
JP 6462832 B1 2019.1.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　未舗装の造林用作業道に設けられ、流水を堰き止めて排出する造林用作業道横断排水具
であって、
　長尺の支持角材と、
　該支持角材に取付けられた第１の弾性材及び第２の弾性材を備え、
　前記第１の弾性材は、帯状に形成され、上端が前記支持角材の上面より突出して前記支
持角材に取付けられ、
　前記第２の弾性材は、帯状に形成され、両端部のうち、一方の端部は前記支持角材の上
面に固定され、他方の端部は固定されていない
ことを特徴とする造林用作業道横断排水具。
【請求項２】
　前記未舗装の造林用作業道は、山側と谷側との間に敷設され、該谷側は、地山の上側に
盛土が形成された構成であり、
　前記第２の弾性材は、前記固定されていない他方の端部が前記地山に到達可能な長さに
形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の造林用作業道横断排水具。
【請求項３】
　前記未舗装の造林用作業道は、山側と谷側との間に敷設され、前記谷側は、地山の上側
に法面保護工を介して盛土が形成された構成であり、
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　前記第２の弾性材は、前記固定されていない他方の端部が前記法面保護工に到達可能な
長さに形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の造林用作業道横断排水具。
【請求項４】
　前記支持角材は、対向して配設された第１の角材及び第２の角材で構成され、
　前記第１の角材は、複数の第１の分割角材が連結されて構成され、
　前記第２の角材は、複数の第２の分割角材が連結されて構成され、
　前記第２の弾性材の一方の端部は、前記第１の分割角材の上面及び前記第２の分割角材
の上面に固定されている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の造林用作業道横断排水具
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、造林用作業道の流水による浸食を防ぐ造林用作業道横断排水具に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、林道や作業道など（以下、総称して「造林用作業道」という。）の未舗装道路に
は、雨水等の流水によって土砂が流出し道路が浸食されることを防ぐための横断排水具が
設けられている。この横断排水具の従来技術として、例えば、特許文献１には「一般に、
森林では林産物の運搬と林業経営のために必要な交通を目的として、森林の内外に通じる
林道および作業道を築造している。この林道や作業道は一般に未舗装であって、林道や作
業道の排水の如何は林道および作業道の維持に大きく関係するから、路面上の雨水・側方
斜面から流出する水、あるいは路傍のわき水などは停滞せぬよう速やかに排除し、路盤に
も水が浸入しないようにしなければならない。そのための排水法としては路傍に沿って側
溝を設けるものが最も一般的であるが、この側溝によれば集まった水を長い区間流下させ
ると流量を増して溢流し路面の洗掘を来すから、適当な箇所を選んで山側より道路を横断
して谷側に放流するための横断渠を設ける必要がある。ところが、側溝や横断渠によれば
建造費が莫大であり、また横断渠があっても雨量の多いときには側溝から溢水してしまう
などの問題があった。そこで、従来では路面に所要の間隔で排水用具を埋設し、その排水
用具で路面上の流水を谷側に放出させるなどして対処してきた」（段落「０００２」～「
０００４」参照。）と記載されている。
【０００３】
　上記の「横断渠」として、例えば、コンクリート製のＵ字溝を用いると、溝内に木屑、
枯葉、土砂等が堆積して排水の効果が発揮されない上に、林業の採算性の悪化を考慮する
と、コンクリート製のＵ字溝は高価であるという問題があり、このため、上述のように、
「側溝」や「横断渠」に代えて、「排水用具」が用いられ、「排水用具」の材料としては
、木材（特に、間伐材）や、ゴム等の弾性材が用いられることが多く、ゴム等の弾性材を
用いた排水用具として、例えば、以下の特許文献１～５に示すような、いろいろな考案・
発明が提案されている。
【０００４】
　上述した特許文献１には「路傍の一方側から他方側に向けて埋設される角材と、この角
材に固定される可撓性部材で成り、その可撓性部材は二つ折り構成として両側縁が重合し
て成る下端を前記角材の長手方向に沿って固定し、逆Ｕ字形となる上端が路面上に突出す
るようにしたことを特徴とする路面用排水具」（「請求項１」参照。）が記載され、特許
文献２には「上面が地面より突出しない状態で、道路を横切る方向に地中に埋設する長尺
の補強部と、この補強部から立ち上げて、地上に突出させる長尺の弾性材料からなる板状
部とから形成したことを特徴とする路面排水帯」（「請求項１」参照。）が記載され、特
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許文献３には「固定台座（２）の上部に弾性膜（３）を弧状に張り。その両側部を固定副
台座（４）で挟み込み、ボルト（５）で締め付けてなる林道横断排水誘導膜」（「請求項
１」参照。）が記載され、特許文献４には「長尺の板状の弾性部と、道路を横切る方向に
埋設させるものであって前記弾性材部を路面上に突出させるように支持する長尺の支持部
と、その支持部と前記道路の支持基盤との間に設ける長尺の支持強化部とを備え、前記支
持強化部を前記支持部の底面に可動自在に取り付けることを特徴とする路面排水帯」（「
請求項１」参照。）が記載され、特許文献５には「堰となって設置面上に流れる水を誘導
する弾性板からなる帯部と、帯部の下方にて帯面に対し屈曲又は湾曲して設置面に接地し
うる複数の接地片と、接地片を設置面に固定する固定手段とを具備してなり、複数の固定
された接地片によって帯部が立設固定される自立式導水帯であって、少なくともいずれか
２つ以上の接地片は、両帯面のうち一の帯面側及び他の帯面側へ交互に屈曲又は湾曲固定
されてなることを特徴とする自立式導水帯」（「請求項１」参照。）が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実登第３０２２６７２号公報
【特許文献２】実公平０７－０４３２４７号公報
【特許文献３】特開２００６－１１２２０８号公報
【特許文献４】特許第４１８７７８１号公報
【特許文献５】特許第４７９３６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば、特許文献１には、「路面用排水具」は「角材１」と等長の「可撓性部材２」を
「角材１」に固定して形成され、「角材１」を「路面Ｒに埋設」し、「山側から流れてく
る雨水を路面Ｒに突出する可撓性部材２にて谷側Ｇに導き排出させることができる」（段
落「００２３」、図３参照。）ことが記載されている。ここで、「角材１は作業道Ｍにお
ける路傍ｍ，ｍの一方側から他方側に向けて埋設される」（段落「００２２」、図３参照
。）と記載されているので、「可撓性部材２」の両端は、「作業道Ｍ」の「路傍ｍ，ｍ」
、つまり、「作業道Ｍ」の両路端に位置するように形成されているものと認められる（図
１、図３等参照。）。また、図３において、「作業道Ｍ」の「谷側Ｇ」は、地山を削り、
地山の上に法面保護工を設けずに、直接盛土が形成されていることが多い。このような場
合、「可撓性部材２にて谷側Ｇに導き排出」される流水の落下地点（以下、「水叩き部」
という。）は、盛土法面の一部分になる。なお、「流水」は、特許文献１に記載された「
路面上の雨水・側方斜面から流出する水、あるいは路傍のわき水」（段落「０００２」参
照。）を含むものとする。以下、同様である。一般的に、盛土は、地山に比べて、地盤の
強度がかなり弱いので、同一の「水叩き部」に流水の排出を何回も繰り返していると、「
水叩き部」が徐々に浸食されていき、最悪の場合、盛土法面が崩壊してしまうという問題
がある。そして、この問題は、特許文献２～５に記載の発明にも共通して存在する。
【０００７】
　特許文献２の「弾性材からなる板状部４」の両端は、「道路２」の両路端に位置するよ
うに形成され（図１、図３、図４等参照。）、特許文献３の「弾性膜（３）」の両端は、
「林道」の両路端に位置するように形成され（図１等参照。）、特許文献４の「弾性部４
」の両端は、「新設道路Ｑ」の両路端に位置するように形成され（図２、図５等参照。）
、特許文献５の「帯部１」の両端は、「未舗装の路面」の両路端に位置するように形成さ
れ（図７参照。）ており、いずれの文献に記載の発明も、道路の路端部に側溝を設けずに
、雨水は盛土の法面の水叩き部に排出されることを前提にしているものと推量される。
【０００８】
　このため、本発明では、造林用作業道の谷側が、盛土が直接地山の上に形成されている
構成においては、排出される流水の水叩き部が盛土より下方の地山になるように形成され
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た造林用作業道横断排水具を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明では、造林用作業道の谷側が、盛土が法面保護工を介して地山の上に形成
されている構成においては、排出される流水の水叩き部が盛土より下方の法面保護工にな
るように形成された造林用作業道横断排水具を提供することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明では、安価で、施工が簡単にできる造林用作業道横断排水具を提供するこ
とを目的とする。
【００１１】
　また、本発明では、管理費用を削減することができる造林用作業道横断排水具を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、未舗装の造林用作業道に設け
られ、流水を堰き止めて排出する造林用作業道横断排水具であって、長尺の支持角材と、
該支持角材に取付けられた第１の弾性材及び第２の弾性材を備え、前記第１の弾性材は、
帯状に形成され、上端が前記支持角材の上面より突出して前記支持角材に取付けられ、前
記第２の弾性材は、帯状に形成され、両端部のうち、一方の端部は前記支持角材の上面に
固定され、他方の端部は固定されていないことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の造林用作業道横断排水具であって、
前記未舗装の造林用作業道は、山側と谷側との間に敷設され、該谷側は、地山の上側に盛
土が形成された構成であり、前記第２の弾性材は、前記固定されていない他方の端部が前
記地山に到達可能な長さに形成されていることを特徴とすることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の造林用作業道横断排水具であって、
前記未舗装の造林用作業道は、山側と谷側との間に敷設され、前記谷側は、地山の上側に
法面保護工を介して盛土が形成された構成であり、前記第２の弾性材は、前記固定されて
いない他方の端部が前記法面保護工に到達可能な長さに形成されていることを特徴とする
。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の造林用
作業道横断排水具であって、前記支持角材は、対向して配設された第１の角材及び第２の
角材で構成され、前記第１の角材は、複数の第１の分割角材が連結されて構成され、前記
第２の角材は、複数の第２の分割角材が連結されて構成され、前記第２の弾性材の一方の
端部は、前記第１の分割角材及び前記第２の分割角材の上面に固定されていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の造林用作業道横断排水具によれば、造林用作業道に設置した際に、水叩き部が
盛土より下方の地山又は法面保護工に形成されるので、排出された流水が盛土を浸食する
虞がないという顕著な効果を奏することができる。
【００１７】
　また、本発明の造林用作業道横断排水具によれば、造林用作業横断排水具を、間伐材と
ゴムベルトの廃材とを用いて形成するので、安価で施工も簡単であり、また、メンテナン
ス等の管理費用も削減できるという顕著な効果を奏することができる。
【００１８】
　また、本発明の造林用作業道横断排水具によれば、従来技術のような溝清掃をする必要
がないので、管理費用も削減できるという顕著な効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態の造林用作業道横断排水具の斜視図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図１の背面図である。
【図４】図１の左側面図である。
【図５】図１の右側面図である。
【図６】図１の平面図である。
【図７】図１の底面図である。
【図８】造林用作業道周辺の構成を説明する断面図である。
【図９】本発明の第１実施形態の使用状態を説明する断面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態の使用状態を説明する斜視図である。
【図１１】本発明の第２実施形態の造林用作業道横断排水具の斜視図である。
【図１２】図１１の平面図である。
【図１３】本発明の第３実施形態の造林用作業道横断排水具の斜視図である。
【図１４】図１３の平面図である。
【図１５】本発明の弾性材の形状の変形例を説明する図である。
【図１６】本発明の弾性材の幅の変形例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、好適な実施形態を用いて本発明をさらに具体的に説明する。但し、下記の実施形
態は本発明を具現化した例に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。なお、説
明の便宜上、本明細書で示す上，下，左，右の方向は、図中で示す矢印の上，下，左，右
の方向と対応するものとする。
【００２１】
（第１実施形態）
＜全体構成＞
　図１に本発明の第１実施形態の造林用作業道横断排水具の斜視図を示し、図２に図１の
正面図を示し、図３に図１の背面図を示し、図４に図１の左側面図を示し、図５に図１の
右側面図を示し、図６に図１の平面図を示し、図７に図１の底面図を示す。
　図示するように、本発明の第１実施形態の造林用作業道横断排水具１は、長尺の支持角
材２と、支持角材２に取付けられた第１の弾性材３及び第２の弾性材４とを備え、第１の
弾性材３は、帯状に形成され、上端が支持角材２の上面より突出するように支持角材２に
取付けられており、第２の弾性材４は、帯状に形成され、左右の両端部のうち、右側の端
部は支持角材２の上面に固定して取付けられ、左側の端部は固定されていない。この第２
の弾性材４の固定された右側の端部を固定端部４ａ、固定されていない左側の端部を自由
端部４ｂという。
【００２２】
＜支持角材２＞
　第１実施形態では、支持角材２は、長尺の角柱形状の第１の角材２ａと第２の角材２ｂ
とで構成されている。第１の角材２ａと第２の角材２ｂとは、好適には同一形状に形成さ
れる。第１の角材２ａは前側に配設され、第２の角材２ｂは後側に配設され、第１の弾性
材３が第１の角材２ａと第２の角材２ｂとで前後から挟持された状態で、第１の角材２ａ
と第２の角材２ｂと第１の弾性材３は、複数の螺着手段５が前後方向に貫通されて螺着に
より固定されている。
【００２３】
＜螺着手段５＞
　螺着手段５は、ボルトとナットで構成されており、図では、後側から第１の角材２ａ、
第１の弾性材３、第２の角材２ｂを貫通してボルトが螺挿され、螺挿されたボルトに前側
からナットが螺着されて、第１の角材２ａと第１の弾性材３と第２の角材２ｂとが固定さ
れている。第１の角材２ａ、第１の弾性材３、及び、第２の角材２ｂの長手方向には、所
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定の間隔で複数の螺着手段５が螺挿されている。なお、ボルトを前側から螺挿して、ナッ
トを後側から螺着する構成にしてもよい。
【００２４】
＜固定手段６＞
　固定手段６は、複数の螺着手段５の螺軸（図では、ボルト軸）間に、上下方向に第１の
角材２ａ又は第２の角材２ｂを貫通して固定されている。固定手段６は、例えば、図示す
るようにアンカーピンが用いられている。アンカーピンは、第１の角材２ａ及び第２の角
材２ｂのそれぞれの上面に係止する頭部と、頭部から屈曲されて下方に延伸する脚部とか
らなり、脚部の先端は尖鋭に形成されている。アンカーピンの長さは、第１の角材２ａ及
び第２の角材２ｂに打ち込まれたときに、脚部の一部が第１の角材２ａ及び第２の角材２
ｂの下面より突出する長さである。
【００２５】
＜第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂ＞
　第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂで構成される支持角材２は、未舗装の造林用作業道
路を山側から谷側に向けて斜めに横切るように、造林用作業道路に対して所定の角度を以
て埋設される（詳細は後述する。）。支持角材２の長さＬ２は、支持角材２の両端が、造
林用作業道路の両路端に位置することができる長さに形成されている。本実施形態では、
説明の便宜上、第１の角材２ａの長さＬ２ａ及び第２の角材２ｂの長さＬ２ｂも、支持角
材２の長さＬ２に等しいものとして説明する。
【００２６】
＜第１の弾性材３＞
　第１の弾性材３は、長さＬ３，幅Ｗ３，厚さｔ３の帯状に形成され、造林用作業道路に
支持角材２と共に埋設されるときに、上端部が造林用作業道路から突出されるように、支
持角材２の長手方向に沿って、支持角材２の上面より突出する帯状の突出帯部３ａを設け
て、支持角材２に取り付けられている。突出帯部３ａの幅をＷ３ａで示している。この突
出帯部３ａが、流水を堰き止めて、第２の弾性材４の方に誘導して集水する。第１の弾性
材３の下端は、図示のように第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂの下端と同じ位置でもよ
いが、螺着手段５の螺軸（つまり、ボルトの軸）が挿通される位置よりも下方にあればよ
い。第１の弾性材３の長さＬ３は、好適には、図示のように支持角材２の長さＬ２と等し
い長さに形成されているが、第１の弾性材３の長さＬ３は、支持角材２の長さＬ２より多
少長くてもよい。
【００２７】
＜第２の弾性材４の幅＞
　第１実施形態においては、第２の弾性材４の幅Ｗ４は、第１の角材２ａの幅Ｗ２ａと第
１の弾性材３の厚さｔ３と第２の角材２ｂの幅Ｗ２ｂの総和に略等しく設定されている（
特に、図４参照。）。造林用作業道横断排水具１を造林用作業道に設置して使用する際に
、第１の弾性材３によって堰き止められ、集水された流水が、第２の弾性材４に沿って自
由端部４ｂから地山の水叩き部に排出されるまでの間に漏出するのをできるだけ低減する
ためには、第２の弾性材４の幅Ｗ４は、好適には広く形成した方がよい。
【００２８】
＜固定手段７＞
　第２の弾性材４の固定端部４ａは、固定手段７で、第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂ
の上面の所定位置に固定して取付けられている。固定端部４ａには切欠部４ｃが設けられ
、この切欠部４ｃが第１の弾性材３の突出帯部３ａを挟み込むようにして、固定端部４ａ
が第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂの上面に取り付けられている。固定手段７としては
、例えば、図示するようなスクリュー座金が用いられる。スクリュー座金は、座金とナッ
トが一体化しており、アンカーボルトを螺着することができる。座金は、第２の弾性材４
の上面から突出しないので、車両通行時のタイヤの損傷が防止できる。また、アンカーボ
ルトは、左端の螺着手段５よりも右側位置に貫通される。固定手段７の個数と取付位置は
、第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂに取付ける第２の弾性材４の長さ（つまり、重さ）
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に応じて、適宜変更することができる。例えば、第２の弾性材４の長さが長くなり重量が
増してくると、固定端部４ａを第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂの右側に移動させて固
定手段７の数を増やして取付ける構成にしてもよい。
【００２９】
＜第２の弾性材４の長さ＞
　本発明では、従来技術とは異なり、支持角材２に帯状の第２の弾性材４が設けられてお
り、第２の弾性材４の長さＬ４は、造林用作業道の谷側の構成に応じて決められる。一般
的に、造林用作業道は、地山の斜面の土砂を切取り、切取った土砂を下方の地山の斜面に
積み重ねて盛土を形成し、この盛土（一部に地山を含むこともある。）の上に敷設される
。山側には切土斜面が形成され、谷側には盛土斜面が形成される。このとき、地山の上に
直接盛土が形成される構成と、地山の上の少なくとも一部に形成された植生工や構造物工
等の法面保護工を介して盛土が形成される構成とがある。法面保護工は、盛土の環境保全
や浸食防止等に設けられるもので、法面植生工は法面に植物を繁茂させて構成され、構造
物工は法面にコンクリート等の構造物（ふとん篭、擁壁等）を構築して構成される。
【００３０】
［谷側が、地山の上側に直接盛土が形成された構成の場合］
　造林用作業道Ｍは、特に、作業道の敷設においては、法面保護工を設置するための莫大
な工事費用の投入が困難であることから、図８（ａ）に示すように、谷側Ｖｓの構成が、
地山Ｇの上側に、法面保護工が設置されずに、直接盛土Ｆが形成されている場合が多いも
のと思われる。しかしながら、一般に、盛土Ｆは地山Ｇに比べ地盤強度が弱く、浸食を受
けやすいことが知られている。水叩き部、つまり、造林用作業道横断排水具から排出され
る流水の落下地点が、直接盛土Ｆ上にあるときは、盛土Ｆが流水により浸食される虞があ
る。そこで、本願発明者は、水叩き部が盛土にならないように構成された造林用作業道横
断排水具を発明した。
　第１実施形態においては、造林用作業道横断排水具１を未舗装の造林用作業道Ｍに埋設
したときに、第２の弾性材４の自由端部４ｂが、谷側Ｖｓの盛土Ｆより下方の地山Ｇに到
達することが可能なように、第２の弾性材４の長さＬ４が形成される。つまり、第１の弾
性材３で堰き止められ誘導された流水が集水され、第２の弾性材４に沿って排出され、排
出された流水が盛土Ｆよりも下方に形成されている地山Ｇに到達することができるので、
水叩き部ＷＰが地山Ｇの法面Ｓ３に形成され、盛土Ｆが流水で浸食される虞がない。第２
の弾性材４の長さＬ４は、盛土Ｆの高さ、勾配等から決まる盛土法面Ｓ２の長さ等も考慮
して適宜調整される。
【００３１】
［谷側が、地山の上側に法面保護工を介して盛土が形成された構成の場合］
　上述したように、盛土は地山に比べ地盤強度が弱く、浸食を受けやすいことから、図８
（ｂ）に示すように、地山Ｇの上に部分的に法面保護工ＳＰが形成され、この法面保護工
ＳＰの上に盛土Ｆが形成されることもある。法面保護工ＳＰは、上述したように構造物工
（擁壁、ふとん篭等）や植生工で形成されるので盛土Ｆに比べ地盤強度が強い。谷側Ｖｓ
がこのような構成である場合は、水叩き部（造林用作業道横断排水具から排出される流水
の落下地点）ＷＰは、法面保護工ＳＰ上に形成すればよい。つまり、造林用作業道横断排
水具１の第２の弾性材４の長さＬ４は、自由端部４ｂが谷側Ｖｓの地山Ｇに到達するほど
長くなくてもよく、少なくとも自由端部４ｂが法面保護工ＳＰに到達する長さに形成され
ていればよい。なお、植生工は、施工後、植物が一定の大きさに成長するまでは、地盤が
所望の強さに形成されていないので、植生工の施工と同時期に造林用作業道横断排水具１
を設置するような場合は、好適には、第２の弾性材４の長さＬ４は、自由端部４ｂが谷側
Ｖｓの地山Ｇに到達することができる長さに形成される。
【００３２】
＜素材＞
　本実施形態では、第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂに間伐材を用いているので、安価
であり、また、丸太ではなく角材を用いることで、第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂを
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造林用作業道路に埋設したときに、安定性が向上する。また、第１の角材２ａ及び第２の
角材２ｂの上下方向に固定手段６を貫通させ、固定手段６の下部が第１の角材２ａ及び第
２の角材２ｂの下端面から突出するようにして固定しているので、埋設時の安定性がさら
に向上する。第１の弾性材３及び第２の弾性材４にはゴムベルトの廃材を用いているので
、製造コストを低減することができる。
【００３３】
＜使用状態＞
　次に、本実施形態の造林用作業道横断排水具１の使用状態について説明する。図９は造
林用作業道横断排水具１の使用状態を説明する断面図を示し、図１０は造林用作業道横断
排水具１の使用状態を説明する斜視図である。図９（ａ）及び図１０では、上述した「谷
側が、地山の上側に直接盛土が形成された構成の場合」を示している。図９（ｂ）では、
上述した「谷側が、地山の上側に法面保護工を介して盛土が形成された構成の場合」を示
している。図示するように、谷側Ｖｓの地山Ｇの斜面の一部を切り取って地山Ｇ斜面上に
盛土Ｆが形成され、この地山Ｇと盛土Ｆの上に造林用作業道Ｍが敷設されている。造林用
作業道Ｍの山側Ｍｓには、地山Ｇの切土法面Ｓ１が形成されている。なお、造林用作業道
Ｍに横断勾配が設けられているときは、横断勾配に合わせて造林用作業道横断排水具１を
設置するとよい。
【００３４】
　以下、「谷側が、地山の上側に直接盛土が形成された構成の場合」について、図９（ａ
）及び図１０を参照しながら説明する。造林用作業道横断排水具１は、流水を集水して谷
側Ｖｓに排出させるため、未舗装の造林用作業道Ｍを山側Ｍｓから谷側Ｖｓに向けて斜め
に横切るように埋設される。造林用作業道横断排水具１を構成する支持角材２の両端部は
、未舗装の造林用作業道Ｍの両路端に位置するように埋設される。第１の角材２ａ及び第
２の角材２ｂ及び第１の弾性材３についても同様である。支持角材２は、上面が造林用作
業道Ｍの路面と一致するように、造林用作業道Ｍ下の地山Ｇ又は盛土Ｆ中に埋設され、第
１の弾性材３は、突出帯部３ａが造林用作業道Ｍの路面より上に突出するように、造林用
作業道Ｍ直下に形成されている地山Ｇ又は盛土Ｆの地中に埋設される。同様に、螺着手段
５及び固定手段６も、造林用作業道Ｍ直下の地山Ｇ又は盛土Ｆの地中に埋設される。
【００３５】
　第２の弾性材４は盛土Ｆの盛土法面Ｓ２に沿って配設され、第２の弾性材４の固定端部
４ａは、造林用作業道路Ｍの左側（谷側Ｖｓ）の路端部に位置し、第２の弾性材４の自由
端部４ｂは、盛土Ｆと地山Ｇとの境界地点より低い位置、つまり、盛土法面Ｓ２と地山法
面Ｓ３との境界地点より低い位置に形成されるように構成されている。このため、図１０
に示すように、造林用作業道路Ｍの上流又は切土法面Ｓ１から流れてきた雨水等の流水Ｆ
Ｗは、第１の弾性体３の突出帯部３ａによって堰き止められ谷側Ｖｓに誘導されて集水さ
れ、第２の弾性体４に沿って流れ、盛土Ｆ下方の地山Ｇの水叩き部ＷＰに落下して排出さ
れることになる。つまり、水叩き部ＷＰが盛土Ｆではなく、盛土Ｆ下方の地山Ｇに形成さ
れることになる。これにより、従来技術の「盛土に雨水が排出され、盛土が浸食される」
という問題が解決されるので、盛土Ｆの崩壊の虞がなくなった。また、流水ＦＷの殆どが
第２の弾性材４に沿って地山Ｇの水叩き部ＷＰまで誘導されるので、流水ＦＷが誘導途中
に溢れて排出されても、その量は少量であり、盛土法面Ｓ２に落下しても浸食される虞が
ない。そして、第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂに間伐材を利用し、第１の弾性材３及
び第２の弾性材４にゴムベルトの廃材を利用しているので、非常に安価な造林用作業道横
断排水具１を製作することができる。また、構成が簡単であるので、施工も容易に行うこ
とができ、施工費用を削減することができる。さらに、「溝の清掃」という従来技術の課
題もないので、管理面の費用も削減することができる。なお、本実施形態において、造林
用作業道横断排水具１は、造林用作業道Ｍの長さ方向に所定間隔で複数埋設されるが、図
９、図１０では、一つの造林用作業道横断排水具１について示している。
【００３６】
（第２実施形態）
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　図１１に本発明の第２実施形態の造林用作業道横断排水具１０の斜視図を示し、図１２
に本発明の第２実施形態の造林用作業道横断排水具１０の平面図を示す。なお、第１実施
形態と同じ構成の部材には、同じ符号を付している。造林用作業道横断排水具１０が、第
１実施形態の造林用作業道横断排水具１と異なる点は、第１実施形態では、支持角材２を
一対の長尺の第１の角材２ａ及び第２の角材２ｂで構成していたが、第２実施形態では、
支持角材１２を、第１実施形態で用いた第２の角材２ｂのみで構成し、第２の弾性材１４
の幅Ｗ１４を第２の角材２ｂの幅Ｗ２ｂと同じ幅にし、さらに、第１の弾性材１３の長さ
Ｌ１３を第２の角材２ｂの長さＬ２ｂよりも長くしたことである。このため、図１１、図
１２に示すように、第２の角材２ｂの前面に第１の弾性材１３を取付け、螺着手段５を第
２の角材２ｂ及び第１の弾性材１３に前後方向に貫通して、第２の角材２ｂと第１の弾性
材１３とを螺着固定し、第２の角材２ｂの上下方向に固定手段６を貫通して固定する。第
２の弾性材１４の固定端部１４ａは、第２の角材２ｂの上面に固定手段７によって固定し
て取付けられている。本実施形態では、第２の弾性材１４の幅Ｗ１４が、第１実施形態の
第２の弾性材４の幅Ｗ４よりも狭くなったので、第１の弾性材１３によって堰き止めて集
水された流水の漏出を低減するため、第１の弾性材１３の長さＬ１３を第２の角材２ｂの
長さＬ２ｂよりも長くすることで突出帯部１３ａを第１実施形態の突出帯部３ａよりも谷
側Ｖｓの方に長くなるように構成したのである。したがって、作用・効果も、第１実施形
態の作用・効果と同じである。なお、第１の弾性材１３全体の長さを一様に長くしなくて
も、突出帯部１３ａの部分だけを第２の角材２ｂの長さＬ２ｂよりも長くする構成でもよ
い。なお、第２実施形態では、第２の弾性材１４の固定端部１４ａの第２の角材２ｂへの
取付け位置は、山側Ｍｓと谷側Ｖｓの位置関係によっても適宜調整する必要してよい。
【００３７】
（第３実施形態）
　図１３に本発明の第３施形態の造林用作業道横断排水具２０の斜視図を示し、図１４に
本発明の第３施形態の造林用作業道横断排水具２０の平面図を示す。第３実施形態では、
第１実施形態に対して、支持角材２２が第１の角材２２ａと第２の角材２２ｂとで構成さ
れている点では同様であるが、第１の角材２２ａが複数の第１の分割角材２２１ａで連結
して構成され、第２の角材２２ｂが複数の第２の分割角材２２１ｂで連結して構成されて
いる点が異なっている。第１の分割角材２２１ａは、一端又は両端に継手部２２１ｃを備
え、隣接する第１の分割角材２２１ａ同士が継手部２２１ｃで連結されている。また、第
２の分割角材２２１ｂは、一端又は両端に継手部２２１ｃを備え、隣接する第２の分割角
材２２１ｂ同士が継手部２２１ｃで連結されている。図では、支持角材２２の両端部に配
設される第１の分割角材２２１ａは、一方の端部に継手部２２１ｃが形成されていればよ
く、その他の第１の分割角材２２１ａは、両端に継手部２２１ｃが形成される。同様に、
支持角材２２の両端部に配設される第２の分割角材２２１ｂは、一方の端部に継手部２２
１ｃが形成されていればよく、その他の第２の分割角材２２１ｂは、両端に継手部２２１
ｃが形成される。継手部２２１ｃの構成は、好適には、図示のように相欠き継ぎが用いら
れるが、他の継手を用いてもよい。
【００３８】
　対応する第１の分割角材２２１ａと第２の分割角材２２１ｂとで、帯状の突出帯部２３
ａが支持角材２２の上面より突出するように、第１の弾性材２３を挟持した状態で、第１
の分割角材２２１ａと第２の分割角材２２１ｂと第１の弾性材２３とは、複数の螺着手段
５が水平方向に貫通されて螺着により固定されている。第１の弾性材２３は、図示するよ
うに、支持角材２２と略同じ長の一枚のゴムベルトで形成されてもよいし、複数のゴムベ
ルトで形成された分割弾性材に分割されていてもよい。その他、第１実施形態と同様に、
第２の弾性材４と固定手段７、アンカーピンによる固定手段６等が設けられている。なお
、第３実施形態では、座堀孔５ａに固定手段６を螺挿することで、螺着手段５のボルト頭
、ナットが支持角材２２の前面及び背面から突出しないようにしてる。また、螺着手段５
には、座金を用いている。
【００３９】



(10) JP 6462832 B1 2019.1.30

10

20

30

40

50

　第３実施形態によれば、支持角材２２を第１の角材２２ａ及び第２の角材２２ｂで構成
し、第１の角材２２ａを複数の第１の分割角材２２１ａで連結して構成し、第２の角材２
２ｂを複数の第２の分割角材２２１ｂで連結して構成するようにしたことで、第１の分割
角材２２１ａ、第２の分割角材２２１ｂを適宜連結して、幅員の広い造林用作業道に対し
ても適用することができる。支持角材２２を製造するときに、４ｍを超えるような部材を
用いると、部材の価格が極端に高くなるが、第３実施形態によれば、４ｍ以下の第１の分
割角材２２１ａ、第２の分割角材２２ｂを製造することで、製造コストを低くすることが
できる。また、支持角材の長さが長すぎるときは輸送が困難であったが、第３実施形態に
よれば、造林用作業道横断排水具２０を分割した状態で輸送し、現場で組み立てるように
すれば、輸送も容易に行うことができる。また、第３実施形態においても、第１実施形態
及び第２実施形態と同様の作用・効果を奏することができる。
【００４０】
（変形例１）
　図１５に第２の弾性材の形状の変形例について示す。図１５（ａ）は、斜視図であり、
図１５（ｂ）は、正面図である。第１乃至第３実施形態では、第２の弾性材４の上面は、
平坦形状で図示しているが、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に示すように、第２の弾性材
１４の上面側に、複数のＶ字状の溝１４ａを形成し、流水をより流れやすくしてもよい
【００４１】
（変形例２）
　図１６に第２の弾性材の幅の変形例について示す。図１６（ａ）は、第１実施形態の弾
性材の幅の変形例であり、図１６（ｂ）は、第２実施形態の弾性材の幅の変形例であり、
それぞれ、左側面図を示している。第１実施形態（第３実施形態でも同様。）では、第２
の弾性材４の幅Ｗ４は、第１の角材２ａの幅Ｗ２ａと第１の弾性材３の厚さｔ３と第２の
角材２ｂの幅Ｗ２ｂとの総和に略等しく、第２実施形態では、第２の弾性材１４の幅Ｗ１
４は、第２の角材２ｂの幅Ｗ２ｂと略等しくなるように形成したが、図１６（ａ）に示す
ように、第２の弾性材１０４の幅Ｗ１０４を、第１の角材２ａの幅Ｗ２ａと第１の弾性材
３の厚さｔ３と第２の角材２ｂの幅Ｗ２ｂとの総和より拡幅して形成して造林用作業道横
断排水具１００を構成してもよく、図１６（ｂ）に示すように、第２の弾性材１１４の幅
Ｗ１１４を、第２の角材２ｂの幅Ｗ２ｂよりも拡幅して形成して造林用作業道横断排水具
１１０を構成してもよい。これらの変形例によれば、より多くの量の流水に対応すること
ができる。
【符号の説明】
【００４２】
１，１０，２０，１００，１１０　造林用作業道横断排水具
２，１２，２２　　　　支持角材
２ａ，２２ａ　　　　　第１の角材
２ｂ，１２ｂ，２２ｂ　第２の角材
３，１３，２３　　　　第１の弾性材
３ａ，１３ａ，２３ａ　突出帯部
４，１４，１０４，１１４　第２の弾性材
４ａ，１４ａ　　固定端部
４ｂ，１４ｂ　　自由端部
４ｃ　　　切欠部
５　　　　螺着手段
６，７　　固定手段
１４ａ　　Ｖ字状の溝
２２１ａ　第１の分割角材
２２１ｂ　第２の分割角材
２２１ｃ　継手部
Ｆ　　　　盛土
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ＦＷ　　　流水
Ｇ　　　　地山
Ｍ　　　　造林用作業道路
Ｓ１　　　切土法面
Ｓ２　　　盛土法面
Ｓ３　　　地山法面
ＳＰ　　　法面保護工
Ｍｓ　　　山側
Ｖｓ　　　谷側
ＷＰ　　　水叩き部
 
【要約】
【課題】排出される流水の水叩き部が盛土より下方の地山になるように形成された造林用
作業道横断排水具を提供することを目的とする。
【解決手段】未舗装の造林用作業道に設けられ、流水を堰き止めて排出する造林用作業道
横断排水具であって、長尺の支持角材と、該支持角材に取付けられた第１の弾性材及び第
２の弾性材を備え、前記第１の弾性材は、帯状に形成され、上端が前記支持角材の上面よ
り突出して前記支持角材に取付けられ、前記第２の弾性材は、帯状に形成され、両端部の
うち、一方の端部は前記支持角材の上面に固定され、他方の端部は固定されていないこと
を特徴とする。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１５】 【図１６】
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