電線の電圧は
200V/400Vとなっている。（参考までに日本の送電線の
電圧は6.6KV、配電線の電圧は100V/200Vとなっている）
道路占用料はないが、所管官庁のLTAへ工事期間中の費
用を支払う必要がある。LTAは、交通管理者の権限や公
道の工事管理の権限を持っており、様々な箇所で行われ
る工事の調整や道路利用者の安全確保を行っている。
(2) タイ（バンコク）の調査結果
a) ヒアリング結果
電力事業者：首都圏配電公社（MEA）、通信事業
者：タイ電話公社（ToT）、行政機関：バンコク首都圏
庁（BMA）へヒアリングを行った。
バンコクでは、景観面を重視し、観光地の主要道路を
中心に無電柱化を進めてきており、その後はビジネス街
へ拡大する予定となっている。
無電柱化の計画は、①安定性、②信頼性、③環境（景
観）、④安全性を目的にMEAが策定した計画を基に、
MEA、ToT等の事業者がそれぞれ地中化を進めている。
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送電線電圧は22KV、配電線の電圧は200V/400Vとなっ
ている。電力線地中化における土被りは、低圧線が0.6m
以上、高圧線が4m以上となっている。道路占用料はな
い。通信の架空線は電力公社に使用料を支払う必要があ
るが、径10mm以下のケーブルは使用料が発生しない。
そういった要因も有り、インターネット回線のプロバイ
ダー変更等による既存のケーブルが撤去されず、使用し
ていないケーブルが存置されたままとなっており、管理
や処理が問題となっている（写真-2）。架空線が40～50
本あるような区間で実際に使用されているケーブルは8
本程度であるという。維持管理の容易さ等から架空線よ
り地中線の方がメリットがある。
表-2 現地調査の行程
日 程
9 /1 7（ 月）
9 /1 8（ 火）

9 /1 9（ 水）

9 /2 0（ 木）

9 /2 1（ 金）

9 /2 2（ 土）

内
容
シンガポールへ移動
ヒアリング
・ＳＰグループ（Power grid社親会社）
・シンガポールテレコム（Sing Tel）
・シンガポール陸上交通庁（LTA）
現地視察
タイへ移動
ヒアリング
・首都圏配電公社（MEA）
・タイ電話公社（ToT）
現地視察
ヒアリング
・バンコク首都圏庁（BMA）
現地視察
ベトナムへ移動
ヒアリング
・ハノイ電力総公社（EVN Hanoi）
・ベトナム郵政通信グループ（VNPT）
・ハノイ市人民委員会（建設局）
日本へ移動

国
シンガポール

タイ

ベトナム

表-3 調査対象国と日本の概況7)～8)
シンガポール共和国

タイ王国

ベトナム
社会主義共和国

日本

面積
（km2）

720

514,000

329,241

378,000

人口
（万人）

561

6,572

9,370

12,642

（20 17 年6月）

（ 20 15年）

（2 017 年）

（ 20 18年1 2月1日）

国名

写真-1 電線電柱のない街並み（シンガポール）

写真-2 使用されていないケーブルが多数存置（タイ）

b) 現地調査
BMA近傍の通信事業者による地中化工事の施工現場
を視察した。国内の地中化工事で一般的に実施されてい
る床掘線が確認できず、床仕上げ、基礎材、管台は確認
できなかった。管路は結束線で固定され、管路どおしが
交差すること等により、管路が宙に浮いている状況が確
写真-3 地中化工事の状況（タイ）
認された（写真-3）。また、緑化をイメージしたラッピ
ングした地上機器が多く見られ、施錠はされていないよ
うだった（写真-4）。王宮付近の地中化済みの道路では、
植樹桝内に露出している埋設管路を確認した（写真-5）。
(3) ベトナム（ハノイ）の調査結果
写真-4 地上機器（タイ）
a) ヒアリング結果
電力事業者：ハノイ電力総公社（EVN Hanoi）、通信
事業者：ベトナム郵政通信グループ（VNPT）、行政機
写真-5 植樹桝内の露出した管路（タイ）
関：ハノイ市人民委員会（建設局）へヒアリングを行っ
た。
ハノイでは、市中心部より地中化を進めており、郊外
部はほとんど地中化されていない。
ベトナム情報通信局が決定した無電柱化の整備箇所が
ハノイ人民委員会へ報告され、その計画に基づき、無電
柱化が進められている。
EVNとVNPT等の事業者がそれぞれ地中化を進めてい
るが、両者が同じタイミングで別々に掘削し、管路を施
写真-6 多数の架空線が確認された（ベトナム）
工している。2010年には、日本と同様の手法で国の負担
で共同溝を整備したが、整備進捗が遅く、現在は行って
いない。
送電線電圧は22KV、配電線の電圧は200V/400Vとなっ
ている。道路占用料はない。通信の架空線は電力柱を使
用することにより使用料が発生するが、地中化すること
により自らの財産となり、使用料が不要となる。また、
タイ（バンコク）にも勝るとも劣らない本数の架空線が
写真-7 地中化工事の様子（ベトナム）
張り巡らされており（写真-6）、通信事業者は、マーキ
左：交通規制の様子／右：埋め戻し作業の様子
ングしても自社のケーブル分からなくなり、管理に支障
をきたしている。地中化することにより、維持管理しや
すくなるという。
b) 現地調査
ハノイ市街の電力事業者による地中化工事の施工現場
を視察した。夜間施工を行っており、当日は、車道部の
管路埋設の埋め戻し作業を行っていた。交通規制に係わ
るバリケード等の仮設備は、日本と比較して簡素な印象
写真-8 バイク社会のベトナム
であった（写真-7）。作業員はヘルメットや作業服を着
左：市内の交通状況／右：無電柱化された歩道上の駐車状況
用しておらず、転圧作業を行っている作業員においては、
サンダルで施工している等、日本の作業状況と大きく異
なるものであった。また、中心部の地中化済みの道路で
は、バイク社会ということもあり、多数のバイクが歩道
を占拠している光景も見られた（写真-8）。
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4. まとめと考察
(1) 無電柱化の整備計画策定主体について
タイ（バンコク）では、電力事業者が無電柱化の整備
計画を策定し、その計画に基づき、電力事業者、通信事
業者自ら無電柱化の整備を進めている。
これに対し、国内では①防災、②安全・円滑な交通確
保、③景観形成・観光振興の観点から優先的に無電柱化
を進めることとしているが、電線管理者はこれまで、主
に電線の需要密度の観点で無電柱化を進めてきており、
優先する整備区間の考え方に相違がある。
このような国内の課題に対して、タイ（バンコク）の
事例のように、電線管理者が自ら整備を行う区間を自ら
計画することが必要であり、現状の整備計画に電線管理
者が自ら行う計画を加えることで、更なる無電柱化の推
進が期待できる。
(2) 単独埋設方式の課題の解決に向けて
2章(2)で述べたとおり、国内における電線共同溝方式
に偏重した手法では迅速な促進を図ることは困難であり、
今後、電線共同溝方式以外の事業手法による無電柱化の
取組を大幅に拡大していく必要があるとされている。
しかし、現状の電線共同溝方式以外の手法が選択され
ない理由の一つに、複数の電線管理者が別々に施工する
ことによる様々な弊害が挙げられている。
これに対し、ベトナム（ハノイ）の事例のように、電
力事業者と通信事業者が同じタイミングで施工すること
で、掘り返しが抑制でき、沿線の住民に与える影響を最
小限とすることが可能となる。そのため、国内において
もこれらを参考に、例えば単独埋設方式の更なる導入も
可能と考えられる。
(3) 景観対策としての無電柱化
国内では、無電柱化事業の主たる効果として、景観向
上を期待しながらも、合意形成のし易さ等から、防災面
や交通安全の面からの効果が期待できる箇所を優先して
いる事例も少なくない。一方、欧州でもそうであるよう
に、今回調査した3ヶ国においては、多くの事業で景観
向上をその主たる目的に掲げ、無電柱化を進めている。
国内において整備計画を策定する上で、今後、観光振
興や快適な公共空間の形成にあたっては、自治体の景観
計画等、様々な制度や施策に基づいて進めることや、良
好な景観形成に係わる合意形成に努めることが望ましい
と考える。
(4) 地中化による電線の維持管理性
これまで国内においては、電線の維持管理のし易さか
ら架空線の整備を進めてきたともされてきたが、今回の
アジア諸国のヒアリング調査から、むしろ維持管理のし
易さから地中化を進めているとの発言を受けた。したが
Tetsuo Takahashi, Keisuke Iwata, Yasuaki Matsuda

って、国内における地中化による電線類の維持管理面の
効果についても、調査・分析する必要があると考える。
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