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1 調査内容及び実施方法 

 

1-1 調査の目的 

 今後、我が国の森林資源が本格的な循環利用期を迎えることから、間伐等の適切な手入

れを行うことに加えて、地域の抱える個々の条件に対応した持続可能な森林経営の推進に

向けて一層取り組んでいく必要がある。 

 平成 22年、林野庁は林内路網をこれまでの「林道」と 10 ｔ 積みトラックの走行を想定

した「林業専用道」とフォワーダ等林業機械の走行を想定した「森林作業道」に区分し、

林業専用道と森林作業道（ 以下「森林作業道等という。」）について、それぞれ作設指針を

定めた。 

 各地において一部に経験則も交えた手法によって作設されている森林作業道等の現状や

損壊状況、工法等について、定量的な分析を行うことにより、地域条件（ 土質、地形、傾

斜、降雨特性等） に適応した森林作業道等の作設手法を検討していく必要がある。 

本調査は、全国各地の事例を調査し、路網作設のオペレータが森林作業道を作設する際

に参考となる、路体の規格、土質別の幾何構造、構造物の考え方等、森林作業道のおおよ

その作り方の目安(仕様書的なもの)及びガイドラインを作成することを目的として実施す

るものである。 
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1-2 調査の実施内容 

 本事業は，次のような基本方針をもとに調査を実施する。  

1)調査検討会の運営 

 調査検討会を設置し，現地調査地、調査実施方法、調査結果の分析、ガイドラインにつ

いて検討する。委員会の構成及び開催日時は表 1-1及び表 1-2に示すとおりである。 

表 1-1 委員会の構成 

委員 氏　　名 所属等

委員長 酒井　秀夫 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授

委員 梅田　修史
独立行政法人 森林総合研究所 林業工学研究領域
前領域長

委員 鈴木　秀典
独立行政法人 森林総合研究所 林業工学研究領域
森林路網研究室　主任研究員

委員 小原　文吾 日本林道協会　事業部長

委員 壁村　秀水 技術士（森林部門・森林土木）
 

表 1-2 委員会開催日時 

回 日時 内容

第1回
平成26年9月17日(水)
14:30～16:30

調査実施方法の説明と討議、現地調査箇所にかかる討議

第2回
平成26年12月22日(月)

14:30～17:00
現地調査結果の報告と討議、今後の現地調査地についての
説明と討議、取りまとめについての討議

第3回
平成27年2月27日(金)
14:00～17:00

現地調査結果の報告と討議、取りまとめについての討議

 

2)調査対象地の設定等 

 我が国の山岳地帯は、高密度な林内路網と高性能林業機械の組合せによる作業システム

を用いて高い生産性を達成している欧州諸国と比較すると、多様な地質が複雑に分布して

いる。したがって、「地域の特性」を踏まえたガイドラインとするためには、東日本、西日

本問わず、できるだけ多くの地域からの調査データを収集することを基本方針とする。ま

た、調査地の決定にあたっては、現地調査を効率よく進めるため、事前に既往資料の整理・

分析を行うものとする。 

①ホイールタイプ林業機械（実機）による負荷等調査 

本調査の目的とする大型のホイールタイプのフォワーダを所有する林業事業体と共同し

て調査を実施する。 

②既設森林作業道、林道等調査 

既設森林作業道調査では、これまで調査が行われてきた土質を参考として、特に施工上
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問題となる土質(例えばクロボク、火山灰質粘性土、凝灰岩、砂岩・泥岩互層)より調査地を

選定する。また、林道等調査では、林業専用道として開設されたものを対象とする。 

 

3)調査事項 

 森林作業道の現状を分析する因子について現地調査を実施する。土質などの物性値が得

られる調査因子は、地盤工学会で規定される所定の試験方法により分析を行い、現地の目

視及び測定などから得られる調査因子は、現況把握のほかに、規模を測定する。また、排

水施設の調査は、目的とした機能が発揮されているか、路面の侵食の発生状況、呑口・吐

け口の状況等を調査する。 

現地調査事項は次のとおりである。 

 表 1-3 調査事項 

調査項目
ホイールタイプ作業機
械（実機）による負荷
調査

既設森林作業道等 既設林業専用道等

1負荷試験
実荷重試験 ○
走行による変化量の計測 ○
作業道への影響の分析 ○

2事例地の概要
位置 ○
平均傾斜 ○
延長 ○
幅員(一定間隔ごと） ○
縦断勾配(〃） ○
排水施設の状況 ○
切土高、勾配(〃） ○
盛土高、勾配(〃） ○
年間平均降水量 ○
最大時間雨量・連続雨量 ○
損壊履歴 ○

3土質
土質区分 ○
ＣＢＲ試験 ○
三軸圧密試験 ○
突き固め試験 ○
衝撃加速度試験 ○
簡易貫入試験 ○

4路体構造
工法 ○
排水方法、洗掘状況 ○ ○
構造物の有無とその内容 ○ ○
その他特徴的な工法 ○ ○

5路線計画等
作業システム ○
作設時期 ○
単価 ○
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4)データの整理、分析等 

①ホイールタイプ林業機械（実機）による負荷等調査 

主としてホイールタイプの林業機械（フォワーダ）の作業状態別の荷重計の変位量

と既往の分析・測定結果（地盤反力等）を比較・分析し、大型林業機械を使用した

場合の締固めの程度について結果をガイドラインに反映させる。具体的には，荷重

計より得られる値を上載荷重として、この値をこれまで検討してきた地盤反力の比

較、盛土の安定計算のパラメータとして使用し、数値的な根拠を得るものとする。 

 

②新設森林作業道、既設林道等調査 

 調査した箇所のデータを分析し、対象とした地域の条件(土質、地形、傾斜、降雨

特性等)に適合する森林作業道の作設手法を検討する。なお、調査結果は路網作設に

あたってのガイドラインとしてとりまとめる。昨年度までの調査では、森林作業道

作設指針に対して、調査から得られた数的な根拠と現地の状況から指針の「参考」

となるような形式で整理した。本年度調査においても、森林作業道は同様の手法で

整理することを基本とする。 

 林道等における調査は、路面排水のための横断溝、沢部横断のための暗渠及び洗

越工に区分し、現況の分析結果から、機能発揮の有無、問題点、対策を検討し、構

造・規格・設計上の留意点等を整理し、排水施設設計のための留意事項として取り

まとめる。 

 

5)報告書作成 

 調査・分析・検討結果を取りまとめて報告書を作成する。なお、成果品は、路網作設に

あたっての仕様書案及びガイドライン案としてとりまとめるものとする。 

 

図１に本事業の進め方を示す。 
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図 1-1 本事業の検討フロー 

 

1-3 調査の実施方法 

1)調査対象地の設定等 

 現地調査の実施にあたっては、既往の研究論文等を収集・分類する。特に土質・幾何構

造・路網配置を含む作業システムの研究成果について内容、手法、結果を整理し、現地調

査地の決定、作設手法の検討、幾何構造の検討の基礎資料とする。以上の研究成果のほか

に、現地調査の基礎資料となる地質図等の整理を行う。また、これまでに作設された林道

の排水施設の状況について、事前に収集・整理し、現地調査の効率化を図るものとする。 

 

①ホイールタイプ林業機械（実機）による負荷等調査 

 試験方法は次のとおりである。 

（1）試験方法 

 1)舗装道路面，コンクリート又は地盤が強固な土場等の試験スペースの上に，等間隔で荷

重計を設置する。 

 2)荷重計は左右(ホイールは前後輪，フォワーダ等は履帯長に均等になるよう)に配置。 

 3)転倒防止のため、荷重計両脇に H型鋼を設置。荷重計の上に鉄板を敷設。 

 4)試験車両を静かに載せる。静止状態で荷重計測を実施。 

現地調査地、調査方法の検討 調査・分析・検討 調査結果総括

ガイドラインの検討

調査の基本方針の
検討・決定

調査結果の検討・
最終取りまとめの検討

最終取りまとめ
内容の検討

第1回委員会 第2回委員会 第3回委員会

準
備

報
告
書
作
成

調査検討会の設置・意見聴取

林道等の作設及び作業
システムにかかる文献よ
り、調査内容、結果を整
理するとともに、現地調
査地及び実施方法を検
討する。

現地調査箇所の決定 構造規格検討

作設方法検討現地調査の実施
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 5)実荷重試験を開始。 

・荷台：空荷、アーム先端：空荷で、アームを動かし荷重計測を実施。 

           アーム長を変化させ同上の荷重計測を実施。(例：アーム長 2～4ｍ) 

・荷台：満載、アーム先端荷有りで、アームを動かし荷重計測を実施。 

           アーム長を変化させ同上の荷重計測を実施。(例：アーム長 2～4ｍ) 

（2）試験時間 

 実試験時間：1回当たり 5分～10分。荷重条件（空荷、満載、アーム長等）を変え、10

回実施して、設置準備も含めて 1 機種当たり１日程度とする。ホイール型フォワーダ、ハ

ーベスタ、ロングリーチグラップルとする。 

 

 

また、ホイールタイプ型のフォワーダの走行による路体の変化について、実際に森林作

業道上を走行させて路面の沈下量を測定する。 

 

写真 1-1 試験を実施した林業機械 

左上ハーベスタ、右上ロングリーチグラップル、右下フェラーバンチャ、左下ホイールタイプフォワーダ 
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図 1-2 試験機器の配置図 

 

荷重計(圧力センターホール型) KCC-500KNA     ×12個 

超小型動ひずみレコーダ DC-204Ra      × 3個 

(センサ入力ケーブル CR-6180, USBケーブル CR-6182, 電源ケーブル CR-1310付属) 

            

同期ケーブル CR-6181           × 2本 

バッテリパック BA-104      × 3個  

ACアダプタセット CR-1866         × 3個 

 

 



 8

     
荷重計                   ひずみレコーダ  

(東京測器研究所カタログより抜粋) 

 

図 1-3 荷重計の形状 

 

 

なお、荷重計は、今回の調査では大型林業機械を乗せるため、堅牢であること、突起が

ないセンターホール型であること、上下フランジがついて安定した形状のものであること、

偏心荷重の影響が小さいこと、防滴構造も併せ持つことの点を考慮し、試験機器を選定し

た。 

 

②既設森林作業道、林道等における調査 

 調査地決定の因子としては、次のことを基本として選定する。 

・切土法面、盛土法面の安定性が損なわれやすい土質の地域を優先する。（黒ボク、ローム、

凝灰岩等） 

・東日本太平洋側、日本海側とする。（表層地質を考慮する。） 

・これまでに調査が実施されてこなかった箇所より選定する。 

 既往調査結果からは、火山噴出物に由来する土質の場合、盛土内の膨潤化による強度の

低下がみられることから、特に圧力解放を受けたときに崩落しやすく、膨潤化しやすい土

質(火山灰質礫質土、変成岩質礫質土)を調査候補地に含むものとする。本調査においては、
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4地区とした。 

 

3)調査事項 

調査項目と実施方法は次のとおりである。 

3)-1 事例地の概要 

① 路線開設位置および延長( GPS 路線測位) 

 ポータブル GPSにより測位をおこない、路線位置を森林基本図に展開する。路線位置の

測位により地形図から得られる地形種との対比が可能となる。道路開設単価は地山傾斜の

ほかにも、崩落が発生しやすい箇所（崖錘、地すべり地形、破砕帯）等の存在が影響する

ことから、現地調査から地質的・地形的特徴をつかむものとする。 

② 対象地平均傾斜 

 平均傾斜は地形図からも得られるが、現地においてはさらに細かな情報が得られること

から、基本的には③の測定箇所付近について地形傾斜を調査していくものとする。 

③ (一定間隔ごとの)道の規模・規格( 幅員、縦断勾配、切土高・勾配、盛土高・勾配) 

 調査対象が森林作業道であるため、道路拡幅はないものと想定されるため、道路曲線の

有無による標準断面の変化は少ないと考えられることから、概ね 100m 程度の間隔で調査

を行う。なお、沢部、尾根部は縦断勾配の変化点となりやすいことから、これらの地形変

化点についてもできるだけ調査を行うものとする。 

④当該地域における気象条件（ 年間降雨量と降雨強度（ 最大時間降雨量、連続雨量）） 

 調査地近傍のアメダスより、観測データを取得する。観測データより、最大時間雨量及

び連続雨量を整理する。 

⑤損壊履歴 

 既設森林作業道調査において、路体の損壊がみられた場合は、その発生時期について調

査し、発生原因の推定及び対処方針の基礎資料とする。 

 

3)-2 土質 

① 土質区分 

 切土のり面及び路面より現地の土質について目視と触診により調査する。あわせて、工

学的分類などのため次の室内土質試験を実施する。 

土の粒土試験：工学的分類 

含水比試験：圧縮特性及び強度特性 

液・塑性試験：液性限界、塑性限界の把握 

② CBR試験 

 1調査地につき 2試料を採取し JIS A 1210による設計CBR試験を行いCBRを算出する。

試験結果は、林道の敷き砂利厚の計算値と比較して、ガイドラインにおける路盤構築の資

料とする。 
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③ 三軸圧縮試験 

 三軸圧縮試験から調査地における内部摩擦角（φ）及び粘着力(C)を算出する。室内土質

試験から得られるφ及び C より、実測値に基づく盛土安定計算が可能となる。なお、採取

する試料は、1調査地につき 2試料を予定とする。 

④ 突き固め試験 

 盛土の締固め規定を管理する標準的な指標である突き固めによる土の締固め試験を行い、

盛土の締固め度の指標(最大乾燥密度及び最適含水比)を得る。なお、採取する試料は、1調

査地につき 2試料を予定とする。 

⑤ 衝撃加速度試験 

 簡易支持力測定器(キャスポル)を利用し、インパクト値を測定する。このインパクト値か

らは変換式によってCBR値、コーン指数等、路体の強さを示す諸数値を得ることができる。

調査は、1事例地の概要調査で実施した幾何構造等の測点のうち、路体として強度が発揮さ

れている箇所や強度が発揮されていない箇所などを抽出して行う。また、1測点の中でも山

側、中央部、川手側と 3箇所で測定を行う。 

⑥ 簡易貫入試験 

 簡易貫入試験器により 1 打撃ごとの貫入量を測定する。調査箇所は、⑦衝撃加速度試験

を実施した測点で行う。1 打撃ごとの貫入量より換算 N 値を算出するとともに、成果は横

断面図上に図化し、換算 N値の分布について明瞭に判別できる成果を作成する。 

⑦ 土力計による経過観察 

 平成 22年度，23年度に作設した森林作業道の試験地において，土力計を用いて簡易に支

持力等の数値を得ることとする。具体的には，沼田地区における調査を検討するものとす

る。 

 

3)-3 路体構造 

①工法 

 「盛土、締固めによる工法」、「路体全体を一旦掘削してから盛土、締固めにより路体を

築造する工法」のいずれかであるのか、主として聞取りにより調査する。 

②排水方法、洗掘状況 

 現地において実施されている排水施設の種別、規模、流末処理方法、布設勾配、破損の

程度について調査する。 

③ 構造物の有無とその内容 

 現地で用いられている構造物の種別、規模、壁面勾配、破損の程度について調査を行う。 

④ 特徴的な工法 

 ③で調査する構造物のほかに、のり面工や土羽工等に用いられている工法の種別、規模、

破損の程度について調査を行う。 
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 なお、②の調査は、既設森林作業道のほかに既設林道等についても行うものとする。 

 

3)-4 路線計画等 

① 作業システム 

 現地において実施されている主たる集材方法及び運材方法について主として聞き取りに

より調査を行う。ここで得られた結果は、各種の試験結果の分析の際の載荷重として用い

ることができる。 

② 作設時期と単価 

 主として聞取り調査により調査路線の作設時期と単価について調査する。 

 

 調査項目と成果への関係を一覧に整理したものを表 1-4 に示した。また、既設林道等に

おける排水施設の調査内容及び成果品への反映を表 1-5に示した。 
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表 1-4 森林作業道調査の調査事項と成果品への反映項目 

調査事項 調査項目 調査方法 調査結果の整理
ガイドラインへの反映項

目

① 位置 道路位置、延長
簡易GPSによる
測位

地形との対比 路線選定、設計車両

② 対象地平均傾斜
地山傾斜及び微
地形

ポール及びハン
ドレベルによる簡
易測定

幅員、切高・盛高との
対比

切土・盛土

③ (一定間隔ごとの)道の規模・
規格

幅員、縦断勾配、
切土高・勾配、盛
土高・勾配

ポール及びハン
ドレベルによる簡
易測定

現況の幾何構造
設計車両、平面線形、
幅員、曲線半径、縦断
勾配、切土・盛土

④ 当該地域における気象条件
アメダスデータより降
水量データ取得

インターネット
雨量と道路構造、排
水施設との対比

路線選定、切土・盛土、
排水施設

⑤損壊履歴 損壊時期・規模 聞取り
発生原因の推定及び
対処方針の検討

切土・盛土・構造物

① 土質区分 地盤材料区分 室内土質試験
切高・盛高との対比、
路盤との対比

切土・盛土、路盤

② CBR試験 設計CBR算出 室内土質試験 敷礫厚との対比 路盤

③ 三軸圧縮試験 室内土質試験 C、φの算出 切土・盛土

④ 突き固め試験 室内土質試験
最大乾燥密度
最適含水比

切土・盛土

⑤　衝撃加速度試験 コーン指数等 キャスポル 路盤、路体の評価 盛土

⑥　簡易貫入試験 換算N値 簡易貫入計 路体の評価 盛土

①　工法 工法の種類確認 聞取り 工法別の評価の基礎 切土・盛土

② 排水方法
排水施設の種別・規
模・構造、破損状況

スチールテープによ
る測定及び目視

排水施設の特徴 排水施設

③ 構造物の有無とその内容
構造物の種別・規
模・構造、破損状況

スチールテープによ
る測定及び目視

構造物の特徴 構造物

④ 特徴的な工法
地域特性のある工法
の確認

スチールテープによ
る測定及び目視

工法の事例 構造物

① 作業システム
聞き取りによる集
材、運材システム

聞取り 道路間隔との対比 路線選定、設計車両

② 作設時期と単価等 作設年、単価 聞取り
構造物の劣化程度、採
用する構造物の程度

路線選定、幅員、切土・盛
土、構造物、排水施設

1　事例地の概要

2　土質

3　路体構造

4　路線計画
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表 1-5 林道等の排水施設調査の調査事項と反映項目 

項目 現地調査項目 検討事項及び設計への活用

①集水面積、雨量強度、流
出係数

基本図より集水面積算出
現況資料より安全率を推定

安全率の決定根拠
・φ600程度で3倍以上の安全率が確保できるなら
ば、洗越工はコストアップとなる。
・計画高とHWLとの関係整理→高さによっては、計算
上路面部まで流水が到達しない場合あるとも考えられ
る。→設計の考え方を示す。

　②渓床勾配 現地測定

呑口側と吐口側の構造物の設置高
・渓床勾配が急な場合は、吐口側の壁高が高くなりや
すいため、暗渠よりも開渠が有利。→常時排水部の
種別の決定

　③渓床幅 現地測定

HWLの検討→通水断面の決定
・集水面積が大きいほど、路面部における通水断面の
確保が必要。V字谷が深く、渓床幅が狭い場合は、路
面部の処理面積が減少するため、常時排水部の施設
の規模を大きくする必要がある。→適用条件を示す

　④荒廃現況び常水の状況 現地踏査

技術基準における設置条件との整合
・基準では、大型の構造物や盛土が適していない箇所
が洗越工を検討する箇所となっている。→基準との関
係もあり、要検討

　⑤渓流前後の地山勾配 現地測定：切り高、盛土高

切土量との関係
・計画段階から、洗越工を前提とした選点としなけれ
ば、前後に不要な切土が生じ易い。→設計の考え方
で整理

⑥路面凍結(標高、斜面方
位)

現地測定、資料調査
冬期施業する地域では洗越工は不適→適用条件で
整理

　⑦地盤高、盛高、計画高 現地測定

呑口側と吐口側の構造物の設置高
・構造物の設置高を考えて縦断計画と平面線形を決
定する必要がある。後から無理に洗越にしようとすると、
前後の切り高が高くなる。
・常時の流水を吐けきれない場合の形状によりタイプわ
け。現在のWLと計画高の差により区分。

　⑧縦断勾配の代数差 現地測定

縦断勾配の変換点における車両別の縦断干渉
・洗越工は縦断勾配の凹変換点となるため、連結車
両であるセミトレラーの縦断干渉の検討が必要。
・縦断曲線の設置は、林道規程どおりでなければ、干
渉が生じる。

　⑨呑口側、吐口側の構造
現地測定
設置高、延長、現在のWLと高さの
差

呑口側、吐口側に適した構造物の検討
・不定形の形状のものもあり、不定形のものは安定計
算をおこなう。→適用構造物の決定。

⑩常時排水部の種別(暗渠・
開渠・路面部)

現地測定
敷設勾配、構造・規格

安全率、計画高による選択の目安
・暗渠の最低土被厚、暗渠の最低径(φ600)の目安と
の関係から、渓床からの盛高がほぼ決定される。

 


