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スギ間伐丸棒を利用したグライド防止三角枠工の開発

柴和宏

Developmen↑of Snow Glide Con↑rol Triangle Frame S↑ructures 

Using Sugi Round Timbers from Fores↑Thinning 

Kazuhiro SHIBA 

森林整備への活用が求められているスギ間伐小径材を用い、多雪地域の森林造成を目的とした

グライド防止三角枠工を開発した。

1) 足場の悪い山腹斜面での施工に配慮し、丸棒をボルト固定した三角枠を支柱と現場で最合

する三角錐状のグライド防止三角枠工を開発した。三角枠の底辺部は杭等で地山に固定し、谷側

への引き抜きに抵抗する構造とした。治山技術基準を勘案し、設計積雪深2.5mfこ対する三角枠の

高さは1.4m程度とした。

2) 丸太柵工と組み合わせたグライド防止工法の試験施工を行ったところ、一冬期の積雪移動

量は概ね 1m以内に抑えられ、植栽木の成育に有効と考えられた。

1. はじめに

富山県の山間部は多雪地域であり、森林造成のた

めに植栽された苗木は、グライド1) (地面での積雪

の滑り)によって、引き抜き、倒伏、折損といった

被害を生じ、成長を阻害されることが多い。これを

防止するため、森林整備工事では切取階段工 2) が

施工されてきたが、この工法は、山腹の原形を損な

うとともに発生した切士が山腹下方に広がるため、

景観を重視する箇所では敬遠されることが多い。こ

れに替わる工法として、山腹上に構造物を設置して

グライドを抑える方法があるが、積雪荷重に対応す

るためにコンクリートや鋼材を用いるのが一般的で

ある。

昨今、景観との調和や地球環境への配慮が重要視

され、このような構造物にもスギ間伐材の利用が期

待されている。木製構造物は施工後やがて腐朽しグ

ライド防止機能が消失していくことになるが、施工

後10年程度までに植栽木が健全に成長できれば、そ

のまま成林していくことが期待できる。

また、県内では、森林組合を中心に間伐材回収シ

ステムが構築され、長さ約 2m、末口径が 8~15cm 

のスギ間伐材が安定的に出材されている。これらの

うちllcm以上のものは、直径10および、12cmの丸棒へ

と一次加工されており、森林整備工事への材料の供

給体制が確立されている。

これらの背景をもとに、多雪地域での森林造成を

目的に、間伐材を活用したグライド防止工法を開発

することとした。本報では、新たに開発した工法の

概要と試験施工から得られた本工法の有効性につい

ての知見を報告する。

2. グライド防止工法の設計

多雪地域における既往のグライド防止工法では、

なだれ対策工(なだれ予防柵工や切取階段工(階段

幅2m程度))と簡易構造物(高さO.5m程度の丸太柵

工や木杭工等)を組み合わせるのが一般的であ

る3)。なだれ予防柵はコストが高いため、道路等の

保全対象がある場合に用いられるのに対し、森林造

成を主目的とする場合は切取階段工が専ら用いられ

ており、これに代わる木製構造物を検討した。

本稿の一部は、第 51回日本木材学会大会 (2001.4，東京)，産業技術連携推進会議物質工学部会第 11回木質科学分科会 (2002.10，岐阜)， 

雪氷研究大会 (2011.9，長岡)で発表した。
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2. 1 グライド防止三角枠工の基本構造

スイス連邦においては、グライドを防止するため

の簡易木製構造物として、積雪を直接受け止める 2

本の水平材と l本の支柱の合計3本の丸太をやぐら

に組んだピラミッド杭工 4) が用いられている。し

かしながら、地形に合わせて 3本の丸太の先端を金

具で緊結するには多くの労力を要し、また確実な接

合をするのが難しく改良の余地があると考えられた。

今回開発する構造物は、ピラミッド杭に準じた形状

とし、人力で簡易に設置できる施工性の良いものと

したい。これらを勘案し以下のような基本構造とし

た。なお、その平面の形状的な特徴から名称を「グ

ライド、防止三角枠工」とした。以下、本報では三角

枠工と略す。

スギ丸棒をボルトで固定して正三角形の枠を形成

し、その頂点部分に支柱を飯め込むことで簡便に組

み立てられる三角錐状の構造物とした(図1)。三角

枠は平面的にトラス状になっているため、山腹斜面

の起伏に伴って横荷重を受ける場合にも有利で、ある。

つぎに、三角枠工の底辺部は杭等で斜面に固定し、

谷側への引き抜きに抵抗する構造とした。三角枠頂

部と接合した支柱の柱脚は、地中へ50cm程度根入れ

をするとともに、地際に沈下防止板を設け、地耐力

を確保した。

2. 2 三角枠工の高さ

三角枠工の高さは次のように決定した。

本工法を適用する森林整備工事の対象地は、標高

500m前後で最大積雪深は2.5mlこ達すると考えられる。

このような多雪の山地で植栽木に良好な成育環境を

確保するには、従来の切取階段工と同程度のグライ

図 1 三角枠工設置状況

ド抑制効果と全層雪崩の防止効果を発揮する必要が

あると考えられる。

三角枠工の具体的な高さを決めるにあたり、ピラ

ミッド杭工を始めとする簡易な木製構造物について

明確な設計方法が示された事例が極めて少ないため、

銅製の「なだれ予防杭」の設計を参考にした九 通

常、予防杭をなだれ対策工として利用する場合は、

その高さを最大積雪深の 7割程度とする必要がある

とされている。一方、森林造成を目的とする場合に

は、 一般に、治山技術基準に規定される1. 0~ 1. 5mを

目安にしている 6)。

以上を踏まえ三角枠工の高さは、設計積雪深2.5m 

では高さ1.4m程度とした。

2. 3 三角枠工の設置間隔

三角枠工を設置する水平間隔および斜長間隔は次

のように決定した。

まず、水平間隔については、県内で施工される銅

製なだれ柵工の場合、柵間からの積雪の流出を防ぐ

ため、水平間隔を 2mとしている。そこで、三角枠

工もこれを参考に、頂点部分で 3m、底辺部分で約

1mとして、両者の平均が 2mとなるように水平間隔

を設定した。

つぎに、斜長間隔については、なだれ予防杭の設

計を参考とした。 なだれ予防杭の設計では、 35~

40
0

の斜面勾配で水平間隔5m、斜長間隔8mを標準

としている 7)。一方、施工対象地は 25~450 程度の

範囲の斜面勾配が想定され、施工コストを考慮、して

斜面勾配に応じて斜長間隔を変化させるのが望まし

いと考えられる。そこで、 37.50 (35~400 の中間

値)での斜長間隔 8mを基準として、なだれ柵工の

表 1 斜面勾配と斜長間隔との関係

斜面勾配 45
0 

40
0 

35
0 

30
0 

fL 4. 00 4.95 6. 99 14.93 

上じ O. 7 0.9 1.2 2. 6 

斜長間隔(m) 5 7 9 20 

※距離係数fLの計算は以下のとおり。

f， = ____1・tanゆ
L- tan中一tanφ

φ:斜面勾配，ゅ，雪と地面の摩擦角， tanゆ， = 0.5 

※各斜面勾配の比は37.50のときのfL値に対する比。
※斜長間隔は37.50のときの8mlこ比を乗じて計算した。
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設計で使われている斜面勾配によ る距離係数 8)

の比を乗じて、斜面勾配が急なほど斜長間隔を短く、

緩いほど長くなるように設定した (表 1)。

森林においては、 一冬期のグライド量が 2m以内

であれば全層なだれが生じるこ となく斜面積雪が安

定した状態と考えられるが 9)、木工法では、 根が未

発達な植栽木に対して成育環境を整備するこ とを目

的としているため、目標とする一冬期のグライド量

を1m以内とした。

2.4 工種の組合せ

前項に従い工種配置すると、三角枠工の上下間隔

(高低差)は4m超となり、 全層なだれは防止できる

と考えられるが、グライド防止機能を十分発揮させ

るための目安とされる3m10)は満たしていない。ま

た、作用する荷重から必要な丸棒の径が15cmと試算

され、部材の重さから人力施工が困難になると予想

された。

解決策と して、 斜長間隔を半分にする工種配置が

考えられるが、三角枠工のみで全面的に施工すると

コストが高くなり実用上の問題となる。そこで、三

角枠工の斜長間隔の中間位置において丸太柵工を組

み合わせたグライド防止工法を検討した(図2)。丸

太柵工(高さ30cm)は三角枠工に比べて施工単価が

約1/2と安価であるとともに、グライド防止機能の

みならず施工中における 「斜面の水平方向への通路j、

「資材や工具等の仮置き場」、「作業中の滑落防止

(安全性確保)Jといった機能があり、足場工等を省

略できるため、コスト縮減効果が大きいと考えた。

2. 5 三角枠工の構造設計

施工対象地の典型的な例として、設計積雪深Hを

ノ
/ 

f 
./ 

〆
/ 

/ ， 

【丸太禍工を組合せるζとによるメリット1
.ゲライド抑制効果の向上

・丸太櫛工による水平方向運徹用歩道確保

.Ilエコスト縮減
【諒験施工で横駆すべき内容1
.積曾荷重の確認

・グライド抑制効果の確舘

図2 グライド防止工の工法設計
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2.旬、斜面勾配 θを35
0

と設定した構造設計を以下

に示す。

2.5. 1積雪荷重

はじめに三角枠工に作用する積雪荷重を算定する。

三角枠工の基本構造と荷重を図3に示す。積雪荷重

計算の基となるグライ ド係数Nとクリープ係数Kは

北陸地方の銅製なだれ防止柵設計における標準的な

イ直 Il)を用いて、 N=2.8、K=0.8とした。

参考としたなだれ予防杭の設計 5)では、積雪荷重

は斜面に平行な荷重のみと している。なだれ予防杭

は斜面に対して垂直に設置されるが、三角枠工は水

平に設置されるため、沈降圧が付加されることも考

えられるが、沈降圧は斜面雪圧に含まれると仮定し

て設計を行った。

三角枠工 l基当たりの積雪荷重 P(kN)は次式で

求まる。

P=bSks )
 

f
B
A
 

''s、

ここで、 bは三角枠の水平間隔(m)、sは丸太柵工

との組合せによる荷重負担率、Skは斜面幅 1m当た

りの斜面雪圧 (kN/m)oSkは次式で表される。

Sk = ; (2四 -Hk2)KN (2) 

ここで、 rは積雪密度(二350kg/m3=3.43kN/m3
)、

品は三角枠の高さ (m)。

H=2.5m、θ=350

の条件で算定すると 、品=1.31m 

のとき品 =18.57kN/m、 さら に b=3m、s=0.5とすれ

lまP=27.85kNとなる。

ところで、三角枠工は最大積雪深に比べて高さが

低いので、頂部辺縁荷重 p，を考慮する必要がある。

/¥ 

図3 三角枠工に作用する荷重の模式図
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p，は三角枠工頂部を回り込むものと仮定し、斜面平

行方向から分力されずに三角枠に垂直な方向にその

まま負荷されるものと見なして以下のとおりとした。

p，=; b(仔品)2KNS (3) 

前述のPの算定と同条件で求めると、 p，二8.16kN/m 

となる。

2.5.2主材の断面設計

ここでは、積雪荷重によって三角枠工に作用する

曲げモーメントから主材の丸棒の径を算定する。

斜面雪圧が三角枠の 2本の主材に均等に等分布荷

重として負荷されるとすると、 1本の主材が負担す

る等分布荷重は次式で表される。

. 1 
W= z w  cosα (4) 

ここで、 w=P/Bh Bk=品 cosθ。 αは三角枠の支柱

が斜面となす角度。

また、 p，も同様に 2本の主材に均等に集中荷重

P/に負荷されるとすれば、 P/=p， /2である。

これらの関係を用いて外力を算定すると、 P=

27. 85kN、P，=8.16kN、品=1.31m、θ=35
0

、α=45
0

とすれば、 w'= 9. 17kN/m、P/=4. 08kNとなる。

支柱の取り付け位置をA、三角枠底辺部材の取り

付け位置をBとすると、 A、B両点、におけるそれぞ

れの反力 L およびL は、つぎのように表される。

RA= P/(11+/2) w'1(112+/3) 
A 12 (5) 

RBニP/+ w'I-RA (5' ) 

ここで、 1，、12、んはそれぞれ図 4に示す三角枠

での実長。三角枠の平面図を基準にとれば、それぞ

れ 1;= 1/ sec300

。ただし、 L'は側面図における三角

枠の Lの投影長さ。

1，' =0. 34m、Iz'= 1. 34m、13'=0.16mとして、前述

のw'とP/の値を式(5)と式(5')に代入すれば、 RA=

16. 14kN、RB
二4.08kNをf専る。

A-B聞の曲げモーメント M は次式で求まる。

'(I，+X)2 
Mx =RA X一 2Pt

，
(ll+x) (6) 

Mλ はX=(RA-P/)/w'-/，の点で最大曲げモーメン

トMmaxとなるので、これを計算すると、 x=0.93mの

ときMmax=1. 64kN/mとなる。

Mmaxに対して主材が負担する曲げ応力度 σの安

全性は次式で算定できる。

M 叩

σz一三 σa (7) 

ここで、 Zは丸棒部材の断面係数 (=πポ/32)、d

は丸棒部材の直径、 σaはスギの積雪長期許容曲げ

応力度 (=22.2x1. 43/3=10. 58 N/凹2)。

d=120凹のとき σ=9.67N/凹2 (σ<σa )となるの

で、直径120皿のスギ丸棒が利用可能である。

2.5.3支柱の断面の設計

ここでは、支柱に作用する軸力から支柱となる丸

棒の径を算定する。

直面

沈下防止叡平面図

唱
図4 グライド防止三角枠工(斜面角度 350 タイプ)の概要
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まず、 支柱に加わる軸力Nは、N=2RA=32.28kNと

なる。

つぎに、支柱の細長比 λは、 λ=L/kで求まる。

ここで、 Lは支柱の長さ、 kは丸棒の断面二次半径

(=d /4)、dは丸棒の直径。いま、 L=1280阻、 d=

100凹とすると、 λ=51.2となる。

支柱の圧縮応力 σの安全性は次式で算定できる。

σ N 1 ___ 
一 、 一

A (1-0.007λ) ...:::: v ca 
(8) 

ここで、 dは丸棒部材の断面積 (=πd2/4)、 σca 

はスギの積雪長 期許容圧 縮応 力度 (=17.7x 

1. 43/3=8. 44N/OIJll')。

d=100凹のとき、 σ=6. 41N/r皿，(σ くσca)となるの

で、 直径100凹のスギ丸棒が利用可能である。

2. 6 引き抜き耐力の検討

積雪荷重によって、 三角枠工には三角枠と平行に

谷側へ引き抜き力が作用する。この力に三角枠工は

底辺部の杭と横材で抵抗する。必要な引き抜き耐力

の大きさは、谷側へ作用する積雪荷重と底辺部での

反力の釣合し、から求められる(図 3)。

ここでは、杭および底辺部横材の簡易な引き抜き

試験を行い、 三角枠工の引き抜き耐力を検討した。

2. 6. 1引き抜き試験

杭の引き抜き試験は、磯質土の治山現場において

山側の地盤を反力と してロードセルを介 した油圧シ

リンダーにより水平方向へ杭に加力して引き抜いた

(図 5)。このとき得られた最大荷重を引き抜き力と

した。試験体は直径800lJllの木杭と直径32凹の鉄筋杭

(異形棒鋼)の 2種類の杭を用い、土質条件に応じ

て、 木杭が打ち込める場合には木杭を、密な磯質土

や軟岩が現れて木杭の打ち込みが困難な場合には鉄

筋杭を適用した。また、 打ち込み深さは木杭が40'"

60cm、鉄筋杭は50"'85cmとした。

底辺部横材の引き抜き試験は次のように行った。

II 

木材研究所敷地内(磯質土)において三角枠底辺部

の横材を掘削した溝に埋め込み、積雪荷重に相当す

る重錘を底辺部横材に載荷した。つぎに、ロードセ

ルを介したチノレホールで、三角枠頂部を引っ張り、 平

行方向に三角枠を引き抜いた。このとき得られた最

大荷重を引き抜き力とした(図6)。

2. 6. 2引き抜き試験の結果

杭の引 き抜き試験の結果を図7に示す。 打ち込み

深さと引き抜き力は相聞が高く、得られた回帰式よ

り、 60cmの打ち込み深さでの平均的な引き抜き耐力

は、木杭で2.95kN、鉄筋杭で4.86kNであることがわ

かった。

底辺部横材の引き抜き試験の結果を図8に示す。

重錘による載荷重の増加に伴い引き抜き力が増大す

る傾向を示したことから、積雪荷重に対する底辺部

における反力 Rs (図3参照)が大きいほど引 き抜

き耐力九が増大することが示唆された。また、地

山を掘削して設けた溝に横材を埋め込むと、構を設

けずに地面との摩擦力のみで引き抜いた場合に比べ

て、 Tg，が増大することが確認された。

得られた回帰式により、 B点における地盤反力 RB

デ-~ロガー

丘込金還主

図5 杭の引き抜き試験状況

※底辺部横材を溝へ埋め込む

図6 底辺部横材の引き抜き試験の方法
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図7 杭の引き抜き試験結果

100 

から、 Tg，=1.16x2Rs+3. 71と計算して、底辺部横材

では 13.2kNの Tg，が期待できる。

2.6.3引き抜き耐力の検討

図3に示すように、斜面雪圧によりもたらされる

積雪荷重Pの三角枠に平行な分力九は、 p"二 Pcos

(90
0

一α)で表される。 P=27.85kN、α=45
0

とすれば

九=19.69kNである。

斜面の鉛直方向への積雪荷重んは次式で求まる。

Pn = a 
Q Ntanθ 

(9) 

ここで、 Nはグライド係数、 θは斜面勾配、 αは

雪質に関する比積雪ポアソン比(=(1-2vc) /2/ (l-vc) = 

0.419)、Vcは積雪の粘性ポアソン比 (=0.4r) 0 rは

積雪の比重 (=0.35)。

式(9)より、 N=2.8、θ=35
0

とすれば、 P=27.85kN

に対してん=5.95kNが得られる。

さらに、三角枠平行面の山側への Pの分力 TQは

むこんcosα となるので、 α=45
0

とすれば TQ=4.21kN

となる。

一方、実験で得られた知見から、引抜抵抗として、

打ち込み深さ60cmの木杭を4本打ち込むことにより、

11. 8kNの引き抜き耐力が期待でき、これに底辺部横

材の引き抜き耐力13.2kNを合わせると、引き抜き耐

力の合計値LTは25.0kNとなる。

安全率を LT/(Ph-TQ)として求めると1.61となる。

なだれ防止柵工の設計における引き抜き耐力の安全

率ついては1.5以上としており 12)、この程度の余裕

があれば実用上問題ないと考えられる。
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。。 3 6 
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9 

図8 底辺部横材の引き抜き試験の結果

3.試験施工

3. 1 施工概要

開発した三角枠工の具体的な性能を検証するため、

本工法の適用対象を超える豪雪地域で、 (1)試験結

果を早期に得ること、 (2)積雪深と斜面角度が設計

適用範囲を超える状況下での耐用性を確認すること、

の二点を期待して試験施工を行った。

試験施工には南砺市利賀村の施工地(図 9) を選

定した。当施工地は県内有数の豪雪地であり、周辺

の山腹では広い範囲で鋼製なだれ防止柵(全層なだ

れ対応、高さ 3m) が施工されていた。現場近傍の

観測値から(図10)、平年並の降雪でも 2mを超える

最大積雪深があり、過去10年の最大積雪深は 3mを

図9 施工地の平面図

※測定装置の位置を図示。
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年

図10 試験施工地の最大積雪深の推移

超えていることから、設計積雪深 2.5mタイプでの

施工は本来適用対象外となる。

施工の概要は以下のとおりであった。

-標高:約500m

-最大積雪深:平均値2.旬、最大値3.4m

-山腹傾斜角:上部40"-'47。、下部30"-'40
0

.施工対象面積 :O. 2ha 

・施工地を上下に分けて2000、2001年に施工

・施工実績:グライド防止三角枠工:34基

丸太柵工:延長260m

-三角枠工の設置間隔:水平間隔旬、斜長間隔は

斜面勾配に関わらず3m

-三角枠工の構造は、斜面勾配に応じて30
0

、

40
0

、45
0

仕様の 3種類とした

500 

一-No.1測定器φ=30.

一一No.2測定器φ=45。

一一No.3測定器φ=40。

ー-No.45J1lj定器ゆ=45。
制':L 

ヤ 200
tlh 、

k止ーナ ‘.〆・.NO.4 
No.3 

ー← No.l 0. ー回aF 』 dF

12/10 119 218 3/10 4/9 5/9 

月日

図12 グライド量 (2000-2001年)

※三角枠工と丸太棚工の組合せによる効果を示して

いる。 測定期間中の最大積雪深は 225cm。

13 

t 

l i.¥ 1， f' "'( 
4 “' 

図11 施工地の積雪状況

※積雪深 230cm (2002年2月)

なお、当該地に適用したグライド防止工は開発途

上の仕様であり、沈下防止板を用いていない等、前

章で述べたものと仕様が若干異なっていた。

3.2 施工効果と検証

3.2.1 グライド防止効果

積雪期間中に施工地を観察したところ、三角枠工

および丸太柵工で積雪が留まっている様子が確認さ

れた(図11)。山腹内でのグライ ド量を連続的に記

録できる装置 13)を用いて測定したところ、 図12に

示すとおり 、斜面勾配30、40
0

の斜面ではグライド

量は時間の経過とともに緩やかに増加し、その累積

値は目標とする一冬期のグライド量 1m以内に抑え

られた。 これらに対し、斜面勾配45
0

の測定箇所で

はグライ ド量が一時的に大きく増加する傾向がみら

500 
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O
)
酬
弘
子
小
、

No.2 
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100 

0 
12/7 3/7 416 116 2/5 

月日

図13 グライド量 (2004-2005年)

※丸太棚工を撤去。 三角枠工のみによる効果を示し

ている。 測定期間中の最大積雪深は 252cm。
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図14 積雪荷重の測定

れ、その累積値が2m近くに達したものがあった。

この試験施工では、斜面勾配に関わらず三角枠工

の斜長間隔を 8mlこ固定していたが、表 2の斜長間

隔に従って施工すれば目標値により近づくと考えら

れる。

その後、丸太柵工の効果を検証するために、丸太

柵工を撤去して観察を続けたところ、グライド量が

2mを超えた(図13)。特に、 45。勾配のNo.4で、は雪

崩が発生し、三角枠工の破壊が見られた。これらの

ことから、三角枠工と丸太柵工を適切な斜長間隔で

配置すればこれら構造物が保持され、かつ一冬期の

グライド量を目標値の 1m以内に抑制できることが

示唆された。

3.2.2 三角枠工の耐力

図14に示すように、支柱にかかる積雪荷重をロー

ドセノレにより継続的に測定した。この積雪荷重は、

頂部辺縁荷重と三角枠の主材にかかる雪圧(等分布

荷重とみなす)に対する支柱の反力 N(2RA)とみ

なすことができる。図15に示すとおり、その最大

値は3月上旬頃にピークを示し、設計値以下である

ことを確認した。

この試験施工では、 三角枠工の主材には 2mの最

大積雪深まで耐えられるように直径10cmのスギ丸棒

を用いたが、最大積雪深が約2.5mで、は折損するもの

が認められた。

また、コストの削減を狙うことを目的に沈下防止

板の設置を省略したところ、施工後 4年間は顕著な

沈下をしたものが少なかったものの、その後2005、

2006年に全体的に支柱の顕著な沈下が見られた。こ

れに対して、事前に一部の支柱に沈下防止板を取り
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図15 積雪荷重の推移 (2002-2003年)
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つけておいたものの沈下はほとんど観察されなかっ

た。

31. 5cm角(中心に10.5cm角の支柱の通し穴あり

，図 4) の沈下防止板の接地面積と地盤の許容応力

度14) (磯質土で、300kN/m2) から沈下防止板により付

加される地盤支持力は 26.5kN(=(0.3152-0.1052
) 

x300)と見積もられ、図15における最大荷重約14kN

を支柱杭部分の限界地耐力と見なして足し合わせる

と約40kNの地耐力を確保しているものと考えられた。

以上のことから、沈下防止板により適切に地盤支持

力を確保する必要があることが確認された。

施工後5年経過した2006年には約3.5mの積雪があ

り、構造物が大きく被災した。本工法は、多雪地域

(最大積雪深で2.5m程度)での利用を前提に設計し

たものであり、最大積雪深で3.0mを超えるような豪

雪地域でそのまま利用することは困難であることが

示唆された。

一方、植栽したスギについては、比較的順調な成

育を示し、 6年で平均樹高が約2.5mlこ達していたこ

とから、本工法により多雪地域の森林の造成が可能

であると考えられた。

4 おわりに

間伐材の利用を促進することを目的に、多雪地域

において切取階段工に替わる木製構造物としてグラ

イド防止三角枠工を開発し、丸太柵工と組み合わせ

た工法により試験施工を行った。

グライド量を測定したところ、 一冬期の累積値は

適正な工種配置を行うことで概ね 1m以内に抑えら

れることが確認され、良好な植栽木の成育環境を確
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保しているものと考えられた。

三角枠工の支柱に対する積雪荷重を測定したとこ

ろ、設計値以下であり安全性が確認された。また、

支柱に沈下防止板を設置することで必要な地盤支持

力を確保できることを確認した。

本試験施工により一定の成果が確認された後、県

内で広く本グライド防止工法が採用されるようになっ

た。今後これらの施工地において植栽木の成育とグ

ライド防止工の耐久性の関係について明らかにして

いき、本工法の最終目的である成林が可能であるか

検証する必要がある。
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Summary 

It has been a goal that a lot of thinned sugi timbers could be used for afforestation. Towards that goal snow 

glide control triangle frame wood structures were developed for afforestation in regions of heavy snowfall. The 

results obtained are summarized as follows. 

1) The novel snow glide control triangle frame structures were developed， in order to efficiently construct them 

on the steep slopes. Th巴yare formed by a triangle frame and a support made from round timb巴rswith bolt 

connects， and were shaped as triangular pyramids. The base of the triangle frame w出 fixedto the na汀owstep on 

the hillside by piles， so that it could resist the force which pulls out toward the valley by the snow glide. The 

snow depth for planning purposes was designed 2.5 m; accordingly the triangle frame height was decided to be 

approximately 1.4 m on the basis of the forest conservancy technical standard. 

2) Snow glide control engineering methods that combined triangle企amestructures and fence works were carried 

out experimentally. The glide distances in on巴 seasonwere measured to clari命 theeffect of the method; and 

shown to be suppressed to within 1 m. Therefore， it was judged that the planted trees would be able to grow 

favorably. 
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