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一般社団法人 北海道治山林道協会 
「林内路網整備の加速化を考える」講演会 

 
平成２４年５月２３日(木)１３時１５分～ 

ＫＫＲホテル札幌 
 
Ⅰ．開  会 
○司 会：ただ今から「林内路網整備の加速化を考える」講演会を開会いたします。私は進行役を務めま

す北海道治山林道協会の細田博司でございます。よろしくお願いいたします。 
  
Ⅱ．主催者挨拶 
○司 会：初めに、主催者であります北海道治山林道協会の佐々木泰・副会長からご挨拶申し上げます。 
 

○佐々木副会長：平成２１年１２月に公表された森林・林業再生プランの中で、国は、１０年後の木材自

給率５０％以上を目指し、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進め、木材の安定供給と利用に必

要な体制を構築することとしました。また、これからの路網として、林道・林業専用道・森林作業道の三

つに区分し、それぞれの役割を明確化して整備を進めることとしています。特に林業専用道は、森林作業

道と組み合わせて、適切な森林施業に寄与し、１０トントラックが走行できる林業専用の車道としており、

森林作業道の機能を木材輸送の観点から補完するものとしています。 

平成２４年度の北海道民有林の林業専用道関係予算を見ますと、「林道補助事業」「森林林業加速化・

林業再生事業（基金事業）」ともに前年の２倍の予算額が計上されています。とりわけ、基金事業は２４

年から２６年まで３カ年延長されたということと、定額助成であり、基本的に事業実施主体の持ち出しが

ないということもありまして、市町村などからの要望も多いと伺っています。この措置は、当協会としま

しても、路網整備を進めていくまたとないチャンスととらえていますが、一方で路網整備を進める上での

課題も浮き彫りになっています。お手元のリーフレットの中の円グラフをご覧下さい。これは今回、市町

村の路網整備担当者を対象に行ったアンケート調査の結果ですが、高性能林業機械導入や路網整備につき

ましては、５割の市町村が取り組むという結果となっている一方で、ベテランの担当者がいないなどの悩

みも明らかになってきています。こうした状況も踏まえて、当協会では、市町村の路網事業担当者を対象

に、全道３カ所で実務研修を開催する予定としていますので、ぜひ参加していただくようお願い申し上げ

ます。 
さて、本日の講演会は、路網・林業機械・作業コストなどの研究の第一人者であります独立行政法人森

林総合研究所北海道支所の佐々木尚三・地域研究監、並びに先進的な林業機械の導入による新たな作業シ

ステムに取り組む森林・林業再生プラン実践事業を実際に担当された鶴居村森林組合の門間孝厳・業務課

長のお二人に講師をお願いしています。大変お忙しい中、講師をお引き受けくださいましたことに改めて

御礼申し上げますとともに、今日の講演会が実り多い講演会となることを期待して、開会のご挨拶としま

す。よろしくお願いします。 
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○司 会：講師のお二方のプロフィールは、お手元の資料に載せておりますので、そちらをご覧いただ

くとしまして、早速ですが、佐々木様から「路網の基礎と作業システム」という演題でお願いします。 

 
Ⅲ．講  演 

「路網の基礎と作業システム」 
独立行政法人森林総合研究所北海道支所 地域研究監 佐々木 尚三 氏 

 
 私に与えられたテーマは路網ですけれども、私は、路網特に林道そのものについては、正直あまり詳し

くありません。これまでどちらかというと作業システムに関することを主に研究テーマ、調査テーマにし

てきました。ということで、今日の路網の話は森林作業道が中心になります。この後、門間さんから、皆

さんにより近い、トラックが走る林業専用道のお話しもあるかと思いますので、そちらは門間さんにお任

せするということにして、私は、「路網の基礎と作業システム」ということでやらせていただきます。 

 内容ですが、まず「はじめに」として、路網と作業システムの役割について簡単にお話ししまして、そ

の後、「作業システムに適合する路網」について、森林作業道を中心にお話しします。それから「最近の

作業システムの考え方と林内走行システムについて」をお話しして、最後、「まとめ」にしたいと思いま

す。 

１．はじめに（背景） 

 はじめに、路網と作業システムの役割を整理してみました。山から土場、土場から工場へと、木材の効

率的な流れをつくるというのが路網と作業システムの役割だと思います。特に山から土場までの伐木集材

ですが、これが作業システム、森林作業道の役割です。そして土場から工場までがトラック運材で、林業

専用道・林道の役割というように、大ざっぱに整理できると思います。 

 作業システムとは何かというと、林況や地形などに応じた機械の組み合わせです。機械の組み合わせで、

常に一定の効率的な生産ができる仕組みがミソなんですけれども、誰がやっても常に一定の生産ができる

ということはあり得ませんので、これは置いておきます。とにかく機械の組み合わせイコ－ル作業システ

ムと考えていいと思います。ただ、その作業システムは、路網と不可分なものですので、路網も含めて作

業システムと考えたいと思います。 

 この図（図１）は見飽きているかと思いますけれども、我が国の素材生産コストは北欧などと比べると

非常に高い、４倍になっています。地形が似ているオーストリアと比べても２倍以上になっています。だ

から、低コスト化が必要なんだという説明のグラフです。 

 これも（図２）森林・林業白書に引用されて有名になりましたけれども、スウェーデンでは、２０００

年頃には１９８０年頃に比べて生産性が２倍ぐらいになっています。１９５０年代にチェーンソー・トラ

クタが導入されたというイノベーションがありました。日本もほぼ同じ時期に、そういうイノベーション

がありました。ただその後、フェラーバンチャ・ハーベスタ・フォワーダシステム、そしてＩＴの活用な

どが林業に入ってきているのに対して、日本ではなかなかこのようには上がっていっていません。この数

値は日本全国の平均値ですから、北海道ではこういう状態ではありませんし、北海道でも特にトップラン

ナーと言われているような事業体は、スウェ－デンに近いような生産性を上げているところもあるかと思

います。いずれにしても、全国ではなかなか上がっていないというのが実情です。 
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次に路網ですけれども、外国との比較で、これ（図３）もよく引用されるグラフですが、日本はこれだ

け少ないです、オーストリア・ドイツと比べて。路網についてはオーストリア・ドイツと比べ、生産性に

ついては北欧と比べるというのがよくあるパターンなんですけれども、ちょっとこのことはアンフェアな

んじゃないかと考えて、フィンランドで路網を見ますと、実は、日本より少ないんです（図４）。フィン

ランドは主に林内走行型の作業システム、いわゆるＣＴＬと呼ばれている作業システムが使われているの

で、その機械が動き回る部分、彼等はストリップロードと言っていますけれども、そのストリップロード

を路網に含めていないので、このような値になっているようです。 

 

２．作業システムに適合する路網について（森林作業

道を中心として） 

以上が前段でして、次に「作業システムに適合する

路網」に入りたいと思います。 

まず、これまで林道・作業道、そして作業路、 

集材路ですね、そのような区分けになっていました（図

５）。改めて言うこともないのですが、作業道は林道

より規格が少々低く、そのうえ全国統一された規格が

図１ 図２ 

図３ 
図４ 

図５ 
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ないということが、仕事を進めるうえで難しかったんじゃないかと思います。作業道の話をするときに、

話し手はトラック道を考えているのに、聞き手は作業路をイメージしていたなどということです。作業道

は一時使用の搬出路という定義であったわけですけれども、最近では、恒久的に継続して利用することを

考えている道が多くなってきたということです。 

 

 そういうような、若干混乱があったということで、改めて整理されたのが林道・林業専用道、そして森

林作業道ということだと思います（図６）。林道は森林管理の幹線で一般車両も走行できる、林業専用道

は木材搬出トラック等の利用が主であるということ、そして森林作業道については、基本的には林業機械

の走行が目的なんですが、はっきり継続使用を前提とするということが謳われたと思います。もう一つ、

森林作業道は作業を行う場所なんだということです。図７も同じようなことなんですけれども、これは今

の説明に書いてあるもの、林道は恒久的公共施設で幹線というものです。林業専用道も恒久的公共施設だ

けれども、林業機械が走行して森林施業に使われるということです。これら２つは車道ですよね。森林作

業道については、経済性を確保しつつ丈夫で簡易な構造にするということが書かれています。 

 ちょっと用語のおさらいになってしまうんですけれども（図８）、路網密度というのは何かということ

を改めて考えてみますと、林業専用道や林道の場合はトラック運材できる道の路網密度、要するにトラッ

クが走れる道の密度です。それに対して森林

作業道、これは集材機械が走る道ですから、

森林作業道の路網密度というのは、集材機械

の走れる道の密度です。また、迂回率という

のは、真っ直ぐに行けばＢという距離（直線

距離）ですけれども、実際には尾根があった

り沢があったりしてくねくね曲がっているの

で、Ａという延長距離になり、直線距離に対

する延長距離の割増し分の割合が迂回率とい

うことです。（Ａ－Ｂ）／Ｂです。地形が急

であればあるほど迂回率が大きくなります。

傾斜１０度ぐらいの緩いところでも迂回率が

図６ 図７ 

図８ 
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２０％ですから、２０％くらい余分に走っていることになります。３０度になると、それが５０％ぐらい

になります。これらを足し合わせて、路網密度と集材距離の式がここ（右上）にあります。通常、路網密

度はｈａ当たり何ｍと表しますけれども、それでは、道の間隔はどのくらいになるんだろうということで

すね。迂回率がゼロであれば、１ｈａに２本あれば、間が５０ｍということになるわけですけれども、迂

回率があるので、実際は少し変わってくるということです。この図の一番下に示しているように、路網密

度が１００ｍぐらいあると、緩傾斜地だったら１２０ｍ、急傾斜地だったら１６０ｍぐらいの間隔になる

ということを頭に入れておけば便利なのかなということで、この表をつくりました。４００ｍだったら、

これが３０、４０ｍになるということです。このようにイメージしておくといいのかなと思います。 

 本題に戻ります（図９）。森林作業道の線形はどういうものかということですが、もちろん現場の条件

とか作業システムに適合することが大前提でして、さらには不安定な地形、水系とか地すべり地形等を避

けるということ、できるだけ最少限の構造物で通過できるようにするということです。 

 基本的な線形の考え方ですが、上り・下りの幹線になる部分は、なるべく尾根につくりましょう。尾根

の方が、一度上がってしまったら傾斜が緩いことが多いものですから。尾根が急な場合だったら尾根の上

にヘアピンとかＳ字カーブを考えることが基本です。あと、切土・盛土部分の法高は、できるだけ低くす

るとか、伐開幅を抑えるということが前提です。 

 支線ですけれども、幹線から派生する道路ですね、これは実際に作業の場所を提供する道ということで、

基本的には等高線に沿った形で、アップ・ダウンがそれほど大きくないようにつくります。これをどのく

らいの頻度でつくるか、支線の間隔の問題ですが、それが先ほど話しましたように、木寄せとか集材の距

離をどうするかということで決まってきます。言い換えれば、それは作業システムをどうするかというこ

とで決まるということです。 

 ここで、道路の下方とか上方から材を引っ張り上げたり、引っ張り下ろしたりしなければならないので、

法面を材が通過できるような形が必要です。さらに、急なところではできないと思いますけれども、林内

走行型作業システムであったら、機械が法面を上がったり下りたりしなければならない、そういうことが

できる必要があるということです。これは、言うのは簡単だけれども、行うのは難しいと思います。ここ(左

側）に書いてあるのが今申し上げたことです。法面は作業を行えるような構造にすること。高密路網シス

テムでは材の上げ下げ、それから、林内走行では機械の出入りが必要であること。それから、できるなら

図９ 図10 
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ばこのように循環型にしてやると非常に効率は上がります。これが線形の基本的な考え方です。 

 図10に描かれているような形で支線があると、例えば林内走行システム、つまりハーベスタなどが上が

ったり下りたりするようなシステムだとすると、機械はこの赤線に沿って作業を行うわけですけれども、

先ほど言いましたように、機械が道から出入りできるような法面の構造が必要であるということです。も

う一つ、林内走行型ではなくて高密路網システム、これについては、後でお話ししますが、機械が路網の

上にとどまっているのを高密路網システム、機械が林内に入るのを林内走行システムということにしてお

きます。ここに書いてありますように、路網の上にとどまっている機械が材の上げ下げをするわけですけ

れども、それも基本的には傾斜線方向に作業するのがいいということです。したがって、どちらの仕組み

についても基本的には傾斜線方向に作業することを基本に考えたらいいと思います。 
 高密路網システムは等高線に沿った支線の上が作業の場になります。どのような方法で路網の上にいる

機械に対して材を持ってくるかですが、ハーベスタのア－ムが届くような範囲で直接作業する場合と、ト

ラクタのウインチでこれを引き上げる方法などがあります。欧州から導入した最新のトラクタも基本的に

は同じ考え方です。また、油圧ショベルベースのグラップルが引っ張り出す、場合によったら、一部林内

走行をして引き出すこともあるかと思います。さらに架線、タワーヤーダとかスイングヤーダを使うとい

う方法があります。いずれにしても森林作業道の上にいる機械のところに材をどのように持ってくるか、

持ち上げるか、引き下げるかということです。そのことに関連して、道と道の間にある伐倒木を直接道路

上に上げたり（上げ荷）下げたり（下げ荷）するときに、伐倒した立木の長さも利用して森林作業道の間

隔を決めていくような考え方があります。このように森林作業道の間隔は林分条件や選択する作業システ

ムによって決める必要があるということです。 

 図11は、林内作業システム、つまりハーベスタ・フォワーダが林内で直接作業する時に、どのような道

が必要かを表したものです。この図はＦＡＯ（国連食糧農業機関）が作成したマニュアルに載っている図

ですが、急斜面であったらジクザクにメインの道をつくっていって、その間でハーベスタ・フォワーダが

作業を行うようにすること、傾斜が少し緩ければ斜めに道を切って、いずれにしても支線から上がったり

下りたりしながら作業していくということです。このように、ヨーロッパでも傾斜地でハーベスタ・フォ

ワーダを使うことが考慮され始めていて、ＦＡＯのマニュアルにも記載されているわけです。図12も同じ

ことを説明していますが、左側は谷底を尾根がぐるっと周っている谷地形の場合、右側は、おわんを伏せ

たような形、真ん中に山のピークがある地形の場合です。これらの場合も、基本的には等高線に沿った形

図11 図12 
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で作業のベースとなる道ができて、そこで上下に傾斜方向に作業をする形になるわけです。 

森林作業道作設の基本ですが（図13）、当たり前のことですけれども、切土と盛土を均衡させようとい

うことです。それから、これまでの多くの経験から、切土の法高は１．４ｍを限度にしたらいいんじゃな

いかということが言われています。傾斜と法高を決めてやると、逆に道幅の限度が出てきて、例えば傾斜

３０度だと、一般的な路体の構造を考えると２．２ｍ幅の道路しかつくれないということになってきます。

これをどう考えるかなんですけれども、どこかで妥協しなければ道ができません。道幅にするか、法高を

少し高くするか、３０度という条件は変えられないので、このどちらかということになります。これは５

分の法高で計算していますので、直切りなどではその点も違ってくると思います。 

 法高と傾斜の関係について、１．４ｍに高さを抑えようとすると、道幅が２．２ｍになるということを

示したのが右上のグラフです。とにかく１．４ｍという数字が、経験上言われているんですけれども、こ

れと道幅の問題を考えていかなければいけないことじゃないかということです。 

 これに関係しまして幅員の問題（図14）なんですけれども、幅員は林地保全や壊れにくい路体、それか

ら作設費を抑えるという面では狭い方が有利なわけです。一方、安全作業とか生産性を上げるという意味

では、広い方がより良いということになります。基本的には作業機械の接地幅の１．２倍以上ないと安全

に作業できないと考えられますので、現在、北海道で使っている平均的な油圧ショベル、０．４５の油圧

ショベルの幅は２．５ｍありますので、それを考えると、幅員は３ｍはどうしても必要かなと思います。

とにかく安全確保というのを第一に考えなければなりません。一方で道が崩れるということも絶対避けな

ければいけないということですので、こうしたことについていかに現場のことをよくわかっている人たち

が計画するかというのが、非常に重要になってくるんじゃないかと思います。 

 

 現在、森林作業道作設指針では、傾斜に応じた幅員が定められていますけれども、２５度以下、それか

ら２５度から３０度までと、いずれにしても幅員３ｍを限度にするとなっています。ただし、作業の安全

性とか効率性の確保の面から０．５ｍの余裕を付加することができるとなっていまして、このような運用

をうまく利用しながら、崩れる危険のないようなところでは幅を広く取って、より安全で効率的な作業が

できるように考えればいいんじゃないかと思います。作業道の法高と道幅の関係にしても、勾配を持った

切り取り面ではなくて、低ければ直切りでいいという方法でやられてきています。 

 図15は森林作業道で最近よく使われるようになってきている表土ブロック積み工法の説明です。高知県

図13 図14 
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の旧四万十町で始まったので四万十式作業道という

名称で有名です。切土と盛土を均衡させるという通

常の工法ですと、盛土の部分が不安定な斜面の上に

乗っかるような形になって、地山を滑ってしまう危

険がありますが、この工法はいったん下まで切って

水平な基盤をつくり、その上に路体を作っていくと

いう考え方（ブロック積み工法）です。図16には、

盛土をどのように行っていくかということが書いて

あります。基本的には、転圧をきっちりやるという

施工法なんですれども、油圧ショベルのバケットを

使って転圧したり、それから、油圧ショベルで伐根を掘り取って、それを盛土の補強材に使うということ

がこの工法の核になっています。ただ、注意しなければならない点は、転圧が全くできない土があるとい

うことです。特に道東に多い黒ボク土や火山灰土などは締固めが非常に困難で、特に水分が多いところで

は、締固めているのかこねているのかわからない状態になってしまうことがあります。こうしたことに注

意しなければいけないと思います。 

 図17は林道ご専門の皆さんにはむしろ見なれた図かもしれませんが、各種土質の締固めの度合いと含水

比の関係を表しています。下の方に赤点で示している関東ロームとか黒ボクは全然固まらない土だという

ことが、これでおわかりになるんじゃないかと思います。初期含水比が高いときに、例えば降雪や降雨の

ときに工事を始めると、こういう土では途中で転圧できなくなって、こね返し、ねり返し状態になってし

まうことがありますので注意が必要です。 

路網の作設に関して最も注意を払う必要があることの１つとして、道の排水の問題があります（図18）。
支線は基本的に等高線に沿って水平に作ることになっていますが、細かいアップ・ダウンを繰り返すこと

によって、できるだけ排水を頻繁に行えるようにそれも林地に排水できるようにするのが基本だというこ

とをこの図は示しています。 

いずれにしても、森林作業道については、いろいろな考え方、やり方があるということです（図19）。

説明しました四万十式、大阪の篤林家の大橋慶三郎氏の方式、島根方式とか、いろいろな方式があります。

それらはそれぞれの土壌条件、山の条件、いろいろな条件に立脚した形で、すごくうまくやっているんで

図15 
図16 

図17 
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すけれども、それを他の場所に持ってきても必ずしもうまくいくとは限りません。特に、表土ブロック工

法とか直切りとか根株利用などについて、根株利用のことは詳しくお話ししませんでしたけれども、これ

は、四万十方式では重要な要素になっていますが、こうしたことについては、今後も継続した検討が必要

になってくると考えています。繰り返しになりますけれども、作業道の作設は地域の条件に適合したもの

にならなければならないということです。 

 

３．最近の作業システムの考え方と林内走行システムについて 

 最初に作業システムの区分けについて説明

します（図20）。地形・傾斜等条件複雑な我

が国では、伐出システムにおいて幾つかのバ

リエーションが必要だろうと思います。林内

走行するハーベスタとフォワーダによる車両

系のシステムは２５度までの比較的緩傾斜地

で使われます。これについては後で少し詳し

く話します。 

次に、チェーンソー・グラップル・トラク

タウインチ・プロセッサ・フォワーダなどに

よるシステムで、高密路網を活用するシステ

ムです。このシステムは汎用性が高く、作業

システムの講習会などでは、これがメインになっています。このシステムについては傾斜地２５度から３

５度ぐらいまでが適用可能であろうと考えられています。もちろん、これより緩くてもＯＫです。必要な

ことは、森林作業道の路網密度を非常に高くすることです。それから、同じように路網に依存するシステ

ムですけれども、森林作業道上でスイングヤーダとかタワーヤーダなど簡易架線と呼ばれている機械を利

用した作業システムです。最後に、これは、北海道では考える必要がないシステムかもしれませんが、本

格架線システムでの集材です。３５度を超すような急傾斜地を対象としたシステムですが、四国などの一

部地域ではどうしてもこれを考えざるを得ないところがあります。これについては、それほど高い路網密

度を必要としないメリットもあります。 

図20

図18 

図19 
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地域的に見ますと、中部山岳地帯、それから四国・九州の南の方に急傾斜地が多くなっています。北海

道は緩傾斜が多いのですが、一部、日高地域などに急傾斜地があります。全体としては、東北・北海道が

車両系に適している、西日本では架線系が適しているということになりますけれども、西日本でも急傾斜

地でありながら四万十町とか京都府の日吉町など、作業道の高密路網のシステムで成果を上げているとこ

ろもあることには注目する必要があります。 

 次にそれぞれの作業システムがどのように評価されているかということですけれども、林内走行システ

ムについて、ハーベスタが実際に林内に入るというのは近年の技術で、実施エリアが北海道などに限定さ

れていることに注意が必要です。これまでは、林内走行というのは、集材などでトラクタを使っていたこ

とを指していたと思うんですけれども、このやり方は、林地とか残存木への配慮に少し欠けていた部分が

あったということです。この問題が強調されて、林内に機械を入れてはいけないと言われているんじゃな

いかと思います。でも私は、林内走行システムは技術の進歩によりメリットも大きいと考えています。 

 高密路網については、先ほどからお話ししていますように、範囲が非常に広いシステムであり、路網を

作設することで非常に効果の上がる作業システムで、これは我が国の作業システムの主軸ととらえられて

います。それから、路網に依存する架線システムについては、路網上のタワーヤーダ等を利用して効果を

上げているということで、傾斜３５度以上が基本ですが、３５度まで行かなくても、急傾斜地では不可欠

な技術として今後も使われていくと思います。北海道の一部でも、最近、架線を使おうという試みもあり

ましたし、今後も考えていっていいんじゃないかと思います。 

 日本の林業が抱える問題としまして、冒頭申し上げましたように、海外と比べて生産性が低く、高コス

ト体質であること、非常に危険な作業であるということが挙げられます（図21）。左側の棒グラフは産業

別の労働災害発生率です。右の赤い棒が林業で、全産業で最悪の災害発生率となっています。２番目の鉱

業と比べても２倍以上の労働災害発生率になっていまして、これは何としても改善しなければいけません。

この中の特に問題となっていることがチェーンソー作業ですので、伐木造材作業の安全を考えていく必要

があるということです。右側のグラフは従事者の減少、高齢化を表しています。このことは全産業共通で

はありますが、やはり、林業が突出して高いことを考えなければいけないと思います。このような状況を

考えると、林内走行型のハーベスタとフォワーダのシステム（図22）は、高い生産性、安全性という面で

メリットが大きいので、積極的に考えていく必要があると思います。このシステムは主に北海道で普及さ

れていますので、今までちょっと荒っぽくやっていたという部分は改善しながら、普及していったらいい

図21 図22
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んじゃないかと考えています。 

 取組みの方向性ですが、フィンランドやスウェーデンなど北欧では、恵まれた地形を生かして機械化が

進みました。ドイツやオーストリアでは、森林蓄積が非常に大きくなってきた、それと、ある時期に路網

整備を徹底的にやったことで、生産性が向上してきているわけです。日本では急傾斜地であること、人工

林が育成途中だったことで、なかなかうまくいかなかったんですれども、森林蓄積が非常に大きくなって

きた、それから、高性能林業機械がかなり導入されてきて、路網開設の機運も高まってきていますので、

作業システムの構築と路網の整備をすすめることで生産性が向上していくだろうと考えています。 

 生産性が変動する要因ですが、１本当たり材積が大きくなってくれば生産性は高くなるというのは、一

般にどの機械でも言えることです（図23)。左のグラフはハーベスタの伐木造材の生産性ですけれども、単

幹材積がふえれば、生産性は上がります。右はフェラーバンチャですけれども、同様のことが示されてい

ます。ただし、ハーベスタ・フェラ－バンチャについては、このグラフには出てきていないんですれども、

木のサイズがある大きさ以上になりますと、つかみ切れないとか、扱えなくなってきますので、そのよう

な条件では、逆に生産性が落ちてくるという実態があります。日本の人工林はかなり大きくなってきてい

ますので、そのことも考えなければならないと思います。 

 もう一つ、生産性を考える重要な要因として集材距離があります(図24)。集材距離が伸びると生産性は

落ちます。左はトラクタのデータ、右はグラップルによる木寄せのデ－タです。木寄せや集材距離が伸び

ると生産性が低下することを示した実例のグラフで

す。このことに関して、路網が整備されることによ

って木寄せ距離や集材距離が短くなります。具体的

には森林作業道の密度が大きくなれば木寄せ距離が

短くなる、林業専用道や林道がふえてくれば集材距

離が短くなって、双方とも生産性が改善されると考

えられるわけです。 

 さらに生産性変動の要因として、作業システムの

構築を挙げておりますが(図25)、このことについて

は作業システムをきっちり構築していく、しっかり

した計画を立案することで作業システムが円滑に動

図23 
図24 

図25 
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くようになるということです。まず、工程間の格差を小さくする。例えばハーベスタとフォワーダによる2

人の作業システムでは、ハーベスタ部分とフォワーダの部分の生産性をできるだけ一致させようというこ

とです。それから工程数、機械数は一般に少なければ少ないほど労働生産性が高くなります。上側のシス

テムですとハーベスタとフォワーダの２台で完結していますので一番理想的なシステムと考えられますが、

このシステムが活用できる場面は現在のところあまり多くありません。ハーベスタ・フォワーダによる短

幹集材システムであっても、下側に示したような間にグラップルローダの工程を入れた3工程システムが多

くなっています。機械数のことについては、同時並行でうまく５、６台を使っているシステムもあるんで

すけれども、その場合機械が遊んでいる時が少なからずあり、工程や機械数が多いのはやはり問題だろう

ということです。さらには、工程間のバランスをとるというのは実際にはそう簡単なことではないので、

独立性を高めることが作業システムの合理化に貢献するということです。伐木造材は一方で行い、集材は

別に行う、相互の連携はとくに考えないという形にすれば、全体としても生産性は高まるという考え方で

す。 

 次にヨーロッパでの作業システムが、現在どうなっ

てきているかですが(図26)、傾斜地においてもハーベ

スタ・フォワーダシステムが結構入ってきています。

ホイール式の専用のハーベスタを利用して、25度程度

までの傾斜地への導入を検討するというような文献が

多くなっています。文献調査や聞き取り調査の結果な

ので、こういう書き方なんですけれども、そのような

傾向になってきています。 

 それから、特にドイツ・オーストリアという、いわ

ば「アンチ林内走行システム」の国でも、実はこのシ

ステムが多く利用されています。もともと平坦地用の技術なので、傾斜15度を超えるとちょっと生産性が

落ちてくるようですが、それでも他のシステムよりはかなり良い生産性を発揮するとされています。それ

からまだまだ数は少ないですが、段軸型やシャクトリムシ型などとくに傾斜地用にデザインされた足回り

を持ったハーベスタが使われ始めているというのも興味深いかなと思っています。いずれにしても冒頭申

し上げましたように、傾斜方向に真っ直ぐ上がったり真っ直ぐ下りたりするような作業が原則、必須にな

図26 

図28 図27 
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ってきます。そういった作業計画が非常に重要だと、ヨーロッパの作業システムは私たちに教えてくれて

います。 

図27の表に示すように、オーストリアでは2行目のチェーンソー・タワーヤーダとか3行目のチェーンソ

ー・スキッダが主ですけれども、1行目のいわゆるＣＴＬシステムも増加してきています。図28に示すよう

に、ＣＴＬシステムに使われるハーベスタ・フォワーダの導入台数実績は、ドイツが非常に大きいという

データがあります。そのように中欧諸国においても、ハーベスタやフォワーダが30度の傾斜地を下りなが

ら作業する例がたくさん見られるようになっています。 

林内走行型で問題とされるのは林地の環境問題で今後も調査が必要ですけれども、とくに土壌コンパク

ションと樹幹へのダメージが重点的に調査されていて、少しずつデータが蓄積されてきています。コンパ

クションについてもこれまでは単に高い低いだけでしたが、走行によるかく乱面積の割合や走行回数の影

響など、さらに路網の土質のところで話題にした初期水分の問題なども調査されています。私たち森林総

研で、カラマツ高齢林で腐朽被害と土壌硬度、透水性の関係を調べた例によりますと、土壌硬度や透水性

の悪化がカラマツの腐朽被害発生に関与しているデータも出てきています。これは注意しなければいけな

い問題だと思います。 

それから、ホイール式の方がクローラ式よりも林地に与えるダメージが小さいと言われていますけれど

も、このことについてもハッキリしたデータを示す必要があると思っています。また傾斜地作業が多くな

ってきていますので、これまで土壌浸食が問題にならなかったところでもこれまで以上に問題になってく

ると考えられます。 

 

４．まとめ 

以上まとめますと、路網整備は低コスト作業システムにとってなくてはならないものです。森林作業道

の線形、それから路体規格というのは、作業システムなどと密接な関係がありますので、それらの条件に

合わせて計画することが非常に重要だろうと思います。作業システムの選定については、特に地形や林分

条件に合ったものを選ぶことが必要ですが、とくに北海道で普及している林内走行システムについては安

全性や生産性などのメリットが非常に大きいので、今後もオプションとして考えて行ったら良いのではと

思います。先進地と言われる北欧、中欧などの技術も取り入れながら、日本の実情、さらに言えば北海道

の実情に合った、そして環境に配慮した作業技術が構築される必要があると考えています。 

 以上です。ありがとうございました。 
 
○司 会：どうもありがとうございました。続きまして第２部「モデル地区の森林施業と路網整備」とい

う演題で、鶴居村森林組合門間様、よろしくお願いします。 

  

「モデル地区の森林施業と路網整備」 

鶴居村森林組合 業務課長  門間 孝厳 氏 

 

平成２１年度と２２年度に国の森林・林業再生プラン実践事業を通して行ってきた道路づくり・間伐に

ついて、よかった点・悪かった点を交えながら、林道の専門家の皆様方にお話しできたらいいかなと思い
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ます。 

まず鶴居村の森林の概況等からご説明します。森林面積が３７，３９４ｈａ、うち、国有林が３６％で

１３，５６１ｈａ、民有林が６４％で２３，８３３ｈａとなっています。民有林のうち天然林が７１％を

占めています。人工林は２９％です。この人工林のうち一番多いのはカラマツで、４，８１１ｈａありま

す。問題なのが、未立木地等に植林をしてきた歴史がありまして、団地が点在していることです。村有林

は２，９４３ｈａ、うち天然林が１，３４８ｈａ、人工林が１，３１３ｈａとなっています。齢級構成は、

日本全体では８、９齢級にピークがあって、森林・林業再生プランではこの人工林を上手に利用しようと

していますが、鶴居村の場合は植林を長く続けてきたという歴史から、８、９齢級ほかに４、５齢級にも

ピークがあって、齢級構成が平準化しているのが特徴でもあります。 

釧路湿原との位置関係は、このように鶴居村を

流れる河川すべてが釧路湿原に流入しています。

鶴居村の行政区域内にある湿原面積は８，４８５

ｈａ、湿原総面積１８，２９０ｈａの４６％に 

なります。 

この釧路湿原では、上流部からの土砂の流入 

によって湿原の乾燥化が進んで、湿原にもともと

あった固有の生物、植物等が減少しているという

問題があります。それで、当組合から、山から 

できるだけ土砂の流出を防ぐ森林施業ができな 

いかということで、林野庁にプレゼンスを行いました。実践事業の区域の設定についてです。当初プレゼ

ンスをしたときには、２１年度に６団地・１９個小班・１９９ｈａを間伐しますということで提案したん

ですけれども、１年間という短い期間の中で、六つの団地で１０ｋｍの路網をつくって、１９９ｈａの間

伐をするというのはたいへん難しいだろうということで、林野庁の委員会や欧州のフォレスター等からの

提言があり、鶴居村の協力もいただいて団地を再設定しました。６カ所に分かれていた団地を、村有林の

まとまった１カ所、１団地・２６個小班・１９５ｈａを実践事業の団地としました。対象区域としまして、

民有林４６ｈａ、こちらも同じような齢級で、道をつけているところで、従来システムの検証場所として

設定しました。 

実施年・平成２２年、団地面積が１９５ｈａ、目標林型は針広混交の恒続林型を描いているんですけれ

ども、この団地のカラマツ人工林の周りは、牧草地、基幹産業が酪農なものですから、このように牧草地

に囲まれているというのが鶴居村の特徴でもあります。齢級構成は７、８、９齢級、そのほかに若い５齢

級のカラマツ林もあるのが、この団地の特徴です。どれぐらいの間伐をやったのかといいますと、実際、

実践事業地で行ったのは８、９、１０齢級という林齢の高いところの間伐を行いました。当組合では先ほ

どの齢級構成にもあったように、４、５齢級という蓄積の小さな森林で、どのように効率よく間伐できる

かということも考えて提言しました。 

「将来木施業」ということで、私どもも初めて聞いた言葉なんですけれども、欧州のフォレスターから、

このような考え方で間伐をすると、効率よく材を搬出できますよということで教えていただきました。 
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どのような施業かと言いますと、まずは「将来 

木」の選定をします。カラマツの一斉林があった 

として、選ぶ基準として一番大切なのが、バイタ

リティーがあるもの、多少直通じゃなくても、 

成長力、周りの木よりも太く、一本筋が通ってい 

て、樹冠長が豊かなもの。その木をまず「将来木」

として選定する。次に、そのような木がない場 

合は質で選びます。それでもない場合は間隔で 

選ぶということを教えてもらいました。イメージ 

としたら、このようにカラマツの一斉林の中に１

本いい木がありましたら、これを「将来木」として選定しまして、この周りを間伐してやるという施業に

なります。 

実際にやった現場、施行後の場所になるんですけれども、「将来木」の成長を促すために、このように

周りの木を伐って、この１本の木にスペースを多く与えてやるという施業になります。こうすることによ

って、次回も、この木の枝が伸びていった時に、ぶつかった木を伐ってやるということになりますので、

次回以降の「将来木」の選木というのは必要なくなりますし、「将来木」を絶対傷つけないということで

作業の目安にもなりますので、たいへんやりやすいと、作業員からも聞いています。実際どのようなもの

かというと、ここに「将来木」があったとします。この周りを伐ると、この木の樹冠が育ち、ほかの木よ

りも成長します。例えば強い風が吹いたりした時に、通常であればカラマツの一斉林ですと、集団で安定

しているような状態になるんですけれども、「将来木」が成長することによって、個体の安定性も生まれ

ると聞いています。この木があるために、一斉にバタバタとなりにくくなるので、このような施業は有効

だと聞いています。 

さて、実践事業で一番重要なところなんですけ 

れども、作業道です。どのような作業道を作った 

かといいますと、通常の林道とか基幹作業道と同等

の規格になるんですけれども、全幅員が４ｍ。車 

道幅員が３ｍ、路肩幅員が０．５ｍずつ、合計４ｍ

の道になります。縦断勾配、切土・盛土勾配、路盤

の屋根型構造、屋根型構造については後ほど説明し

ますが、排水溝、三角側溝を山型につくっていると

いうのが大きな特徴です。このように「鶴居村スタ

ンダード（＝欧州型の路網）」というものを設けま

した。車道の幅員が３ｍ、縦断勾配が１４％以下、曲線半径がＲ１２ｍ以上、横断勾配が路面の１０％以

上、路盤の敷厚は０．２５ｍ、法面勾配は切土が８分、盛土が１割２分、そのほか排水施設として三角側

溝の深さを０．３ｍ、幅を１ｍもたせました。路線の選定は、このように山があるとして、斜面の上下で

作業ができるように、横に長くとるというイメージで路線を選定しました。これはその写真です。 
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先ほどの団地ですが、図面にあるように赤いライ

ンの道があります。これが実践事業で作設した 

「欧州型の路網」です。ここには黄色で１本だけつ

いている林道があるんですけれども、そこから網の

目のように伸びているのが特徴です。路線数が全 

部で１５路線、総延長が１３．１ｋｍ。この道路を

つけたことによって、ｈａ当たり５５ｍという路 

網の密度になりました。平均集材距離６８ｍ、最大

集材距離も１３６ｍで、開設費は１２８，６４７千

円。ｍ当たりの単価にすると９，８００円です。 

道路づくりで気をつけたことは、多曲線・低勾配・小法面とありますが、できるだけ切り・盛りを少な

く、できるだけ効率のいい道路を作る、１００ｍから１５０ｍ程度の間隔で道を作るというのを目標にし

たんですけれども、短い期間の中でそうならなかった部分もありますので、そこをどうしていったかとい

うのをお話ししたいと思います。 

写真のように一部、軟岩のようなところがあるんですけれども、そういうところは暗渠のパイプ等も詰

まりやすいので、このように玉砂利を使うことによって、例えば雨量の多いときでも、オーバーフローし

て通ることができますので、３年たっても一切の管理をしなくても道が壊れることはありません。 

黄色線で示したように通常の林道があったんですけれども、ウインチの作業をやりやすくするために、

実践事業で作った屋根型の道が青色線のようにあります。さらに、この道路だけではカバーし切れない部

分が出てきましたので、作業しやすくするために、赤色線のように簡易な作業道を作設しました。一部は

砂利も敷いていなくて、伐根処理だけした作業道を作ることによって、間隔が１００ｍから１２０ｍ以内

で作業できるようにということで道路をさらに作設しました。写真を見ていただきます。これは路肩も何

もない状態で、３ｍの道の幅そのままです。それを尾根筋に、屋根型につくっています。２年たっても、

尾根なので、たいへん壊れにくい道路で、こちら側もこちら側もウインチがあれば作業ができるという構

造になっていますので、使いやすい道路になっています。こちらは砂利を敷いていない道路です。作業が

終わって１年後なんですけれども、ササが繁茂して、機械が通った跡というのはわからなくなっていると

ころもあります。このような道路は、走ることによって地中にコンパクション、機械が通ることによって 
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機械の重量分の圧力が地面にかかりますので、ここを後々、ずっと道路として利用できるように、ここは

道路ですよということで、木に特殊なペンキで印をつけています。 

この森林作業道のコストは幾らかというと、作設したものが総延長３４８ｍ、開設費が１，２６０千円、

ｍ単価は３，６００円になります。砂利敷幅員は３ｍ、敷厚は０．２５ｍの道路です。下の道路、先ほど

のササが生えていた道路と同じような構造になるんですけれども、こちらはただ伐根を抜いただけです。

これを２，０７２ｍ、１６路線作設しました。開設費は６１０千円で、ｍ単価が２９４円です。基本的に

は除根と掻均のみになります。これら全部ひっくるめて、この団地の路網密度がｈａ当たり６７ｍ、  

 １９５ｈａの団地区域の中に１３，０３２ｍの道路を作設しました。平均集材距離が短くなっているの

が特徴だと思います。 

２３年度はどのような間伐をしたかといいますと、８、９齢級の森林というのは、１本当たりの材積が

大きいものですから、生産性もそこそこ高くなります。ただ、１本当たりの材積が０．１ｍ３にも満たな

いような初回間伐、２回目間伐等の４、５齢級の森林を間伐する場合にどうするかというのが、当組合の

課題ですので、去年、これを実践しました。２２ｈａの４、５齢級、それと実践事業でできなかった８、

９齢級、２４ｈａの間伐を行っています。間伐の総面積は４６ｈａ。 

林内路網についてですが、アスファルト舗装された従来の村道があり、間伐団地の真ん中に平成２１年

度に屋根型につくった欧州型の林道があります。この林道からでも作業できない部分がありますので、作

業道を１００ｍ間隔になるように、新たに作業道を作設しています。事業費が６３７万円、ｍ単価が   

２，８５０円です。 

実際にフラットな道をつくった時に、どのように水が流れていくかということを、「日本型路面水・側

溝水の排水イメージ」で説明します。通常、林道規格で言うと、３％の横断勾配があります。例えば８％

の縦断勾配があったときに、水がどのような流れをするかというと、最初のうちは横断方向に流れるんで

すけれども、最後の方には横断の勾配よりも縦断の勾配がきついものですから、このように縦断方向に水

が流れます。実際にどうなっているかというと、長い間、経年劣化して、グレーダーをかけたりすること

によって、車が走ったなりに（轍になって）水が走ってしまうような構造になっているのが従来の林道で 

す。これが水が走った跡ですね。一方、欧州型の道路はどのようになっているかといいますと、特徴的な

のは、道路が屋根型、このように真ん中を盛り上げた構造になっており、１０％以上の横断勾配をもたせ

ているのが大きな特徴です。８％の縦断勾配でも、横断勾配が１０％以上あるものですから、このように
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いち早く路外に水が排出されるのが特徴になっています。欧州型の道路を作る考え方は、どうやればすぐ

に排水できるかと考え、単純に、縦断勾配３％以上であれば横断勾配も単純に３％以上の道路を作る、５％

以上であれば５％以上、１０％以上であれば１０％以上というように横断勾配の道路を作れば、縦に流れ

ずに横に流れるという構造になります。それによって降雨時でも路体が壊れることなく、維持することが

可能です。 

「欧州路盤工横断勾配イメージ」、水がどのように流れるかというイメージ図ですけれども、雨が降っ

て、真ん中から山側半分のものは山側に排水されます。山側に排水されたものは、３０ｍから５０ｍごと

に設置された暗渠パイプで谷側に排水する仕組みになっています。実際に、鶴居村森林組合の基幹道です 

が、平成２２年１２月３日、１日５８ｍｍの降雨後のすぐの状況です。一部路肩の盛土の部分が作ったば

かりで、ちょっと流されたというのがあったんですけれども、路盤については全く被害がありませんでし

た。 

こちらは通常の道路ですけれども、維持管理がたいへん難しいと思います。例えば、このように縦に流

さないために、ここに横断排水溝を入れているんですけれども、長い時間が経過することによって、この

排水溝が詰まっている箇所が多くあります。そうすると、これを乗り越えて、さらに水を集めて加速して、 

谷側の方に水が大量に押し寄せることによって、一番下のところで決壊等の被害になりやすい状況が多く

つくられます。林道は、大雨が降った時、このように雨裂、水が集まって悪さをして砂利が流されて、そ

のたびに維持管理のグレーダーを走らせるという結果になってしまいます。雨裂の深さは０．５ｍぐらい
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ありますので、普通の車の走行が困難な状況になっ

ています。こちらも同じす。 

屋根型路網の良さというのが、作ってみてわかっ

たんですが、最初は、暗渠パイプが詰まったりして

大きな決壊を招くんじゃないかと疑心暗鬼になっ

ていたんですけれども、実際に作ってみて、維持管

理をしたのは、作業が終わったときの１回だけです。

グレーダーをかけて、屋根型、道路の真ん中に砂利

を盛り直しただけです。同じ日に撮った写真でも、

このように路体の崩れというのは一切なくて、こち

ら側の三角側溝に水が流れた跡が多少ある程度になっています。 

維持管理は、作業で使うトラクタに、このような簡単なアタッチメントを地元の鉄鋼屋、鍛冶屋さんに

作ってもらって、まずは、片側から、脇によけた砂利を中央に盛り上げるように、グレーダーにチルトの

機能を持たせていますので、このホイストで角度をつくって、脇に砂利を逃がすことなく真ん中に寄せな

がら山型に整形していく、帰りにもう一回反対側を走ってくることによって屋根型に整形されます。路網

の維持管理はこれで終了です。１日１０ｋｍ以上やることが可能です。 

基幹作業道と作業道の比較ということでこちらに示しました。左が基幹作業道、屋根型です。これから

の林業専用道で、幅が広いバージョンです。路盤が３ｍ、０．５ｍずつの路肩があって、全幅が４ｍの道。

さらにこちらに三角側溝が１ｍ分取ってあります。砂利の敷厚は、１０トン以上のトラックが通ることを

想定していますので０．２５ｍ。右は機械が主に通るための森林作業道ですけれども、全幅が３～３．５

ｍ、砂利を敷いた路盤の幅員が２．５～３ｍというのが今の基準になっています。林業機械のみを想定し

ていますので、砂利の敷厚は０．２ｍで作設しています。ただ、基幹作業道は２０トンの大型トラックが

入っても壊れることなく使うことができます。コストは、基幹作業道では、２１年度の実績では、ｍ当た

り９，０００円～１３，０００円。森林作業道は２，５００円～３，５００円。基幹作業道は１年を通し

て木材の搬出が可能です。森林作業道も夏の乾いた時期だとか雨が降ってから何日かたてば使うことがで

きますが、しっかりした工事をしていないので、砂利が土に食い込んだりということは多々見られます。 

ドイツ・オーストリアでのコストは、ｍ単価は７，０００円～８，０００円で作っていると伺いました。
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日本の道路はちょっと高いなと思いますが、建設工事で発注しているために、間接雑費が高いのです。直

接工事費では、基幹作業道の単価はｍ５，０００円ぐらいになって、こちらは１５％の間接雑費しか見ら

れない道路ですので、実際は、１，５００円か２，０００円ぐらいしか変わらないのかなと思います。こ

の道路が５，０００円～７，０００円程度で作れるようになれば、たいへんいいなと思います。 

この道路の特徴ですが、ここはたまたま傾斜もきつくないので切土がなく、路肩や排水溝を作業場とし

て使えますが、傾斜が強くなった時には、どうしても切土が多くなり、路肩や排水溝を作業場として使う

ことができなくなります。ただ、基幹作業道は、道路を作業場としても位置づけていますので、素掘り側

溝を利用して、簡易な巻き立て場所などとして使うことができ、急傾斜のところでも、このように余分な

幅員分を土場として利用することができますので、たいへんメリットがあると思います。土場用地を大き

く設けて、遠くからフォワーダを使って長い距離を持ってくるのではなくて、ウインチなりグラップルで

引き上げたものをすぐに造材して小さく巻き立てていくことによって生産性を高めることができます。生

産性が高まることはコストを抑えることにつながりますので、たいへん有効な道路ではないかと思ってい

ます。 

一番重要なのがここだと思うんですけれども、小さな木を伐るのに立派な道路はいらないだろうという

考え方になりがちですが、５０年、１００年後を考えた時、１本１ｍ３ぐらいの木になった時に大型機械

が通るようになる、もしくは生産性の高い機械が導入されるかもしれないとなった時に、森林作業道では

使いにくいと思います。だから、そのときに、この道路をつぶして、新しいのを作るというのではなくて、

最初から林業専用道を作設する計画を入れておくというのが非常に大切だと思います。 

続きまして、導入した先進林業機械について 

説明します。先進林業機械と謳っているんです 

けれども、この機械は基本的にはトラクタです。

林業用に改造したもので、キャビンが２７０度、

正面からこちらの手前までくるくると回すこと 

ができます。グラップルも、日常、その辺を走っ

ている大き目のトラクタなら、どのトラクタに 

でも装着することができます。ウインチもフロ 

ントにＰＴＯ軸があれば動力として使うことが 

できますし、トラクタの後部には必ずＰＴＯ軸 

がついていますので、それを利用してウインチをつけることもできます。エンジンの出力は６気筒で９６

ｋｗ、１３０馬力です。この機械の特徴として、基本的にはトラクタなので、ナンバーを取得して公道を

走ることができます。３５キロで走行が可能です。作業がジョイスティック＝手元のレバーで操作するこ

とができますので、建設機械につけたグラップルだとかハーベスタと同様の操作で使用することができま

す。一番大きな特徴はリモコンのウインチです。こちらが８トンのものまで１本で引くことができます。

二つついていまして、リモコンで１２０ｍ程度のワイヤーを 

伸ばすことができます。 
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当組合のトラクタの作業シ

ステムについてですが、基本は、

チェーンソーで伐倒し、枝払 

いまで行います。それを路肩ま

でリモコンつきのウインチ 

で引き上げまして、路肩でハー

ベスタまたはチェーンソーで 

玉切りをして、グラップルで巻

き立て、トラックで搬出という

流れです。しっかりした道路を

整備することによって、トラク

タにこのような荷台を設置し

て、道路から片側６ｍずつをハ

ーベスタで伐倒、玉切りして、それをこのように牽引の荷台で積んで運んでいくということも可能になり

ます。また、伐倒木を路肩まで引き上げた後に、クラップルである程度集積できるところまで運んで、道

路上で、ハーベスタもしくはプロセッサで造材、巻き立てというパタ－ンもありますが、道路上でハーベ

スタで造材した後は、このように路肩に置いておいて、グラップルで搬出します。 

当組合の従来のシステムは、チェーン 

ソーで伐倒、枝払い、造材まで行った後に

木寄せをして、それをブルドーザで搬出す

るという２０年来変わらない造材方法で

行っていました。入札によって、ここの事

業を落札した会社が、これは今の日本の林 

業の最先端のシステムになると思うんで 

すが、ハーベスタまたはフェラーバンチャ

で伐倒して、機械でできない分はチェーン

ソーで伐倒して、グラップルで木寄せ、ハ 

ーベスタまたはプロセッサで玉切り、この 

ように遠いところではフォワーダで土場まで運ぶという方法でやっているところもありますし、木寄せを

して路上で玉切りという方法も取り入れていました。それを運搬をするという流れは一緒です。 

今回、欧州のフォレスターから指導を受けたのが、北海道の地盤はとてもソフト、栄養があるというこ

とで、土壌に配慮をした林業をやりなさいということした。やってみてわかったんですが、林内に入るの

は、先ほど佐々木先生もおっしゃったように、すべてが悪いということではなくて、機械が通るところを

決めること、林内を縦横無尽に走るのではなく、集材路を設けて機械の道路にすることにすれば、樹高分

の伐開幅は、伐倒方向を上手に調整することによって、この道路を使って出すこともできますので、たい

へんメリットのあるシステムだと思います。また、当組合の場合は、できるだけ土壌のかく乱を防ぐとい

うことを方針にしていますので、道路からウインチを伸ばして作業しています。平たん地においては、道
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路と道路の間の半分の範囲内にある木を、ウインチのある道路とは反対の方向に伐倒しまして、枝を払っ

たものをウインチで木寄せをします。残りの半分の木も同様に伐倒、木寄せをします。そうすることによ

って、この木の樹高分、例えば樹高２０ｍの木を、反対側に倒しますから、実際には２０ｍ分ウインチを

持って歩く距離が短くなりますので、生産性が多少高まります。傾斜のあるところではどうするかといい

ますと、道路と道路の間隔が１００ｍあるとすれば、基本的に２０％分、道路から上２０ｍまでの木は上

に向かって倒します。そうすることによって、道路からグラップルでつかむことができ、そのまま搬出で

きます。さらに上の部分は、下に向かって伐倒し、枝を払ったものを上の道路から上げ荷によって、道路

に引き上げるように集材します。平らなところでは５：５でよかったものを、傾斜地ではなぜ８：２また

は７：３にする必要があるのかというと、ウインチは上から下に持って降りていくというのは労力が少な

くて済みますが、下から上に上がるときには、ものすごく労力が必要で、ウインチを引っ張っていく重さ、

さらに山を登る重さ、それにウインチのロープの重さというのが加わりますので、たいへんな労力になり

ます。それを少しでも軽減するために、できるだけ下げ荷をなくして上げ荷を基本にし、下げ荷の部分は

上側に向かって倒した分だけグラップルで拾うというように気をつけています。 

最後はコストです。従来は、基本的にチェーンソーで伐倒、木寄せ造材、ブルドーザもしくはグラップ

ルで集材、グラップルまたはブルドーザでそのまま巻き立てるという方法です。生産性は２ｍ３から４ 

 ｍ３、コストは８，０００円～１２，０００円で、ブルドーザが導入された２０年前と変わらないよう

な状況になっています。 

次に、日本型の最新のシステムですが、フェラーバンチャまたはたハーベスタで伐倒、グラップルで木

寄せ・集材、造材はハーベスタとプロセッサ、巻き立てはグラップルで行うという方法です。途中にフォ

ワーダで土場まで搬出という工程が加わる場合もあります。これは実践事業の結果ですが、４０年生の人

工林の定性間伐をした時、１人当たり１１ｍ３の搬出、コストがｍ３当たり４，０００円となりました。

これは機械経費をどのように見たかということになるんですが、半額補助金が出たという想定です。全額

補助金が出たとすればｍ３当たり３，３００円程度、まるきり出ないと４，４００円～４，６００円にな

る計算です。 

今回のトラクタシステムは、一昨年欧州から導入して、２カ月程度でどの程度でできたかというと、１

日当たり８ｍ３弱だったんです。去年１年間で同じシステムで実施した時は、１人当たり１１ｍ３、単価

が３，９５０円と若干安くなりました。 

ただ、これらのシステムもそれぞれメリット、デメリットがあります。従来の方法では、齢級の低い森

林から齢級の高い森林まで対応可能ですし、苗列間が狭くても縫って入っていけますので、それほど大き

な伐開幅を必要としないというのが特徴です。ただ、コストの面で落ちてしまいます。こ日本型の最新の

システムは、大きなユンボが列状間伐等をやる場合は有利になるんですけれども、４、５齢級の森林でこ

のシステムで対応できるかといったら、まず無理だと思います。今回のトラクタシステムも、道路を作っ

てしまえば、ウインチを出すことによって作業ができるようになりますので、齢級の低い森林でも高い森

林でも実施可能です。こらちの良さは、林内に入って列状間伐をするとか、訓練されたオペレーターが実

施している場合は、この数字じゃおさまらずに２０ｍ３、もしくはそれ以上いっているような場所もある

と思います。それぞれにメリット、デメリットがありますので、どの方法を採用するかは、それは地域の

皆さんが考えていくのが一番いいと思います。 
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機械の利用で一番重要なのは組合せです。適切な機械を、適切に台数をそろえてやるというのは、たい

へんな労力と経験が必要です。始めるのであれば、答えが出やすいところから始めるのがいいと思います。 

最後になりますけれども、通常のトラクタのメリットは、アタッチメントが豊富なことだと思います。

ウインチは欧州で２０万円程度から販売されているんですが、リモコンがついたものであれば４０万円程

度から購入することが可能です。ダブル

のウインチで、性能がいいものだと１０

０万円から２００万円程度になります。

トラクタにはグラップルをつけること

も可能ですし、牽引して材を運搬するこ

とも可能です。また、急傾斜地において

道路を１００ｍ間隔で作設しにくいと

ころでは、トラクタのＰＴＯ軸を利用し

て、タワーヤーダをつけることもできま

す。さらに、緩傾斜地になるんですけれ

ども、ＰＴＯ軸を利用したクラッシャー、

地ごしらえ機、地がき機というのもつけ

られます。このような機械をつけること

によって、１日１ｈａから２ｈａ、簡単に地ごしらえをすることが可能になります。路網の管理に関して、

トラクタを利用してバックホウをつけることができますし、草刈りの機械もつけることができます。先ほ

ど見ていただいたグレーダーも、このトラクタ一つでできます。また、除雪もロータリーですることがで

きます。タイヤショベルで押しつけるんじゃなくて飛ばすわけですから、多雪地でも林内作業が可能です。

さらに、バイオマスの利用については、トラクタのＰＴＯ軸を利用して移動式のチッパーを牽引すること

ができます。トラクタの薪割り機もＰＴＯ軸を利用しますので、どんなトラクタにもつけることができま

す。牽引をして持って行くこともできますので、農家の庭先で薪を作ることも可能です。薪を縛ったり梱

包したりする作業もできます。このように、建設機械も万能ですが、トラクタの良さというのもあります

ので、当組合だけではなくて、ほかの町村でもこのようなトラクタを利用して作業をやっていただけると

ころがあると、共有しやすくなるのではないかと思います。 

以上で説明を終了します。ありがとうございました。 

 

○司 会：ありがとうございました。若干時間がありますので、質問等があれば受けたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

○□□□：先ほど林業専用道の維持管理で、グレ－ダ－で１日１０ｋｍ以上できるということですけれど

も、村内なので維持管理は鶴居村ですることになると思うんですが、森林組合で委託か何か受けておられ

るのかということが一つ。それから、実践事業で作設した１３ｋｍの路網を維持していく上で、１年にど

のぐらいの維持費がかかっているのかというのが一つです。それともう一点が、道幅が５ｍあれば路肩で

造材ができるということだったんですが、今後、林業専用道では３．５ｍという幅になると、土場を設け
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なければならなくなるのかなと考えるんですけれども、トラクターでやった場合、土場の間隔というのは

どのぐらいを見込んだらいいのかをお聞きします。 

 

○門 間：まず１点目のグレーダーなんですけれども、通常の林道であれば建設機械のモーターグレーダ

－でやっており、こちらは役場の建設課で維持管理をしていますので、コスト等は把握できません。屋根

型の道路は、通常のグレーダーでは維持管理ができませんので、屋根型の道路は当組合で責任を持って維

持管理しています。 

トラクタのコストについては、買った金額から減価償却等を引いて計算する方法があるんですけれども、

当組合で見ているのは、購入したトラクタのコストが１日当たり２３，０００円、燃料代や機械損料など

すべて含んでの価格です。オペレータ－が１６，０００円としますと、１日、約４０，０００円で１０  

ｋｍ程度、１日に維持管理ができると思います。 

もう一点が土場なんですけれども、傾斜がきつくない場所であれば、路肩が３．５ｍの道でも巻き立て

はできると思いますが、傾斜がきついところで３．５ｍの道幅となったときには、土場まで、条件によっ

て変わりますので何ｍとは言えないんですけれども、集積できるところまでの距離は確保しなければいけ

ないと考えています。そうなったときに差が出てくるのは、足の速さだと思います。グラップルで二、三

本抱えていて、時速５ｋｍ程度で１００ｍを走るのと、グラップル付きのトラクタでくわえて１００ｍを

時速３５ｋｍで走ることになると、７倍の差が出てきます。土場まで持って行って、帰ることになれば、

さらに７倍の差か出てきますので、トラクタに代表されるホイルマシンでは、足の速さが大事ということ

がおわかりになると思います。ただ、これがすべてかというとそうではなく、クローラにはクローラのよ

さがあって、傾斜に垂直方向であれば、ある程度の傾斜でも登っていけるということもありますので、あ

くまでも使う人たちで組み合わせを考えながら、どのようにしたら低コストで安全に作業できるかという

ことを考えていくのが重要だと思います。したがって、巻き立てが可能であるところでは巻き立てを行い

ます。その上でトラックの入れる道路をつけることによって生産コストは下がると考えています。 

また、伐倒・木寄せは労力がかかりませんが、玉切りは時間とコストがかかります。ドイツ・オースト

リアの場合は、材を長いまま搬出してきて、そのまま路肩に置いて、長いまま運搬屋さんが、そのまま工

場まで直送してくれます。日本の場合は、単板用はここ、パルプ用はここ、パレット用はここというよう

に長さが決められて、その作業がたいへんで、例えば１１ｍ３出ていた場合、長いまま出してきて、その

まま土場に出せるということになれば、２０ｍ３以上というのは可能だと思います。そうしたときには欧

州との生産性の差というのは大きくないと思います。そのためにもしっかりした道路、使いやすくて維持

管理がかからなくて、なおかつ生産性を上げられる道路が必要になると思います。 

 

○司 会：以上で「林内路網整備の加速化を考える」講演会を締めたいと思います。お二人の講師先生に

いま一度、拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

文責：治山林道協会事務局 


