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第2章 実施内容 

2.1  検討委員会の開催 
2.1.1 第 1 回検討委員会 

1 回目の検討委員会であるため、「架線作業システム高度技能者育成事業」の検討委員会と合同で開

催し、事業間の理解と連携を図った。

【開催日時・場所】

・開催日時：平成 26 年 8 月 27 日（水）13：30～16：00 

・開催場所：日林協会館 ４階中会議室

【出席者】

氏　名 所　　　　　　　　　　属 備考

岡橋　清隆 清光林業　株式会社　副会長 欠席
鎌滝　晋 株式会社　森林テクニクス　業務部長 欠席
酒井　秀夫 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授 座長
仲尾　浩 有限会社　愛美林　本社統括本部代表取締役 欠席
橋本　光治 橋本林業
安田　孝 有限会社　安田林業　代表取締役 欠席
山口　光洋 佐賀県　伊万里農林事務所　林務課　普及担当係長

井硲　啓次 株式会社　井硲林産　代表取締役社長
上村　巧 独立行政法人　森林総合研究所　林業工学研究領域　収穫システム研究室長 欠席
川戸　緑 耳川広域森林組合　美郷支所　作業班長
木下　渉 信州大学　農学部附属アルプス圏フィールド科学研究センター　技術専門職員
後藤　純一 高知大学　農学部森林科学コース　教授
近藤　稔 名古屋大学大学院　生命農学研究科　助教
佐藤　勉 イワフジ工業　株式会社　販売促進課長
中原　敏博 株式会社　アイエフ　代表取締役 欠席
広部　伸二 前　独立行政法人　森林総合研究所　研究協力科長
古川　邦明 岐阜県森林研究所　森林環境部長 欠席
山崎　俊彦 高知県立森林技術センター　森林経営課　チーフ 欠席

大政　康史 林野庁森林整備部　研究指導課　技術開発推進室　室長
益田　健太 　　　　　　　　　　　　　　    〃　 　　　　　　　　　　　　　　課長補佐（技術開発担当）
永野　徹 　　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　　　研究企画官

加藤　鐵夫 一般社団法人　日本森林技術協会　理事長

嶋﨑　省 一般社団法人　フォレスト・サーベイ　事務局長
渡邉　良範 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　事務局補佐
西原　和也 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　専門技師
石井　保 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
中西　健治 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
齋藤　興 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
大山　友之 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
中村　有紀 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員

○森林作業道作設オペレーター育成の強化　検討委員

○架線作業システム高度技能者育成事業　検討委員

○林野庁

○アドバイザー

○事務局
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【議事内容】

１．事務局説明内容

本事業について、事務局より、以下を説明した。

(1) 事業目的 

(2) 事業内容 

(3) 本事業を進めるに当たっての基本的な考え方 

・作成教材について

・研修場所について

・本育成事業の研修対象について

・他事業との連携

(4) 事業の実施方法 

・検討委員会の設置

・補助教材作成のための地域実態調査等

・森林作業道作設オペレーター育成強化のための補助教材の作成

・森林作業道作設オペレーター研修の実施

・現地検討会の実施

２．審議内容

事務局による事業説明後、各検討委員から寄せられた意見等は、以下のとおりである。

(1) 事業目的・内容について 

○森林作業道と架線との係わりについて

・本事業では、「架線との組み合わせの部分」と「急傾斜地やぜい弱地盤といった作設が難し

い部分」の 2 つの方向で補助教材を作成することになるのか。 

・森林作業道と架線の係わりについて、急傾斜地でも尾根の近く等架線で集材出来ない箇所

では、森林作業道が必要となる。また、元柱と先柱の架設や撤去の際にも森林作業道が必

要となる。

・大量の材を運ぶには、フォワーダでは対応できない。架線に対応する道とは、森林作業道

ではなく、トラック道である林業専用道の役割ではないのか。

・架線と路網の関係について、既にある林道から延長 20～30m 程度突っ込んで、おうぎ形に

集めるという方法もある。車両系との組み合わせとなると、タワーヤーダやスイングヤー

ダの使用がメインとなる。本格架線では、大きな作業ポイントに集めトラックで公道に運

ぶ。

・ここでいう架線はスイングヤーダ等の簡易架線を多く含まれてくる。架線そのものの整理

が必要である。

○森林作業道の役割について

・皆伐をしながら更新していくためにふさわしい道という議論を今までしてこなかった。架

線で皆伐をすると、その後木寄せ、植栽、造林といった作業が続く。施業の発展を考慮し



8 

た、森林作業道や林業専用道のあり方を議論する必要があるのではないか。

・今までは車両系を中心に話を進めてきて、急傾斜地の作業システムについて議論がまだ十

分ではなかった。確かに 終的には生産システム全体の議論となるであろうが、今回は急

傾斜地における地形・地質に適した森林作業道のあり方について、議論の的を絞りたい。

・搬出するだけでなく、通勤のための道等、多岐のことを考えて道をつけている。

・森林作業道と林業専用道の議論が混合しているのではないか。急傾斜地での作設方法の議

論なのか、8t トラックの走行を想定する幅員 3.5m の道も森林作業道で対応するという議

論なのか。急傾斜地で幅員 3.5m の道では、構造物の検討が必要となる。 

第1回検討委員会実施状況 
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2.1.2 第 2 回検討委員会 
【開催日時・場所】 

・開催日時：平成26年 9月 25日（木）13：00～15：00 

・開催場所：日林協会館 4階中会議室 

【出席者】 

【議事内容】 

１．事務局説明内容 

事務局から、本事業の実施状況について、以下の報告を行った。 

(1) アンケート調査の結果について 

・都道府県担当者に対するアンケート調査の結果について 

・指導的立場の技能者（指導者研修修了者）に対するアンケート調査の結果について 

(2) 地域実態調査の中間報告について 

・徳島県（急傾斜地）での地域実態調査の結果について 

・静岡県（急傾斜地、ぜい弱地）での地域実態調査の結果について 

(3) オペレーター育成研修計画（案）について 

・県共催型研修の実施計画 

・ＯＪＴ型研修の実施計画 

・研修カリキュラム(案) 

(4) 現地検討会実施計画（案）について 

・実施箇所 

・参加者 

・実施時期等 

(5) 補助教材（案）について 

氏　名 所　　　　　　　　　　属 備考
○森林作業道作設オペレーター育成の強化　検討委員
岡橋　清隆 清光林業　株式会社　副会長 欠席
鎌滝　晋 株式会社　森林テクニクス　業務部長
酒井　秀夫 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授 座長
仲尾　浩 有限会社　愛美林　本社統括本部代表取締役
橋本　光治 橋本林業
安田　孝 有限会社　安田林業　代表取締役
山口　光洋 佐賀県　伊万里農林事務所　林務課　普及担当係長

大政　康史 林野庁森林整備部　研究指導課　技術開発推進室　室長
益田　健太 　　　　　　　　　　　　　　    〃　 　　　　　　　　　　　　　　課長補佐（技術開発担当）
永野　徹 　　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　　　研究企画官 欠席

加藤　鐵夫 一般社団法人　日本森林技術協会　理事長

嶋﨑　省 一般社団法人　フォレスト・サーベイ　事務局長
渡邉　良範 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　事務局補佐
齋藤　興 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
大山　友之 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員

○林野庁

○アドバイザー

○事務局
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２．審議内容 

事務局による事業実施状況等の説明について、検討委員からの意見等は、以下のとおりである。 

(1) 報告項目(1)から(4)について 

○施工費について

・単価、納期、採算が合わないという意見が、アンケートの中で見受けられる。決められた

予算の中でやるのは厳しいのではなないか。額を決められると、それ以上は難しくなる。「採

算が合わない➝手を抜く」となってしまう。

・上限を取り払ってほしい。L 型擁壁を使いたいけど、補助金が出来ないので、難しい。 

・「この道を作るのにいくらかかるか」という議論は避けて通れない。場所によって 2,000 円

/m でできる箇所や 10,000 円/m かかる箇所等様々ある。いくらで何が出来るか示せたら良

い。急傾斜地やぜい弱地盤で、施工する構造物等の目安を示すべき。

・現地発生材をゼロ円でいいのか。バイオマス利用で林地残材まで価値が出ているため、「丸

太組に使うより売った方が良い」という理由で、作設の使用を渋るようになってはよくな

い。しっかり気を使うところは費用をみてやる体制を作るべきである。

○低コストという表現について

・かつての主伐時の集材路のような道ではダメである。ゲリラ豪雨の時に、崩壊の引き金に

なりかねないし、その道があったからと言われるのもよくない。そもそも低コストという

言葉の使用が良くないのでは。コストを抑えることは大事だが、低コストが目的になって

はいけない。

・本来トータルコストを抑えるという意味であったが、 近は開設単価のことだと捉えられ

がちである。

○ヘアピンカーブについて

・ヘアピンカーブについては、車両に合わせてスイッチバックをしているのであればよいが、

ヘアピンカーブの作設技術がなくて、スイッチバックをしている例が見受けられる。もう

一度ヘアピンカーブのやり方を詳しく記述した方が良い。

○損壊事例について

・損壊事例を見ると、路線選定に問題がある点が多い。コストに追われて路線選定をないが

しろにしたのではないか。

・排水処理の間違いによる損壊事例が多い。コストの絡みがまた問題となるだろうが、急傾

斜地やぜい弱地盤ではより一層重要となる。

(2) 報告項目(5)について 

○急傾斜地で幅員 3.0m の森林作業道作設について

・センターラインで切盛を分けると土量が足りなくなる。理論上はできても、実際現地で出
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来ない場合が多い。例えば、大きい根を 2 つ抜くと、それだけで 0.5m3程度失う。 

・急傾斜地で幅員 3.0m とすれば、切土高 1.5m 以内に抑えるのは不可能である。 

・切土高 2.0m 以上を禁止するのではなく、2.0m を越える場合はどのような対処すべきか検

討する。

・幅員が 2.5m では、切土高を抑える努力は出来る。 

・指針には急傾斜地には幅員 2.5m とするとある。この教材で急傾斜地での幅員 3.0m の作設

方法をメインに書いてしまうと、幅員 3.0m の道を推奨することと受け取られ兼ねないの

で注意が必要。

○架線系の道について

・部分的に先柱の設置等に使うなら良いが、フォワーダや集材機は難しい。土場になって作

業するのに、森林作業道では対応できない。

・ここでいう車両系はクローラ式を意識しているのみになっている。ホイール式もある。

・森林作業道では集材機は無理なのかという議論をしなければならない。森林作業道で集材

機等をトラックで運ぶとすると、幅員 3.0m は必要になるが、急傾斜地で幅員 3.0m は作設

が難しい。

・接地圧と幅員のデータが揃わないと議論が出来ない。大型の機械を入れるには、強度がど

れくらい必要か、森林作業道でも L 型擁壁で補強すべきかという議論に続く。 

・クローラ式のタワーヤーダがある。グラップル、フォワーダ、林道端で積み替えというシ

ステムになる。材は出せるが今の材価では、採算が合わない。

・施工管理をしないので安全が担保出来ないことから、森林作業道作設では限界がある。

・急傾斜地と架線がくっついているが、切り離すかどうか、第 4 章がポイントとなる。 

・森林作業道として第 4 章が要るのかどうか。第 2 章で車両系と架線系で分けた際に、架線

系では林業専用道対応となれば、作業道は要らない。

○補助教材の内容（急傾斜地）について

・接地圧について、どんなフォワーダでも通れると誤解を与えないような表現にする。

・スイッチバックの幅員が 2 倍の箇所をはっきりさせる。角度を実際に即して小さくする。 

・切土のり面勾配は 6 分と記載されており、岩盤の時への記載がない。 

・丸太伏は、草が生えなくて自然復旧しなくなる。横木を小さくしてさす（階段状にする）

とよい。

・伏工はかなり緩やかに設置すると緑化する。出来るだけ緩くすることが大事。

・丸太枠組に、控木を入れるために掘り返すことになり、かえって悪くなるのではないか。

・丸太枠組は、丸太でふとん籠と作ったようなイメージ。治山工事になり、防腐処理など加

工したものを使う。

・礫を入れた横断溝の上を一回走ったら、土砂等が隙間を埋めてしまい、横断溝として使い

物にならなくなる。

・のり面の枝条は抜ける。日が当たらず自然植生しないし、降雨時に枝条とともに盛土部の

土も一緒に流れてしまう場合があり、逆効果である。
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・植生シートはシカの誘引を招く。事例として載せるならシカ対策も載せるべき。

○補助教材の内容（ぜい弱地盤）について

・地盤とは、対象を地すべりのように山全体を含めてしまう。「作設が困難な特殊土」、「ぜい

弱な土質」等に変更すべき。第 7 章の CBR も地盤の強さを測るものではなく、路盤の強さ

を確かめる試験である。

・黒ボク土は、厚さによって施工が違ってくる。黒ボク土の定義は難しい。火山灰の腐植が

入ったものと、花崗岩が風化してなったもの、二つで性質が違う。後者は風化すると粘土

になる。黒ボクの腐植は酸性が強くリンだけ残るが、そのリンも固定され植物が吸収でき

ない。肥沃な土壌ととられがちだが、そうではない。

○補助教材の構成について

・「低コストで作設するとともに」という文言は、抵抗があるため削除する。「森林施業のト

ータルコストを下げるもの」というニュアンスにする。

・グラフには、例の部分にラインの破線を入れる。

・「盛土幅」という表現がいいのか。のり尻も含めてしまうので、「路面の盛土部」「盛土部」

「盛土部の幅員」「幅員に占める盛土の部分」等に変更すべき。

○CBR について

・土の良い悪いの違いが物凄く反映される。実際に現地で測りなさいというものではなく、

参考として、知識として持っておいて損がない。

・CBR の測り方まで書いてあると、測らなければならないのかという誤解を与える。 

・簡易貫入試験の記載の方がよい。

第2回検討委員会実施状況 
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2.1.3 第 3 回検討委員会 
【開催日時・場所】 

・開催日時：平成26年 11月 14日（金）10：15～12：15 

・開催場所：日林協会館 5階大会議室 

【出席者】 

【議事内容】 

１．事務局説明内容 

(1) 地域実態調査の結果について（地域実態調査のとりまとめ） 

・調査地について：6箇所（補足調査2箇所を含む） 

 ・調査結果について：急傾斜地とぜい弱地での森林作業道作設についてのアドバイス 

(2) 補助教材（案）について 

(3) 現地検討会実施計画（案）について 

・実施計画 

・主たる検討課題 

(4) オペレーター研修の実施状況について 

・県共催型研修の実施状況 

・ＯＪＴ型研修の実施状況 

２．審議内容 

事務局による事業実施状況等の説明について、検討委員からの意見等は以下のとおりである。 

(1) 地域実態調査について 

・ゴム板で横断排水する時は、ゴム板の設置の向きや置き方等に留意点がある。流速を早めると

詰まりにくくなるが、洗掘される恐れがある。流末処理も重要である。

氏　名 所　　　　　　　　　　属 備考

岡橋　清隆 清光林業　株式会社　副会長
鎌滝　晋 株式会社　森林テクニクス　業務部長
酒井　秀夫 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授 座長
仲尾　浩 有限会社　愛美林　本社統括本部代表取締役
橋本　光治 橋本林業 欠席
安田　孝 有限会社　安田林業　代表取締役
山口　光洋 佐賀県　伊万里農林事務所　林務課　普及担当係長 欠席

大政　康史 林野庁森林整備部　研究指導課　技術開発推進室　室長
益田　健太 　　　　　　　　　　　　　　    〃　 　　　　　　　　　　　　　　課長補佐（技術開発担当）
永野　徹 　　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　　　研究企画官

加藤　鐵夫 一般社団法人　日本森林技術協会　理事長 欠席

嶋﨑　省 一般社団法人　フォレスト・サーベイ　事務局長
渡邉　良範 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　事務局補佐
齋藤　興 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
大山　友之 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員

○森林作業道作設オペレーター育成の強化　検討委員

○林野庁

○アドバイザー

○事務局
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(2) 補助教材（案）について 

○第2章（林業機械と路盤強度）

・第 3 章の路網は森林作業道、第 2 章の路網密度は、林道・林業専用道を含むという認識でよ

いか。架線系と車両系で集材距離と路網密度の表を分ける必要性があるのか。 

・車幅と幅員との関係性がない。クローラ式だと内輪差がない、有効幅員をしっかりとる、車

幅の 1.3 倍が幅員等といったことがある。

○第3章（路網作設の可能性）

・傾斜別 大幅員の表では、土量が勘案されていない。飛散率や土質、傾斜に応じて、土が減

っていく。実際には、土量換算係数を使って計算する必要性がある。 

・傾斜別 大幅員の表は、誤解を与えないよう省くか、あくまで目安という注意書きが必要で

ある。この表は、急傾斜では土工のみでは難しいという注意喚起するためのもの、ここまで

の幅員が出来ると解釈されると怖い。 

・傾斜区分図、土壌図等のデータの入手先が分かると便利である。 

  ・「土工上注意を要する岩石」の一覧表について見直しが必要である。 

○第4章（急傾斜地における森林作業道の作設方法）

・沢部の通過について、まずはルート選定で、橋が必要でない箇所を選ぶ事が重要である。林

業専用道でも、橋を作らないよう、極力避けるべき事項となっている。 

・沢部の横断箇所の両側には、縦断勾配を付けて、道に越流させないように気を付ける。 

・橋脚丸太は洗掘された時に崩れる。沢の通過は洗い越しが良い。 

・丸太橋は末口 50 ㎝のクリを使ってやったことはあるが、一時的なものである。 

・丸太橋は、支障木を利用した一般的な方法ではない。森林作業道作設指針でも、橋は薦めら

れていない。橋を架けると、河川法や砂防法に留意が必要である。橋を架ける時は十分気を

付けるよう、ただし書きが必要である。

・不透水層は 1 つの層だけではない。対応が難しいので書かない方が良いのではないか。 

・湧水対策として側溝を設ける時は、切土のり面が崩れていくことを考慮して、大きめ・深め

な側溝にする。30 ㎝といった具体的な数値はいれない方が良い。湧水には、こまめな排水対

策が重要である。側溝以外で水たまりが出来ないようにする排水する方法はないか。

○第5章（ぜい弱地における森林作業道の作設方法）

・ぜい弱地は、路線選定が重要で、むやみやたらに路線を入れないよう明記すべき。 

・黒ボク土は農業用語で、林業では黒色土が一般的。黒色土は、一般的に火山灰由来で、花崗

岩由来のものもある。黒ボク土は、腐植に富んでいるが、酸性が強くリン不足になって植物

の生育によくない土壌である。

・黒ボク土の深さは 2～3m の箇所もある。浅い層は剥げばよいし、ある程度の層だと天地返

し、厚いと枝を敷く等の対策がある。対処法の場合分けが必要である。 

・火山灰質粘性土の天地返しで、黒ボク土の下にローム層が出現すると効果はない。

・まさ土は、領家型と広島型がある等、地域によって違いがある。また、土木工学会では、締

固めしやすい土とされている。単一母材だと締固めにくいが、混ぜモノとなると締固めやす

い。 
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・風化するという表現について、「風化」と呼ぶか「侵食」と呼ぶか、どちらが良いのか定説

はない。

・まさ土は縦断勾配に気を付けることを強調。「のっこし」は四国の事例の一つの名称。まさ

土でやると流される。単なる水切りが良い。

・盛土のり面の土留めではなく、盛土のり尻か基礎部に変更すべきである。

(3) オペレーター研修の実施状況について 

・建設業者向けの森林作業道テキストがあったら良い。ヘアピンカーブが自己流であったり、

立木に傷をつけたり、フォワーダを知らなかったりする。 

第3回検討委員会実施状況 
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2.1.4 第 4 回検討委員会 
【開催日時・場所】 

・開催日時：平成27年 3月 6日（金）13：15～15：15 

・開催場所：日林協会館 4階中会議室 

【出席者】 

【議事内容】 

１．事務局説明内容 

(1) 平成26年度事業結果について 

・地域実態調査の実施結果について 

・オペレーター研修の実施結果について 

・アンケートの結果について（講師・受講生） 

・確認テストの結果について 

・研修の運営管理者による総括について 

・現地検討会の結果について 

(2) 補助教材(案)について 

・補助教材について 

２．審議内容 

事務局による事業実施状況等の説明について、検討委員からの意見等は以下のとおりである。 

(1) 平成26年度事業結果について 

○アンケートの結果について

・路線選定の技術の習得には時間がかかるが、一番重要なことである。 

・短い研修期間で応用土工を何でもやるというカリキュラムではなく、例えば路線選定に特化

氏　名 所　　　　　　　　　　属 備考

岡橋　清隆 清光林業　株式会社　副会長 欠席
鎌滝　晋 株式会社　森林テクニクス　業務部長
酒井　秀夫 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授 座長
仲尾　浩 有限会社　愛美林　本社統括本部代表取締役
橋本　光治 橋本林業
安田　孝 有限会社　安田林業　代表取締役 欠席
山口　光洋 佐賀県　伊万里農林事務所　林務課　普及担当係長

大政　康史 林野庁森林整備部　研究指導課　技術開発推進室　室長
益田　健太 　　　　　　　　　　　　　　    〃　 　　　　　　　　　　　　　　課長補佐（技術開発担当）
永野　徹 　　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　　　研究企画官

加藤　鐵夫 一般社団法人　日本森林技術協会　理事長

嶋﨑　省 一般社団法人　フォレスト・サーベイ　事務局長
渡邉　良範 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　事務局補佐
齋藤　興 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員
大山　友之 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　主任調査員

○森林作業道作設オペレーター育成の強化　検討委員

○林野庁

○アドバイザー

○事務局
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した研修を実施してみてはどうか。 

 (2) 補助教材(案)について 

○第2章（林業機械と路盤強度）

  ・「林業機械の規格・寸法と接地圧」の表に、メーカー名を記載しない方が良い。 

・接地圧について、積込みによる変化はあまりないが、積載時の方が作業時は安定する。 

○第3章（森林作業道の検討）

・「傾斜別 大作設幅の目安」の表には、例えば 30°の時の断面図があると良いのではないか。

  ・「土工上注意を要する岩石」について、説明することが難しい。

・同じ岩石でも見栄えが異なるので、写真を掲載しづらく、説明も難しい。

・どういった土質・地質の時に、どういった工法が適しているのかを説明する方が分かりやす

   い。 

○第4章（急傾斜地における森林作業道の作設）

・急傾斜地は写真のみだと分かりづらいので、図解とセットで事例を紹介する。 

・安易に施工しがちな立木に丸太を横置きして土留めとする工法は、やめさせたい。

・ヘアピンカーブの説明に基本図等の平面図があれば分かりやすくなる。 

○第5章

・沈砂池は、大雨の時には流される心配があるのではないか。 

・段差を付けて、流速の勢いを弱める意味では、沈砂池は効果がある。

・まさ土でも、水が集まる箇所の手前で素掘りの排水溝を設けると効果がある。

・排水方法よりも、排水箇所をどこに設けるかが重要である。

・色々な排水事例を掲載し、その中から地域に合った工法を選択できるようにした方が良いの

ではないか。

○その他

・工法・技術の紹介だけでは見様見真似で終わるので、それらが生まれた背景を説明するよう

にすると良い。 

第4回検討委員会実施状況 




