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速報

路網作設による二酸化炭紫排出量のしCA推定*

津口勇雄**・上田真奈美林*森美佳材料.立JII史部紳

1. はじめに

我が国は，平成20年度から始まった京都議定書の第1

約束期間において，温室効果ガスを1990年比で6%削減

することを約束した。このための森林吸収量として，

準年の総排出最の3.8%に相当する1，3∞万炭素トンを確保

することが必要とされており，森林吸収量の自標達成に

向けて，間伐の推進や木材利用の拡大など，低炭素社会

実現にむけて各種の取り組みが行われている (9)。

林業生産活動のCO"収支は，林分成長による貯留と生

産活動に伴う排出の二律背反である O 林業生産活動によ

るCO，，391:出量に関して能本ら (8) は，福岡県八女地域を

事例に，立木状態でのCOっ貯留量に対して f植林・育林

工程J0.13%， r素材生産工程J0.39%， r製材工程J
3.85%が排出されるとし，林地残材を除いた素材生産工

穏で、の主11:11¥量は0.78t伺COjhaと試算している O 一二三ら

(3) は，林業卒業体へのアンケート調査により，林業作

業におけるCO)~I:出最の推計を行い，モデル的な林業経

営で5.44t-COjhaが排出され，その過半が主伐時であると

している O 林道作設によるCO
2
排出量に関して，田中ら

(15) は国有林林道2級で、167.lkg-COjmとし，鈴木ら(14)

は，林道l級から作業道までの4規格の路網について建設

機械の燃料消費量のみを対象に， 183.4~25.98kg-CO/mだ

ったと試算している O

本研究は，高宮度路網を基盤とする高性能林業機械シ

ステムによる，低炭素型伐出作業システムのあり方を考

究するための基礎資料を得ることを目的に，民有林にお

ける林道，作業道および作業路の新設によるCO
2
排出量

の推計をLCA(2， 6) の手法により行い，既往の研究

(]4， 15) と比較するとともに，森林・林業再生プラン

で示された目標路綿密度 (]O) を達成するために排出さ

れるCOワについて考察した。本報は，路網作設によるCOつ

排出量についてであるが，路網を含む伐出作業システム

全体のLCA推定に関しては別途報告予定である O

2.路網作設によるCO
2
排出景の推定

2.1 材料

本研究では，平成20年度 ~22年度に全国の民有林(~ヒ

海道他321思)において作設された67路線の設計書:を用い

て，林道(自動車道2級， 32路線)および作業道(基幹

作業道，管理作業道， 35路線)におけるCO)#I:出量を推

定した。調査路棋の概要を表…1に示す。林道の総延長

は1O.8kmで，会ljijji員は28路線が4m，4路線が3.5mだ、った。

表 1 調査対象の林道・作業道の概要

区分 林道

30 

路線数 32 

地形傾斜(度) 平均/(最小，最大) 29.3/ (14.4，41.5) 

延長 (m) 総延長 10，815 

平均/(最短，最長) 338/ (80，742) 

全幅員 (m) 平均/(最小，最大) 3.9/ (3.5，4.0) 

作設単価(円/m) 平均/(最小，最大) 167，766 (62，125，333，088) 

連絡先 (Con百 pondingauthor) 深口勇雄(IsaoSA W AGUcI.n) E-mail: sawai@iwate-u.ac.jp 

* Estimate of carbon dioxide emissions on forest roads const'uction by LCA analysis 

作業道

27 

35 

23.9/ (7.2，38.6) 

31，206 

892/ (140，2，503) 

3.2/ (2.5， 4.0) 

16，893 (4，192，50，000) 

~* Isao SA W AGUCHl and Shiro T ATSUKA WA 岩手大学農学部 Fac. of Argic.， Iwat巴Univ.，Morioka 020-8550 

科会ManamiUEDA 北海道オホーツク総合振興局 Hokkaido Government Ohotsuku Integrated Development Office， Abashiri， 093・

8585 
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作設単価は167，766円1m(62，125 ~ 333，088円1m)である O

作業道の総延長は31.2kmで，全|幅員は2.5~4.0m (平均

3.2m)だ、った。作業道の作設単舗は16，893円1m (4，192~ 

50，000円1m)である O 地形傾斜は林道が29.3
0

(14.4
0 

~ 

41.50) ，作業道が23.90(7.20 
~38.60 )だ、った。

作業路作設によるCO
2
排出量は，岩手大学御明神演習

林で作設されている，全11話員3.0m程度の路繰における土

工(切土・盛土)のみの作設能率 (4，13) をもとに推定

した。

2.2 路網作設によるCO
2
排出量の算定方法

路網作設に伴う CO?排出量として，次の項目が考えら

れる (2)。

①作業機械の稼動にともなう排出量

①同1:作業機械のエネルギー消費

①-2 :作業機械の製造に関わるエネルギー消費・減

価償却相当分

②建設用資材の製造に関わる排出量

③資機材運搬および工事管理車両の排出量

ただし，本研究では路網作設による藍接的なCO
2
排出

を対象にしたために，①-2および③は除外し，①-1と

②とした。したがって実際よりも過小な見積もりとな

るO

林道，作業道では，①-1の作業機械の稼動によるエネ

ルギー消費に伴うCO
2
排出量の算定は (1)式を適用した

(2)。

V二 TXFX防1>くU (1) 

ただし，V:作業機械のエネルギー消費に伴うCO?排出量

(kg除CO)，T:作業機械の稼働時間 (hr)，F:稼働時間

あたりの燃料消費率 (e/kW.hr)，W:作業機械の機関

出力 (kW)，U:消費燃料のCO排出係数 (LCA原単位)

(kg-COj e) 0 

作業機械の稼働時間 (T)は (2)式によった。

T=qle (2) 

ただし，q 作業量(ぱ，ぱ m"')，e 作業能率(各

作業景単位Ihr)。

消費燃料のCOっ排出係数 (U)は，ガソリン2.38(kg-

COj e) (1)，軽油2.64(kg-COj e) (1)とした。

作業機械の燃料出費率および機関出力の例を表一2

(の，建設用資材のLCA原単位の併を表…3(6) に示す。

作業路作設に伴う CO
2
排出量の算定には (3)式を適用

した。適用に際して建設機械として，油圧ショベル(パ

ケット容量0.14ぱ， 0.25m3
) を想定した。

Vs二3，600-)XEXFX W>くU

]. J pn. F or. Eng. Soc. 27 (1) 2012 

(3) 

ただし，日:1mあたり作業路作設に伴うC0
2
1gr出量 (kg-

COjm)， E:作業路作設能率(秒1m)，F:稼働時間あた

り燃料消費率 (eIkW・hr)， W:作業機械の燃料出力

(kW)， U:消費燃料の二酸化炭素排出係数 (kg-COje)。

作業路作設能率 (E) には，(4)式および (5)式の重

田帰式 (4) を採用し，立木密度X?(本1m2) と胸高麗径

X
3 
(cm)には，岩手県民存林地位級3の50年生スギ林 (5)

を与えた。

EOll = 12.83X) + 11印.08X/22.29X
3
-349.50 (4) 

fヤ 11.28X)+428.69X
2
+l.77X

1
14.ω(5)  

ただし E01<1' EO<25 作業路作設能率(秒1m) (添え字は

パケット容量を示す。)， x; :地形傾斜 (0)， X?:立木密

度(本/ば)， X
J

:胸高直径 (cm)。

2.3 CO
2
排出量の区分および地形傾斜の計灘方法

本研究では，作設工種として，1伐開・土工(掘削，

敷均，締間， 1去面整形)j，1路盤工j，1法関保護工j，

「擁壁工j，1排水施設工j，1訪護施設工Jの61K分とし，

便宜上， 1伐開・土工Jをはこ工部j，それ以外の5工種

を「構造物部」に大別した。また， CO
2
排出源由来によ

って，前記2.2の①句1を「作業機械由来j，②を「資材由

来Jと呼称した。「作業機械由来」と「資材由来Jを合

わせた排出量として特に断りがない場合 ICO?排出

を用いた。

地形傾斜は，設計書の横断面図により，約20m間隔で、

法頭、から法尻までの用地111jj'j，切土高，盛土高を定規で計

測し算出したO

表-2 作業機械の燃料消費の例(7) 

区 分 規格
燃料消費率 機関出力

( e /kW -hr) (kW) 

ノくックホウ 0.25m3 0.175 41 
ノfックホウ 0.45 m3 0.175 60 

ブルドーザ llt 0.175 78 

表-3 建設用資材の原単位の例 (6)

使用材料 C02原単位 単位

9.75 kg/ 

コンクリート 325 kg/m3 

セメント 680 kg/t 

砕石，架石 3.754 kg/t 
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3.結果と考察

3.1 林道および作業道のCO
2
排出量の概要

1m当たりのCO2排出量は林道429.1kg-COjm，作業道

46.3kg-CO/mだ、ったので，林道の排出量は作業道の約9倍

になった(表 4)0 路線毎の排出量は林道165.0~

1，024.7kg-CO/m，作業道6.6~187.冗g-CO/mなので路線によ

るバラツキは大きい。路線による排出量のバラツキを変

動係数で測ると林道43.6%，作業道87.0%だったことから，

作業道は林道に比べて排出量は少ないが，路線開の変動

が大きいことが知れる(表-4)。

3.1.1工種別CO2排出量工種別のCO2排出量とその割合

を図…1，圏一2に示す。林道の排出量は，擁壁工>伐

関・土工>路盤工の順で，それぞれ146.7kg-COjm(34.2%)， 

1l2.0kg-COjm (26.1%)， 93.1kg-COjm (21.7%) となり，

残りの3工種合計で77.3kg-COjm(17.9%)だ、った。作業道

は伐開・土工20.0kg-CO/m(43.1%)，路盤工18.6kg-CO/m

(40.1%)で両工種合わせて8割以上を占め，次いで擁盛

工の3.4kg-COjm(7.4%)だ、ったO

林道では，擁壁工が用いられなかったのが3路線だ、っ

たことに示されるように，多くの路線でコンクリート擁

壁工などの排出量が大きい資材を用いているために，作

業道と異なり構造物部の比率 (73.9%)が土工部 (26.l%) 

を大きく上回っている O 作業道は構造物部 (56.9%)が

土工部 (43.l%)をやや上回り，構造物部の7割以上を路

盤工 (40.l%)が占めた。

3.1.2由来別CO?排出量林道の由来別排出量は，作業

83 

機械由来が131.1kg-CO/m(30.6%)，資材由来が298.0kg-

COjm (69.4%)だ、った(表-4)。作業道は作業機械由来

が23.3kg蜘CO/m(50.3%)，資材由来が23.0kg司CO/m(49.7%) 

だ、った(表-4)0林道は資材由来によるものが総排出量

の2/3を上回ったのに対し，作業道は資材由来と作業機械

由来がほぼ1/2だ、ったことから，林道における資材由来に

よる排出量の多さが際だったO

3.1.3工種と由来別CO?排出量 伐関・土工は，林道，

作業道ともに作業機械由来によるものが大部分である

(図-l，図-2)0路盤工の資材由来割合が林道で99%

(図-1)と大きいのは， 6割近くの路線がコンクリート

やアスフアルト舗装されているためである。法富保護工

も，林道は作業道と異なり資材由来が2/3を占めた(圏-

1，国一2)0これは，作業道の法田保護工はほとんどが

韓子吹付工や植生マット工だ、ったが，林道では植生基材

吹付工やモルタル吹付工，法枠工など，セメントを用い

ることで排出量が大きくなる工法が多く採用されている

ことによる。擁護工，排水施設工(図-1，図-2) も，

林道では作業道に比較して法面や路体の保持を重視した

工法が用いられており，それにともないコンクリートや

鋼などの資材が増えた。防護施設工(圏一1，圏一2)は

作業道にはほとんど設置されていなかったが，林道では

ガードレールが6割を超える路線に設寵されていたこと

やカーブミラーにより，法面保護工とほぼ同量の排出量

になっている。

作業道の伐関・ と路盤工の排出量に大きな差はな

表-4 林道・作業道のCO
2
排出量の概要

区分 林道

作業機械出来排出量 (kg-C02/m) 131.1く61.9>(47%) 

資材由来排出量 (kg同 C02/m) 298.0く155.6>(52%) 

総排出量 (kg-C02/m) 429.1く187.2>(44 %) 

く >，標準偏差，( );変動係数
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いが，由来別には大きく異なる(留一2)。すなわち伐

開・土工は全て作業機械由来だが，路盤工は逆に約9割

が資材由来だ、った。これは，敷砂利にクラッシャーラン

を用いるとともに，排出量の多いコンクリート路面工を

採用しているためである。擁壁工，排水施設工も9割以

上が資材由来(閤-2)で，これも路盤工と同様に，コ

ンク 1) ートや鋼などのC02t~I'出量が大きいことによるが，

一方で、木材とゴムによる簡易木製横断溝のみ施工してい

る路娘もみられた。

作業機械由来の排出割合は，林道，作業道ともに伐

開・土工が8割以上を占めた(関-1，図-2)0伐開・土

工工程での作業量が大きく，その工程に多大の作業時間

を要することがわかる O 資材由来の排出割合は，林道で

は擁壁工が約4割で，路盤工が約3割なのに対し，作業道

では路盤工が7割以上を占めた(関 1， 1Z1-2) 0 

3.1.4工法選択とCOつ排出最 路偶作設に伴う排出量に

は，伐関・土工量の影響が大きい。また，林道では構造

物部で投入する資材，特に擁壁工や路盤工，排水施設工，

作業道では路盤工で投入する資材の影響が大きかった。

これらのことから，路網作設工事においてcO"m，出量を

減少させるには，路盤工や擁壁工，排水施設工の工法選

択において検討の余地があることが示唆される。例えば，

試算結果の一例として，高さ2mの擁壁を設置する場合の

コンクリート製機壁と鋼製擁壁を比較する o L型プレキ

ャスト擁壁工法のプレキャストコンクリートブロックか

らの排出量は157.8kg司COjmだ、ったが，銅製L型擁壁工法

のステンレス鋼壁面材と支柱はコンクリーブロックのお

よそ115の30.6kg-COjmだった。現場の状況に応じた，低

負荷工法，低負荷資材の選択が求められる O

3.2 地形傾斜がCO
2
排出量に及ぼす影響

co')m，出量と地形傾斜の関係を図 -3，図 4~こ示す。

林道作設に伴う COJ~I'出量と地形傾斜の単柏関係数

( 1うは， C02総排出量(1"=+0.44料)，作業機械由来

(r=+0.61件当，)，資材由来 (1'コ+0.23)だ、った(有意水準:

料*;0.1%，料;1%，*;5%)0 CO総排出量と作業機械由来で

は， 1%の有意;水準で、正の相関有りとされたが，資材由

来は相関が認められなかった。

作業道のCO"排出量と地形傾斜の単相関係数(r)は，

COワ総排出量 (1'ニ+0必料)，作業機械由来 (1'二十0.74料*)，

資材由来 (1'=+0.02)で，作業機械由来では強い正の相関

がみられたが，資材由来では相関がなかった。 COJ捻排

出量では林道と同様に高くはないが， 1%の有意水準で

正の相関関係存りとされた。

林道，作業道ともに急傾斜になるにしたがって土工最

も大きくなる (11) ことから，作業機械由来による排出

も大きくなることは容易に理解できる O 資材性i来と地

形傾斜による排出量に相関が認められなかった。ちなみ

]. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (l) 2012 

に作業道の工種別COワ排出量と地形傾斜との相関係数は，

法面保護工 (r=+0.36*)，擁壁工 (β+0.27)，排水施設工

(1'=十0.12)，路盤工 (1'=-0.12) となり，排水施設工，路盤

工は地形傾斜にほとんど関係なく排出量を増減させた。

作業道の資材由来の74%が路盤工で占められていたこと

から，作業道の資材由来排出量と地形傾斜が無相関にな

っても不思議で、はない。

3.3 CO
2
排出量と作設単価の関係

図-5に作設単価とCOっ排出量の関係を示す。林道，作

業道ともに排出量と作設費には強い正の相関関係が認め

られた。この結果は，林道，作業道の作設単価と地形傾

斜には正の相関関係有りとされていることと (11)，既

述のように地形傾斜とCO')排出量にも正の相関関係があ

ったこととも矛盾しない。

3.4 作業路のCO
2
排出量

作業路作設による C02t~I'出量を機種別に図-6に示す。
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作業路作設の工種は土工のみを想定しているので，排出

源は作業機械由来になる O パケット容量0.25ばにおける

作業路の排出量は，地形傾斜が10
0で、O.99kg-Co.jm，20

0 

で1.58kg司Co.jm，30。で2.l8kg-Co.jmとされた。地形傾斜

が急なほど排出量は多くなり，機種別には間一傾斜では

パケット容量が大きいほど排出量は少なくなるが，

O.l4m3に対する0.25m3の排出量の比率は，地形傾斜10
0

で

60%， 30
0

で83%だ、ったように，急傾斜になるにつれて

その差は縮まった。大型の油圧ショベルほど高能率に作

業路を作設できるが，急傾斜になるほど機種サイズによ

る能率の差は縮まることを (4)式， (5)式は示してい

る (4)。したがって，当該式を用いてCo.ワ排出量を試算

したことから，この結果は当然といえる O 本試算は土工

のみでの作設を想定したが，路盤工や構造物などを採用

すれば，作業機械と資材からの排出量が加算されるため，

値は上方修正される O
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3.5 既往の研究との比較

国有林林道2級を調査した田中ら(15) は， 167.1kg-

Co.ノmを排出量としその内訳として，作業機械由来

24.2kg-Co.jm (14.5%)，資材由来142到{g-Co.jm(85.5%) 

としている O 本研究における民有林林道2級ではそれぞ

れ， 429.lkg-Co.jm， 131.1kg-Co.jm (30.6%)， 298肱g-Co.jm

(69.4%)だったので，田中らのほほ2.5f音になった。田中

らと本研究は試算方法が多少異なっており，このことが

試算に与えた影響は不明である O 鈴木ら(14) は土工量

から作業機由来の排出量を試算し，民有林林道2級

106.4kg-Co.jm，間有林林道95.11kg-Co.jmとし，民有林と

国有林の林道間に大きな違いはない結果得ており，本研

究における作業機械由来の排出量に近い数値を示してい

るO 本研究や田中ら(15) により，林道では資材由来

の排出量を無視することはできないことが明らかにな

った O 鈴木ら (14) は，民存林作業道での排出量を

25.98kg-Co.jmとしており，本研究での作業機械由来の

23.3kg-C0.jmにほぼ一致した。

3.6 路網整備によるCO
2
排出量の推定

林道，作業道のCo.?排出量と地形傾斜の関係は閣-3，

作業路は留-6からそれぞ、れ求めた。結果を表 5に示す。

表…5のCOJ112出量は地形傾斜37.5
0

とした急、綾地を除き

各傾斜地毘分の中央値で試算している O 林道のCo.
2
排出

は，傾斜匿分に関わりなく作業道のほぼ10倍だ、った。

作業路(パケット容量0.25ぱ)は，何れの傾斜区分にお

いても作業道のほぼ1/20だ、った。したがって，単位作設

距離当たりのC0.，排出量比はほぼ，林道:作業道:作業

路キ2∞:20: 1になる O

森林・林業再生プランの実現のために，林野庁に設寵

された路網・作業システム検討委員会は，林道，林業専

用道，森林作業道からなる路縞の地形傾斜，作業システ

ムに対応する目標路網密度(自安)を示した(10)0 こ

の目標路網密震に表-5で示した結果を与えたものを

表-6に示す。試算では林道に民有林林道2級，林業専用

道に作業道，森林作業道に作業路の値を与えたO なお，

本研究で用いた作業道は基幹作業道を主体にしている。

すなわち，作業道の全l幅員は3.2m (2.5~4.0m) (表一1)， 

作設単価が16，893円1m (4，192~50，∞o円1m) (表…1)から

明らかなように，林業専用道よりもやや低規格な路線が

表 5 地形傾斜別の路網作設によるCo.
2
排出量 (kg-

Co.? 1m) 

区分 林道 作業道 作業路

緩傾斜地 (O~150) 136.1 14.3 0.85 
中傾斜ー地 (15~300) 322.7 32.3 1.76 
急、{頃斜地 (30~350) 430.8 42.4 2.25 
急、l唆地 (350~) 482.0 47.1 2.47 
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表-6 地形館斜・作業システムに対応する目標路網密度を達成するためのCO2排出量 (kg-CO2/ha) 

区分 作業システム 林道 林業専用道 森林作業道 合計

緩傾斜地

(O~150) 

中傾斜地

(l5~300) 

急{頃斜地

(30~350) 

急峻地

(350~ ) 

車両系 2，042 ~ 2，722 

車両系
4，841 ~ 6，454 

架線系

車両系
6，462 ~ 8，616 

架線系

フカfロ℃耳Jty向j、河clj，ミ 2，410 ~ 7，230 

含まれているものの，ほほ林業専用道クラスの作業道と

考えて差し支えない。 CO
2
排出量は地形傾斜が急、になる

につれて多くなり ，2，お3~9，l09kg-CO/ha とされた。この

排出量の80%以上は林道が占め，森林作業道は5%程度

に過ぎない。

4. おわりに

路網作設によるCOJJI:出量をLCAで推定した。林道:

作業道:作業路の排出量比はほぼ2∞:20:1だ、ったことが示

すように，林道の排出量は低規格路網に比べて著しく大

きい。既往の研究 (11) では， トラック(林道2級， 8t 

車トラック(作業道， 4t車フォワーダ(作業路，

1.7ぱ積)の運材能力 (m3・km/hr)の比率は15: 3 : 1と

されている O 路網規格別のCO?tJF出量と運材能力には開

きがあり， CO
2
排出量を指標に路網整備のあり方を考え

る場合，作業道と作業路を中心とする低規格路網による

伐出作業システムが有利と考えられるが，このことに関

しては別途報告する予定である。
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