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2.5  現地検討会の実施 
2.5.1 現地検討会の概要 

現地検討会は、森林作業道の作設業務に携わる者を対象に、様々な土質や地形等に対応した作設工

法で施工された森林作業道の見学や、学識経験者による森林作業道に関する講義、都道府県や国有林

担当者、作設従事者を交えた参加者間での意見交換を実施し、技術力の向上や見識を広げることを目

的として実施した。

2.5.2 参加者の募集 

現地検討会の参加者については、開催箇所に所在する又は近接する都道府県、森林管理局、森林組

合、林業事業体及び講師経験者等に、フォレスト・サーベイが直接案内を送付し募集した。

2.5.3 現地見学会場の選定 

現地検討会の会場は、参加者が様々な工法について議論・見学ができるような森林作業道作設箇所

とし、以下の選定条件を考慮して長野会場と広島会場、福岡会場の 3 箇所を選定した。 

○現地検討会会場の選定要件

・集合場所から現地見学場所及び講義・意見交換会場へのアクセスが容易であること 

・現地見学場所について、意見交換や議論をするにふさわしい見学場所及びその作設方法等に

ついての説明者を確保できること 

・講義・意見交換会場について、参加者が余裕を持って収容できるような会議室を確保し、機

材（プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、ＰＣ等）が用意できること 

2.5.4 講師等の選任 

現地検討会の講師等は、森林作業道の作設技術や情報に関して、現地検討会会場の地形・地質、林

況、路網等の状況を踏まえ講義をする者、見学する森林作業道等について路網計画、路線選定及び施

工した工法等の説明ができる者、意見交換会において作設技術に関する意見を述べ又は意見に対しコ

メントができる者等であり、学識経験者、検討委員及び見学会場の森林作業道を計画・作設した者等

から適任者を選任した。

2.5.5 現地検討会のカリキュラム等 
現地検討会は、既設の森林作業道見学、学識経験者による技術情報等の講義及び参加者間の意見交

換等を 1 会場あたり 1 日行程（10 時から 15 時）で実施した。 

現地検討会の基本的な日程は、以下のとおりである。
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表 2.6 現地検討会の基本的な日程 
時間 項目 内容 会場

10:00 
10:15 

開会
フォレスト・サーベイ挨拶

日程及び配付資料の確認 等
室内会場

10:15 

12:00 
現地見学

現地見学箇所や作設の考え方等の概要説明

既設の森林作業道等の見学

現地での意見交換

現地会場

13:00 
14:00 

講義 森林作業道の作設技術 等

室内会場

14:00 

14:45 
意見交換

森林作業道の作設技術に関する質疑応答

急傾斜地やぜい弱地での作設方法について議論

補助教材の説明

14:45 
15:00 

閉会
総括

アンケート記入

（１）現地見学

森林作業道作設関係者等から現地の地況・林況、路網計画と整備状況、森林作業道作設の考え方と

現状（線形、土工、構造物、排水等）等を説明していただき、説明を受けた内容、見学した土工、構

造物等について、その是非やあり方等を議論する。

（２）講義

学識経験者から森林作業道作設に関する技術、情報等を講義していただく。

（３）意見交換

午前中の見学や議論をベースとしつつ、急傾斜地やぜい弱地で、実際に作設されている土工、構造

物等について、「森林作業道作設指針」も踏まえ、評価・検討を行い望ましい方向等に関する意見交

換を行う。また、研修補助教材を配布し、その内容について説明する。

2.5.6 実施結果 

現地検討会は、平成 26 年 11 月 27～12 月 11 日の期間に、3 会場で実施し、計 101 名（うち作設

従事者 29 名）が参加した。 

全国 3 箇所の現地検討会の実施状況は、以下のとおりである。 

表 2.7 現地検討会の実施状況 
開催

月日

開催

場所
講師・説明者 会場

参加

人数

11/27 
長野県

伊那市

仲尾 浩（愛美林）

斎藤 仁志（信州大学）

信州大学手良沢山演習林

信州大学手良沢山ステーション

27
(10) 

12/8 
広島県

廿日市市

安田 孝（安田林業）

酒井 秀夫（東京大学大学院）

安田林業事業地

もみのき森林公園

42 
(9) 

12/11 
福岡県

糟屋郡篠栗町

小山 元（こかげ林業）

鎌滝 晋（森林テクニクス）

福岡県広域森林組合事業地

福岡県社会教育総合センター

32 
(10) 

合計
101 
(29) 

※参加人数の(  )は作設従事者の数 
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2.5.6.1 長野会場 

長野会場の現地見学会場及び講義の概要は、以下のとおりである。

○現地見学会場（長野会場）の概要

林況 ヒノキ、カラマツ、アカマツ、広葉樹

面積・傾斜 演習林面積 229ha 傾斜 25°～45° 
作業道概要 幅員 2.5m 延長 21,800m 路網密度 95m/ha 
使用機械 バケット容量 0.14 ㎥クラスのバックホウ 

作業システム

伐採 チェーンソー

集材 グラップル、ウィンチ

造材 チェーンソー

運搬 フォワーダ

作設上の特徴等

・深い谷を避けて、緩やかな尾根にヘアピンカーブを設けている。

・付近で礫を調達し、路面に敷いて補強している。

・切土部は、少し崩れて安定勾配に落ち着いている。崩れることを意識し

て、幅員を若干広めにしている箇所がある。

・盛土部は、丸太組で土留めをしている。桁と桁をつなぐように丸太を置

いて、間に転石を詰めている構造物がある。

・丸太で路肩を補強している箇所がある。

・上り勾配が続く区間において、排水処理があまりされていない。

○講義（長野会場）の概要

講師 信州大学 農学部 近未来農林総合科学教育研究センター 助教 斎藤 仁志 

主な内容

・森林作業道の崩壊危険度判定から災害発生因子の分析を行った。

・森林作業道における崩壊発生因子として、重視度が高い順に、山側のり面

高、山側のり面長、谷側のり面高、集水面積となった。林道と比較し、森

林作業道の方がより幾何構造要因による影響を強く受ける。

・山側のり面高や山側のり面長では値が大きくなる程、危険度が高くなる。

一方、山側のり面勾配の影響力は小さい。よって、山側のり面勾配を急に

することで、山側のり面の高さと長さを抑える設計をすると良い。

・CS 立体図の仕組みについて解説した。標高、傾斜、曲率を異なる色調で

彩色し、透過処理することで、表現が困難な情報でも視覚情報として直感

的に認識することができる。

・危険地形評価技術と地下流水音探査技術を現地で適用すれば、危険地形を

考慮した路網配置ができるという 新技術の紹介があった。

・危険地がピンポイント予測できると、路網を計画する際に役立つ。
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【現地検討会（長野会場）】

崩れやすい土質であったため、

切土部の一部が少し崩れ、安定勾配で落ち着いている
付近で礫を調達し、路面の補強に利用している

桁と桁を繋ぐように丸太を置き、間に転石を詰め、

盛土部を丸太組で土留めをしている

林業機械の走行により路盤が痛むため、

ヘアピンカーブの半径は余裕をもってとっておく

上り勾配区が続く区間で、雨水がよく流れるため、

横断排水の設置間隔をこまめにする必要がある

急傾斜地では、上り下りするために、

どこで曲線部を設けるかが重要となる

「森林作業道の作設技術」についての講義 意見交換
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2.5.6.2 広島会場 

広島会場は積雪のため、現地の概要は室内での写真による説明とした。

広島会場の現地見学会場及び講義の概要は、以下のとおりである。

○現地見学会場（広島会場）の概要

林況 スギ、ヒノキ

面積・傾斜 事業地面積 130ha 傾斜 20°～35° 
作業道概要 幅員 3.0m 延長 16,526m 路網密度 127m/ha 

使用機械
バケット容量 0.28 ㎥クラスのバックホウ、 
バケット容量 0.22 ㎥クラスのグラップル付きバケット 

作業システム

伐採 チェーンソー

集材 グラップル

造材 チェーンソー

運搬 2t 積トラック、フォワーダ 

作設上の特徴等

・傾斜が急な箇所で、擁壁の木組を作設している。丸太組は 3 段までを基

本とし、それより高さが必要な場合は犬走りをしている。

・「かまぼこ型」による排水で、山側と谷側に水を流している箇所がある。

・黒ボク土対策として、丸太組を作設している。また、トタン板や土木シ

ートを敷いて、その上に置き換え土を敷いている。

○講義（広島会場）の概要

講師 東京大学大学院 森林利用学研究室 教授 酒井 秀夫

主な内容

・破砕帯に気を付ける。斜面自体が動いているので、転圧に関わらず、崩落

しやすい。特に、円弧滑りと破砕帯が重なっている箇所が も危険。なお、

中国地方には、三郡変成帯（三波川変成帯と特徴が似ている）がある。

・まさ土の構成成分（石英、雲母、長石）の種類によって、膨張率が違うた

め、風化に差が生じる。石英は固く、砂になる。雲母と長石は、粘土にな

る。まさ土地帯では、作設が困難であり、安定した箇所に作設することが

重要となる。

・黒色土は、あまりこね返してはいけない。砂利を 50 ㎝程度敷いて対処で

きるが、砂利の調達が問題となる。路線は水でうまない箇所を選ぶこと。

対処工法として、天地返し、丸太を敷く、土壌改良材（瓦、改良シート等）

を使う等がある。

・丸太組を使用し、経年変化で丸太が腐ると、丸太自身の強度は落ちるが、

粘着摩擦熱が生じ、土石同士の内部摩擦により固まる。

・高コストな道とは、誰も使わない道やすぐ壊れる道のことである。今、林

業で一番コストダウンが狙えるのが輸送費であり、トラック道をしっかり

設けるべきである。




