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研究・技術資料 特集「路網整備の技術的課題EJ 

欧州型作業道の取組とその検証＊

長瀬雅彦＊＊

1.はじめに

飛騨高山の広大な森林を適正に管理し地球温暖化防止

に貢献するとともに，豊富な資源を有効に活用するため，

地域の建設業者と森林組合の協働によって，「たかやま

林業・建設業協同組合Jが設立された。この協同組合は，

高性能林業機械の活用と地域に合った路網整備による低

コスト木材生産システムの確立と，今までの林業経営に

こだわらない新しい林業の創造を目指している。今回は，

欧州に何度か視察に出かけた経験から，欧州における森

林づくりの思想および欧州型作業道開設の取り組みにつ

いて紹介する。

2.欧州における森林づくりの思想

ドイツフォレスターのミヒャエル・ランゲさんは日本

にある人工林，単層林を樹種構成豊かな恒続林に仕立て

てゆくために，道の必要性を説いた。最初にドイツフォ

レスターから教えられたのは 「森林づくりは道からは

じまるJということであった。

林業にとって一番重要なのは，機械をそろえることで

はなく，持続的・恒久的に使える森のインフラ（路網）

整備を進めることである。そして森林への道がなければ，

高性能な機械があっても林内で使えないが，道があれば，

様々な林業用機械を使い効率的に木材を収穫できる。路

網整備の実施により，地域の業者や，新たな木材産業が

地域を活性化させることにもつながり，また，森林所有

者が現地を確認することで，森への関心を高めることも

できる。さらに，路網整備は，作業現場内での労働安全

衛生のためにも不可欠なものであり， ドイツフォレスタ

ーからは，森林づくりを進める上で，早急な路網整備の

必要性を強く提言されたO

欧州における森林づくりの思想について，以下のよう

に考えている。

－森林づくりは道から始まる

－試行錯誤（試して，観察して，反省して，見直す）が

大切

・将来的なビジョンを持って施業し，前向きな新しい林

業経営を目指す

* Practice and inspection of European model s仕iproad

－森林に感謝する気持ちで接する

．地域にあった森林整備を極める

．森林を守る地域行政と連携する

－森林，人間，生態系が共存できる施業とする

．効果的な作業システムを確立する

－採算制，生産性，安全性を基本とする

－植え（植樹），育てる（育樹）林業から，活用する

（活樹）林業へ転換する（活樹とは個人的に考えた表

現）

－持続可能な恒続林とする

3.欧州における道づくりの思想

ドイツにおける路網の開設を見てみると， 30年くらい

前から積極的に道づくりが始められ，簡単な場所や平地

から開設された道が，次第に難しい場所へ移行して現在

に至っている。これは現在の日本の状況と同様といえる。

しかし， ドイツを初めとする欧州、比日本とは道づくりの

基本的な考え方に違いがある。日本では点と点を結び＼

目的地に到達すればよいという考え方で、あり，木材の運

搬と森林管理のみに利用されることが多い。しかJし， ド

イツでは既設道と林地を結合することで面として機能

し，木材や森林管理にとどまらず，保健休養機能や作業

スペースなどにも利用され，かつ経済性にも優れている。

さらに，木材搬出作業をする場合の効率性，安全性，植

生の回復，将来の斜面崩壊のリスク回避が優先された設

計となっているなど，路網に対する基本思想が異なって

いる。この思想に従って，日本で欧州型作業道を作設す

ることはとても重要なことだと思っている。

欧州型作業道の特徴は，屋根型の構造によって道の上

を流れる雨水を左右に分けて半分にすることである。谷

側はそのまま分散して流れるが，山側は素掘り側溝に集

まり，側溝の水は暗渠により谷側に流す。暗渠の設置間

隔によって排水量が変化するので，できるだけ分散させ

るために頻繁に暗渠を設ける必要がある。

切土法面の角度は1割5分を基準とするが，地質によっ

て変える必要がある。岩盤であれば1割の勾配にしても

よいが，崩れやすい地質であれば緩やかな勾配にする。

** Masahiko NAGASE たかやま林業・建設業協同組合 TakayamaFor. and Con仕act.Coop., Takayama 506-0052 
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後々作業員が山に登るための昇降も考慮して，できるだ

け緩やかな勾配にすることが大切である。また，法面を

緩やかにする ことで植生が活着しやす くなり，緑化が早

まることも期待できる。

掘削土砂の移動はできるだけ横断方向に行い，縦断方

向の移動はなるべくしないようにする。上から取った土

砂を下方に移動し 層状にしっかり仕上げてい く。

路線配置では，安全な縦断勾配の範囲内でなるべく早

く尾根まで到達させ，尾根部に最初の道を開設した後，

下方への道を開設していくのが基本である。路網間隔が

300～400mまではタワーヤーダで作業を行い，次の路網

を開設する段階で，その真ん中に道を開設する。路網密

度が増えるに従い，作業する機械の種類も変わっていく

こととなる。道づくり はプロセスであるので計画にはな

るべく時間をかけて行い，できるだけ尾根に近い斜面に

道を開設することが生産性を高めることになる。

欧州型作業道では 水をいかに制御するかが一番のポ

イン トとなる。基本原則3点は以下のとおりである。

1）水を大量に集めない

2）集まった水は素早く分散させる

3）水にブレーキをかけ，スピードを落とす

急勾配で直線状の長い暗渠の場合には，コス トがかか

り，水の流れに勢いがついて吐口から先の侵食にもつな

がる。そのため， 一旦曲げて水を導き， 一番短い距離で，

緩やかに暗渠を流すような施工が必要となる。日本は川

や沢が多いので，日常的な流水への対応も非常に重要な

ポイントとなる。

水への対応においては，メンテナンスも考えながら，

現地の発生材料を有効に利用し コストを低減すること

が重要である。さらに，生態系にも配慮した施工が求め

られる。

日本の林業専用道はこれから開設されていくが，設計

速度を落とし，地形に沿わせ，波状勾配を採り入れるこ

となどによって，土工量を抑制し，側溝をなくし，開渠

や洗い越しで、排水することとされている。我が国の自然

や地質の特性を踏まえた規格 ・構造としているが， まだ

まだ生態系に配慮した設計にはなっていないのが現実で

ある。

4.欧州型作業道の実践

日本においては，欧州型作業道に見られる屋根型構造

の施工については賛否両論あり 我々も岐阜県の高山地

域の地形や平均降雨2,400mmという降雨量の条件下でこ

の道は機能できるかどうか 当初は疑問もあった。それ

は，日本と欧州では自然条件に違いがあるからである。

欧州では，日本よりも降水量が圧倒的に少なく， 土質

は石灰岩が多い。降水量が少ない上に，地下に雨水がし

み込みやすいため 山腹の水は路面に流れ込まないと思

われる。また，実際に林業に利用されている斜面は傾斜

が緩やかでヒダが少ないと感じている。また， 山側の素
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掘り側溝と暗渠を必須とし，場合によっては暗渠の数も

多くなる。また暗渠に枝葉が詰まると機能しなくなる可

能性がある。また，山側に側溝を設け，切 り土面も緩や

かな勾配となるので 切高が高く伐開幅は広くなる。さ

らに，地質は石灰岩が多く，良好な敷き砂利が現地で採

取できる一方，土工量は大規模な林道の場合と同等にな

り，日本では開設単価が高くなると想定される。

しかし，今回作設した欧州型作業道 （図－1,2）はか

なりの降雨でも確実に排水でき（図－3），暗渠について

も機能が確認できた。高山地方の地形，地質においては，

欧州型作業道の作設は何の問題もないと感じた。また伐

聞についても伐倒者の教育，訓練によって，伐開幅を最

小限にとどめている （図 1）。標準横断図を図－4に

施工手順および注意点などを図－5に示す。日本におい

ては，切土法面勾配を8分ないし6分としている。また，

実際の計画，作設にあたっては，走行性・安全性，作業

性，維持管理，施工性，環境対策について以下のような

f食言すを行った。
走行性・安全性については，緩やかで一定した縦断勾

配とし，走行車両に適した幅員と曲線半径とする。また，

路面に凹凸や開渠を設けず，安定した走行を可能とする。

図 1 欧州型作業道の開設状況

図 2 屋根型構造の路面
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さらに，排水計画を十分に行い，路体から仕上げ路盤ま

で十分に転圧された（図 6）丈夫な道とする。

作業性については，十分な作業スペースを確保すると

ともに，管理する森林への到達性を意識し，架線集材や

ウインチ作業にも適した路線配置とする。

維持管理については，路面に開渠などの凹凸がなく，

グレーダーなどによる路面整形が可能となる。また，山

側の素掘り側溝はチルト式パケ ット（図 7）によ って，

施工・維持管理しやすい形状とした。

施工性については，比較的大型の機械で施工を行うこ

とで，土工および法面施工範囲が拡大する。また，国産

のチルト式バケ ットや，把持機能を持つバケ ットの利用

によ ってもかなりの作業効率化が認められた。現地発生

材料を有効利用し，盛土を横断流用することで，盛土の

施工性とコスト低減を図る。また，施工のためのスペー

スを広くとり，オペレーターの作業快適度を向上する。

環境対策については，生態系に配慮した技術を採用し，

現地発生材料の有効利用 （図－8），表土利用によ る法面

の早期緑化，伐根・枝葉の処理対策などを実施した。

今後問題となる維持管理についても， ドイツでは1,000

円/ha程度の負担によって強固な路面を維持し，側溝や暗

渠がつま らないように管理している。

図 3 素掘り側溝の排水状況

ド二王0.30 

w 

図 4 欧州型作業道標準横断図
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今回作設した欧州式作業道では 雪が融けたときの素

掘り側溝の崩土除去と，集水ますの凌諜に維持管理費

(400円程度Im）が必要となっている。それ以外にも，使

用頻度に応じた屋根型の構造断面の整形補修を必要とす

く全切りの場合〉 く半切半盛の場合〉

① 地山の路体部分か水平
になるよう切土する。

①切土した土砂で苔側を盛土しな
がら路（本を水平に作設する。

盛土箇所は履帯で十分に転圧
する.i！肩の転圧は，履帯を路

② 線 に対して斜めにし，安全に配

層、しつつ十分に行う。

① 側溝の水を排水するための暗渠を50～60m程度こ‘とに設置す
る。 暗渠にはφ300mmの高密度ポリエチレン菅を使用する。

② 側溝と暗渠をつなぐための集水ますの床掘をする。このとき，
道路幅員が狭くならないように法面山側を掘削する。

③ 日音渠を埋め戻して転圧をh-J.8音渠の吐口には現地で発生し
た岩または植生土のうを使用する。

① 拡幅がない場合には道路センターに，拡幅がある場合には全
幅員のセンターに，それぞれ屋根型部分の頂点、を設定する。

｜横断排水工 l

I ｜ 路体作設 ｜

頂点から左右の横断方向に10%の勾配で掘削を行う．排水を
考慮し，路肩端部まで10%の勾配を維持するように仕上げる。

② このとき簡易な丁張りで横断勾配を確認しながら施工する．

※横断勾配ld:10%を基本とするが，縦断勾配の急、な箇所では
10百以上，緩い箇所でld:10百以下にすることができる。

③ ②の作業と平行して，素掘り側溝を掘削する。

④ 路床面まで掘削し、コンバインド振動ローラで入念に転圧す
る。このとき，盛土路肩部分の崩壊に十分注意する。

① 横断勾配を維持しながら砕石を敷きならす．

② コンバインド振動口一フじ入念に転圧する。

欧州型作業道の施工手順と注意点

図 6 コンパイン ド振動ローラ による路体部の転圧状況

図－7 チルト式パケ ットによ る素掘り側溝の掘削
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る。

以上の様に，取り組んできた様々な内容は，今までの

作業道では対応しきれなかったあらゆる側面，条件に対

応するものであると考えている。計画から人材育成を含

め，道づくり，森林づくり，人づくりを進め，道づくり

に携わる者が同じ知識や能力を共有しなければ，道づく

りを成功させることはできない。

低コスト高密度路網という言葉を よく聞きくが，作設

した道がその場限りでしか使えないものでも，作設費が

安ければそれでいいのだろうか。私は，作設時に多少高

くても丈夫な道をつくることで， 10年後， 50年後にしっ

かり利用できる路網をつくることが結果的には安くな

り，本当の意味での低コストといえるのではないかと思

っている。日本でも今後，維持管理も含めて路網整備を

どうするのかという点も検討課題とし 県や市町村の厳

しい財政事情を踏まえ，どこまで路網整備をするのかを

検討していくことが大きなポイントになるだろう 。

5. おわりに

将来のために今我々が何をしなければならないのかを

考え，林建協働という全国でもまれな取組を行ってきた。

この組織が今なお継続できているのは 建設業社の誇り

図－8 現地採取でジグザクに組まれた石積工
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であると同時に責任も感じている。これまで建設業社が

地域のインフラを担ってきたことと同様に，これからの

地域の森林を守っていくことは，地域の安心・安全のた

めに重要なことではないかと感じている。

林業の復活がもたらす森の恵みは計り知れない。我々

が伐採し利用している立木は，すべて先人達の血と汗の

結晶であり，我々も後世によい山を残さなければならな

い。我々の使命は，たとえ今が林業にとって大変厳しい

時代であっても，森林のあらゆる問題に取り組み，森林

が資産として将来に残せるような山作りをすること，そ

のために丈夫な道をっくり，森林を守っていくことであ

ると考えている。

作業道を施工する機械はハードであって，その機械を

しっかりと動かし，オペレーターがどのような発想で，

どのような考え方で どのようなアイデアで作業するか

がソフトとしての森づくりの重要な鍵となる。会社とし

て投資するならば，ソフトにお金を使うべきである。ハ

ードへの投資は，複雑でなく，少しでも安い，古くても

定評のある機械へ向けるべきであろう。

高価な高性能林業機械を購入した場合，その機械によ

ってどのような森林づくりを進めるのかをしっかり検討

し，経営と作業システムの理念を持つことが重要である。

森林づくりにあたっては，理念に必要な考え方を養成し

つつ，必要に応じて新たな考え方を取り入れながら進め

ていくときではないかと感じている。

最後にドイツのフォレスターから教えて頂いた，最適

な選択や判断をするために必要な事項を述べて終わりと

したい。1）様々な分野の基本的な原則を把握している

こと。2）知識と経験が豊かであること。3）物事を公平

に科学的に総合的に分析・思考する力があること。4)

問題解決のための演鐸的思考能力と応用力があること。

5）森林および将来を受け継ぐ子供たちへの愛情と思い

やりがあること。この5つの事項から生まれたドイツ林

業の理念を心に刻み 新しい感覚で森林づくりを推進す

る大切な時期にきていると感じている。
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