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特集「路網整備の技術的課題HJ 

東北森林管理局における路網整備事業牢

斉藤勝也料・佐藤誠＊＊－蓮尾直志＊＊

1 .はじめに

現在林野庁では，国産材自給率50%を目標として路網

の整備，森林施業の集約化および必要な人材育成を軸と

した森林と林業の再生に向けた取り組みを実施してい

る。その中で，森林整備や木材生産の効率化に資する路

網・作業システムを確立するための具体的な対－策が検討

された。路網の考え方についても整理され，路網を 「車

道」と「森林作業道」（林業機械が走行）に区分した。

さらに 「車道Jを不特定多数の利用者を想定して開設す

る 「林道Jと，主として林業に使用し普通自動車（lOt積

み程度のトラック）や大型ホイールタイプフォワーダな

どの走行を想定して開設する「林業専用道jに区分する

ことが提言された。その後，議論を基にして「林業専用

道作設指針Jが定められた。この指針では，林業専用道

の作設にあたっては，地形，地質の面から十分な検討を

行い，規格，構造の簡素化を旨としてできるだけ地形に

沿って計画することとされた。

本稿は平成25年3月28日に開催された森林利用学会シ

ンポジウムでの発表内容に基づき 東北森林管理局での

路網整備事業を紹介する。

2. 東北森林管理局の管内概要と路網整備の現状

東北森林管理局は青森県，岩手県，宮城県，秋田県お

よび山形県の5県に18か所の森林管理署と6か所の支署を

有する林野庁の機関である（図－1）。当管理局管内の固

有林面積は約165万haあり 国有林全体の約2割の管理経

営を行っている。管内の国有林には，白神山地，および

八甲田山系から蔵王山系に至る奥羽山脈沿いや，月山か

ら朝日・飯豊連峰にかけて，さらには森吉山，鳥海山，

北上山地周辺にブナ，ミズナラなど冷温帯の自然植生を

代表する天然広葉樹林が分布している。また，日本三大

美林に数えられる青森ヒパ林が津軽，下北半島に，天然

秋田スギ林が秋田県北部にそれぞれ分布している。

平成24年時点での当管理局の管理する林道は2,908路

線，延長9,54lkmとなっており，路線数・延長ともに固

有林林道全体の約2割に及ぶ。例年 当管理局における

新設延長は30～40kmで、推移してきた。しかし，森林と林

業の再生に向けた取り組みの中で，森林施業の効率的な

実施のために路網整備の加速化が求められてきている。

それを受けて平成23年度以降の開設量は急増し， 25年度

にはllOkmの新設が計画されている（図 2）。

従来の倍以上となる事業量を実施するには作設コスト

の縮減が重要となる。これまでの林道規程を基に規格が

見直され，低コスト化を図った 「林業専用道作設指針J
が制定された結果，これまで林道における工事単価が

28,000～35,000円Imで、あったものが， 21,000円Im程度まで

縮減されている。

3.林業専用道の作設

従来の林道は公道としての性格を有し，公益性・公共

東北森林管理局管内図
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図－1 東北森林管理局管内図
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*Forest road network development project in Tohoku regional forest office. 

** Katuya SAITOU, Makoto SATOU and Naoshi HAsuo 東北森林管理局 Tohoku Reg. Forest O百.，Akita 010-8550 



102 

120 

100 

80 

延長 60 
28,000-35,000円／m

km 
、．，，

40 

20 

。
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

図－2 林道（林業専用道）の開設量と開設単価の推移

注）平成25年度は計画延長

性を重視することで森林経営のための機能発揮が希薄に

なる面があった。しかし これからの林道には森林施業

を主体とすること，特に，林内へのアクセス性・低コス

トで作設することによ る経済性 ・長期使用を前提とした

耐久性’・大型搬出車両の通行を可能とする走行性（図－

3）が求められる。これらの要求を満たすために制定さ

れたのが林業専用道である。作設にあたりポイントとな

るのは，切土高さ2m程度を目安にすること，地形に追従

図－3 lOt積みトラックの通行
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した線形で30°以下の緩傾斜地を選定すること，簡易な資

材によ ってこまめに分散排水を行うことなどがある。法

面を低くすることにより種子吹付等の法面保護工を省略

することができ，どの位置からでも森林作業道の取付け

が容易になる。また，緩傾斜地を通過することで土工量

の減少および擁壁等の構造物の使用を抑制し，作設単価

の縮減に大きく寄与することができる。さらに，木製路

面排水などの簡易な排水施設をこまめに設置することで

分散排水を行うことができる。排水施設には開渠を使用

することで，メンテナンス性が向上する。加えて，縦断

方向の路線線形を波形とすることにより路面水の流速を

抑制し，水に強く崩れにくい道とする。いずれのポイン

トも地形に大きく影響を受けるため 路線選定が最も重

要な作業となる。図上選定を繰り返し，現地踏査を経て，

3, 4ルートの候補の中から協議を行い最適な線形を選択

していく 。

4.小乙壁林道の事例

小乙壁林道（林業専用道）は盛岡市砂小沢毛無森固有

林に位置する（図－4），延長1,000，幅員3.5m（図 5) 

の林業専用道である（図－6）。平成24年度の治山 ・林道

コンクールにおいて林野庁長官賞を受けた。利用区域は

141ri~盛岡森崎正主主F
l～」管丙図 、一＼
’＇－＼ ／＂日~lJ~ －·－ ·－ .~ •. ) 

図－4 林道位置図

小乙壁林道（林業専用道）
岩手県盛岡市毛無森国有林

図 5 路線平面図
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138haで， 5～9齢級のカラマツが主体の人工林となってい

る。当路線の主な特徴は以下のとおりである。

林地内へアクセスがしやすいよう緩傾斜地を選定し，

切・盛土高を極力抑えたルートを取り，土場施設等とし

て残土を利用した「林業作業用施設Jを2か所設置。

構造物については 現地で発生した岩砕を中詰材とし

て利用した「二重ふとんかごjを土留工として使用。

吐口側が盛土となる横断排水溝箇所においては，法面

の保護のため「植生土のう水路工」（図－7）を施工。

このように，簡易な構造物等を使用することによって

開設コストの低減をはかり，当路線の開設単価は20,000

円Imとなった。

5.運用の見直し

林業専用道作設指針は林業専用道の管理，規格・構造，

調査設計，施工等にかかる基本的事項を示すものであり，

全国の作設事例を基に適宜見直しを行っていくものとさ

れている。最低限の事項を表記しているものであるため，

各地域の地形 ・地質，気候等を踏まえつつ，各森林管理

図－6 完成した路線

図 7 植生土のう水路工
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局や都道府県に適合した指針の整備 ・運用が必要とな

る。そこで，平成25年の2月に当管理局管内の国有林林

道担当者によって林道規程の細部運用の見直しを行っ

た。検討された主な項目は，保護路肩の設置，路盤材の

転圧，待避所の規格の変更，背向曲線の緩和区間の変更

の4つである。

路肩幅員は，原則として側方余裕幅を25cmとして設

計施工されている。当管理局では路盤材の敷厚を20cmと

していたため，路盤材の上面が車道幅（3.0m）になるよ

うに敷設すると，路盤材の下面と路肩との余裕がScmよ

り少なくなってしまい，走行などによる路盤材の落下が

懸念されたO また，路肩部分の視認性が悪く，走行の安

全性を確保する必要もあることから，盛土側に保護路肩

を設置することとした（図－8）。

上層路盤にはブルドーザ等による通常の敷きならしに

加え舗装工事に使用する転圧機械による転圧を行うこと

とし，路盤の強度および走行性の向上を図ることとした。

その際，従来どおりに路盤材を20cm敷く場合と， lOcmの

敷厚に転圧作業を行う場合を比較しでも強度的，コスト

的には大きく変わらないため，現在試験的に後者を採用

している。

待避所における車道幅員は設計車両（車長12m，幅

2.Sm）により決定されている。現在，最小値であるSmで、

施工を行っている。これについては林道規程の細部運用

により， 0.5～l.Om程度の余裕を持たせて最大6.0m幅まで

規格を変更した。

緩和区間は曲率の異なる曲線部相互間を円滑に走行す

るために設置される直線区間である。林業専用道では背

向曲線を設ける場合は，中間にSm以上の直線区間（緩和

区間）を設けるものとされていたが地形の状況に応じ

てSmまで短縮できることとした （図－9）。これにより，

更に地形に追従しやすい線形を計画することが可能とな

る。これらの4項目の変更箇所は平成25年6月以降の設計

に反映されている。

金
総幅員 3.5m

保護路肩0.2I栴5車道幅員

図－8 土工標準図
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図－9 曲線標準図

6.技術者の育成

林業専用道の作設では これまでの林道とは異なる技

術が必要となる。そのため，林業専用道の作設に必要な

線形計画や設計を担う技術者の育成を目的とした「林業

専用道技術者研修Jが林野庁によって行われている。平

成23年から平成25年までに全国7森林管理局において年4

回開催された。受講対象者は業務の発注者である都道府

県 ・市町村職員や国有林職員および受注者であるコンサ

ルタント・施工業者などとなっており，全国での過去2

年間の受講実績は1,507人となっている。当管理局での研

修は盛岡森林管理署管内を会場として実施しており，林

図－10 林業専用道技術者研修風景（講義）
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図－11 林業専用道技術者研修風景（机上演習）

図－12 林業専用道技術者研修風景（現地検討）

業専用道の規格構造や，路網選定の考え方などに関する

講義，路線の図上選定の机上演習，国有林をフィールド

にした現地検討を行っている（図－10～12）。

7. おわりに

当管理局での林業専用道の施工実績は平成25年で2年

目となる。今後，木材生産事業で使用されるにつれ，施

工段階では見えなかった問題点も見えてくるようになる

と思われる。そのため 施工者や使用者からの聞き取り

を行いながら，森林作業道の開設との一連性がとれてい

るのかといった観点で評価を実施していく（Check）。そ

れらを踏まえて改善すべき点を洗い出し，見直していく

ことが重要となる。その後，改善点を規程運用の見直し

などの形で反映させ（Act），森林施業との整合性をとり

ながら路網計画を立案し（Plan），実際の施工に反映

(Do）させていく 。しかし，現状では設計，施工の両面

から技術者不足が課題となっていることから，当管理局

では継続的な森林土木に関する研修等の取り組みを行っ

ているところである。このPDCAサイクルに基づき林業

経営基盤としての路網整備を進めていきたい。
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